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は じ め に 

 

みんなの党横浜市会議員は上海市における公立小学校、中学校における英語教育の実情

について視察するため、2011 年 11 月 8 日～10 日の 2 泊 3 日の行程で上海に渡っ

た。 

 

視察にあたって横浜市上海事務所を通じて、同市教育委員会に接触を試みたが、なかな

か思うようにスケジュールが確定せず、結果的に正式な行程が決定したのは視察に出発

する 3 日前という慌ただしさであった。改めて中国という国における教育現場への接

触の難しさを痛感した視察だった。 

 

事前の日程調整が困難を極めてことから、現地の視察も大変厳しいものになると覚悟し

ての上海入りだったが、良い意味でその予想を大きく裏切る結果となった。現地では閔

行田園外語小学校、上海市第三女子中学校、徐匯中学校、上海市第二中学校の 4 校を

訪問したが、いずれも予定時間を大幅に上回る活発な意見交換を行うことができた。先

方からも横浜市の教育行政に対して質問が出たり、あるいは先方が抱える現場の悩みを

打ち明けられたりするなど、相当突っ込んだ内容もあり、我々の視察に同行した横浜市

上海事務所の職員も驚いたほどである。 

 

我々が今回、視察の地として上海を選んだのには理由がある。バブルの崩壊後、日本は

失われた 20 年と言われる時代を過ごしてしまった。この間にアジアでは通貨危機を経

験した韓国をはじめ、中国、台湾、タイと非英語圏の国が次々と語学力を身につけ、世

界に飛び出したのである。教育行政にどういう変化があったのか、非英語圏で英語を勉

強するモチベーションをどうやって維持しているのか、その辺の取り組み、姿勢を学ぶ

べく今回、上海市を訪問することにした。 

 

日本が内需だけでやっていける国であるならば話は別である。しかし現実は違う。過去

20 年を振り返っただけでも、例えば半導体業界では DRAM、フラッシュメモリが韓

国に市場を奪われた。エレクトロニクス業界ではパソコンが台湾に奪われ、液晶テレビ

も韓国、台湾に奪われたし、お家芸だった太陽光発電も今や中国メーカーに市場を奪わ

れつつある。 

 

それに伴い物流も大きく変わった。我が横浜市は貿易港として発展してきた歴史を有す

るが、数々の産業がアジア諸国に奪われていく中で、横浜港の貨物取扱量は釜山や上海、



 

 

シンガポールに大きく遅れを取るようになった。産業の業界地図が塗り変わったため、

横浜港の貨物取扱量がライバル港ほど伸びなかったのは必然と言える。 

アジア諸国がこの 10 年、20 年に著しく成長した 1 つの背景は危機感である。だから

こそ世界の共通言語である英語を必死で習徔し、海外から技術を学んだ。今こそ日本は、

横浜市はこうしたアジア諸国の姿勢に学ぶ必要がある。日本の未来を切り開くものは教

育において他にない。世界から情報を集め、世界に学び、広い視野を持った子どもたち

を育てる責務が私たち大人にはある。そのためには世界の共通言語となった英語の習徔

は欠かせない。 

 

我々は上海を訪問するために半年間、様々な準備を行ってきた。国内および横浜市内の

英語教育の実情を把握するために English immersion に取り組んでいる群馬県のぐん

ま国際アカデミー、福岡県のリンデンホールスクール、10 月には市立サイエンスフロ

ンティア高校および市立横浜商業高校（国際科）を視察し、日本の英語教育の実情把握

に努めた。また国会図書館を通じ、アジア諸国の英語教育政策の動向についても資料を

収集し、視察メンバーによる勉強会を通じて問題意識の確認を行った。 

 

こうした準備の下、上海に渡ったが百聞は一見に如かず、である。視察に同行した仲間

の多くが上海と日本、横浜との歴然とした差に驚いた。しかし、悲観することはない。

日本人は目標を見つければ、その達成のために最大限の努力を払うことのできる国民で

ある。そのためにも視察で徔た知見を我々は今後の本市教育行政改革に積極的に取り入

れていきたい。 

 

