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第4章 受験する子どもとしない子どもの学校生活

第 1節 学校の楽しさ

受験する子どももしない子どもも学校を楽しいとする声が多数を占める。学校の

「楽しさ」の要因は、成績の順位、教科外活動など、多義的であると考えられる。

この章では、受験する子どもと受験しない子ど

も、それぞれの学校の生活や授業の様子にどの

ような違いがあるのか、学校の生活や授業をどう

みているのかを描く。それぞれの見方の違いを、

子どもの学校の成績や保護者の子どもとのかか

わり方の視点から検討していく。まずは、学校の

楽しさについてである。

図4-1-1は、学校は楽しい（楽しかった）と答

えた子どもの割合を受験予定別で比較したもの

である。受験する子どもでは86.7%、受験しない

子どもでは89.0%が「今、学校が楽しい」（「とても

楽しい」＋「わりと楽しい」の%）と答えている。低

学年の頃の学校の楽しさをたずねた質問におい

ても、受験しない子どものほうが学校を「楽しかっ

た」（「とても楽しかった」＋「わりと楽しかった」）

としている数値がわずかに高いが、その差はほ

とんどない。その意味で、学校は楽しいところと

認知されている。受験の準備を始めるのは4年生

頃からだといわれているが、受験とかかわりなく学

校生活をほとんどの子どもは楽しいものとみてい

ると判断していい。

これは、学校生活を楽しいものにする努力を学

校がしていると解釈することもできよう。たとえば、

受験を考えている子どものうち、「受験勉強は苦し

い」を「とてもそう思う」「わりとそう思う」子ども

を合わせると71.4%にのぼり（2章表2－10－3参

照）、苦しい受験生活を送っている子どもが多い。

にもかかわらず、学校生活を全体として「楽しい」

としている割合が高い。したがって、学校は、受

験する子どもの大変さを緩和したり、別の楽しさを

提供していたりすると考えられ、勉強をする場所

以上の役割を果たしている。

もちろん、学校がすべての子どもたちにとって楽

しいものになっているかというと、必ずしもそうとは

いえない。「楽しくない」とする約1割の子どもたち

の期待に応える必要や、その楽しさの中身・質を

検討する必要があるのではないだろうか。とはい

え、学習塾などと比較して、学校の役割を一方的

に低くみる一部の議論が必ずしも成立しないこと

をデータは示している。学校は中学受験や学習塾

がもたらすストレスを緩和する側面があると読むこ

ともできる。

 
受験する （203） 
受験しない （1,241） 

今、学校が楽しい 

1・2年生のころ 

3・4年生のころ 

5年生のころ 

 

0 20 40 60 80 100（%） 

図4-1-1　学校の楽しさ（受験予定別） 

89.0
86.7

86.3
81.8

83.9
79.8

81.6
81.3

 
注1 「今、学校が楽しい」は「あなたは今、学校が楽しいですか」の質問に対する、「とても楽しい」と「わりと楽しい」の合計比率となって 
 いる。それ以外は「それでは、以前は学校が楽しかったですか」の質問に対する、「とても楽しかった」と「わりと楽しかった」の合計 
 比率となっている。 
注2 （　）内はサンプル数。 

子ども 

あなたは今、学校が楽しいですか。それでは、以前は学校が楽しかったですか。
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学校の楽しさの質を考えるうえで、学校の成績

は外せない要因と考えられる。そこで、成績の自

己評価別に学校を「楽しい」と回答した子どもの

比率をみた。図4-1-2は、その結果のグラフで

ある。成績が「上のほう」の子どもの52.3%が学校

を「とても楽しい」としている。他方、成績が「下の

ほう」とする子どもは26.3%と、成績が「上のほう」

の子どもの半数程度にとどまっている。だが、これ

に「わりと楽しい」を足すと、どの成績区分に属して

いても、7割から9割の子どもが学校を楽しいと意

識している。

だから、自己評価ではあるが、学校の成績は学

校生活の楽しさに影響を与える一つの重要な要

因といえる。また、子どものものの見方や考え方

に影響を与える要因と考えられる世帯収入や保

護者の学歴とクロスさせてみたが、「楽しい」と回

答する比率に顕著な違いはみられなかった。した

がって、子どもの社会的属性が成績に影響したと

しても、子ども自身には学校の成績それ自体が

「楽しさ」に影響する要因としてとらえられているこ

とがわかる。

しかし、成績がよいので学校が楽しいという因

果関係は、よいことばかりとはいえない。結果とし

ての成績にとらわれすぎていることを示すデータと

解することもできるからである。内容の理解より、

順位に目を奪われているデータとしてみることも可

能である。

一方で、図4－1－2でみたように、「わりと楽しい」

まで合わせると成績が中・下位の子どもも学校を

楽しいとしている。学校の成績だけで「楽しさ」が

決まるわけではないことは明らかである。これを

学校側からみれば、現在の学校が子どもの社会

的出身階層をこえて、楽しさをかなりの程度まで

保障しているということになる。

それでは、その楽しさの要因はどこにあるだろ

うか。

その一つとして、結果としての成績だけではな

くて、授業のあり方を考えることができる。塾のな

かでも進学塾には知識の量と効率的記憶重視の

学習を行う塾も多いが、それとは違った学校の授

業のあり方にあるかもしれない。もう一つの要因

として、友だちの存在が考えられる。これは他の

研究でも多くのデータにおいて重要な要素である

ことが示されている。また、学級での活動や学校

行事といった教科外活動もその要因として考えら

れる。これらのあり方に大きな役割を果たす教師

との関係もあるだろう。次の節では、授業中の様

子に関する今回の調査データを検討する。

 
 
