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学校教育と企業
K E YN OT E

教育の原点に戻ろう
世界のあらゆるところで、教
育は右派の支配下に置かれ
た。今回は、彼らとは別の
道を歩む取り組みを、ヘーゼ
ル・ヒーリーが探る。
2016 年 6 月トルコでは、
レジェッ
プ・タイイップ・エルドアン大統領
に対するクーデター事件が起こっ
た。その後エルドアン大統領は、教
育者の政府批判をテロ行為と呼ん
で徹底的な粛正を行った。このこと
を人々は、
「知の大量虐殺」と呼ぶ。
トルコの首都アンカラにおける
クーデター以降、弾圧による影響を
最も受けた人々の中には教員も含
まれている。エルドアンは、全国の
数万人に上る教員を免職したり要
注意人物としてリストアップした
りした。この状況についてある女
性は、政府の行為は教員たちの「存
在」そのものを狙い撃ちしている、
と述べた。学術研究者らも大量に
解雇されて 5,000 人近くが仕事を失
い、各地の公園で屋外講義を実施す

るという象徴的な行動をとった。(1)

活動が増加している。それは、競争

教育への敵意をむき出しにした独

やいちかばちかの学力テストを推

裁的な政治リーダーは、何もエルド

進する新自由主義改革のセットの

アンが初めてではない。自尊心を持

一部であり、民営化がそれを広める

つポピュリストであれば、どのリー

手段となっている。

ダーも市民を従順にさせておく重要

子どもたちへの最高の教育とは

性を理解しており、国の先行きを制

何か、そしてそれを誰が牛耳るのか

御できるようにしておくことに熱心

を巡る争いは、今に始まったこと

である。インドではナレンドラ・モ

ではない。しかし、就学率が上昇

ディ首相が、教科書を自らの政権を

する中で、満たされていない世界

称賛する内容に書き換え始めた。(2)

的なニーズと強力なハイテクをま

昨年 4 月ハンガリーでは、痛烈

とった新興勢力の登場も相まって、

なナショナリストのビクトル・オル

この話題は非常に政治的色彩を帯

バン大統領が、中央ヨーロッパ大学

びてきている。今はかつてないほど

（この大学の使命は「開かれた社会

教育の質を擁護すべき時期が到来

の価値と内省的なクリティカル・シ

しているが、学校教育の足元は揺ら

ンキング［訳注 1］」を促進すること）

いでいる。

との闘争に突入した。(3)

これら

教育に対する新自由主義的アプ

のリーダーたちは、ほんの一例であ

ローチは新たな方法へと広がって

る。

いる。それはあまり目立つことはな

教育は主戦場だが、単なる大衆扇

いが、学校教育の民営化として突如

動の場とは違う。クリティカル・シ

現れる。例えば、米国やニュージー

ンキングへの攻撃は、もっと目立た

ランド／アオテアロアの独立した

ない別の方法でも行われる。近年、

チャーター・スクール［訳注 2］や

教育分野では、民間セクターによる

スウェーデンのフリー・スクール
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［訳注 3］
、全国学力評価を世界最大
の教育ビジネス企業のピアソンに委