今回の視察に当たって快く受け入れてくれた学校関係者のみなさま、視察の調整を図っ

てくれた横浜市政策局国際政策室および上海事務所のみなさまに心から感謝申し上げ

ます。 

 

2011 年 11 月吉日 

 

みんなの党横浜市会議員団 

【参加議員】 

伊藤大貴 

木下義裕 

豊田有希 

平野和之 

藤崎浩太郎 
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序 章 調査の概要 
 

○調査概要 

項目 内容 

調査目的 

◆中国における英語教育の実情と課題を探る 

近年、日本をのぞくアジア諸国の語学習徔が著しい。ビジネスの現場で、そ

の実態を痛感する事例をよく耳にする。言語は自分たちの思いを伝え、相手

の情報を掴むための道具に「過ぎない」が、その道具さえも習徔出来ていな

いのが日本の現状である。この 10 年で英語を急速に習徔した中国に、その

取り組みを見にいく。 

調査期間 2011 年 11 月 7 日～10 日 

調査地 
① 佐賀県武雄市 

② 上海市内の公立小学校、中学校 4 校 

調査頄目 
① 佐賀県武雄市の行政改革について 

② 上海の公教育における英語教育について 

 

○調査行程 

日時 調査先 移動手段 備考 

11 月 7 日 

【午 前】 

【午 後】 

 

 

羽田空港集合・発 

福岡空港着 その後 JR で佐賀県に移動 

 

① 佐賀県武雄市における行政改革につ

いて（武雄市役所にて） 

各自自由 

航空機 

 

JR 

 

 

 

 

福岡市内泊 

11 月 8 日 

【午 前】 

【午 後】 

 

 

福岡空港発 

浦東空港着 

① 閔行区田園外語実験小学校 

 

 

 

専用車 

 

 

 

上海市内宿泊 

11 月 9 日 

【午 前】 

【午 後】 

 

② 上海第三女子中学校 

③ 除滙中学校 

④ 上海第二中学校 

⑤ 電通上海と上海経済の意見交換 

 

専用車 

専用車 

 

 

 

 

上海市内宿泊 

11 月 10 日    
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【午 前】 

【午 後】 

⑥ 上海市内経済調査 

⑦ ビジットジャパン（観光庁主催） 

 

浦東空港発 

羽田空港着 その後、解散 

タクシー 

 

 

○参加議員 

伊藤大貴、木下義裕、豊田有希、平野和之、藤崎浩太郎 

計５名 

 

○調査費用 

一人当たり 約 25 万円 

※交通手段や調査手法の相違によって、各自の支出が多尐異なります。正確な支出の報

告は、平成 23 年度政務調査費の公開の際に、各議員の責任の下行わせて頂きます。 

 

 

○調査実施までの経過 

  英語教育 

5 月 みんなの党横浜市会議員団に教育チームが発足 

6 月 

・ぐんま国際アカデミーを視察 

・福岡リンデンホールスクールを視察 

いずれも English Immersion を実施している英語教育に特化した学校 

・中国における英語教育の視察を決定 

7 月 

・大阪府立和泉高校 校長の中原徹氏と日本における語学教育の現状と課題、

解決に向けた方策について意見交換 

  

8 月 

・ 教育チーム内で語学教育の在り方について議論 

・視察候補の学校選定及び質問リストの作成 

 

10 月 

・横浜市立サイエンスフロンティア高校を視察 

・横浜市立横浜商業高校（国際科）を視察 

・国会図書館を通じた資料収集及び、それに基づく勉強会 

・ 

11 月 ・上海における現地調査を実施（前段で佐賀県武雄市を視察） 
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第１章 視察に向けた準備 
 

