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（ 5．ワシントンＤＣ編）

和／鈴木尚子

1

ソウル編
ソウルの小学生の 1 日

8：00〜
9：00ごろ

登校風景
低学年では登下校時に保護者が同伴
している様子がみられた。
学校の正門・裏門周辺には文房具店
があり、美術などで必要になる教具
を購入している児童が見受けられた。

登校

9：00〜
12：10ごろ

国語の授業風景
授業は一斉授業で、教卓に設置され
たパソコンとそれと連動する教育ソ
フトをモニターに映写しながらすす
めている。なお教科書が書き込み式
で、黒板は補助的に扱われており、
「板書した内容を書き写す」機会は少
ないようである。

午前中の
授業

英語の授業風景

日本と同様に学級担任制である。し
かし英語の授業では専任の先生が担
当する形態であった。

教材準備室
ほぼ各階に設けられた教
材準備室には保護者が常
駐しており、教員から依
頼を受けた教材や教具を
準備・手配していた。
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12：10〜
13：00ごろ

配膳風景（低学年）
低学年の給食の配膳は、保護者が行って
いたのが特徴的であった。
それ以外は日本の給食風景と似ている。

給食・
昼休み

昼休みの様子
昼休みはドッジボールなどを運動場で
行っていた。
なおソウルでは、ほとんどの小学校が
体育館・プールを持っていない。

13：00〜
14：30ごろ

午後の
授業

14：30
ごろ〜

帰宅
放課後
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水曜日は午後の授業はなく、給食を食べ
たのち下校する。
また土曜日は隔週で午前中のみ授業が行
われている。
学習系の学院
ハゴン

学校を取り巻くように学院と呼ばれる
塾が乱立している。
児童は学校が終わると、これらの学院
に通っている。

体育系の学院（テコンドー）
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ソウルの小学校を訪問して
西島
私たちが訪問した 初等学校の校門のはす

