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   アメリカ教育がめざした教育理念とその現実ー改革課題 
 

                                 2014年5月09日 
                               高校教育インス. AER 

 

Ⅰ．『危機に立つ国家』に至る後期中等教育改革課題と諸価値についての考察      

                                         

 １．多様な教育理念表出としての「学校像」の変遷                 

                                         

 アメリカ教育の最大の特徴とは何か、と尋ねられたら、多様性と答えざるをえない。そ 

の国家の規模ほど巨大な教育システムの多様性がアメリカには存在する。 

 

 アメリカ人の教育にかける情熱は、世界のどこの国にもひけをとるものではない。「平

等性と機会均等」理念への偏執的なまでのこだわり、平等性と卓越性の追求にかける建前

でない確信、ゆたかな教育構想と理念を鼓舞する提案の数々、過度の多様性と教育現実の

すさまじさに決してめげることもない革新的な教育の形態や実践、そして多様なカリキュ

ラムの創造と実践「社会の状態を教育を通して改善していく」という個人の力に対する信

念は、どこの国も及びのつかないのではないかと思わせるほどである。 

 

 建国以来の歴史的展開の中で、そのアメリカとアメリカ人が生み出した、その「多様な教育理念

の表出としての学校像」を、分析・考察すると以下のとおりである。 

         

  ａ．ピューリタニズム（カルビニズム）による厳格な教育と訓育の学校 

 

  ｂ．神政国家指導者養成機関としての学校 

 

  ｃ．他民族・他人種、移民流入の中での文化的同化機能としての学校 

 

  ｄ．地域住民のコミュニティー・センターとして学校 

               

  ｅ．カレッジに進学しないものに対する実務的職業教育機関としての学校 

      

  ｆ．教会と国家の分離、教育の世俗化、教育の州権限化という連邦憲法下の学校  

  

  ｇ．国民国家としてヨーロッパからの知的・文化的独立としての国家意識涵養の学校 
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  ｈ．自由と民主主義に基づく、教育における能力主義と教育の機会均等という教育理 

   想実現めざす学校～連邦憲法下の学校  

                    

  ｉ．公費維持のハイスクール制度の法制化と普及で大衆的教育機関をめざす学校 

   

  ｊ．黒人奴隷解放の制度的保障の場となった学校  

                

  ｋ．「健康・基礎的な諸技能（読み、書き、計算）・職業・市民教育・家庭人育成・ 

   余暇の善用・倫理的性格の陶冶」を国家目標とした学校  

            

  ｌ．児童中心主義的な個人の興味・経験を重んじ、身体の健康を中心とする全人教育 

   の理念を標榜する経験主義的なアメリカ独自の教育哲学の実験場としての学校  

  

  ｍ．義務教育年限を１８才迄として、中等教育を初級（ジュニア）、中級（シニア） 

   および上級（community institute のちの community college）の三つに分け、高 

   等教育の大衆化を準備した学校  

                       

  ｎ．職業技能訓練を受けている２０％の生徒と、カレッジ進学準備教育を現に受けて 

   いる２０％の生徒のために、今や等閑視されている残りの６０％の生徒の現実的な 

   要求を充たす教育、すなわち「その青年が必要とし、しかも市民としての資格を与 

   える生活適応教育(Life-adjustment training)」を受けることのできる学校   

   

  ｏ．「優者をして勝たしめる(Let the best men win.) 」学校、「異常な才能あるい 

   は潜在力を持った個人に対する配慮をもった」学校、「平等という道徳的な価値を 

   保持しながら卓越性の理想を開拓する」学校，コナント構想につながる学校   

  

  ｐ．「カリキュラム上の統合」と「社会的・文化的統合」の理念をあわせもった学校 

    これらを構想化したコナントの学校  

                    

  ｑ．人間性を回復～知性、情緒的・社会的・美的・精神的及び身体的な諸資質との正 

   当な均衡を実現する～し、「人間的な教育」を行う学校 

             

  ｒ．多種多様な生徒の能力・適性・関心に対応し、しかも地域の社会的な要求と結び 

   つけ、従来の公立学校の教育の画一性を打破する実験学校としての学校  
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 ２．「社会的･地域的な要請」と学校教育の最善の在り方 

 

以上のような「学校」をめざす過程のなかで、多種多様な教育改革、教育運動や教育研 

究、教育実践、学校づくりが展開されてきた。これらの中から、重要な教育価値、教訓、 

実践的課題を導き出し、８３年以降の教育改革運動の課題と方向について論究するのが本 

論の目標である。 

 

 中等教育は、一般教育、職業教育、大学進学準備教育という三つの目的に沿って教育課

程が編成されているため、学校に対する「社会的・地域的な要請」の影響・反映も多岐わ

たり、制度自体が、そこで学ぶ生徒同様、一筋縄では行かない多様さと不確実さを持たざ

るをえない。特にアメリカのハイスクールは、既に、本論において概観してきたが、学年

構成、教育課程編成、教授＝学習法、学力と規律、民族・人種問題などが、広範、かつ多

岐にわたり、その最善の在り方をめぐって論議の対象となってきた。 

 

 ここでは、それらについて、『危機に立つ国家』以降の教育改革の在り方を射程として 

睨みつつ、あらためてそれらの論点を整理して、アメリカ中等教育における評価と位置に 

ついて総括的に明らかにしておきたい。まず、前項で見た、各歴史段階での「学校」づく 

りをめざす過程で、アメリカの中等教育～とりわけ後期中等教育にとって重要となってい 

る理念、および課題についてあらためて以下考察していきたい。また、その中で主要な論 

点についても考察していきたい。                          

 

Ⅱ．アメリカ教育の現実と葛藤する教育理念～その大きな乖離 

         

 １．学問及び未来の教育への負のシグナルとしての社会･教育病理  

          

 アメリカでは、スクール・ポリスの常駐に象徴されるように、暴力やギャング行動、校

内規律の崩れ方自体も尋常ではないが、１９６０年代から７０年代にかけて、マリファナ、

ヘロイン、ＬＳＤといった麻薬・薬物の大学生、中高校生の間での乱用が重大な問題とな

っている。特に大きな社会問題として麻薬問題が社会問題となったのはベトナム戦争以降

のことである。 

  