立った効率、選択、競争が根本にあ

げ、ぜいたくな手当を支払い、財団

る。

役員の関連企業に気前良い事業委託

託したオーストラリアなどである。

英国は、奇妙なアカデミー［訳注：

開発途上国を中心とした南の国々で

私立学校の一種］を増やそうと努力

は、ケニア、フィリピン、ガーナな

している。アカデミーは、非営利組

公的制度では救済されないと考え

どで低コストの私立学校のチェーン

織で半分独立した公立私立混合型で

られる人々に約束した「状況の改善」

展開が拡大している。

運営されており税金がつぎ込まれて

については、改善されたという証拠

公立学校にも商業化の波が徐々に

いる。しかし、自治体運営の学校よ

はあまり多くはない。その代わりア

押し寄せており、
デジタル学習機器、

りも規制は緩く、独自に給与や入学

カデミーと「フリー・スクール」が、

データ処理サービス、専門分野での

方針を決めることができ、民間セク

人々のさらなる分断を促し、弱い立

能力開発などを企業が売り込んでい

ターの管理手法を採り入れている。

場の人々への対応を怠っていること

る。(4) 「グローバル教育産業」は

2010 年以降、英国イングランド

非常に将来性ある掘り出し物で、そ

地方では、半分以上の中高等学校［訳

「アカデミーというモデルは、待

の規模は 4.3 兆ドルと見込まれてい

注：11 歳から 16 歳が対象］と 4 分

遇にこだわる人々には適したもので

る。教育ということでビジネスとは

の 1 以上の小学校［訳注：5 歳から

す」と説明するのは、レイチェル・

違うように思えるが、その経済的原

11 歳が対象］がアカデミーとなっ

クラウチだ。彼女は、自らが校長を

理は同じものだ。需要が満たされて

た。英国のテレビ局チャンネル 4 は、

務めていたオックスフォードの小学

いない欠乏状態にある、あるいは公

アカデミーを運営する財団法人がも

校をアカデミーにすることに抵抗し

的制度は欠陥だ、といった前提に

ともとは税金である資金で給料を上

た。「彼らは高い給料を正当化する

を行っていることを明らかにした。
(5)

Chris de Bode / Panos

があらわになっている。(6)

自宅の壁に曜日を書く練習をする子ども（カメルーンのメメにて）
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ために、学校がより良くなったこと

強のできない複数の生徒たちが含ま

太らない、ということわざがありま

を示す必要があります。そのためア

れており、その教員は昨年度の教員

すが、過程に注意する必要がありま

カデミーによっては、特別な教育支

が不正を行ったことを確信した。し

す。結果を出すために子どもたちを

援が必要な生徒たちを当然のように

かしフィードバックの仕組みがない

苦しめたり、あるいは繰り返し厳し

落第させることになります。彼らは

ため、いくら訴えようともその結果

く学習させたりすることも可能かも

結果しか求めていません。そしてそ

に対する責任を逃れることはできな

しれません。しかし、それは質の高

れが、子どもたちよりも重要になっ

かった。アルゴリズムへの異議申し

い教育ではありません。きちんとし

てしまっているのです」

立ては困難なのである。

た人間としての人格形成はどうなる

高い成績を残さなければという教
評価至上主義

員にのしかかるプレッシャーによ
り、不正はたびたび起こっている。

のでしょうか？」
低コストで利益を上げる

技術は、試験にとっては追い風と

米国のアトランタでは、企業的経営

なっている。現在は、大量の比較可

手法を行政で容赦なく採用したこと

民営化と標準化の問題は、西側先

能なデータが利用できるようにな

がめざましい向上の要因のように思

進諸国に限ったものではない。南の

り、それを共有することも容易に

われていた。しかし、それが不正に

開発途上国でも就学率で言えば小学

なった。そして教員や管理者らは、

よるものであったことがのちに判明

校で 13％（西側先進諸国では 5％）
、

生徒たちの学習に新たな当惑する形

し、180 人の職員が職を失う可能性

中学校では 25％を民間事業者が占

で責任をとらされるようになった。

におびえることになったのである。

める。(8)

これは、教育を一般的商品ととらえ

(7)

る新自由主義的考え方に由来するも
のであり偶然ではない。自由市場の
考え方によれば、
「商品」は評価と

私立学校にはいろいろな形態と規
模がある。宗教系、あるいは NGO
体重を量っても豚は太らない

や特定団体によって運営される学
校は、常に公立学校と共存してき

英国の NGO、アクションエイド

た。だが、新しいトレンドが生まれ

のデビッド・アーチャーは語る。「学

た。それは、貧しい家庭を対象とし

習評価、順位、人事評価の向上に注

た私立学校チェーンの拡大である。

しい極端な方向に向かった。キャ

目する人々が巨大産業を築いていま

2014 年以来、このような利益追求

シー・オニールは著書 “Weapons

す」

型で低コストの学校が急増した。最

比較が必須で、その結果に応じて生
産者が価値を判断するのだ。(7)
評価は、ビッグデータの登場で新

も野心的なのは米国企業であるブ

of Math Destruction: How Big Data

従来からの例としては、教育ビジ

Increases Inequality and Threatens

ネス企業のピアソンが挙げられる。

リッジ・インターナショナル・アカ

Democracy（数学による破壊兵器：

ピアソンは、教科書を出版し、学

デミー（BIA）だ。BIA は現在 500

ビッグデータはいかにして不平等を

力テスト委員会を運営し、低価格

校以上を経営し、ケニア、ウガンダ、

拡大し民主主義をおびやかすのか）”