央 （東京大学助教）

また、ソウルの子どもたちは、放課後にな

ハゴン

向かいに建つビルの外壁には、「学院」とよ

ると、低学年ならテコンドーやピアノを中心

ばれる塾の大きな垂れ幕広告がかかってい

に、高学年になると学習系の学院を中心に、

た。それは、しばらく前に全国規模で行われ

毎日いくつもの塾や習い事をはしごしている

た数学

※1

の実力試験で優秀な成績を収めた

児童の顔写真と名前入りの広告だった。

という。学院の授業の様子を少し見学させて
いただいたところ、たしかに学校の授業中よ

韓国の教育といえば、大学進学率が80％を

りはまじめに勉強に取り組んでいる。しかし、

超える高学歴社会で、階層によらない大学進

日本の中学受験を経験した者からすれば、広

学志向がある。中学や高校への進学は抽選な

告とは裏腹に、補習塾の雰囲気が否めないも

どによって振り分けられることから、大学入

のだった。多くの児童がほぼ毎日塾や習い事

試が唯一の実力による競争の場となるため、

に通う姿は、激しい受験競争の表れというよ

かえって初等学校からみえざるしかし激しい

りは、共働き家庭などで帰りの遅い保護者が

受験競争をしているというイメージがあった。

多く、子どもに早く帰ってこられても困って

だから、学院の顔写真入りの広告は、韓国

しまうという社会構造上の問題の表れなので

の激しい受験競争を確信させるものにみえ

はないだろうか。つまり、ソウルの子どもた

た。さらに、校門の上の横断幕や校庭の石碑

ちの塾や習い事通いは、日本の学童保育や部

や校舎の随所にポスターで掲げられたさまざ

活動のようなものなのではないかと感じたの

まな標語や校訓、子どもを送りに来た保護者

である。

の姿が、「競争を勝ち抜くために、規律正し

そのような実感をもって、表から国際 6 都

く熱心に勉強している韓国の子どもたち」と

市調査の結果を改めて振り返ってみよう。ソ

いうイメージをますます強固なものにさせた。

ウルの児童の通塾率は72.9％で、もちろんこ

しかし、いざ授業を見学させてもらうと、

の数値も高いが、週 5 〜 7 日も通塾している

その確信もイメージも一瞬にして崩れ去った。

児童がそのうちの73.0％にものぼっており、

訪問した初等学校は、東京でいえばいわゆ

他の都市と比べても、毎日せっせと塾に通っ

る下町に位置し、ソウル近辺でももっとも大

ている様子がうかがえる。また、「今は勉強

きい小学校なので、特殊な事情があったかも

することが一番大切なことだ」と勉強の必要

しれない。しかし、1 クラス40名からなる大

性を認識している児童も71.2％と、非常に高

人数での一斉授業形式で行われている授業中

くなっている。ところが、「家族に言われな

に、何の断りもなく教室の中を立ち歩く児童、

くても自分から進んで勉強する」「机に向か

勝手にトイレに出て行く児童、内職をしてい

ったら、すぐに勉強にとりかかる」（いずれ

る児童、挙げ句の果てに、教師の目の前で

も「あてはまる」の％）といった実際に勉強

堂々と飲み物を飲んでいる児童 ※ 2 までいた

に取り組む姿勢は、 6 都市の中で一番低い。

のである。その様子は、日本の

その背景の 1 つには、「何のために勉強して

学級崩壊

と同様のものに感じられたが、韓国でもそれ

いるのかわからない」と思っている児童が

を

16.8％と、6 都市で一番多くいることがあげ

教育崩壊

と呼んでいるそうだ。
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られる。では、彼らはなぜ塾に通い、勉強が