 他民族国家として移民、特に中南米からの合法・非合法移民を多数受け入れているとい

うアメリカ特有の条件もある。中国人街では阿片が、中近東やインド系の人々の間では、

大麻が使われており、中南米系はコカインという具合である。しかし、ことに１９６０年

代に入り、ヘロイン、大麻、覚醒剤、ＬＳＤなどの中毒者、依存者が都市部で、特に若者
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の間で急速に流行し始めた。１９７０年代には、ベトナム戦争中に現地で中毒者になった

兵士の帰還が、麻薬依存者を増加させることになった。 

 国立薬物乱用研究所の調査などによっても、大麻は１９７０年代には、使用経験者が 

５６００万人に達し、２００万人が常用しているといわれた。ことに反体制的な学者、芸 

術家、ニュー・ミュージックのグループや視聴者、特に十代の青少年が乱用者の６０％を 

占めていた。１９８０年代には、喫煙方法で使用されるコカイン、小さなビンに入ったク 

ラックが使用されるようになった。これは、安価さ（１０ドル程度）と使用方法の簡便さ 

で、急速に中高校生にまで浸透した。 

  

 １９７４年、同研究所の調査では、ほぼ５００万人の米国人が少なくとも一回の使用経

験を持っていたという。これが１９８２年までに、その数は、２２００万人に達した。こ

の傾向は８０年代、９０年代と深刻度を増している。 

 

 １９６９年以来毎年実施されているギャラップ教育世論調査には「公立学校が直面して 

いる最大の問題」を選択肢で問う項目が必ず加えられているが、それによれば、１９７０ 

年代以来一貫して～６０年代教育現実でもそうであったが～「学校の規律の欠如」が最大 

の問題であり、薬物問題は、重要度順位で、５～６位を示していたが１９７８年から８５ 

年まで２位を占めるようになり、１９８６年には、遂に１位となって、国民にとって麻薬 

等の問題が、アメリカの公立学校で最大の関心事となった。  

             

 １９８０年代後半から今日にかけて、コカインやコカインを錠剤化したクラックなどの 

蔓延が、麻薬問題を、今日のアメリカ社会と学校における最大の問題に押しあげている。 

クラックが急激な広がりを見せてきた理由は、上述のように依存性が極めて高い上に、安 

価で持ち運びが容易なことから、若年層をはじめ、これまでコスト面で使用をためらって 

いた新たな層に蔓延したためである。 

 

 １９８５年の連邦保健省の調査報告によれば、１９８５年においては、１２才以上のア 

メリカ人の１９％、３，６８０万人がマリファナ、コカインなど一種類以上の違法な薬物 

を経験し、そのうちの１２％の若者が前の一ケ月間に一度以上薬物を愛用したということ 

である。また、ＬＳＤのような幻覚剤の乱用は減少傾向にあるが、コカインの乱用者は、 

増加している。 

 

 マリフアナの場合、アメリカ人全体の３３％が過去一年間以上の使用経験を有し、その

乱用者は１，８００万人、うちほとんど毎日愛用している常習者は６００万人に達してい

る。最初にマリフアナを経験する平均年齢は１１．８才であり、アメリカ社会の異常性が
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伺える。コカインの場合は乱用者１，２００万人、常習者５８０万人と見積もられている。

更に１２才から２１才までのコカイン乱用者のうち、５４％マリフアナを使用する複合乱

用の経験者であった。クラックについては、８５年調査時点では調査項目にふくまれてい

なかったが、マリフアナやコカインに代わるほどの勢いで若者の間に流行してきた。しか

し、レーガン政権の麻薬戦争と『危機に立つ国家』以来の教育改革運動の中で、８１年か

ら８４年をピークとして、マリファナ、コカイン、幻覚剤、そしてアルコールなどの使用

は、１９９２年の国立麻薬乱用研究所（ＮＩＤＡ）の調査によって、７５年調査開始以来

最低の割合を示した。（別表） 

  

 しかし、１９９１年には、１３万４０００人のティーンエージャーたちが、週に１回か

それ以上コカインを使用し、５８万人のティーンエージャーたちが、週に１回かそれ以上

マリファナを使用し、更に４５万４０００人の中学生・高校生が、週に１回酒によるどん

ちゃん騒ぎを行ったことも、アメリカの青少年の現実であり、依然としてこれらの問題が

深刻であることには変わりがない。
 

 

 すべてのアメリカの青少年に等しく保障されてしかるべき総合制中等教育の現実は、一 

部の生徒の優秀性と卓越性を全面的に否定するものではないが、それと「等しく理念」の 

統一的達成という、目標の内実へ疑いをはさむの十分な結果であるといえよう。 

 

 麻薬問題等の蔓延とその現実は、アメリカの中等教育のひとつの象徴的な結果である。

麻薬、特にコカイン・クラックは、個人にとっても、依存による心身の破綻、経済的・ 

家庭的破綻、あらゆる犯罪への傾斜、社会的地位の喪失などを全面的に生じさせ、青少年 

にとっては、学問や未来、現実の教育の放棄・学校からの追放を意味している。 

 

 アメリカにとって、麻薬問題は、学力の向上どころの問題ではなくなっている。 

    

 のちに、『危機に立つ国家』を受けてその後の教育改革を前進せしめるべく、ブッシュ 

政権は、９１年１月の大統領教書で全米知事会議で合意した「２０００年まで達成すべき 

六つの教育の全米目標」を発表した。（１） すなわち、それらはアメリカの抱える問題をそ 

のまま意味していた。その目標は以下のような内容でＡからＦまである。その目標Ｆでは 

「すべての学校から麻薬と暴力を追放」することを掲げている。    

         

 すでに見てきたようなアメリカにおける青少年の深刻な薬物乱用の実態からして、「麻 

薬と暴力の追放」は当然のことながら広範な国民的合意を得た。   
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 このようなあたり前の教育環境をつくることが、同じ「国家目標」にある「理数科で世 

界一の成績を得る」課題などの前提として今のアメリカには必要なのである。 

  

〔資料のページ〕                                         

                                 

