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「学校選択制」は何をもたらしたか？
「教育改革」先進地・品川区の現実。
日本 では この 間、 「市場 の競 争原理 に任 せれ ば、互

も」「 等し く」 とい う言葉 は出 てこな い。

いが競 い合 うこ とで 全体の 質が 向上す る」 とい う「市

この 点は 、重 要で ある。

場主義 」「 競争 主義 」の論 理が 社会を 席捲 して きた。

「『 学校 教育 の内 容が充 実』 すれば 、す べて の子ど

しか し今 日、 「市 場主義 」「 競争主 義」 が何 をもた

ものた めに なる では ないか 」と いう声 もあ るだ ろう。

らした か、 誰の 目に も明ら かで ある。 市場 競争 の結果

しか し、 現実 はど うだろ うか 。

「社会 全体 が向 上」 するど ころ か格差 は拡 大・ 固定化

下の 表は 、今 年の 品川区 の小 学校の 入学 者数 である 。

し、生 活困 窮世 帯の 増大な どに よって 社会 はき わめて

「入 学率 」と は、 「学区 内に 住む本 来の 入学 予定者

不安定 な状 態に 陥っ てしま った 。

数」に 対し て、 実際 に何

入学者数

入学率

Ａ小学校

98

326.7

Ｂ小学校

82

182.2

学校 選択 制を 実施 した

Ｃ小学校

65

175.7

ことで 、当 然「 希望 の集

Ｄ小学校

104

160.0

まる学 校」 と「 不人 気の

Ｅ小学校

70

159.1

学校」 が生 まれ た。

Ｑ小学校

10

40.0

選択 制に よっ て希 望の

Ｒ小学校

31

37.3

集まっ たＡ 小学 校に は、

Ｓ小学校

11

27.5

果た して 「学 校選 択制」 は、 その主 張通 り「 全体の

「学区 内に 住む 児童 数」

Ｔ小学校

26

26.8

向上」 を導 いた のだ ろうか 。そ れとも 、教 育に も「格

の３２ ６． ７％ の児 童が

▲２００８年度 の入学者数

差」を 拡大 させ てし まった のだ ろうか 。

集まっ た。

「市 場主 義」 のす べてが 間違 ってい ると 言う つもり
はない 。し かし 、本 来「市 場主 義」や 「競 争」 に馴染
むもの もあ れば 、向 かない もの もある はず だ。
とり わけ 教育 や福 祉とい った 分野は 、「 市場 主義」
に馴染 むも のだ った のだろ うか ？
「市 場主 義」 の教 育への 導入 で注目 をあ びた のが、
東京都 品川 区な どで 始まり 、全 国に波 及し た「 学区自
由化」 「学 校選 択制 」の流 れで ある。

「教 育改 革」 先進 地と言 われ る東京 都品 川区 の現状
を見る こと にす る。

倍の児 童が 入学 した かを
あらわ す。

一方 、も っと も「 不人気 」だ ったＴ 小学 校に は、２
６．８ ％の 児童 しか 集まら なか った。
「人 気」 校で は余 裕教室 が不 足する ほど 満杯 の子ど

「学校選択制」は何をもたらしたか
学校 選択 制の 導入 の背景 には 、「学 校間 の競 争によ
って学 校教 育を 向上 させる 」と いう、 まさ に「 市場主
義」の 発想 があ る。
品川 区教 育委 員会 も、学 校選 択制の 目的 につ いて、
保護者 への 説明 書で はこの よう に述べ てい る。

‥‥ 学校 教育 の内 容の充 実と 質の向 上を 目的 に、
‥‥ 子ど もに 適し た教育 を受 けさせ たい とい う保
護者 の希 望に 沿え るよう ‥‥ （実施 する ）

義務 教育 は本 来、 「すべ ての 子ども に等 しく 教育を
保障す る」 もの でな ければ なら ない。
しか し、 品川 区の 保護者 への 説明に 「す べて の子ど

もたち が詰 め込 まれ 、「不 人気 」校で はＳ 小の ように
学年１ １人 とい う学 校まで が生 まれる 。
中学 校の 場合 、小 規模校 では 部活動 の維 持さ え困難
となる 。
もち ろん 、希 望の 少ない 「不 人気」 校で あっ ても、
あえて 地域 の学 校を 選択す る保 護者も いる 。
しか し、 「不 人気 」校に 通う 子ども が暗 い顔 で「ど
うせぼ くの 学校 は

ダメ学 校

だから ‥‥ 」と 話した

という 。こ の子 たち に、「 教育 内容の 充実 」は 保障さ
れてい ると 言え るの だろう か。
なる ほど 、学 校選 択制の 目的 に「す べて の子 ども」
とは書 かれ てい ない はずで ある 。「市 場主 義」 の論理
からす れば 、そ んな 学校を 選ん だのも 「自 己責 任」な
のだか ら。

「市場メカニズム」は成り立ったのか？
「市 場主 義」 の理 論では 、「 不人気 」と され た学校
の教師 たち は奮 起し 、より 良い 学校づ くり のた めに努
力をす る。 その 結果 、Ｓ小 学校 やＴ小 学校 にも 希望者
が集ま るよ うに なる 、‥‥ はず だった 。
品川 区で 学校 選択 制導入 の中 心とな った 若月 秀夫教
育長も 、そ の編 著書 である 『学 校大改 革

品川 の挑

戦』（ ２０ ０８ 年 学 事出 版）で 次の よう に述 べる。

学 校選 択制 は「 格差」 や「 序列化 」を 固定 化す
るど ころ か、 むし ろそれ らを 是正す るた めの きっ
かけ を学 校に 与え たもの なの です。

