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◆20年前の中学受験 ── 公立不信と私立中高一貫校ブーム

ベネッセの第1回「中学受験」調査は今から20年前の1988年に実施された。当時は私立中学校に

とって追い風の時代であった。公立中学校の「荒れ」やゆとり路線による英語と数学の時間数削

減などで公立中学不信が一気に高まったのはこの頃からである。さらにこの当時、東大入学者数

で私立の中高一貫校が躍進したことなどで、中高一貫制が注目され、中高一貫の私立中学校が新

設されたり、閉鎖していた中等部を復活して中高一貫化する学校があらわれたりした。またバブ

ル時代ということで斬新な校舎建築や有名デザイナーによる制服デザインに象徴される、消費と

しての私立中学教育があこがれの対象となった時期でもあった。

しかし当時は、中学受験をする者にとっては大変な時代でもあった（もちろん、違う意味で今

でも大変であるが…）。私立中学進学は周囲の人々から平等性と共同性を傷つける行為であるとみ

なされ、隠れて受験したり、ひどいときには小学校教師から陰に陽に受験を妨害されたりするこ

ともあった（当時のなごりで、私立の中学受験では今でも小学校からの調査書は不要な場合が多

い）。また、受験勉強についていえば、入試問題が今よりも暗記的、詰め込み的要素が強く、勉強

の楽しさや面白さよりも苦しさがまさった時代であった。

◆「中学校・大選択時代」の到来

今回、およそ20年ぶりに調査を行うことになった。調査タイトルは「中学受験」から「中学校

選択」へと変化した。タイトルを変えた理由は、私立中学校の増加、私立中学校の受験機会（試

験日）の複数化、公立中高一貫校の誕生、そして公立中学への学校選択制の導入にある。

公立セクターにも公立中高一貫校という選抜（適性検査）のある中学が誕生し、平成19年では

全国72校（中等教育学校と併設型）を数える。さらに少なくない地域で中学の学校選択制が取り

入れられ、平成18年の段階で13.9％の市区町村、東京では23区中の19区におよんでいる。こうした

結果、20年前には大多数の子どもが何も考えずに地元の公立中学校に進学していたのが、そうし

た子どもは今は都市部などでは少数派になっている。行く行かないは別として、大半の子どもが

巻き込まれて中学を選択する時代、「中学校・大選択時代」になったのである。

◆選抜のある中学校とない中学校 ── 中学校のタイプと今回の主たる分析対象

本調査は主に「選抜のある中学校」への進学にかかわる意識と行動を、全国調査によって明ら

かにするものである。選抜のある中学校とは受験や適性検査のある中学校のことであり、表1の私
立中学校、国立大学附属中学校、公立中高一貫校（中等教育学校・併設型）のことである。本調