とても楽しい 
わりと楽しい 

上のほう 
（302） 

やや上のほう 
（432） 

真ん中くらい 
（585） 

やや下のほう 
（121） 

下のほう 
（38）  

0 20 40 60 80 100
（%） 

図4-1-2　現在の学校の楽しさ（成績の自己評価別） 

 
注　（　）内はサンプル数。 
 

子ども 

52.3

50.7

44.6

34.7

26.3

36.8

42.6

42.9

50.4

47.4

あなたは今、学校が楽しいですか。
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第 2節 授業中の様子

学習塾に通っている子どもも通っていない子どもも、受験する子どももしない子どもも

「授業中は楽しい」と答える。また、受験する子どものほうがいくらか授業への参加に積

極的であるが、他方で受験への有用性という視点から授業をとらえる傾向もある。

図4-2-1は、通塾状況別にみた授業中の様

子に関する結果である。塾に通っている・いない

にかかわらず、4分の3が「授業中は楽しい」（「とて

もそう」＋「わりとそう」の%、以下同）としている。

これは、塾に通っている子どもに通塾による変

化をたずねた項目（6章図6－2－11参照）のうち、

「学校の勉強が中学受験と関係ないようで退屈

になった」の質問に対して、「そうでない」としてい

る比率（約8割）と近い数値で、ほぼ対応する。だ

から、学習塾に行っているとしても、多くの子ども

は授業中を楽しい時間として過ごしていることに

なる。

同じ項目で受験する子どもと受験しない子ども

に分けて示したものが図4-2-2である。ここでも

「授業中は楽しい」という数値は同じ傾向を示し、受

験する子どもも授業を全体として楽しいとしている。

「授業中はすすんで手を挙げる」比率も、学習

塾に行っているか否かでは有意な差がないが、

受験するかどうかで区分すると、受験する子ども

のほうがいくらか高く、授業でも活躍しているとみ

ることができる。

ところが、学習塾に通っている子どもへの「学

校の勉強が中学受験と関係ないようで退屈になっ

た」かという質問に対して、受験する子どもたちの

反応は異なる。図表には示していないが、中学受

験を決めている子どもに限定すると、「とてもそう」

19.6%、「わりとそう」20.9%となり、学校の勉強を退

屈とするものが4割を超える。2章で述べたように、

受験予定者は全体で13.2%で首都圏や関西圏で

も2割程度であった。だから、1クラスのなかに学

校の勉強を退屈だとするものは2人から3人という

ことになる。そういう意味では少数派だが、表4-

2-1をみると明らかなように、中学受験をする子ど

もには学校の成績の上位者が多いこともあって授

業やクラスに与える影響は少なくないと想定され

る。こうした数値をみると、受験者にとっての学校

の授業の位置は非受験者と比べて低くなってい

るとみることができる。

授業中は楽しい 

授業中はすすんで手を挙げる 

もっとわかりやすい授業をしてほしい 

 

0 20 40 60 80
（%） 

図4-2-1　授業中の態度（通塾状況別） 

77.2

73.1

48.0

50.6

37.9

37.0

 
注1 「とてもそう」＋「わりとそう」の％。 
注2 「通塾」は「あなたは今、学習塾に行っていますか」の質問に対して、「行っている」と回答した子どもを母数にしている。 
 「非通塾」は「一度も行ったことがない」と回答した子どもを母数にしている。以下同。 
注3 （　）内はサンプル数。 