疲れてしまって学校をおろそかにする児童が

必要だと思っているのだろうか。「親の期待

いることと、塾の勉強では「答えはわかるが、

が大きすぎる」と思っている児童が56.5％も

過程はわからない」からだという。

いて、この数値は 6 都市の中でずば抜けて高

校長もまた、児童の勉強に対する意欲の高

い。つまり、なぜ勉強しなければいけないか

さを評価する一方、塾については批判的だっ

はわからないけれど、親から勉強するように

た。児童の学習意欲の高さの背景について、

いわれるから、勉強することが必要なのだろ

1997年のIMFショックから立ち直り、経済発

うと思って塾に通っている、というのが、ソ

展が進んでいる社会状況で、教育に対する期

ウルの子どもたちの勉強事情なのではないだ

待が高まっているからだと説明する。しかし、

ろうか。

その教育に対する期待の高さの表れとして塾

そのような勉強事情については、授業を見

に行くことについては、間違った認識である

学させていただいた 5 年生の担任の教師や校

と考えている。つまり、塾通いは保護者の教

長、塾の経営者へのインタビューからもうか

育熱から始まったもので、塾に行かせれば成

がえた。

績が上がると思っているが実際はそうではな

教師は、勉強する意味の説明と児童の受け

いという。そして、校長もまた「塾は結果、

とめ方のズレを指摘していた。何のために勉

学校は過程」といい、「教育では過程が大事」

強するのかということについて、「具体的な

と主張していた。

夢ではなく、こういう人間になるのですよ」

それに対する学院の経営者も、子どもたち

という生きるあり方を説明するそうだが、児

の勉強に対する姿勢については、学校の教師

童は、成績にこだわり、目先のことにこだわ

と同じように受けとめていた。つまり、塾の

って、聞いてくれないという。彼らにとって

目標は、最終的には「大学に行かせること」

勉強とは、テストでいい点をとるとお母さん

にあるが、子どもは「いい大学に行きたい」

から1,000ウォンもらえるからするものだと

とはまだ思っておらず、「今、友だちよりい

いうのである。そのようなきっかけとはいえ、

い成績をとりたい」「学校で友だちに負けた

児童が勉強しなければならないと思っている

くない」から勉強するのであって、大学のこ

ことや、母親の期待やプレッシャーから、 1

とは、親からいわれているから頭の片隅にあ

日の勉強時間が長いことや塾にも通っている

るくらいではないかという。

ことを教師は知っているそうだ。だが、その

また、塾は学校の学びとどこが違うかたず

塾での勉強に対しては批判的だ。塾に行くと

ねたところ、①レベル別に勉強させているこ

表

通塾状況と勉強に対するかまえ
（％）

東京

ソウル

51.6

72.9

1 〜 3 日／週

73.5

20.7

5 〜 7 日／週

6.4

73.0

c．今は勉強することが一番大切なことだ

39.6

71.2

d．家族に言われなくても自分から進んで勉強する

27.1

21.5

e．机に向かったら、すぐに勉強にとりかかる

23.2

11.5

a．通塾の有無
b．通塾日数

行っている

f．何のために勉強しているのかわからない
g．親の期待が大きすぎる

9.5

16.8

16.5

56.5

注 1）通塾日数は、通塾している人を母数とした比率。
注 2）d．e．は「あてはまる」の比率、c．f．g．は複数回答可で「そう思う」の比率。
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と、② 1 クラスあたりの児童数が少ないこと、