（別表１）「公立学校が直面している最大の問題」（ギャラップ教育世論調査 1989）  

               ＊複数回答 単位％ 

 

 

 

  

  
 

    区   分  全国集計 

 内訳右欄 

 在学生を 

 持たない人 

 公立学校生 

 を持つ親 

 私立学校生 

 を持つ親 

 

 薬物使用 

 規律の欠如 

 適切な財政の欠如 

 貧弱な教育課程・学力基準 

 大規模校・過大学級 

 良い教師を得がたい 

 低い教員給与 

 教師側の関心の欠如 

 親側の関心の欠如 

 人種統合・バス通学 

 犯罪・器物破壊 

 飲 酒 

 児童・生徒側の関心の欠如 

   34 

   19 

   13 

    8 

    8 

    7 

    4 

    6 

    6 

    4 

    4 

    4 

    3 

   35 

   20 

   11 

    9 

    6 

    8 

    4 

    4 

    6 

    3 

    5 

    3 

    4 

   30 

   16 

   18 

    9 

   11 

    6 

    4 

    6 

    6 

    5 

    3 

    4 

    2 

   30 

   23 

   11 

    7 

    6 

    9 

    7 

    2 

    5 

    7 

    2 

    5 

    6 

 以 下 略    ＊    ＊    ＊    ＊ 
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 ２．「ギャラップ教育世論調査」から見えてくるアメリカ教育の課題 

 

 アメリカ教育の上述の現実は、コナントの総合制中等学校についての歴史的総括におい

て、単にその二つの教育理念や教育課程についての現実合理性、有効性、多様性、発展性

を論じるだけに留まらず、社会全体の中における教育機能、その中に位置する学校教育と

いう観点から、多岐にわたって考察していくことを求めているといえよう。  

 

 日本などでは、校内暴力やいじめ、不登校、校内規律の乱れ、学級崩壊などが、重大な 

教育問題として話題になる。薬物の乱用、特に覚醒剤汚染については、時折話題になりそ 

の汚染の広がりに警鐘が鳴らされているという状況がある。しかし、薬物の問題は、普通 

の中高校生の非行問題としてというよりは、やはり、別の次元の問題、つまりより犯罪性 

の強い問題としてとらえられている。それぞれの家庭や地域のありふれた現象というとこ 

ろまではいっていない。非行や問題行動の何ランクも上の次元の、手に負えない悪質な問 

題というように教育関係者などには考えられている。 

 時折、学校現場の管理職や教職員が、マリファナ喫煙や栽培で、逮捕されるという事例

も出てきており、大人社会における薬物汚染が、潜在して拡大して行っているという懸念

が広がっている。 

 

 ３．中等教育改革･改善の試み～ミドルスクール設立の波 １９６０－８０年初頭 

 

 中等教育の対象となる生徒は、青年前期から中期の精神的にも肉体的にも、いわば思春 

期に属する子どもたちである。初等教育の子どもたちに比べ、はるかに指導しにくく、規 

律の制御がききにくい子どもたちである。早熟化傾向によって、必ずしも固定的には言え 

なくなったが、それでもジュニア・ハイスクールの第７・８学年は、もっとも扱いにくい 

子どもたちであると見られている。 

 

 それだけに、さまざまな学校体制・教育課程・指導方法に依っても、これといって絶対

的なものはなく、主観的には最善のあれこれも、結果としては、" 中等教育は最悪の状態

にある" とさえシルバーマン(Shilberman, Ch.E.) 『教室の危機』によって断言されてい

る状態に陥ることもある。アメリカにおいての中等教育は、初等教育と高等教育の中間に

位置し、絶えずその接続(articulation)が問題となり、制度的見直しの対象となり、さま

ざまな改革の対象となってきた。また、１９６０年代から８０年代初頭にかけて、従来の

ジュニア・ハイスクールに代わって、ミドル・スクールが各地で設立されるようになり、

初等教育課程の学年構成が大きく革新された。これは、子どもたちの身体的、生理的な早

熟化が全体として著しく、思春期が１０歳～１２歳（第５～８学年）に早まってきたと考
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えられたためである。教育上の理由以上に、ベビーブーム、義務教育就学率アップ、ドロ

ップアウト率の減少などによる生徒過剰を緩和するためであるとか、人種構成上の不均衡

を解消し、差別撤廃を援助するいう理由で、校舎や施設設備の改善を図るという教育行政

上の理由が大きかった。 

 

 こうして、５・３・４制、４・５・３制などが増加し、６・３・３制が大きく揺らいで 

きた。小学校の第５～６学年とジュニア・ハイ段階の第７～８学年を一緒にして、ミドル 

・スクールを設立したわけである。初等教育と中等教育の接続関係の再検討と、学校体系 

の継続性の質的な促進というねらいもあった。この学年構成が、例の教育の地方分権によ 

って、地域によって異なる。 

 

 ミドル・スクールでは、全教科担任制から各教科別担任制への漸次的移行、ガイダンス

やカウンセリングの継続性と調整、英語と社会、数学と理科、図工・技術・音楽・家庭科

を含む総合芸術など、学際的な教科の統合、探究的学習活動、他学年組織や無学年組織な

どの方策の導入、ＴＴ、自主学習、個別指導、技能ラボ、探究コースの重視、生理・衛生・

性教育に関連した教科目の重視、選択学習としての外国語学習などが、教育課程の上で特

徴的なものとなった。ミドル・スクールの約９０％は、１９６０年後半以降に設立され、

学校数は現在も増えており、１９（**）年現在、(*****)校となっている。 

 

 公立初・中等学校、高等学校在籍者は、１９９６年現在、９１．２％を数え、その教育 

費は、その教育費の支出割合は、１９９６年度で、州が４５．４％、地方が４３％、連邦 

が６．７％，その他が５．３％である。１９８０年度の支出割合は、州が４７．１％、地 

方が４０％、連邦が８．９％、その他が４％であったので、連邦の財政支出は、８３年の 

『危機に立つ国家』以来の教育改革のかけ声の割りには減少し、州政府の関与が増大して 

いるのも特徴的である。                           

                                         

 ４． 「家・家族・家庭教育」と宗教及び宗教的倫理観                

                                         