査は、公立中学校の学校選択制については主たる分析の対象とはしない。学校選択制は2006年で

全国の13.9％の自治体が導入しており中学校選択という意味では重要な位置を占めるようになって

いる。しかし、入学者選抜では試験や適性検査が課せられないという点で選抜を行う他の中学校

とは性質を異にしており、本報告書では考察の対象とはするが主たる分析の対象とはしない。ま

た、同じく選抜がないという理由で、公立中高一貫校のうち、連携型も今回の主たる分析対象か

ら除外した。

「中学校・大選択時代」の中学校選択にかかわる諸問題
青山学院大学教授樋田大二郎

序 章
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◆「中学校・大選択時代」の作られたイメージ

マスコミ等から受ける中学受験と中学校選択の状況についてのイメージは適切とはいえない。

さまざまな雑誌が中学受験を特集し、私立・国立への受験が一般的になっているというイメージ

や、私立・国立の公立に対する優位性と公立中学校への不信を盛んに流布している。しかし、そ

れらはつくられた受験のイメージであったり、東京あるいは一部の中学校のみにあてはまるイメ

ージであったりする。

確かに東京（首都圏）の受験率は高い。大手塾の推計では首都圏で2008年春に私立中学・国立

中学を受験した子どもが6万人を超え、およそ2割の児童が受験したとされている。今回のわれわ

れの調査でも東京23区の家庭の37.7％が中学受験をさせる予定であると答えている（1章参照）。こ

れらの数字からは中学受験が一般化しているようにも感じられる。

しかし、われわれの調査の「37.7％」の内訳は私立・国立を受験させる家庭は24.9％だけで、あ

との12.8％は受験準備が比較的楽な公立中高一貫校の受検である。さらに、全国に目を転じると、

首都圏、関西圏以外では「お子様が通う小学校では、どのくらいの割合の子どもが中学校を受験

しますか」との問いに、「3割以上」と答えた割合は4.1％と、1割を切っていた。そして「ほとんど

いない」と「1割に満たない」の合計が71.5％であった。この数字は私立と国立、公立中高一貫の

「選抜のある中学校」3タイプすべてを合わせた受験者率である。全国的にみると中学受験をする

ことが一般的である地域は例外的であり、中学受験をすることが例外的である地域のほうが一般

設置者 名称 入学者選抜方法 今回の分析対象 備考

私立 私立中学校・私立
一貫校 入学試験 ◎ 全国 729 校　生徒数で 7.1％※1

国立 国立大学附属中学
校・中等学校 入学試験 ◎ 全国 76 校   生徒数で 0.9％※1

公立

公立中高一貫校
 （中等教育学校・
併設型）

適性検査 ◎

全国 72校※2　
　受験倍率が 10倍を超える学校もある。
　公立中高一貫校には 3類型があり、中
等教育学校 (17 校 ) は高校にあたる後期
(3 年間 ) へは無選抜で進学でき、生徒の
募集もない。併設型（55校）は中学校か
ら高校へは無選抜で進学でき、高校では
生徒募集を行う。同一の設置者による中
学校と高校を接続している。

公立中高一貫校
 （連携型）

原則として
選抜なし ○

全国 77校※2　
　連携型は高校の先生が中学校に出張授
業に行くなど、既存の市町村立中学校と
都道府県立高校が連携を深める形で実施。

公立の学校選択制
対象中学校

定員オーバーの
場合に抽選する
ケースもある

○ 全国の 13.9％の自治体が中学校段階で導
入 ※3

一般の公立中学校 選抜無し ○

注1 平成19年度学校基本調査。学校数は分校を除く。
注2 平成19年4月現在。文部科学省調べ。
注3 平成18年5月現在。文部科学省調べ。

表1 中学校の設置者・タイプと選抜方法
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的なのである。

さらに、保護者の公立中学校への評価についても、2章で分析しているように受験させない保護

者の間では84.9％が「公立中学校で十分だから」と答えている。

「中学校・大選択時代」を迎えているが、中学受験に限ってみると、地域的に偏りがある現象で

ある。また、保護者は公立中学の教育に対して「十分である」と一定の評価をしている。

◆「中学校・大選択時代」における「中学校選択問題」

「中学校・大選択時代」は学校教育の多様化を促進した。しかし、それは表2にあるように、学
力や心身の成長に始まり学校教育や社会の制度・構造に至るまで、従来の日本の教育と家庭、社