れにしたがっているが、それらの教材を教師

③主要教科の必要な部分だけを選択して勉強

が自由に使って授業を組み立てることができ

できること、の 3 点をあげた。塾の経営者は、

るという。また、ネットワークがソウル市全

インタビューの中で効率性のことを述べてい

体でつながっていて、児童の成績はネットワ

たが、塾と学校の違いについても、その観点

ークを通して報告して一括管理されているそ

から指摘している。学校の校長や教師が「塾

うだ。可動式の黒板は、放課後に他の学年の

は結果、学校は過程」と位置づけていたこと

教室の前を通ったときに、翌日の準備だろう

と一致する解釈だろう。

か、その教室の教師が黒板に何か書き込んで

このようにみてくると、ソウルでは、「何

いたところをみかけたが、授業時間を効率よ

のために勉強しているのかわからないが、と

く使えるようになるとともに、教師の授業の

にかく友だちより高い成績をとれば、親や周

準備にかける時間の短縮にもつながるだろ

囲から高い評価をもらえるから勉強する」と

う。ソウルの小学校には日本のような職員室

いったように、即時的、外的な理由で学びが

はないが、電話やメールを使って他の教師と

成立しているのではないかと思えてくる。

連絡を取り合えるので、会議などわざわざス

1 校の 5 年生のクラスを中心に見学しただ
けなので、カリキュラムや教育方法の特徴は

ケジュールを調整して集まる時間を削減でき
るという。

十分にはわからなかったが、OECDのPISAで

その他にも、数十台のパソコンが並んでい

韓国が高順位をあげている一因は、その即時

るパソコン室などの特別教室が充実している

的、外的な要因による学習意欲の高さと、多

のはいうまでもないが、なかでも校舎の各階

くの児童がほぼ毎日通っている学院の学習時

にある教材準備室には驚かされた。教材とし

間を学校の授業時間数にあわせたときの学習

て使用する文房具類がふんだんに整備されて

時間の長さにあるのかもしれない。

いるだけでなく、教材の準備をする保護者ボ

しかし、児童の意欲の高さと勉強時間の長

ランティアが常駐しており、教師は、どうい

さだけで、PISAで、数学的リテラシー、読

う教材をどれだけ用意してほしいかを頼め

解力、科学的リテラシー、問題解決能力のい

ば、あとは保護者ボランティアが準備して教

ずれでも第 1 位グループに入ってくるものだ

室に持ってきてくれるというのだ。また、訪

ろうか。他にも何か高順位を支える要因があ

問した当日は、新学期の教科書の搬入日だっ

るのではないだろうか。実は、学校見学やイ

たが、書き込み式になっていて日本の教科書

ンタビューを通して私がもっとも注目した点

よりずっと厚い教科書が、すべての児童に配

は、施設・設備・備品の充実ぶりだった。

布されている。

教室には、室内のモニターと連動し、イン

パソコンとモニターによる授業、可動式の

ターネットで外部に接続されているパソコン

黒板は、授業時間の効率化を図ることができ、

が教師の机に内蔵されている。黒板には、韓

同じ授業時間でも 1 枚の黒板で授業するより

国の地図、方眼、五線譜、ホワイトボードな

もずっと長く説明や演習に時間をあてること

どになっている可動式の小さい黒板がついて

ができるだろう。また、電話やメールで校内

いる。教師の机の脇には、他の教室と内線で

がつながっていることで、放課後の時間を

つながっている電話も設置されている。

個々の教師が自分中心に使い、教材研究や授

パソコンは、教育省の依頼に基づく教材ソ

業準備にあてることができるだろう。さらに

フトが開発されており、専用サイトに個々の

教材準備室で、保護者ボランティアが教材を

教師が加入して使ったり、学年単位でCD-

用意してくれることで、授業準備のための作

ROMを購入したりして授業の際に利用でき

業的な時間を短縮することができるだろう。

る。教科書は国定で、サイトやCD-ROMもそ

ソウルの小学校では、施設・設備・備品が

― 110 ―

充実していることで、教師が授業や担当の児

とフィンランドは、ともに2003年のPISAの 4

童に集中できる仕組み、つまり、塾批判をし

つの分野で第 1 位グループに入っている。し

ている学校にとっては逆説的だが、教育の過

かし、数学などで基礎的な学習の際の一斉授

程を大切にするための効率化という仕組みが

業と、インターネットを利用した教材システ

できあがっていて、それによって、授業の質

ムを除くと、両国は学校にかかわるほとんど

を高めているのではないだろうか。効率よく、

の点で対極にあるように感じた。たとえば、

過程を大切にする教育をしていることもま

学ぶ意味について、韓国は生きるあり方とい

た、PISAの高順位を支える一因になってい

った教養重視だが、フィンランドは生活や仕

るように感じた。

事に役立つ実用重視だった。授業方法では、

以上の見学・インタビューから、日本の教

韓国は一斉授業形式が主流だが、フィンラン

育に対してどのような示唆が得られるだろう

ドは問題解決型学習が中心だった。教材・教

か。 2 点ほどあげてみたい。

具では、韓国では教科書が全児童に配布され
るが、フィンランドでは使い回しだった。

1 . 教材研究や授業準備のために環境の整備を

PISAで第 1 位をとることが目標だとした

OECDの調査報告 ※ 3 によれば、日本の小学

ら、第 1 位の国が変わるたびに教育の内容や

校の教師は、年間の授業時間数がOECD諸国

方法を変えることになる。しかし、PISAも 1

平均の803時間に対して578時間と非常に短い

回の試験としてはある時点での学習到達度と

にもかかわらず、授業以外の仕事が多すぎて

いう結果だが、調査の目的は、10年後30年後

過密労働になっているという。その背景には、

の社会をつくるための過程を確認するものだ

校務に関する会議や書類作成が非常に多いこ

ろう。大切なのは10年後30年後の社会像をは

ともあるが、施設・設備・備品が不十分で教

っきり示すことで、そこまでの過程は、国に

材研究や授業準備に長時間かけざるを得ない

よって、目標とする社会像によって違ってい

非効率性も一因にあげられるのではないだろ

いのではないだろうか。その都度のPISAの

うか。これでは、教師が授業や児童に集中で

順位に一喜一憂するのではなく、目標とする

きない。学力低下をはじめさまざまな教育問

社会像に向かってたどるべき過程をたどれて

題解決のために、教師の一層の努力を求める

いるかどうかを冷静に確認する材料として

とともに、教材研究や授業準備の面で彼らの

PISAを活用することが求められる。

努力を援助するべく、施設・設備・備品とい

韓国もフィンランドも、将来の社会像をは

った教師の職場環境の整備にも教育行政が真

っきり示したうえで、そのために適切と考え

摯に取り組む必要があるだろう。

た教育をぶれずに行っている過程が、PISA
で第 1 位グループという結果にあらわれたの

2 . PISAの順位だけをみていてもダメ

ではないだろうか。

今回の国際 6 都市調査で私が訪問した韓国
※ 1 韓国では「算数」ではなく、「数学」としている。
※ 2 インタビューによれば、水筒などを用意して授業中に飲むことは認められている。
※ 3 『図表でみる教育 OECDインディケータ（2007年版）
』
（経済協力開発機構（OECD）編著、明石書店、2007
年）
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