 アメリカにおいては、家庭におけるしつけや訓練は、人間形成の第一歩として重要視さ 

れ、親は、その唯一の権威者として、特に学齢前の幼児の家庭教育において、人間として 

の基本的なしつけや習慣をみっちりと教えこむのが、ピューリタニズムのキリスト教的倫 

理観に基づくよき伝統であった。幼児のしつけは、一般的に厳格で、体罰も含めて条件反 

射的に、しかも反復的に習慣化するまで教えられる。早くから自立心の訓練がなされ、寝 

室も含め、大人と子供の生活がはっきりと区別されることは、ヨーロッパ諸国の場合と同 

じである。子供が義務教育を終える１６才ないし１８才までは、こういったしつけや訓練 
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は、親の責任において権威を持ってなされるのが当然であると見なされ、日常の基本的な 

あいさつや意思表示、対人関係における基本的なマナーや社交的な態度が教えこまれる。 

 

 危険物や交通災害等から身を守る安全教育の基本的なしつけも、家庭における親の重要

な責任であるとされている。親は宗派の選択権と関連して、子供が就学する学校の種別の

選択権を持っている。 

 さらに、子供が、義務教育修了前までに中途退学して就職する際に、子供の従事する職

業の選択は、親や保護者の責務とされ、義務教育終了後は、子供自身の決定にゆだねられ

る。こうして子供は一人前の大人、独立した人格として取り扱われ、親は干渉しないのが

建前とされ、この面での個人主義は徹底している。１８歳になれば、たいていの子供は親

の元を離れる。  

                         

 こうしてキリスト教的倫理観に基づく諸価値、すなわち、独立自尊、自由と平等、奉仕 

と博愛などは、家庭生活の具体的な体験を通して教えこまれるのがアメリカの植民地期以 

来の伝統であった。（  ）                              

 キリスト教的倫理観に基づく諸価値、すなわち、独立自尊、自由と平等、奉仕と博愛な 

どは、家庭生活の具体的な体験を通して教えこまれるのがアメリカの植民地期以来の伝統 

であった。しかし、建国の父祖たちは、キリスト教の価値観や聖書の教えが重要なものと 

考えながらも合衆国憲法で政教分離を規定した。 

 

 憲法の修正１条で「連邦議会は、国教の樹立を規定し、もしくは信教上の自由な行為を

禁止する法律･････ を制定することはできない」とした。そのため公立学校では祈りは禁

止され、宗教学校への政府援助も禁止されている。しかし、今日に至るも政教分離をめぐ

る論争は、現代的課題である。 

      

 宗教保守派は、裁判闘争や議会ロビー活動を通して「公立学校での祈りの復活」と「進 

化論を禁止して天地創造説を教えること」を要求してきた。公立学校での祈りは、１９６ 

２年の最高裁判決によって禁止され、公立学校で進化論を教えることを禁止した州法は１ 

９６８年に違憲とされた。しかし、この対立も１９９８年４月に、祈り復活をみとめる憲 

法修正案を下院司法委員会で通過させるまでにいたるなど、現在も大きな争点となってい 

る。 

 

 こういった状況を反映して、公立学校での授業時間内の祈りは禁止されているが、多く 

の州の学校では沈黙の時間を設けて、そこで祈りたい生徒は祈ることができるようになっ 

ている。 
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 政教分離の新しい傾向としては、レーガン政権下で、公立学校の生徒を私立、取り分け

宗教学校に転向させるためのバウチャー制度がある。建前は、レベルの低い公立学校に在

学している優秀な生徒の親に行政がバウチャー（現金引替券）を支給して、私立学校の授

業料補助とするもので、税金を私立学校の８５％を占める宗教学校に回し、公教育の弱体

化をねらう、宗教保守派の運動と一致しているといわれている。 

         

 これらは、そのアメリカの家・家庭、結婚・妊娠・子育てが急激に変化している現実を 

反映したものであり、宗教学校の教育を通じて青少年の倫理観をあらためようとする運動 

である。  

 

 ５． アメリカの家・家庭、結婚・妊娠・子育てが急激に変化している現実  

              

 アメリカの家・家庭、結婚・妊娠・子育てが急激に変化している現実を、ボストンの公 

立高校のケースで見てみよう。 

 

 ボストンのチャールストウン公立高校、１８４７年の創立で、昔はアイリッシュ系の白 

人だけの学校だったが、有名な「ガリティ判決」（１９７４年）以来、黒人がバスで通学 

してくるようになり、激しい変化にさらされたアメリカの典型的な学校である。生徒数は 

１９８７年度、９６９人、構成は多い順に黒人３４０人、アジア人２５５人、白人２０４ 

人、ヒスパニック系１６７人、アメリカン・インディア３人である。生徒の実に三分の一 

が、入学時、英語が母国語ではない。アメリカ教育で、バイリンガルやＥＳＬプログラム 

が求められ重視される所以である。 

 

 チャールスタウン高校の校長によれば「チャールスタウンは、『ガリティ判決』以来、 

大きな外からの変化に見舞われてきた。黒人が政府出資の低家賃アパートに移ってき、ア 

ジア系や、ポルトガル系といった低所得層が流入し、それを嫌った白人は郊外に逃げ出す 

という、アメリカの都市の典型的社会現象と、離婚などの家庭状況の変化が、生徒の生活 

に大きな影響を与えた」という。「我が校の問題点を挙げればキリがありませんな。ボス 

トンでナンバー・ワンの困難校です。人種にまつわる喧嘩、女子生徒の妊娠、学力低下、 

勉強意欲の欠如、アルバイトのしすぎ、麻薬、酒、セックス、貧困。家庭の崩壊が最大の 

原因だと思う。昔は、おじいさん、おばあさん、父親、母親、子供が一緒に住んで、母親 

は家にいた。子供は、そういう強い家庭の絆に支えられていたのです。ところが、今や生 

徒の大半は片親しかいず、８０％は、福祉援助でやっと一家が食いつないでいる。こんな 

環境では、教育を本当にやれるわけがないのです。第一、親が、教育に関心がないか、努 

力しません。離婚や再婚と、自分のことで頭がいっぱいか、仕事でいつも疲れているか、 
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親自身が未婚の母で、子供の将来を教育に結びつけて考えられない。子供の引き起こした 