の私立学校チェーンに投資を行い、

リベリア、ナイジェリア、インドで

の中で、教育者を評価するよう開発

2016 年の売り上げは 50 億ドルを

10 万人あまりの子どもたちに教育

されたアルゴリズムが数百人の教員

越える規模になっている。

を行っている。

「それは忌まわしい連鎖です」と

BIA の過度に標準化された評価実

か、ワシントン DC の人気と才能を

アーチャーは言う。「ピアソンが同

施を前提として作られたモデルは、

兼ね備えたある教員の例も含めて解

じ学習教材を多くの場所で使い回す

電子書籍端末に用意された授業原稿

説している。それによれば、評価の

ことができれば、教科書とテストの

（米国のボストンで開発されたもの）

採点基準は教員には明らかにされて

標準化を促進できます。つまり、そ

を読み上げる存在である教員を前提

いなかったが、目的は数学と国語

の単価を低くでき、産業のような大

としている。（BIA に対するウガン

をいかに効果的に教えたかを評価す

きな利益につながるのです」

ダ人の意見については、NI 英語版

をどのように解雇に追い込んだの

の p20 を参照）。BIA は、政府より

ることにあった。その不幸な教員が

しかしながら、標準テストの向上

受け持った生徒たちの中に、昨年度

が学習の質の向上につながるという

も 30％安く授業を提供できるとし、

の成績が高かったにもかかわらず勉

証拠はない。「体重を量っても豚は

2025 年までに 7 億 5,000 万ドルの
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純利益を予想している。(9)(10)

けられるようになった、という主張

においてもです。それが問題であれ

英国の教授で起業家でもある

についても証明はされていない。学

ば解決していきましょう。援助国が

ジェームズ・トーリーが経営する

校に通えない子どもの多くは農村部

自分たちの思い通りに租税条約交渉

ガーナのオメガスクールは、BIA と

に住んでいるが、低コスト学校がそ

を進めることに長けているのであれ

同じような方針で運営されている。

のようなへき地に展開しているとい

ば、透明性のルールについても交渉

オメガスクールは、高校卒業者によ

う状況はほとんどみられない。

できるでしょう」

る標準化された授業を行い、収入が

市民社会は、民間事業者が規制を

「国は他の問題でも悪戦苦闘して

不安定な親のための革新的解決策だ

受けないまま拡大することに繰り

います。例えば、災害、戦争、疾病

と賞賛されたプリペイド・ブレス

返し警告を発してきた。人権にか

などです。十分な資金がないので物

レットを子どもたちに付けさせてい

かわるさまざまな国連条約機関は、

事はなかなか進みません。問題を解

る。これは、料金がチャージされて

文章で強く勧告を出している。し

決するために、国と協力して取り組

いれば授業を受けられるというもの

かし、援助する側である英国、米

んでいきましょう」

だ。(11)

国、オランダ、世界銀行などは口車

「教育をこのように扱っても良い

最貧困層に手を差し伸べる

に乗せられ、BIA や他の民間事業者

のでしょうか？」国際的な団体「教

に何百万ドルもの資金をつぎ込ん

育を受ける権利イニシアチブ」の

でいる。推定で 2 億 6,300 万人の子

コーディネーターで人権弁護士のデ

どもたちがいまだ学校に通えてい

ていない地域に BIA が展開していれ

フィーヌ・ドーシは疑問を投げかけ

ないか（NI 英語版 p14「Leave no-

ば、私ももっと興味を持ったと思い

る。
「子どもにとって、そして社会

one behind?」参照）、もしくは通っ

ますよ」とアフリカ教育信託（AET)