子ども 

 
通塾 （483） 
非通塾 （859） 

あなたの学校での様子や通っている学校について教えてください。



109

第
4
章

第
2
節
／
授
業
中
の
様
子

授業中は楽しい�

授業中はすすんで手を挙げる�

もっとわかりやすい授業をしてほしい�

�

0 20 40 60 80

（%）�

図4-2-2　授業中の態度（受験予定別）�

76.0

73.8

48.0

54.7

37.9

34.0

�
注1 「とてもそう」＋「わりとそう」の％。�
注2 （　）内はサンプル数。�

子ども�

�
受験する （203）�
受験しない （1,241）�

表4-2-1　成績の自己評価（通塾状況別・受験予定別）�

�
注  （　）内はサンプル数。�

子ども�

上のほう 29.4  16.6 52.7 15.1�

やや上のほう 26.7  30.0 27.1 29.4�

真ん中くらい 35.6 39.8 16.3 42.7

やや下のほう 6.4 8.6 3.4  8.4

下のほう 0.6 3.8 0.0 3.1�
無回答・不明 1.2 1.0 0.5 1.4

�
通塾�
（483）�

�
非通塾�
（859）�

�
受験する�
（203）�

�
受験しない�
（1,241）�

（%）�

この違いは、学習塾に通う子どもは成績が真ん

中から上位という帯域に多いが、中学受験者の

場合、成績上位者の比率がずっと高く、合格を目

指せば目指すほどさまざまなことが手段化され、

受験塾に度々みられる合格至上主義の傾向と重

なり合って生まれると考えられる。こうした傾向は、

学校と教師に従来とは違った新たな課題を突き

つけてくる。受験の重圧を抱えた子どもの意識と

行動とを見据えながら、狭く閉じた学ぶことの意

味を意図的に広げていくことが必要となっている。

他方で、「もっとわかりやすい授業をしてほしい」

をみると、若干ではあるものの、現在の成績の差

は、授業改善への要望割合の差となっているとい

える。つまり、教えられている内容がとりあえず

「わかる」確率の高い受験者は要望が少なく、「わ

からない」確率の高い非受験者は授業改善への

要望割合がいくらか高くなっているわけである。

全体の比率としては、受験する子どもで授業への

要望がいくらか低い。だが、保護者は必ずしもそ

うではなく、即効的な受験対応を求める層とそこ

に限定されない層とに分かれている。この点につ

いても、学習の質という点にかかわって後にもう一

度論及する。

こうしてみてくると、中学受験者も、授業を全体

として楽しいとみており、授業にも積極的に参加

しているが、他方で、受験を意識した時には退屈

と思う子どもが相当な数にのぼっている。しかし、

教師たちは、授業を全体として受験・非受験にか

かわらず、それなりの「楽しさ」をつくり出している

ことになる。

だから、この楽しさに関する1つのデータには2

つの異なる方向が混在している。一方は、明らか

に受験への有用度を指標としつつも「楽しさ」を感

じる数値であり、他方は学校の基本的使命であ

る「わかること」や成長、あるいは従来からの教科

外の諸活動などと関連した「楽しさ」が混じり合っ

た結果である。これは子どもたちの意識にも反映

していると考えられるが、そのことを明らかにする

には、いかなる学習が受験のために行われてい

るか、また、学校の授業がいかなる質を実際に持っ

ているかを検討しなければ断定することはできな

い。今回の調査ではきわめて限定的にしか考察

できないが、関連する項目を取り出した後でもう一

度取り上げたい。ともかく、2つの異なる方向が混

在しているために不幸な対立をはらんでいると推

測することは間違いではないであろう。
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第 3節 授業外での様子

受験する子どもは放課後にあまり遊べないが、受験しない子どもは遊ぶ時間がそれ

なりにある。この点に最大の違いがあるが、受験する子どもたちは係活動にむしろ

積極的に参加している。

図4-3-1は、学校での授業外での様子にか

かわる項目について受験予定別で比較したもので

ある。子どもたち側からみて、教師は受験にかか

わりなく子どもたちのことを概ねよくみていると認識

されており、そこに差はない。ただし、成績の自己

評価別に区分すると（図4-3-2）、成績上位者

（「上のほう」、以下同）は74.8%（「とてもそう」＋「わ

りとそう」の%、以下同）が「先生は私（ぼく）のこと

をよく知ってくれている」と理解しているが、下位者

（「やや下のほう・下のほう」、以下同）では64.1%に

とどまる。

また、「友だちがたくさんいる」についても同じ傾

向がある。受験予定別で大きな差はないが、成

績自己評価別でみると、成績上位者に友だちが

多く、下位者にいくらか少ない傾向がある。

しかし、そうした差異以上に大きな違いは、「放

課後によく遊ぶ」かどうかである。受験する子ども

は28.6%しか「放課後によく遊ぶ」と答えず、受験

しない子どもは59.1%が「放課後によく遊ぶ」と答

えている。同じことを成績自己評価別にみても、

成績上位者は47.3%だが、成績下位者は61.6%と

なり、放課後比較的遊ぶことができる。明らかに

成績上位者は、受験勉強や学習塾でその時間を

消費している。また、3章を参照すると受験する子

どもの多くがもっと遊びたいとしている。受験のた

めに我慢している様子がうかがえる。

しかし、休み時間に勉強をするほどまではして

いない。「休み時間は勉強していることが多い」の

友だちがたくさんいる 

 

係活動などを積極的にやる 

放課後によく遊ぶ 

クラスの中でいじめや仲間はずれがある 

休み時間は勉強をしていることが多い 

 

0 20 40 60 80 100
（%） 

図4-3-1　学校での様子（受験予定別） 

 
注1 「とてもそう」＋「わりとそう」の％。 
注2　（　）内はサンプル数。 

子ども 

先生は私（ぼく）のことを 
よく知ってくれている 

 