トラブルで、学校に呼び出されない限りは子供のことなど考えたくもない。ＰＴＡでも、 

千人ちかい生徒がいるのに、会合に出てくるのは、１０人前後しかいません」  

   

 １９７３年のソレセン報告では、１３～１９才の男子の５９％、女子の４５％が性交体験を

しているという調査結果が出ている。１９８０年代になると更に低年齢化し、アレン・グ

ットマッハー研究所の調査（１９８１年）では、青少年の初体験の平均年齢が１６才であ

ると報告されている。これは１０代の女子の妊娠という問題を生じた。１９８６年には、

全米で１年間で約３７３万人のベビーが誕生したが、そのうち約４７万人（１２．７％）

が、１９才以下の１０代の女子を母親として誕生している。さらに１７才以下の女子が出

産したベビーは、約１８万人（３８．３％）にも及んでいる。また結婚外の出産件数で見

ると、２０才未満の女子の出産に占める未婚・婚姻外出産の割合は、１９８６年で６１％

にまで達している。１０代の女子の出産が結婚という制度の枠外でなされる傾向が増えて

いる。黒人の女性の出産した第一子の４２％は、その１０代のときの子供であるという統

計もある。アメリカ・インディアンは４１％、白人は２０％、日系アメリカ人は６％、中

国系アメリカ人は２％となっている。ここでも人種問題が投影している。 

      

 別の調査によると、アメリカでは１８才までに女子のおよそ半数が、男子の三分の二が 

性体験をすませているというし、また２０代の女子のおよそ４０％が少なくとの１０代の 

ときに１回は妊娠を経験し、２１％は少なくとも子供を１人生み、７人に１人は少なくと 

も１回の中絶を経験しているというデータもある。統計的に性体験を持つ青少年ほど飲酒 

や麻薬の問題を持つ傾向にあるといわれている。                 

 非嫡出子（法的な結婚によらないで出生した子、illegitimate) の出生は、１９６０年 

以降１９９１年まで４００％も増加している。そのうち黒人のそれは全出生数の６７．９ 

％が、非嫡出子（白人は２１．８％）である。アメリカにおける未婚女性のほぼ四分の一 

が、未婚の母になっている。そしてもっとも大きな率での増加は、十分に教育を受けた、 

経済的に豊かな女性においてであり、そのことは、非嫡出子に対しての社会的汚名が消え 

つつあるということを意味している。（別表４）      

 結婚についても変化は顕著である。１９６０年には、１，０００人の未婚女性ごとに７ 

４人の結婚があり、１，０００人の既婚女性ごとに９人の離婚があった。 これが１９９ 

１年にはそれぞれ、５４人、２１人となった。結婚する割合は２５％以上も低くなった。 

逆に離婚率は２倍以上に高くなった。                         

 こういった状況を反映して、１９６０年以降、１９９１年までに片親家庭の割合は３倍 

以上になり、全家庭の２８．６％は、それである。いくつかの推計によると、１９８０年 

に生まれ１８才まで両親と生活しているのは、黒人の子供のわずか６％（１９５０年５２ 
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％）、白人の子供の３０％（同８１％）だけであろうとされている。片親家庭の凡そ９０ 

％は父親のいない家庭である。片親家庭の家計は極めて貧困である。１９９１年度で、両 

親のそろった家庭の平均年収は年間４万ドル、離婚した母だけの家庭は１万６千ドル、未 

婚の母のそれは９千ドル弱である。                          

 母親の年齢が１３才、１４才といったように若く、母親自身も教育を受け、成長発達す 

べきときにあって、子供の誕生は、喜びであるよりは、むしろ経済的にも、社会的にも、 

負担の増大と自己の教育の放棄を意味することになる。今や、学校は、妊娠した女子生徒 

の指導と援助を引き受けざるをえない社会状況に直面しているのである。 

         

 チャールストウン公立高校ほどの問題高校でもない、ロスアンゼルス近郊の典型的中位 

校のヴェニス高校（１０年生～１２年生まで生徒数２４００人）は、人種構成ヒスパニッ 

ク系４４％、白人３７％、アジア系１０％、黒人９％である。黒人の比率は少ないが、こ 

の高校のカウンセラーは、現地調査にあたったハロラン・芙美子に、この高校の最大の問 

題として以下指摘している。「家庭不和、離婚ですね、生徒は、親が別居したり、離婚し 

たりすると、必ず、成績が下がり、荒れ出し、あるいは内にこもり出します。それから、 

麻薬、飲酒、これも家庭不和につながっていることが多い、親が子供に暴力を振るうとい 

う事件もかなりあります。昔はアメリカはこんなじゃなかった。離婚はめったになかった 

し、母親は家庭にいて、子供の世話にかかりきりでした。３０年もここにいると、本当に 

世相が変わったのを、痛感します」 

 

  チャールストウン高校やヴェニス高校の例は、全国的教育諸統計から見て、アメリカの

公立高校を取り巻く一般的状況をかなりの程度反映している。 家庭は、社会の中心的基

盤である。他のどんな力よりも、子供の態度、希望、出世願望および価値観を形成するも

のである。家庭が崩壊するとき、いつも被害を受けるのは、子供たちである。それが、大

規模に起こるとき、学校教育も含めてコミュニティ自体が無力になる。今アメリカは、そ

の危機の縁にたっているということができる。 

 

 宗教保守は、１９６０年代の社会的・文化的変革、性革命などによってアメリカの伝統 

的価値観が崩壊するのではないかという危機感を持って、テレビ説教師ジェリー・ファル 

ウエルを指導者とする「モラル・マジョリティ（道徳的多数派）」を組織した。これがレ 

ーガン政権誕生運動と連動し、聖職者を中心に、共通のアジェンダとして、祈り復活、反 

妊娠中絶、反同性愛、反共産主義などを掲げた。その後、テレビ説教師パット・ロバート 

ソンを中心に１９８９年に「クリスチャン連合」を結成し、共和党の地方組織を牛耳り、 

政治的影響力を大きく拡大してきた。９６年、９７年、二度にわたって妊娠後期の中絶を 

制限する法案を両院で通過させたこと（大統領拒否権で未成立）、９７年には子供一人当 
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たり５００ドルの税控除の実現、９８年には祈り復活の憲法修正案の委員会通過など、そ 