にとって、学校教育はとても重要で

てはいても十分には学べていない状

のプログラムディレクターである

す。
もし授業を受けられなかったら、

況にいる中、民間事業者は世界教育

ルーシー・マイナは言う。AET は、

子どもたちはどうやって追いつけば

フォーラムや類似の集まりで、耳障

世界の最も脆弱で隔絶されたような

よいのでしょうか？

生徒を、電気

りの良い講演を行って自分たちこそ

場所で活動している。例えばケニア

料金の支払いや通常のビジネスの顧

が解決策であると売り込んできたの

北西部のドルドルでは、小学校への

客のように扱っても良いのでしょう

だ。

支援とマサイ族の女性のための成人

か？」

いくつかの低所得国では、公教育
が悲惨な状態にあるのは事実であ

より良い方法でできるはず
ほとんどの調査では、低コストの
学校は他の私立学校同様に分断を生
むという結果が示されている。(12)
低コスト学校は、最貧困層ではな

「もしも教育の手が差し伸べられ

学習プログラムを実施している。
マイナは、「この場所とケニアの

る。低い税収、不十分な開発援助、

他の地域との間の公平性について言

そして汚職によって、そのような国

えば、それは太陽や月のようなもの

の教育システムは慢性的に財源不足

で、手に入れることは困難です。最

に陥っている。

貧困地域では、何から何まで手の届

「国は悪戦苦闘しています」とドー
シは認める。「私たちはそれに対応

かないところにあるのです」と述べ
た。
最も近い大きな町へも悪路で約

く貧困層を対象とすることで、スタ

しなければなりません。しかし、教

ンフォード大学のフランク・アダム

育の権利を損なうようなやり方では

80 キロあるドルドルは、インター

ソンが言うところの「階層化への移

駄目です。これはイデオロギーの問

ネットはなく識字率も低い。しか

行状態」を作り出している。生徒の

題ではありません。『公営の方が優

し、干ばつ、家畜泥棒、女性器切除、

成績が社会経済的ステータスによっ

れている』ということではないので

児童婚、子どもたちの通学を妨げる

て調整されている状況においては、

す。
民族、言語、経済力にかかわらず、

バッファローや象のような野生動物

このような学校での教育が公教育よ

すべての人が質の高い教育を受けら

には事欠かない。

りも質が高いかどうか、明確で公正

れるべきだ、ということです。全て

この地域では、教員の離職率は高

な証明データはほとんど無い。(8)

の国はこのことは理解しています」

い。また、子どもたちの成績があま

「腐敗があるかと言えば、それは

りにも振るわないので、親は子ども

どこにでもあります。民間セクター

たちを学校に通わせる意味を見いだ

また、低コスト学校のおかげで教
育を受けられなかった層が教育を受
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せず、家畜の世話をさせることを望