 
受験する （203） 
受験しない （1,241） 

73.5

70.4

59.1

28.6

72.7

76.4

5.5

8.9

90.5

88.7

27.2

34.0

あなたの学校での様子や通っている学校について教えてください。
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は、受験する子どもでも8.9%にとどまる。むしろ学

校内では、受験する子どものほうが係活動にいく

らか積極的であり、成績上位者に限定すると「係

活動などを積極にやる」のが76.9%、図にはのせ

ていないが「とてもそう」と答えた子どもだけで

46.4%にのぼる。受験は子どもの生活と意識を変

えるが、受験する子どもは成績が上位なだけでな

く、活動的なタイプが多いと推測される。

すると、受験する子どもはどこで友だち関係を

つないでいるのかという疑問が生まれる。データ

的な裏付けはできないが、ひょっとすると、受験す

る子どもたちは、成績と活動的性格に依存して一

目置かれていることをもって友だちが多いと意識

している可能性がある。もしそうだとすると、表層

的な関係認識が主導的側面をなしており、思春期

的友人関係の一歩手前の状態にあるといえる。し

かし、受験する子どものうち中学受験を苦しいと

する子どもが71.4%（「受験勉強は苦しい」、「とて

もそう思う」＋「わりとそう思う」の％、以下同）、受

験への疑問を持つ（「できれば中学受験はしたくな

い」）子どもが24.6%いることからわかるように（2章

表2－10－3参照）、それは自己像に関する悩みと

かかわった思春期的友人関係を構築する試みを

開始する条件が整いつつあることを意味する。だ

から、一般的な友人は多いとしているものの、少な

い時間をぬって思春期的葛藤を共有する友人関

係を部分的には構築し始めている可能性もある。

次に、「クラスの中でいじめや仲間はずれがある」

でクラスにおけるいじめ認識率をみると、そこには

いくらか差がある。それは、受験が影響していじめ

が発生しているのかどうかは判断できないが、受

験する子どもたちのほうがいじめの存在を認識して

いる率が34.0%（「とてもそう」＋「わりとそう」の％、

以下同）と高い。同じく、成績下位者もいじめ認識

率が35.9%と高い。ところが、成績が「やや上のほ

う」25.7%、「真ん中くらい」27.8%と認識率が低い。

この違いは、成績上位層と下位層がいじめの加害

者や被害者として敏感にならざるを得ない位置に

いる確度が少し高いことを想定させる。

概括すると、授業外においても、受験する子ど

もたちは活動的に振る舞っているが、放課後の自

由な時間が少なく、受験圧力のもとでストレスを抱

えやすい状況にあることがわかる。

友だちがたくさんいる 

 

係活動などを積極的にやる 

放課後によく遊ぶ 

クラスの中でいじめや仲間はずれがある 

休み時間は勉強をしていることが多い 

 

0 20 40 60 80 100
（%） 

図4-3-2　学校での様子（成績の自己評価別） 

77.1
71.8

74.8

64.1

54.6
57.7

47.3

61.6

81.0
68.9

76.9

57.9

6.0
4.6

7.3

8.2

93.8
89.7

93.4

78.7

25.7
27.8

30.5

35.9

 
注1 「とてもそう」＋「わりとそう」の％。 
注2 「やや下のほう・下のほう」は「やや下のほう」「下のほう」と回答した人。 
注3　（　）内はサンプル数。 

子ども 

先生は私（ぼく）のことを 
よく知ってくれている 

 

 
上のほう （302） 
やや上のほう （432） 
真ん中くらい （585） 
やや下のほう・ 
下のほう （159） 
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第 4節 通いたい中学校

通いたい中学校は、「わかりやすい授業をしてくれる」「いじめのない学校」という点

で子ども・保護者に共通している。しかし、受験する子どもたちは進学実績を重要

な指標とし、受験しない子どもたちは友人関係をより重視している。

図4-4-1は、子どもたちの希望する通いたい

中学校について示したものである。全体として比

率の高いものから並べると、「わかりやすい授業を

してくれる」と「仲間はずれやいじめがない」がほ

ぼ95%（「とてもそう思う」＋「わりとそう思う」の％、

以下同）という高率で並び、ついで「先生と気軽に

話ができる」「文化祭や体育祭などの行事がさか

ん」「部活動がさかん」「小学校の友だちがたくさ

ん行く」「家から近い」が8割台となる。きまりの少

なさや厳しさ、あるいは進学実績は、前述の項目

全体 （1,501） 
受験する （203） 
受験しない （1,241） 

わかりやすい授業をしてくれる 

仲間はずれやいじめがない 

先生と気軽に話ができる 

文化祭や体育祭などの行事がさかん 

部活動がさかん 

小学校の友だちがたくさん行く 

家から近い 

きまりが少なくてのびのびできる 

悪いことをしたら厳しくしかってくれる 

いい高校や大学に入学する生徒が多い 

 

 