問題 備考

＜ 1．学力＞

1－ 1．学力向上への影響 学校ができないこと（発展、復習、学習習慣）を塾が行う？

1－ 2．新しい学力観への影響 態度・意欲・関心、アイデンティティ、わかる・できるの感
情的側面・身体的側面への影響

1－ 3．学力の個性化への影響 私立、国立、公立中高一貫校が個性化や特色ある学習をうた
っていることの影響

＜ 2．心身の成長＞

2－ 1．子どもの健康面への影響の観点 受験が過熱している地域では、塾で週 3～ 5 日、1日に 3
～ 4時間勉強することが珍しくない

＜ 3．社会＞

3－ 1．格差社会への影響 受験する子の家庭的背景に偏りがある

3－ 2．子どもの分化（学力の二極分化）への影響 受験する子としない子で学力や「得意なこと」の有無に大き
な差がある

3－ 3．ペアレントクラシー増大の影響 学校の影響力が低下し、塾＝親連合の影響力が強化された。
この影響力の中身とメカニズムは？

3－ 4．学歴競争のルールへの影響 かつては本人の能力と努力、今は家庭的背景（財力、意識、
情報力）の影響力が強い

＜ 4．学校制度・学校構造＞

4－ 1．公立学校終焉論・教育の自由化論への影響 指導要領の「発展」の促進、フリー・スクールや塾の役割拡
大、私立の拡大

4－ 2．6年一貫制（6・6制）導入の議論への影響 6・3・3から 6・6や 9・3への移行が進む？

4－ 3．家庭教育、家庭内コミュニケーションへの影響 受験ママ（情報収集役、ペースメーカー、感情管理役として
の母親）

4－ 4．多様化の潮流への影響 多様化の内実：学力の多様化と個性化、学校生活の多様化と
個性化

4－ 5．多様性の形式の選択（排他性対包含性） 排他性（多様な組織を作るが個々の組織内は均質的）vs. 包
含性（組織間の差違は少ないが組織内は多様）
 「（学校説明会で）すごく遅刻をしてくるお母さんが多い学校
もあった。それで悪びれもしない姿を見て、この中学に入っ
たとしたら、こういうお母様に育てられたお子様と一緒に過
ごすのかなと思ったら不安になった」（インタビュー調査より）

4－ 6．競争原理導入の潮流への影響 プロセスや質的側面を重視してきた学校教育に数値目標を導
入することの是非は？

表2 中学校選択にかかわる論点
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会のありように対してさまざまの重大な影響を与えている。それらの多くは喫緊の課題であり、

棚上げや先送りは許されない状況となっている。

本報告書は、各章で多様な観点から子どもと保護者の中学校選択にかかわる意識と行動を検討

しており、表2にある中学校選択にかかわる論点を多く含んだものとなっている。

表2の議論の詳細はそれぞれの章に譲ることとして、ここでは報告書全体にかかわる以下の論点

についてあらかじめ紹介しておきたい。

①「中学校・大選択時代」と水平・垂直方向の学習機会の多様性

「中学校・大選択時代」は巻き込んだ多くの子どもに対応するために、教育内容と学校制度の多

様性を増加させた。このとき、「選抜のある中学校」すなわち私立中学校、国立附属中学校、公立

中高一貫校は水平方向的学習機会の多様性（いわゆる個性化）を増加させるとともに、垂直方向

的学習機会の多様性（いわゆる格差拡大）を増加させる役割を果たしている。

今日の「中学校・大選択時代」は市場メカニズムの導入という教育変動の大きな潮流のなかで

始まった。この潮流は資源配分の増減という市場メカニズムを利用した競争原理であることを特

徴としているが、市場メカニズム下の多様化は個性化よりも格差の拡大を予想させる。

表3で保護者が中学校選択で重視した項目の検討から、市場メカニズム下の多様化が個性化や格
差拡大とどのように結びついているのかみてみよう。表でまず中学受験をさせる予定の保護者全