の議会ロビー活動は強力である。彼らは、今後の目標として全国に約１万５千ある地方教 

育委員会の支配を最重要視している。                        

                                         

 ６． 公教育の無償化と教育の機会均等化～人種差別撤廃のメカニズム         

                                         

 アメリカの公立教育制度は、「Ｋ－１２」と呼ばれ、幼稚園(Kindergarten)から１２年 

生（高校３年生）までをカバーしている。日本の６・３・３制と総年数は同じだが、区分 

は多様である。一般に小学校６年生までを初等教育(primary education) 、中学から高校 

までを中等教育(secondary education) と呼ぶ。しかし各学年の呼び方は、１年生から通 

しで１２年生と呼ぶ。７年生は日本の中学１年生、１０年生は高校１年生に相当する。公 

立では、小学校から高校まで全入制か義務教育であり無償が原則である。 

 

 大学に進学したければ、どこかの大学に入学できるようになっている。州立大学は、州 

民であるかぎり、入学優先、授業料割引の特典がある。コミュニティ・カレッジは、全入 

制で授業料も格安である。制度としては極めて完成されており、大学・大学院の高等教育 

等の普及も目覚ましい。 

                              

 アメリカには、二つの教育理想を建国以来持っていたといわれる。一つは、「最も優れ 

た者をして勝たしめよ」というジェファーソンのスローガンに代表される、個人の能力や 

素質の差異を重視し、個人の努力や熱意や動機によって達成された進歩や成果や業績を重 

んじる「能力主義」や「卓越性」をめざす教育思想である。 

 

 自由主義的な競争原理に基づく民主主義の表出であった。その背後には、個人の天賦の

才能に対する無限の信頼があり、各個人が持っている潜在能力を開発し、それを最大限ま

で発展させようとする極めて楽天的な教育観が支配していた。二つ目の教育理想は、「万

人は法の前に平等である」(All men are equal before the law.) という言葉に代表され

る平等主義的な機会均等の原理に由来する教育思想である。ここでは、より高い、より有

力な、より支配的な、さまざまな文化価値を取得する機会が、他のいかなる要素ー人種、

家柄、性、信条、経済的な地位、社会的な身分等ーによっても左右されることなく均等に

与えれるという「機会の均等」(equality of opportunity) を保障することが教育理想と

された。その背後には、国民大衆の「平均的な能力」や「凡庸性(mediocrity)」の水準を

無限に引き上げることに対する楽観的な希望が見られる。              

           

 １９６０年代の黒人の公民権運動、人種差別撤廃の闘いは、「分離すれども平等」から 
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の脱皮と二つの教育理想にもとづくその制度的実質化であった。  

 

 それから３０年以上たってアメリカは、世界をみわたせば、アメリカほど、白人以外の 

有色人種の人権を保護する大規模なメカニズムを、その社会に組み込んでいる国はないと 

いう程の存在になっている。多くの白人が、人種差別撤廃の哲学を受け入れ、黒人にあら 

ゆる機会を与えているのは事実で、特に教育機関は、たくさんの特別プログラムを導入し 

ている。一流大学は、社会的ハンディを考慮して、奨学金付きで特別枠を確保して黒人を 

入学させる。そのことはまた、ユダヤ人、白人の貧困層との軋轢を深める。 

 

 南北戦争、奴隷解放、市民権運動、公立高校の人種融合行政の強行、そして黒人その他

のマイノリティの就職を確保する積極雇用法(Affirmative Action)は、その大きな社会的

な矛盾を抱えながらも、教育の機会均等の拡大と人種差別撤廃に貢献してきた。しかし、

建前としての法律や制度・プログラムが社会の人種的偏見を変え、彼らの貧困や失業、雇

用や住居問題、低学力やドロップ・オウト、家庭崩壊、非行や犯罪といった、社会問題を

解決するものではない。公立学校で人種融合が行われたとしても、アメリカの学校教育を

つらぬく能力主義、「トラッキング」と称する能力別クラス編成は、白人と黒人の垣根を

依然として高いものとしている。 

 

 すべての基礎的統計は、人種問題解決の困難さを示しており、それを示す問題解決の第

一歩であるべき基礎データの公表すら、「人種差別」という政治的圧力から阻止されるこ

とが多いという、心理的な人種間葛藤も存在する。社会の底辺から這い上がろうとする勤

勉な黒人は、同じ黒人からワナビー(Wananabe)と軽蔑され、ある黒人有名大学では、逆に

肌色の薄い黒人は、本当の黒人でないと差別され、会員制クラブにも入れてもらえない。 

 

 ヴァージニア州アレクダンドリアのＴＣウイリアムズ校（第１０～１２学年、生徒数は２，４０

０人）の教師パット・ウェルシュは、その著書『危機に立つアメリカの生徒たちー高校最

前線から』の中で、黒人社会に蔓延する反学業倫理についてこう紹介している。「（黒人

の女子生徒の）ヴェダはそうした倫理について次のように語ってくれた。『団地には子供

に勉強するなという強力な圧力ある。もし一生懸命勉強していると、ホンキーラバー（低

俗な愛人）と呼ばれる』･････ （高校で）上級コースを履修する黒人の生徒は、反学業倫

理によって『アンクル・トム』あるいは『オリオズ（外は黒人、内は白人）』と呼ばれる」

と。人種問題や社会的偏見は、必ずしも一方通行ではない。  

 

 黒人の権利拡大にもっとも反発する白人は、黒人貧困層と境を接する。黒人が積極雇用

法で進出すれば、それだけ自分たちの生活と雇用が脅かされる。彼らは、黒人と日常生活
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で隔離された生活を送りながら、人種平等・融合を唱える富める白人エリートを「リムジ