まさ に「 市場 原理 主義」 の主 張であ る。 しか し、現
実にこ のよ うな 机上 の論理 は成 り立っ たの だろ うか？
学校 選択 制が 始ま って８ 年。 現実に は、 希望 者の集
まる学 校は 固定 化し 、一度 「不 人気」 とな って しまっ
た学校 から は、 生徒 離れが 進む 。「全 体が 向上 」する
どころ か、 「負 け組 」とな った 学校は どん なに 努力を
しよう が、 二度 と立 ち直れ ない 。
そも そも 、学 校の 「人気 」の 差は「 教職 員の 努力」
の差な のだ ろう か？

「不 人気 」な学 校は 、「 教職員

が努力 して いな いか ら」な のだ ろうか ？
「課 題集 中校 」の 教職員 は、 他校よ り何 倍も 努力を
してい るの が現 実で ある。 しか し、そ のこ とが 学校選
択の際 の評 価に つな がるわ けで はない 。
保護 者や 生徒 への アンケ ート では、 学校 選択 の理由
は「教 育に 熱心 そう 」や「 友だ ちが行 くか ら」 「校舎

などと いう つも りは ない。
教職 員が 学校 選択 制に概 して 批判的 であ るの に対し 、
保護者 はお おむ ね好 意的で ある 。この 根底 に公 立学校
の現状 に対 する 批判 がある とす れば、 学校 はそ のこと
に真摯 に向 き合 わね ばなら ない 。
しか し、 教職 員は 本当に 「努
力をし てい ない 」の だろう か？
児童 ・生 徒指 導へ の対応 、日
々の多 忙な 業務 。精 神疾患 によ
る休職 者も 年々 増加 してい る。
私学 とは 違っ て、 地域の すべ
ての生 徒を 受け 入れ ること が前 提の公 立学 校は 、民間
企業と は質 の違 う困 難の下 にあ るのだ 。
学校 選択 制を 導入 して教 員の 「意識 改革 を進 めた」
結果、 品川 区の 教育 はどれ ほど 顕著な 成果 をあ げたと
いうの だろ う。
『品 川の 挑戦 』に は、「 積極 的な学 校公 開」 「授業
の改善 」「 学力 の向 上」な どが 成果と して 並ぶ 。
しか しこ の内 容な ら、学 校選 択制を とら ずと も、全
国の多 くの 学校 が成 果をあ げて いるこ とで はな いか。

「学校選択制」を見直す自治体も
一方 、都 内で も「 学校選 択制 は採用 しな い」 と明言
する自 治体 も少 なく ない。
世田 谷区 も「 学校 選択制 は採 用しな い」 こと を表明
してい る。 ２０ ０５ 年に制 定さ れた「 せた がや 教育ビ
ジョン 」で は、 学校 ・家庭 ・地 域の連 携に よる 「地域
の学校 」を めざ す、 という こと を方針 化し てい る。

が新し い」 など が上 位を占 める 。逆に 「あ の学 校は荒

昨年 、私 が世 田谷 区を訪 れた とき、 区教 委の 担当課

れてい る」 とい う風 評によ って 、希望 者が 激減 したケ

長は「 競争 主義 では 、学校 不信 が生ま れま す。 世田谷

ースも ある 。い ずれ も、客 観的 な基準 とは 言い 難い。

ではす べて の学 校が 地域か ら信 頼され るこ とを めざし

一方 、「 特色 ある 学校づ くり を進め 、そ れぞ れの個
性で選 んで もら えば よい」 とい う主張 もあ った はずだ 。
しか し、 「個 性」 は選択 の大 きな理 由と はな ってい

て努力 して いま す」 と、自 信を 持って 語っ てい た。
世田 谷区 の教 育の 質は、 品川 区と比 べて 劣っ ている
のだろ うか ？

そう は思え ない 。

ない。 品川 区で は、 ある小 学校 が「小 学校 英語 」を導

江東 区で も、 来年 度から 小学 校の選 択制 を見 直す。

入する と、 他校 も一 斉に「 英語 」を導 入し はじ めた。

「学 校と 地域 との つなが りが 薄れて しま った 」「通

「市場 主義 」が むし ろ画一 化を 生んだ 例で ある 。
「市 場メ カニ ズム 」は、 とて も理屈 通り に機 能して
いると は思 えな い。
若月 氏は 、こ の現 実を前 にし てなお 「学 校選 択制は
格差是 正の きっ かけ 」と主 張し 続ける のだ ろう か。

学時の 安全 確保 に支 障が生 じて いる」 とい う地 域から
の声が 見直 しの 理由 である 。「 学区以 外の 学校 を選択
した保 護者 は、 学校 に対し て個 人的な 要求 を強 く求め
る傾向 があ る」 こと も、懸 念材 料だと いう 。
学校 選択 制を 見直 す動き は他 にもあ らわ れて いる。
群馬県 前橋 市は １１ 年度か ら学 校選択 制を 小・ 中学校

学校選択制のねらいは「教員の意識改革」
若月 氏は 『品 川の 挑戦』 の中 で、学 校選 択制 のねら
いは「 教職 員の 意識 改革だ 」と も述べ る。
もち ろん 、私 は「 教職員 の意 識改革 」が 必要 ない、

ともに 見直 す。 栃木 県鹿沼 市も 見直し の検 討を 始めた 。
学校 教育 の充 実・ 改善は 、何 より重 要な こと である 。
しか し、 子ど もた ちまで 巻き 込んだ 「市 場主 義」が 、
そのた めの 適切 な手 段だっ たと は私に は思 えな い。