体をみると、学歴（格差）にかかわる項目の「有名大学に合格する可能性が高い」が68.1％、次に

個性化にかかわる項目の「公立校にはできない個性的な教育が期待できる」が81.8％、「その学校

の教育方針や校風がよい」が95.4％と、学歴（格差）にかかわる項目と個性化にかかわる項目のど

ちらに対しても重視する割合が高い。中学受験は保護者の個性化要求と格差享受の要求、この両

方の期待に応えていることがわかる。

つづいて、受験させる学校の第一志望校別にみると、「有名大学に合格する可能性が高い」を重

視している割合は、私立・国立第一志望の保護者が74.0％と、公立中高一貫校を第一志望として

いる保護者よりもおよそ20ポイント高い値になっている。次に「公立校にはできない個性的な教

育が期待できる」を重視している割合も私立・国立は92.5％と、公立中高一貫校を第一志望とし

ている保護者よりもおよそ40ポイント高い値になっている。さらに「その学校の教育方針や校風

がよい」でも私立・国立は公立中高一貫校よりも約7ポイント高くなっている。私立と国立を選ぶ

受験予定者全体
（198）

私立中＋国立中
（146）

公立中高一貫校
（47）

有名大学に合格する可能性が高い 68.1 74.0 53.2

公立校にはできない個性的な教育が期待できる 81.8 92.5 53.2

その学校の教育方針や校風がよい 95.4 98.6 91.5

注1 「あなたはお子様に、中学受験をさせる予定ですか」の質問に「はい」と回答した保護者のみ対象。
注2 「とても重視する」＋「まあ重視する」の％。
注3 第一志望校別の「私立中＋国立中」は、受験させる予定の保護者に第一志望校をたずねた質問で「私立中学校」「国立大学の附

属中学校」と回答した人。
注4 （ ）内はサンプル数。

保護者 表3 中学校選択で重視すること（第一志望校別）
（％）
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保護者は、公立中高一貫校を選ぶ保護者よりも中学校に対して格差の享受と個性化の両面ともに

より強く期待している。私立中や国立中は、公立中高一貫校よりも格差の享受と個性化の両側面

で多様化に寄与していることが推測される。

②多様性を享受する者はだれか

中学受験は、個性化と格差拡大の果実を享受する効率的な方法であることはいうまでもない。

それでは個性化と格差拡大を効率的に享受する者はいったいだれか。公立中学校や公立高校が優

勢であった昭和30年代から40年代は、高校進学においてメリトクラシー（「能力」＋「努力」）の

比重が高かった。つまり、能力があり努力をする者はすべて「勝ち組」になる可能性が高かった。

しかし、受験年齢が中学受験へと下がり保護者の影響力が増し、さらにペアレントクラシー

（parentocracy）が強まっている今日では、家庭的要素の比重が高まっている。つまり、家庭的に

恵まれた者が「勝ち組」になる可能性が高い。ペアレントクラシーとは、家庭の所得と文化が子

どもの将来を左右する社会のことである。

2章で、家庭の属性別に受験の予定をたずねた結果を分析している。分析結果が示すところでは

家庭の属性と受験とには高い相関がみられた。世帯収入が高い家庭は低い家庭よりも中学を受験

させ、暮らしむきが上位の家庭は下位の家庭よりも中学を受験させ、保護者の学歴が高い家庭は

低い家庭よりも中学を受験させる傾向がある。

同じく、2章の分析でペアレントクラシーに加えて、居住地域が受験率に影響を与えている。人

口規模の大きい地域は小さい地域よりも中学受験率が高い。首都圏、関西圏はその他の地域と比

べると、中学受験率が高い。

③中学校選択が小学校教育、子ども時代に与える影響

中学受験の過熱化を問題にするときのもっとも大きな根拠は、児童の心身と学力・学習への悪

影響である。本報告書は3章で子どもの生活・意識、4章で学校生活への影響をみている。

受験にかかわらず、今日の子どもはいろいろな意味で疲れ、危うい存在になっている。なかで

も中学受験をする子どもはとくに疲れ、危うい存在になっている。受験をする子どもの放課後は

勉強で埋め尽くされ、睡眠時間と遊ぶ時間の少なさ、および家庭のコミュニケーションの少なさ

や偏りで心身が疲れている（3章）。

ただし、塾での学習が学校での学習に悪影響を与えるのではないかという心配は、データ上で

はあてはまらなかった（前回調査でもあてはまらなかった）。受験する子どもは受験しない子ども

と同じように授業を受け、学校を楽しんでいる。データによっては、受験する子どもは受験しな

い子どもよりも肯定的な態度で授業を受け、学校を楽しんですらいる。さらに、得意・不得意に

ついての質問では、受験する子のほうが勉強面、生活面にまたがって多くの項目で得意である傾

向がみられた（4章）。

しかし、学校の成績がよい子どもの多くは、塾で勉強している子どもであるという事実をどの

ように受けとめたらいいのであろうか。日本の「学力」を高めているのは学校外で受験勉強をす

る子どもたちであるという現状は、公教育への信頼や日本社会の平等性と公共性への信頼を揺る

がす一つの要因となっている。また、学校の勉強はプロセスを重視するのに対して塾の勉強は結

果を重視する傾向がある。プロセス重視は、「活用力」と深くかかわるはずである。
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④受験ママ ── 献身的で有能なペアレントクラシーの担い手