0 20 40 60 80 100
（%） 

図4-4-1　通いたい中学校（全体・受験予定別）　 

95.6
95.3

94.8

96.6
96.2

95.7

84.7
84.9

84.3

87.2
85.5

84.8

80.8
63.2

65.2

66.5
70.3

69.0

62.6
72.7

70.7

63.0
85.6

81.9

40.9
91.3

83.9

84.7
86.3

85.5

 
注1 「とてもそう思う」＋「わりとそう思う」の％。 
注2　（　）内はサンプル数。 

子ども 

あなたは、どんな中学校に通いたいと思いますか。
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に比べると低い。

この結果は、何よりも授業についていけるかど

うかの不安、友人関係への不安の裏返しとしての

期待と考えられる。

この質問項目を受験予定別で比較すると、「仲

間はずれやいじめがない」「わかりやすい授業を

してくれる」という点では、違いはない。この2つは、

基本的な願いとして共通する事柄といえよう。また、

「先生と気軽に話ができる」「文化祭や体育祭など

の行事がさかん」「部活動がさかん」「悪いことを

したら厳しくしかってくれる」もほとんど同じ割合と

なっている。

ところが、「小学校の友だちがたくさん行く」は、

受験する子どもは受験によって進学する学校が異

なることから必然的に少数となり、受験する子ども

としない子どもでは2倍以上の差がある。中学を

受験しない側からみれば、友だちと同じ中学校に

行くことは、通いたい中学校を決める重要な要因

となっているといえる。逆に、受験する子どもたち

は、その関係をあきらめて進学することとなる。ま

た、学区以外の学校を選択するということは通学

距離の違いを生むことから、受験しない子どもで

は「家から近い」が85.6%であるのに対して、受験

する子どもでは63.0%にとどまる。受験して学区以

外の中学校に進む以上は、家からある程度遠くな

るのはやむを得ないという判断が働いていること

は明らかである。

もう1つの大きな違いは、「いい高校や大学に入

学する生徒が多い」を受験する子どもの80.8%が

通いたい学校の理由にあげているが、受験しな

い子どもでは63.2%にとどまる点にある。進学にお

ける有利さという受験の主要な目的の一つと連動

していることは明らかである。

なお、各項目を成績の自己評価別にみると（図

表省略）、成績上位の子どもは、「小学校の友だち

がたくさん行く」を除いて、他の項目すべてにおい

て「とてもそう思う」の比率が高い。成績上位者の

活動的な姿と能力主義志向の高さを裏付けている

といえよう。

通いたい・通わせたい中学校に関する子どもと

保護者の意見は、図4－4－1と図4-4-2からわ

かるように、ほぼ一致する。保護者と子どもで違う

のは、「悪いことをしたら厳しくしかってくれる」とい

う項目である。保護者の94.5%（「とてもそう思

う」＋「まあそう思う」の%）が選択していて、子ども

たちの69.0%とは25ポイント以上の違いがある。

これは、子どもに対して厳しい社会の風潮の影響

もあるし、保護者がしつけ的役割を学校に期待し

ているからなのかもしれない。

わかりやすい授業をしてくれる 

仲間はずれやいじめがない 

先生と気軽に話ができる 

文化祭や体育祭などの行事がさかん 

部活動がさかん 

小学校の友だちがたくさん行く 

家から近い 

きまりが少なくてのびのびできる 

悪いことをしたら厳しくしかってくれる 

いい高校や大学に入学する生徒が多い 

 

 

 

0 20 40 60 80 100
（%） 

図4-4-2　通わせたい中学校 

97.5

87.6

84.8

64.6

94.5

43.0

92.3

79.6

89.5

95.8

 
注1 「とてもそう思う」＋「まあそう思う」の％。 
注2 サンプル数は1,504名。 

保護者 

あなたは、お子様をどんな中学校に通わせたいと思いますか。
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第 5節 子どもの得意なこと

子どもの得意なことは、性別によって違いがみられる。受験する子どもたちの得意

なことと、受験しない子の得意なことには共通点と相違点がある。

友だちと話し合いをすること 

新しい友だちをつくること 

運動をすること 

計算問題を解くこと 

漢字を覚えること 

絵を描いたり物を作ったりすること 

歌を歌ったり楽器を演奏したりすること 

わからないことを調べること 

自分の意見や考えをまとめること 

他の人が思いつかないアイディアを出すこと 

リーダーとしてみんなをまとめること 

身のまわりをきちんと整理すること 

自分の考えをみんなの前で発表すること 

難しい問題の解き方を考えること 

勉強の計画を立てること 

計画を守って勉強すること 

 

0 20 40 60 80 100
（%） 

図4-5-1　得意なこと（全体・性別） 

71.4
74.0

70.5
72.7

61.6
80.5

58.4
77.0

69.3
65.1

69.2
55.5

78.5
44.4

48.2
54.5

53.0
49.3

46.3
49.4

46.5
47.9

50.3
41.0

39.4
48.6

34.8
50.6

38.4
33.2

36.1
33.4

 
注1 「とても得意」+「やや得意」の％。 
注2 （　）内はサンプル数。 

子ども 

全体 （1,501） 
女子 （768） 
男子 （718） 

72.4

71.3

70.7

67.2

66.8

62.4

61.8

51.1

51.0

47.6

47.0

45.5

43.7

42.4

35.8

34.6

あなたは次のようなことが得意ですか、苦手ですか。
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子どもの得意なことは子どもごとに違うわけだ