す。
「母親は自分の子どもたちと競

むのだ。

い合い、子どもたちから学ぶのです」

AET は 3 年かけてこの状況を変え

とマイナは説明する。

てしまっているのです」
ASPBAE は、世界 87 カ国に広が
る強力な草の根ネットワーク「教育

てきた。まず、より幼いマサイ族の

このような新たに読み書きを覚え

子どもたちにマサイの言葉で読むこ

た大人たちは法律を調べ、彼らの住

（GCE）に加盟する 5,000 団体のひ

とを教えるため、その教授法を小学

む地域に何人くらいの教員が割り当

とつだ。ラヤは、NGO による言語

校職員に指導することから始めた。

てられるべきかを知り、ケニア政府

や社会意識に関する 2 週間短期集中

これは、すべての子どもたちの学習

に働きかけた。その結果、地元言語

コースなどのちょっとした介入が、

成果に向上が見られた教授法であ

と公用語が使えるバイリンガルの地

教員たちの意欲を高めてその先につ

る。次に AET は、母親たちに基本

元出身の教員 19 人の採用に成功し

ながっていった過程について、次の

的な計算と読み書きを教えた。

た。
「現在、地元出身者が戻ってき

ように説明した。

のためのグローバルキャンペーン」

「女性たちの活動の場に近いとこ

て地元の人々のために働いてくれて

「教員たちはコース受講後、生徒

ろで教える必要があります。女性た

いるのです。学習には、多くの刺激

たちのために懸命に取り組み彼らが

ちは非常に多くの雑多な用事に追わ

があります」とマイナは言う。すで

再び登校するよう働きかけを行いま

れているのです」
とルーシーは言う。

に子どもたちのテストの点数は上昇

した」とラヤは言う。NGO は学校

女性たちは授業後に用事を済ませる

しており、生徒の記憶力も良くなっ

の校務委員会を改革し、地域の人々

ため、水をくむ容器や夕食調理用の

ている。

をメンバーに加え、彼らが財政的な

まきを割る手おのを持参したり、赤
ちゃんの面倒を見てもらう祖父母を
連れて学校にやって来る。

教員に力を

決定を下せる権限を与えた。親たち
は、勉強に苦しむ生徒たちに個別指
導によるサポートを始めた。

「世界銀行は、子どもたちがよく

が計算ができ、字を読め、自分の名

休む原因は教員にあると言います」

親たちは、改善した公立校の様子を

前を書くことができるようになっ

と述べるのは、フィリピンのマニラ

見て、子どもたちを公立校へ戻した

た。彼女たちにとって、これは人生

に拠点を置く「アジア南太平洋基礎・

のである。

の大転換だ。
資金の送金や受け取り、

成人教育協議会（ASPBAE）」のルネ・

電話をかけることが可能になり、あ

ラヤだ。「しかしそれは、配慮不足

ために何十億ドルものお金を使う必

る女性は今では選挙管理人となり前

が原因の症状なのです。教員たちは

要はありません」とラヤは。言う。
「必

回の選挙で初めて投票をした。

弱体化した教育部門の被害者です。

要なのは、その状況を認めてあげる

そしてこのことは、約 2,000 人の

給料は安く、福利厚生や専門的な研

ことと、意思決定の過程の中で声を

次の世代に重要な波及効果をもたら

修もなく、意欲は低下し自信も失っ

上げることです」

Chris J Radcliffe/AFP/Getty Images

今ではおよそ 400 人の女性たち

子どもたちを私立校へ転校させた

「実際には、公教育を向上させる

クリティカル・シンキング
パキスタンでは、ある教育者が教
育の質に関して奮闘している。それ
は、クリティカル・シンキングをど
のように推進していくか、というこ
とについてである。
「この社会を見回しても、私たち
の疑問の投げかけは不十分です」
。
こう言うのは、パキスタンのカラチ
出身のアムナ・パシャだ。彼女は、
低所得者層向けの学校の教員を対象
公教育を守れ ― 昨年 7 月、英国の公立学校の予算削減に抗議する子どもたち。

に、１１歳から１４歳までの子ども
学校教育と企業
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たちにより高い認知能力をつけさせ

ものための哲学（P4C）の取り組み

対する監査はないが、その代わりに

るための教育方法を教える。
「子ど

を賞賛する。P4C では小学生に、
「盗

フィンランド政府は在校生の 10％

もたちには、問題を分析し、現実味

みをはたらいても許されるのはどん

の成績をサンプルとして無作為に集

ある解決策を導き出すことができる

な時か？」というような道徳的な問

めて提出するよう各学校に求めるこ

ようになってほしいのです。意見は

いかけを熟考させ、誠実さや友情な

とができる。教員の研修費用につい

いくつも出てくるかもしれないし、

どの価値について深く考えさせる。

ては、生徒や学校の出来を評価する

他の見方もあるだろうということを

「P4C を行っている学校は、子ど

際にかける費用の 30 倍を費やして

学んでほしいのです」と彼女は述べ

もたちの能力をさらに伸ばしていま

いる（テスト中心の教育では、力の

た。

す」とクラウチは言う。「子どもた

入れ具合はこれとは逆になる）
。(14)