ン・リベラル」と嘲笑する。（１６ ）  人間は、一人一人価値ある存在であり、自由で平等

なものであるという建国以来の精神は、理想として建前として高く掲げられつつも、不完

全にしか機能しない現実の社会的葛藤と縮小しつつある経済縮図は、今もなお学校教育の

現状と相互に投影しあっているといえよう。 

 

Ⅲ．絶え間ない改革を促すアメリカ建国以来の教育理念とその伝統 

 

 アメリカのこういった絶え間ない改革を促す建国以来の教育理念なり教育伝統といわれる諸価

値について以下、その現代における位置もふくめて以下考察していきたい。    

                                         

 １． 国家的信念としての個人の自由と独立～多様性の保障              

                                         

 アメリカは、５０州とコロンビア特別区からなる連邦制の国で、総面積は９３６万平方 

キロと、日本（３７万平方キロ）の約２５倍もある広大な国である。時差も東西に４時間 

もあり、北極に近いアラスカからメキシコまで地理的にも気候的にも多様な国である。人 

口は市民権を有するアメリカ国民が２億４６００人、その他に外国人身分の移民や在米外 

国がいる。「人種のるつぼ」といってよい人種的多様性を最大の特色としている。 

 

 この状況を反映して、アメリカのいわゆるハイスクールを含めた学校教育の特徴の大き 

な一つは、学校及び生徒集団構成の多様性にある。それは公教育が、連邦政府の中央集権 

的コントロールの下にあるのではなく、地方の州・市・町・村学区の教育委員会のコント 

ロール下にあり、それぞれが多様・多彩なカリキュラムをもっているからである。 

 

 生徒は住む場所によって、同じアメリカ人でありながら、多様で異なった教育内容を享受してい

るのである。それは教育システム自体が、無政府主義的で、無秩序で、混沌として、規律のない

ものであるかのように理解される要因となっている。それは明らかに、日本やフランス、ドイツのよ

うに中央集権的教育体制とは相異なる特質を持っている。この多様性というものは、アメリカの国

家の成り立ちというものに由来している。 

 

 アメリカは移民国家である。カリフォルニア州ロスアンゼルスのダウンタウンにあるベル

モント公立高校の例を見てみよう。 

 

 この高校は、夏休みもなく、一年中開講している。生徒数４，５００人を数える巨大高

校だ。朝７時３０分から午後３時３０分まで、二部制で、教師も、ローテーションで勤務
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し、普通の高校なら６月から９月初めまで夏休みだがここでは時差で長期休暇をとる。午

後四時からは成人学級が引き続き教えられる。カリフォルニア州は、メキシコと国境線を

隔てているため、大量の合法、非合法移民が多く、これへの対処は大きな教育課題となっ

ている。この学校の巨大化も、メキシコ、中南米、東南アジアからの移民の子弟教育のた

めである。 

 

 ベルモント校の人種構成は、エル・サルバドル（３３％）、アメリカ（ほとんど黒人、

１８％）、メキシコ、（１７％）、グアテマラ（７％）、フィリピン、カンボジア、ベト

ナム（各々４％）、中国（台湾、香港、３％）、韓国（２％）、あと、ニカラグア、ビル

マ、フィジー、ルーマニア、レバノン、パキスタンと散らばる。実に３７カ国の出身者が

２２カ国語をしゃべるという多彩さである。彼らの信じる宗教も、同様に多彩である。 

 

 この学校の最大のチャレンジは、全校生徒の三分の一を占める、新規移民にまず、英語

を教えこみ、アメリカの生活になじむよう手助けをし、勉強をさせ、卒業までもっていく

ことにある。中南米や東南アジアからの移民は、母国が戦乱や政情不安定で、そもそも、

まともに学校に言ったことのない子どもたちが多い。親や兄弟が戦死したり、殺されたり

して、命からがら逃げて、運の良い子どもたちだけが、アメリカにたどり着いた。 

 

 そういう子どもにとって、英語は生きる技術である。ＡＢＣから習わなければならない。

アメリカにおける移民の英語教育には二種類ある。「バイリンガル」（bilingual)コース

は、英語がまったくできない生徒のため、まず母国語で学科を教え、そのかたわら英語を

教える。先生への態度とか、ノートの取り方とか、国旗や国歌への態度とか、ごく基本的

なことを教える。英語がある程度まで上達すると、ＥＳＬ（English as Second Language

－第二国語としての英語）コースに移り、更にそこから普通のクラスに編入される。２０

０人の教師のうち、４０人が、ＥＳＬ担当である。  

 

 アメリカ教育の多様性というものは、この国が多人種、多民族から成り立つということ

を抜きにしては考えられない。多様性を認めることなしに、この国自身が成り立ちえない

という国家の宿命というものがある。多様性の中の統一のために、この国が払っている代

償とエネルギーは世界に例を見ないほどである。移民国家アメリカにおける学校は、多様

性の中から統一と調和をつくりだし、共通の伝統を育み、建国以来の理念をすべてのもの

とすることに特別の役割をしてきた。この多様性は、以下に見る「独立宣言と教育、そし

て国家的信念」と無縁ではない。                         

           

 １７７６年７月１４日、連合会議における１３のアメリカ連邦諸邦における全会一致の宣言（独立
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宣言）では、 

 

 「我々は、次の真理は別に証明を必要としないほど明らかなものであると信じる。すな

わち、すべて人間は平等につくられている。すべて人間は創造主によって、誰にも譲るこ

とのできない一定の権利を与えられている。これらの権利の中には生命、自由、そして幸

福の追求が含まれる。」として、自然権思想に基づく「自由」と「平等」の政治原理を、

民主主義の根本理念として掲げるに至った。１７７８年の連邦憲法制定、１７９１年の修

正１０条で、「憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止されなかった権限

は、それぞれ各州あるいは人民に留保される」 

 

と規定し、教育は州の権限とみなされるようになった経緯はすでに述べたとおりである。

           

 アメリカ人の自由と平等という理念に対する確信は、自らそれらをかちとったという体 

験をもたない国民にとっては、理解し難いほどの確固たる信念である。すべての生活の中 

にこの信念が貫かれる。政治・経済、外交、教育、家庭生活・育児・子育て、職業選択、 

企業経営、結婚、居住地、それらの選択と決定は、独立・平等、自由・自立、個人の権利 

と個性、変化と移動性、選択の自由を基準になされる。建国以来の精神が、今もすべての 

生活を支配し、そのことがアメリカ国民としての自ら存在する共通の価値であり、基盤と 

なっているかのごとくにみえる。   

                        