が、性別によって、どのような違いがあるのか、ま

た、受験する子どもと受験しない子どもとの間に、

どのような傾向があるかを検討してみる。まず、図

4-5-1で示した性別による違いからみていく。

もちろん性別でほとんど変わらないこともある。

「新しい友だちをつくること」や「友だちと話し合い

をすること」などにおいては有意な差はない。ま

た、統計的に有意といっても数ポイント程度の差

のものも多く、個人差のほうが大きいといっていい

項目も多い。

しかし、大きな差のあるものに限ると、次のよう

な違いがある。男子は、「運動をすること」「計算

問題を解くこと」「自分の考えをみんなの前で発表

すること」「難しい問題の解き方を考えること」を得

意とする傾向がある。女子は、「絵を描いたり物を

作ったりすること」「歌を歌ったり楽器を演奏したり

すること」「身のまわりをきちんと整理すること」を得

意としている。スポーツが得意で理数系に強く人

前で活動するという男子に対して、音楽が得意で

手先が器用で身のまわりを整理することが得意な

女子という固定的なジェンダー意識が強固に作用

している。それらは社会的につくられたジェンダー

の結果と考えられるが、小学6年生の時点で得

意・苦手という意識にこれほどに入り込んでいる

現実はふまえておかねばならないだろう。学校

選択の際にも、いわゆる校風や伝統のなかにこ

のジェンダー・バイアスがある学校や、減少しつつ

あるとはいえ男女別学の学校もあり、影響する要

因といえよう。
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友だちと話し合いをすること 

新しい友だちをつくること 

運動をすること 

計算問題を解くこと 

漢字を覚えること 

絵を描いたり物を作ったりすること 

歌を歌ったり楽器を演奏したりすること 

わからないことを調べること 

自分の意見や考えをまとめること 

他の人が思いつかないアイディアを出すこと 

リーダーとしてみんなをまとめること 

身のまわりをきちんと整理すること 

自分の考えをみんなの前で発表すること 

難しい問題の解き方を考えること 

勉強の計画を立てること 

計画を守って勉強すること 

 

0 20 40 60 80 100
（%） 

図4-5-2　得意なこと（全体・受験予定別） 

76.9
72.0

75.9
70.8

63.5
71.8

83.3
64.7

78.3
65.0

56.2
63.7

62.6
61.9

64.0
49.0

67.4
48.5

61.1
45.6

61.1
45.2

40.9
46.2

60.1
41.7

60.6
39.5

47.7
33.9

40.4
33.9

 
注1 「とても得意」+「やや得意」の％。 
注2 （　）内はサンプル数。 

子ども 

全体 （1,501） 
受験する （203） 
受験しない （1,241）

72.4

71.3

70.7

67.2

66.8

62.4

61.8

51.1

51.0

47.6

47.0

45.5

43.7

42.4

35.8

34.6
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図4-5-2は、同じ質問に対する回答を受験

予定別で比較したものである。この観点でみると

性別とはまた違った傾向がみられる。

受験する子どもは、「計算問題を解くこと」「漢字

を覚えること」「わからないことを調べること」「自分

の意見や考えをまとめること」「リーダーとしてみん

なをまとめること」「難しい問題の解き方を考える

こと」「勉強の計画を立てること」が、受験しない

子どもより10ポイント以上高く、得意な傾向にある。

これらのなかには女子が苦手な行動も含まれて

いることを考えると、受験するということは、部分的

にジェンダーをこえる可能性があるということでも

ある。

他方、受験しない子どもは、受験する子どもより

10ポイント以上高くなっている項目はないが、「運

動をすること」「絵を描いたり物を作ったりするこ

と」「身のまわりをきちんと整理すること」を得意と

する傾向がある。

これらの違いを受験予定別での比較において

みると、受験する子どもは運動はいくらか苦手だ

が、暗記や考えること、表現することが得意という

ことになる。だが、その割合においては、「計算問

題を解くこと」のように8割を超える高率のものか

ら、「他の人が思いつかないアイディアを出すこと」

のように6割程度にとどまるもの、40.4%と半数を

切っている「計画を守って勉強すること」のように、

むしろ苦手な子どものほうが多い項目もある。

だから、受験する子どもも、暗記などによって

対応できることが得意で、自分なりに考えることも

いくらか得意ではあるが、子どもたちが全体として

苦手なことはやはり同じように苦手としているとい

うことである。この点を考慮せずにあらゆることが

得意だと考えたり、あらゆることが苦手だと考えた

りすると対応を誤る可能性がある。

また、「難しい問題の解き方を考えること」が

得意という場合にも、子どもたちが想定しているそ

の「難しい問題」とは中学入試問題やいわゆる応

用問題である可能性が高い。それらへパターン

認識、記憶のトレーニングによって対応している場

合も多いであろうことを考えれば、はたしてその得

意とする「考えること」が柔軟に育っているのかど

うか疑問が残り、別途検討が必要である。
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第 6節 子どもの学習の質と保護者との関係