ちの発言が増え、話し合いや討論が

フィンランドは、教育を公平なも

までのクラスを受け持つ教員たちを

できるようになりました。学校を出

のにするために励んでいる。生徒の

導いていく。子どもたちの創造性に

て仕事をするようになれば、このよ

成績が各個人の富や出身によって左

富んだ共同作業において、教員たち

うな能力は必要です。これは、彼ら

右されないよう取り組み、不利な地

が指導する立場ではなく、作業の進

の将来にかかわることなのです」。

域の学校にはより多くの投資を行

行役という立場に立てるようにする

先日、クラウチの学校の SATS（11

う。

ためだ。すばらしい点は、彼女が子

歳の子どもが受ける全国学力テス

どもたちそれぞれの実生活に合わせ

ト）の成績が過去最高を記録し、彼

教育システムの裏には、とっておき

てカリキュラムを作っているという

女はこれが能力向上の証であると確

の秘策などというものはない。必要

ことである。絶滅危惧種の動物が

信している。

なのは投資と良い教員である。これ

パシャは、生徒数 5 人から 60 人

テーマであれば、カラチの子どもた
ちはインダス川のイルカについて学
び、北部山岳地域の遠隔地にあるギ
ルギットの子どもたちは山羊の一種

公平であることの重要性
公平性、しっかりとしたカリキュ

結局のところ、しっかりとした公

は、西側先進諸国では容易に越えら
れるハードルに違いない。しかしな
がら低中所得国では、子どもたちに
質の高い教育を間違いなく受けさせ

であるマーコールについて学ぶ。そ

ラム、意欲の高い教員。これらの

るためには年間 390 億ドルの資金

してこのギルギットの子どもたちは

条件は何ら込み入った話ではない

が不足している。低所得国において

より踏み込んだ活動を行った。ある

し、条件がそろっていれば相応の結

は 40％以上の不足である。

猟師に会ってインタビューを行い、

果ももたらす。公有制を強く支持す

マーコールの保護を訴え、狩猟以外

るフィンランド、カナダの一部、そ

の仕事について提案したのである。

してキューバの PISA（OECD 生徒

「子どもたちの適応力は素晴らし

の学習到達度調査）［訳注：経済協

いものでした。教員たちの方が慣れ

力開発機構（OECD）が実施する 15

ことができる。現在年間の援助額は

るのに少し時間がかかりました」と

歳児対象の学力調査］の成績は、自

120 億ドルである。しかし、これが

パシャは笑った。

由市場信奉仲間たちのスウェーデ

390 億ドルにまで積み上がるような

ン、米国、チリをこれまでずっと上

ことは起こりそうもない。だがこの

回ってきた。

金額は、米国が 2016 年に兵器に費

子どもたちは自信がついたと言
い、教員たちは生徒たちの参加の仕
方がより深くなっていると報告す

フィンランドで一番成績の良い公

援助でなく税金を
ある程度の不足は援助でまかなう

やした金額の 2％にも満たない額な

る。3 年間パシャのプログラムに参

立の学校群では、学生たちの自信を

のである。(15)

加している漁師の子どもたちのため

くじきかねない押しつけがましいテ

滞しており、被援助国の計画と協調

の NGO 運営の学校では、3 年前に

ストは全く行われていない。教員た

し、その計画に従い、目的が明確な

は学年の全員が落ちた 9 年生の試

ちは、労働時間の 10％から 15％を

援助というものはほんのわずかにす

験に、今回は生徒たちが優秀な成績

自らの勉強にあてており、全員が大

ぎない。アクションエイドのデビッ

で合格した。

学院レベルの過程を終えている。そ

ト・アーチャーによれば、援助する

話はオックスフォードシャーに戻

して各学校は、独自のカリキュラム

側はたいていの場合、「自らの実績

るが、レイチェル・クラウチは子ど

を作ることが許されている。学校に

を作ること」に強いこだわりを持ち、
学校教育と企業
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自分たちが最善と考える教育方法を
押し付ける。
「最終的には、税金の問題にたど
りつきます。国は、公正な累進課税
制度に基づく十分な国家予算と、そ
れを適切に教育に投資することが必
要です」とアーチャーは言う。ガー
ナでは、多国籍企業への税優遇措置
を廃止すれば、教育予算の倍増に必
要十分な歳入の確保が可能と考えら
れる。シエラレオネにいたっては、
教育予算を 7 倍にすることが可能
だと考えられている。(8)
政治的意思さえあれば達成できる
ことを示しているのがブラジルで
ある。この国は、教育予算の配分
を 2000 年の 10％から 2016 年には
18％へと増やした。生徒の親たち
への送金プログラムも組み合わせた
結果、最も貧しい 20％の子どもた
ちの就学年数が 4 年から 8 年へと
倍になった。(8)
（新しい右派政権は、
残念ながら現在これらの重要な成果
から状況を後戻りさせている。
）
利益追求の場ではない