アンケート調査を補うために行った母親インタビュー調査では、受験ママ（子どもを受験させ

る母親）は中学受験の「家族ドラマ」の演者となっていた。子どもの気持ちを維持・高揚させる

ためには「感情労働」が求められる。「感情労働」とは、アメリカの社会学者ホクシールドがナー

スやCA（キャビン・アテンダント）の仕事を分析するときに作った用語であり、肉体労働、頭脳

労働に代わって現代社会で増えている労働である。受験ママは自分たちの感情の起伏と向き合い

ながら、子どもの感情を維持し高揚し癒していた。以下は、インタビュー調査のなかでの母親の

発言である。

・「小学校時代の総決算みたいなことができた。家族全員で考えた。家族で取り組んだ。わ

りとそういう感じだった。」

・「受験を経験して、がんばる姿を見て、子どものよいところを自分が発見できた。」

・「成績が急降下したときに、本人も辛いのに、そこに輪をかけて、言ってしまうところが

あった。子どもは傷ついたと思うが、そういう大人の心理もわかってよという感じだった。

人間はそういうものよという感じで、子どもはわかったと思う。いじめたくてということ

ではないからと。」

・「（塾のクラス替え試験で失敗したとき）落ちてからやめたら、これでは負け犬になるから、

やめるにしても、クラスが上がったらやめなさいと言った。」

・「入試が終わったら、子どもに損害賠償請求してやると、言っていた。大丈夫大丈夫と子

どもは言うから。こっちが苦しんでいるのに。（第一志望校に落ちて）泣かれてしまって、

それは言えなくなった。」

・「（塾の宿題を）無理矢理やらせて、親子関係を気まずくさせたなと思う。塾の宿題さえな

ければ、普通に楽しくしゃべっているのに…。」

・「塾のテストに左右される。子どもも親もストレスになった。」

子どもを受験させる受験ママは、情報入手と学習支援に積極的である。5章の分析を参照すると、

受験ママは非受験ママよりも「教育情報収集に対して積極的である」（受験ママ85.9％、非受験マ

マ60.0％）。また、「子どもにいいと思う体験を積極的にさせている」（受験ママ81.3％、非受験マ

マ69.9％）、「勉強している内容を確認する」（受験ママ73.7％、非受験ママ65.9％）、「学習のための

教材や問題集を買う」（受験ママ72.7％、非受験ママ43.5％）、「美術館や博物館に連れて行く」（受

験ママ40.9％、非受験ママ25.2％）とさまざまな教育的配慮と学習支援を行っている。

そして、「子どもの教育に自信が持てない
．．．．

」（受験ママ23.7％、非受験ママ29.7％）、「子どもは将

来きっと成功すると思う」（受験ママ76.8％、非受験ママ67.3％）など、受験ママは非受験ママよ

りも教育に自信を持っている。

昭和30年代の大学受験が四当五落といわれた時代には、目をつり上げた教育ママがいた。20年

前の第1回調査のときには自分の趣味を持つことで自分のバランスを保ちつつ、子どもへの心理的

抑圧を減らそうとする受験生の母親がいた。これに対して、今回調査の、とくに入試の偏差値が

高い学校を受験させる母親の場合は、子どもの受験にすべてを打ち込む献身的な「感情労働者」

であり、情報収集とテクニックに優れた有能な「頭脳労働者」や、まめに働く「肉体労働者」で

もあった。ペアレントクラシーの社会が到来したといわれているが、今回の調査ではペアレント

クラシーの担い手である母親たちの献身と有能さを垣間見ることができた。
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