受験者も非受験者も暗記を目的としたドリル中心の学習が増大してきている。結果

として、知識の保有量が大きな部分を占め、その所有に向けた学習への圧力が強い

ものとなり、ストレスを昂進させている。

まず保護者が子どもに進学させたい学校段階

を確認し、保護者の受験に対する圧力について

考えたい。図4-6-1は、保護者が子どもにどの

学校段階まで進学させたいと考えているかを子ど

もの性別に示したものである。ここにも保護者の

ジェンダー意識が作用して、男子は四年制大学以

上の比率が7割を超える。しかし女子は、およそ5

割にとどまる。この違いは、中学校選択の際の保

護者の期待という圧力のかかり方にも影響すると

考えられる。

今度は、受験予定別でみたものが図4-6-2

である。受験させる保護者は、9割近くが四年制

大学以上の学校段階へ子どもを進学させたいと

考えている。一方、受験させない保護者は5割強

で、大きな差がある。それだけ受験者の親は子ど

もの高等教育機関への進学志向が強いことを意

味し、勢い子どもの進学に向けた学習・生活への

圧力は強いものになると想定される。

図4-6-1　進学させたい学校段階（全体・子どもの性別） 

7.0 9.5 6.4 56.6 14.5 3.5

高校 短期大学 四年制大学 まだ決めていない 
その他 1.9 
 

中学校 0.1 
 

無回答・不明  
0.7

 

全体 
（1,504） 

（%） 

 
注　（　）内はサンプル数。 

保護者 

専門学校

大学院 3.2 
 

5.3 6.7 66.6 4.7 14.5男子 
（719） 

0.0 
 

0.4 
 

1.4 0.4 
 

8.7 12.1 12.1 47.3 14.6女子 
（780） 

0.1 
 

1.02.4 
 

1.7 
 

図4-6-2　進学させたい学校段階（全体・受験予定別） 

7.0 9.5 6.4

8.1

56.6

3.5

10.4 7.5

76.8 11.6

53.5

4.5

15.8

14.5 3.5

高校 短期大学 四年制大学 まだ決めていない 
その他 1.9 
 

中学校 0.1 
 

無回答・不明  
0.7

 

全体 
（1,504） 

受験させない 
（1,278） 

受験させる 
（198） 

（%） 

 
注　（　）内はサンプル数。 

保護者 

専門学校

0.01.5 
 

大学院 3.2 
 

0.0 
 

1.5

0.8

0.5

2.0 
 

1.8 
 

0.1 
 

あなたは、お子様を将来、どの学校まで進学させたいと思っていますか。
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受験させる保護者の進学期待は、子どものもの

の見方に影響すると考えられる。そこで、子ども

の勉強に対する考え方を示すクロスデータでその

ことをみていきたい。ここでは、現在通塾しており、

かつ受験を考えている子ども（受験予定「はい」＋

「まだ決めていない」）のみを対象とした分析を

行っている。学校の勉強と塾の勉強のどちらに楽

しさを見い出しているかという意識と、中学受験

に対する意識との関係を示すデータである。

図4-6-3は、学習塾に通う子どものうちで、

学校と学習塾のどちらが楽しいと考えているかに

よって、中学受験について「小学校で習う以外に

いろいろなことが勉強できておもしろい」と回答し

た比率の違いをみたものである。これをみると明

らかなように、勉強の楽しさで塾を選ぶ子どもほ

ど受験勉強はおもしろいと思っているが、「ぜった

い学校」を選ぶ子どもでは半数余りにとどまる。こ

の場合の小学校で習う以外に習っているというそ

の中身は、受験対策的知を意味する。それは、知

識を獲得する意欲の発露という意味を持たない

わけではないが、その基本的趣旨は受験にある。

だから、次の図4-6-4にあるように、「受験勉

強は苦しい」を取り出してクロスさせると、その比

率が拮抗し始める。

図4－6－4は、学習塾に通う子どものうちで、学

校と学習塾のどちらが楽しいと考えているかに

よって、「受験勉強は苦しい」と回答した比率をみ

たものである。わずかに塾がリードしているが、

図4－6－3のような傾向は存在しない。
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図4-6-3 中学受験に対する意識①（勉強の楽しさ別） 
 小学校で習う以外にいろいろなことが勉強できておもしろい 
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図4-6-4 中学受験に対する意識②（勉強の楽しさ別） 
 受験勉強は苦しい 

あなたは、中学受験についてどう思いますか。
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第4章 受験する子どもとしない子どもの学校生活