 個人の自由と独立を国家・国民の信念とするということは、創造的で個性的な思考を導 

く能力と、表現や信条、さまざまな見解における多様性を前提とせざるをえない。これら 

の理念と伝統こそ、アメリカの教育の多様性と統一性を今も保証するものなっているので 

ある。多様多彩、革新的で創造的な教育指導方法と盛りだくさんな個別プログラム、オー 

ルタナティブ教育に見られる独創的で多様なカリキュラム、絶え間のなく注がれる教育改 

革への熱情、独立宣言への忠誠を競うかのような「平等・均等化」への画一的・機械的な 

までの教育諸政策の実施とそれへの傾斜は、このあらわれである。 

 

 そしてこの多様性こそが、多様な意識、異なった見解という知性の分裂を導き出し、不 

平等や文化間（白人・黒人・移民それぞれの）の摩擦、基準の押しつけに対する個人の動 

揺･混乱を生み出し、そのことがまた、それらの矛盾・不平等を是正するための多様な教育

機会や、教育諸政策を生み出すことに貢献しているのである。 

  

 
こうして、アメリカ教育の特質を語るとき、独立宣言が掲げた政治理念を抜きに語ること

はできない。 
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 ２． 教育の地方分権と教育行政                          

                                         

 アメリカの地方教育行政組織は、植民地期以来、コモン・スクールの伝統とともに、各 

地方を中心に確立されてきた。上述のように、教育は、伝統的に州の権限とされてきた。 

 連邦政府では、１９７９年の「教育省組織法」に基づいて、連邦で最初に独立した教育 

省（Department of Education)がつくられ、大統領直属の内閣を構成する教育省長官が任 

命され、１９８０年５月に正式に発足した。 

 これは、先述のように、１９６０年代以降、連邦政府の公教育に対する権限と責任が、

特に連邦補助金等の財政援助を中心とする教育諸政策の実施によって、拡大する傾向にあ

ったことの延長によるものである。 

 しかしそれにもかかわらず、教育はあくまで州の合法的な機能であり、その主権の範囲

内にあることは変わらない。すべての州は、その州の教育事業の組織及び運営・調整に対

する憲法上、および法令上の規定を設けており、公立学校を設立する権限を持っている。

 従って、地方教育行政の中核は州にあり、州知事のもとに州の教育行政組織が置かれる。 

各州は、実際の学校の運営上の責任の多くを地方の学区（school district)に委任する。 

地方の学区は、地方の一般行政区画と同一ではなく、独自の歴史的単位組織を構成してい 

る。人口の流動化による統廃合は避け難い。学区の数の変遷と公立学区の規模と平均就学

生徒数は、別表５、別表６の通りである。学区数は現在、１９３０年代の１０％程度に激

減している。学区の規模も１万人以上の大規模学区から、３００人未満の学区まであり、

後者の規模がもっとも多くを占める。 

 

 ３． 地方の学区は、大きく次の四種類に分けられる。 

 

 第一に、ハワイ州のような州単独学区である。同州は地方の学区を持たず、ただ州の七

つの地区を有し地区の教育部長が統括している。ワシントンＤ・Ｃも特別区一つを持って

いるに過ぎない。 

 

 第二に、カウンティ（日本の県に相当）学区で、全国に約三千以上あり増加傾向にある。

職業技術学校やコミュニティ・カレッジのための学区としても注目されている。 

 

 第三に、町およびタウンシップ学区で、ニューイングランド諸州、ペンシルベニア、ニ

ュージャージー、インディアナの学区は、これらの学区に基づいて組織されている。 

 

 第四に、最小規模の独自の学区単位組織（district unit)で、ほとんどの西部諸州、ミ
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シガン、デラウエア、オハイオ、ニューヨーク等がこれを採用している。これは更に、農

村地域、郊外地域、および都市地域の三種類に分類できる。 

 以下、「州教育委員会」、「カウンティ・タウンシップ・大都市部の中間学区」、「小規模の地方学

区」、「連邦政府」の四分類ごとに別表４（次ページ参照）にまとめ、その機能と権限を次章におい

て、考察してみたい。(N. Kato) 

                               

                                         

（別表４） 教育行政組織の権限と機能の分類      
 

           教育行政組織の権限と機能 

 州教育委員会   教育政策や計画の策定／基準・規則・規定の制定／公立学校・大 

 学の監督／地方学区への州の補助金や資金の配分／専門職の資格付 

 与／カリキュラムやコース・オブ・スタディの決定／教職員の採用 

 や教科書の採択／学校建築や施設設備の整備 

 中間学区   地方学区への指導力とサービスの提供／州と地方学区との間の連 

 携及び報告上の機能行使／地方学区の提供できない専門の教育プロ 

 グラム～特殊教育、職業技術教育、教材開発、データ処理、物資の 

 共同購入、カリキュラム開発、職員等の養成プログラム等の提供／ 

  連邦政府のプロジェクトの提案や補助金の要請等 

 小規模の地方 

 学区 

  教育プログラムの開発・改善及び管理（時間割編成、学校プログ 

 ラムの評価、カリキュラム修正等）／専門職、非専門職の配置と人 

 事（募集、選抜、割り当て、昇進、解雇、退職、生徒管理、就学、 

 ガイダンス等）／資金及び設備の提供（予算作成、支出、学校新築 

 計画、設備の維持と修繕）／学校と地域社会の間の良好な関係の維 

 持や日常の学校運営にかかわる内容のもの 

 連邦政府教育省   教育研究の推進・普及・補助／連邦の各種教育補助金の配分とそ 

 の管理／地方、カウンティ、州の教育機関か全米的及び国際的な教 

 育関係組織や機関に対する調査、助言指導、統計資料の刊行頒布等 

 の教育サービス／貧困家庭児童対策・軍事基地等所在地の学校対策 

 ・職業教育・障害児教育・ドロップオウト防止プログラム補助金 
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