徒であっても取り残さない進歩的な
学習に対しての支援と対応とが含ま
れたカリキュラムが必要だ。
どれも難しいことではなく、世界
のいたるところで行われていること
だ。だがそれには努力が必要で、こ
れは必死で守らなければならないも
のなのだ。多くのことが現在危機に
さらされている。扇動行為が高まり
つつある世の中において、自ら考え
る方法、より良い未来への想像、想
像する力の利用についても私たちは
学ぶ必要がある。

いは学校をどのように運営していく
のかということに対して、利益に駆
られた意思が入り込む余地はない。
全ての生徒により良い教育を行う
ことを目的として、投資としっかり
した対応を再分配する教育システム
が必要である。それには、良い教員
に対しての支援と対応と、どんな生

http://educationinnovations.org http://nin.
tl/OmegaSchools (12) Education Rigourous
Literature Review, ‘The role and impact of
private schools in developing Countries’,

2014, http://nin.tl/PrivateSchoolsImpact (13)
Frank Adamson et al, Global Educational
Reform, How Privatization and Public

Investment Influence Education Outcomes,
Routledge, 2016. (14) Pasi Sahlberg in

School Administrator, 2012. http://nin.tl/

FinnishEquity (15) http://sipri.org http://nin.tl/
MilitarySpendUp
訳注 1：クリティカル・シンキングは、critical
の意味から、「批判的」に物事を見ることと勘
違いされている場合も多いが、そのような単
なる上から目線の批判的姿勢とは異なる。定

「世界が直面する課題はとてつも
なく大きなものです。私たちは地球
を破壊し、互いに争い続けています。
もしも私たちが公平性を求めるので
あれば、そしてもしもより良い社会
を一緒になって作りあげていきたい
のであれば、その鍵は教育です」と
デフィーヌ・ドーシはその考えを述
べた。◆

義は論者によって異なるものの、エッセンス
としては次のような思考が含まれるだろう。

「客観性や合理性に基づいて論理的に物事を見
る、判断する思考」「各個人が持つ主観やバ

イアスもできるだけ排除し、伝統や慣習や権

威にも縛られず、幅広い情報から公平に分析、
評価し、結論を求めていく思考」

訳注 2：教育行政機関から認可を受けて公費で
運営される公設民営型の学校。下記の文部科

学省のサイト「アメリカ合衆国のチャーター・
スクールについて」が参考になる。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chukyo/chukyo3/gijiroku/020802j.htm

訳注 3：公的資金で運営される私立学校で、各

(1) Reuters, March 2017, http://nin.tl/

AcademicsPurged; http://middleeasteye.

net, July 2017. http://nin.tl/TeacherPurge (2)

Wired, June 2017, http://nin.tl/ModiTextbooks
(3) The Washington Post, April 2017, http://

何をどのように教えるのか、ある

Times, July 2017, http://nin.tl/NYTBridge (11)

nin.tl/OrbanCET (4) New South Wales Teachers
Federation, http://nin.tl/Commercialization_
Australia (5) https://weownit.org.uk http://
nin.tl/PublicOwnershipSchools (6) The

学校で特色が出せるよう自由度が大きく、生
徒は行きたい学校を選択して通うことができ
る。下記の「ブリュッセルの政治動向分析」
というウェブサイトの「スウェーデンの教育
問題の原因③」という記事に問題点が簡潔に
まとめられている。

https://tinyurl.com/y9qmpa83（短縮 URL）
（NI505 p10-15 Back to the drawing board

Guardian, August 2016, http://nin.tl/

の翻訳）

PovertyGapWidens (7) Adan Unwin & John
Yandell, Rethinking education - whose

翻訳協力：平野千鶴子／原田彩子

knowledge is it anyway?, New Internationalist,
2016. (8) Education International, 2016,
http://nin.tl/PrivateProfitPublicLoss (9)

The Economist, January 2017 http://nin.tl/

BridgeFinanceChallenge (10) The New York
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