前述と同じことは、図4-6-5でよりはっきりして

くる。同様に、「小学校で習わないことも勉強しな

ければいけないので大変」と回答した比率の結果

である。学校の勉強をより楽しいものとして選択し

ている場合、受験勉強にストレスを感じている。

受験勉強に疲れたりストレスを強く感じ始めると、

塾より学校の勉強が楽しいと答える比率が高くな

ると考えられる。

ところが、図4-6-6をみると、中学受験の主要

な目的の一つである「よい高校や大学に行く」を念

頭に置くと、塾の勉強が楽しいという子どものほう

が比率がずっと高くなる。しかし、図4-6-7を

みると、「できれば中学受験はしたくない」では、学

校の勉強をより楽しいとする子どものほうが比率

が高まる。
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図4-6-5 中学受験に対する意識③（勉強の楽しさ別） 
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注1 今、学習塾に「行っている」と回答し、かつ、「あなたは今、どこかの中学校を受験しようと思っていますか」の質問に対して、 
 「はい」または「まだ決めていない」と回答した子どものみ対象。 
注2 「とてもそう思う」＋「わりとそう思う」の％。 
注3 （　）内はサンプル数。 
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ぜったい塾（46） 

図4-6-6 中学受験に対する意識④（勉強の楽しさ別） 
 よい高校や大学へ行くためには必要 
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注1 今、学習塾に「行っている」と回答し、かつ、「あなたは今、どこかの中学校を受験しようと思っていますか」の質問に対して、 
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注3 （　）内はサンプル数。 
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図4-6-7 中学受験に対する意識⑤（勉強の楽しさ別） 
 できれば中学受験はしたくない 
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これらの分析の結果から、次のようなことが考

えられる。中学受験やその後の進学を念頭に置

いた場合には、塾の勉強がより重要で「楽しい」と

する子どもが多い。だが、その受験勉強に強いス

トレスを感じたり、合格可能性に不安を感じる状

態にいたりする子どもは、学校の勉強を楽しいと

する傾向にある。どちらであれ、受験する子どもは、

強いストレス状態にある。そのことを、最後に他の

章の分析も参照しながら、保護者の子どもへの期

待とかかわり方で簡単に確認しておきたい。

図4－6－2でみたように、受験させる保護者の

高等教育機関への進学期待は格段に高い。また、

5章を参照すると、受験させる保護者は受験させ

ない保護者よりも「勉強を教える」「勉強している

内容を確認する」「テストの点数を確認する」の各

項目において、「よくある」＋「時々ある」の比率がそ

れぞれ順に71.2%＞66.1%、73.7%＞65.9%、

89.4%＞86.6%と高い数値となる（5章図5－1－1参

照）。とりわけ子どもの成績が高いほどその傾向

がある。「子どものやることに何でも口出しをしてし

まう」の比率が、全体として「とてもそう」「わりとそ

う」を合わせると59.9%であることを考えると深く関

与していることがわかる。確かに、「子どものこと

はできるだけ子ども自身に任せている」という項目

では、「とてもそう」「わりとそう」を合わせると66.7%

にのぼるが、任せたかのように仕向けたうえで決

定を子どもに委ねた形をとっている可能性が高

い。こうした保護者の関与が強く存在するなかで、

子どもたちはよく耐えているとみることができる。

保護者の受験への期待は、学習の質について

知識の暗記学習を効率的に行う方向に向くことも

ある。以下では、5章の図5－2－1における、保護

者の小学校に対する考え方のデータを参照した

い。受験させる保護者は、52.6%が小学校の教育

方針に満足しているが、中学受験に直結する要

求も高くなっている。

ここ10年あまりのドリルブームもあって、受験・非

受験にかかわらず、ドリル練習にみられるような基

礎的知識習得を目指す授業への期待は高い。さ

らに図5－2－1をみていくと、「学校ではもっと補習

授業をすべきである」を支持するものが、受験さ

せる保護者では59.1%、受験させない保護者では

58.0%となる。受験・非受験にかかわらずドリルを

期待して補習を要求するのは、目的は違っても最

低限のラインと信じて期待している。受験させる

保護者の比率があまり高くならないのは、学校

で行うドリルの水準をすでにクリアしていることに

起因すると思われる。

にもかかわらず、「子どもの能力にあわせてクラ

スを分けてほしい」については、受験させる保護

者でこれを支持するものが38.9%にのぼる。これ

に対して、受験させない保護者では19.9%にとど

まる。ここに能力別クラスによる勉強が効率がよい

とする信念をみることができる。ところで、この能

力別による勉強の実態は、塾はいうまでもなく、学

校もまた知識の効率的暗記学習であることが多

い。能力別クラスによる違いは暗記する知識量と

難易度において異なるだけであることが実際には

多い。こうした要求が、学校にそのまま反映され

ると、学校での学習の質も効率的暗記学習に傾

斜することになる。事実、『第4回学習指導基本調

査報告書』（Benesse教育研究開発センター、2008

年）にあるように、近年、学校における授業におい

て表現活動や調べる学習活動が減少し、教科

によってはドリル的学習活動が増大する傾向にあ

るという。

こうした動向が続くことは、学校における学びの

貧困化をもたらす可能性が高く、子どもたちの多

様な力を育てるうえでも望ましい状況とはいえなく

なる。中学受験のあり方、子どもに育てるべき全

体的な知のあり方を念頭に置いた改善の方策が

望まれる。
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