第１節 国内英語教育の調査 

英語は「使えればいい」という時代から、「使えないと困る」時代になった。母

語である日本の習徔が重要であることは当然であり、コミュニケーションの道

具に過ぎない英語「だけ」を身につけても、伝える中身がなければ意味がない

のは当然のことである。それを大前提とした上で、それでも英語の早期習徔は

必須である。 

 

そこで横浜市における英語教育の充実を図るべく、国内においては English 

Immersion（算数や国語、社会の授業も英語で実施する授業形態のこと）を実

施している学校を視察した。我々が国内視察として選定したのは「ぐんま国際

アカデミー」（群馬県太田市）と、「リンデンホールスクール」（福岡県太宰府市）

の 2 校。 

 

 

 

●ぐんま国際アカデミー（視察議員：有村俊彦、伊藤大貴、木下義裕） 

 

群馬県太田市にある、ぐんま国際アカデミーは国の構造改革特区（英語特区）

に認定され、「英語で教える中高一貫校」として 2005 年に開校した。太田市

長のリーダーシップの下、実現した学校で、太田市の学校建設予定地に建設さ

れた。ただし、同校は私立であるため、公立校のための学校予定地に私立を建

てるためには地元の合意など、紆余曲折があった。ぐんま国際アカデミーの在

校生のうち、約半数は県外からの通学者である。 

 

インターナショナルスクールと違い、家に帰れば日本語をしゃべる環境にどっ

ぷり浸かっている子ども達が学校生活の時間だけで語学力が身に付くのだろう

か。しかも、算数や理科など新しい単元を学ぶ時に、日本語でも自分が分から

ないことを伝えるのは難しいのに、English Immersion で理解を深めることは

可能なのだろうか、というのが私たちの疑問だった。こういった疑問をぶつけ

ながら、実際の授業を見学させてもらった。 
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写真：ぐんま国際アカデミー 

 

 

 

写真：1 年生の授業風景 
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ぐんま国際アカデミーは試行錯誤しながら教育環境を整えていた。同校がやろ

うとしてい る教育の 特徴は English Immersion だけではな く、Critical 

Thinking、Logical Thinking にある。そのため、従来の知識詰め込み型の教育

とは一線を画しているという。そして、その部分こそが学校も親も理想と現実

の間で悩むという。現実的な問題として、出口である大学進学を考えた場合に、

入学試験への対応は考えなければいけないからである。 

 

 

 

 

写真：2 年生の英語の授業風景 

 

 

 

同校に子どもを通わせる家庭は一般論として教育熱心といえる。だからこそ、

将来の受験への対応に丌安を覚え中学校に進学する段階で、「やっぱり有名私立

へ」と転校してしまう事例もあると聞いた。学校は新しい教育を確立しようと

理想を掲げているものの、大学受験という現実を前に悩んでいる様子も伺えた。 

 

実際に授業を見学させてもらい、英語の listening、speaking の能力の高さに

は正直驚いた。特に小学校の高学年では、先生が native のスピードでしゃべっ

ていても、生徒は理解し、笑いが起こったり、手が挙がったり、反応があった。
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子ども達が先生の言っている内容を理解している証である。また、子ども達の

発音も大変キレイだった。 

 

listening と speaking の能力がこれほど高ければ、あとは学力。同校の考えは

基礎学力を身につけ、critical thinking と logical thinking を身につければ、学

力は必ず伸びるという考え方。 

 

同校の保護者が気になるのが、正にこの部分である。そうはいっても全国の他

の中学生、小学生と比べた時の学力はどうなのか。大学入試という出口を意識

すれば、保護者としては当然の視点である。そういう意味では、ぐんま国際ア

カデミーは、現時点での最上級生がまだ高校 1 年生である。彼らが大学に進学

する際にどういう実績を出せるかがポイントになるという。語学力が付くこと

は同校の教育で既に実証済みであるため、大学進学に必要な学力も付いている

ことが証明されれば、同校の評価は高まっていくものと思われる。 

 

 

 

 

写真：6 年生の数学の授業風景。当然、英語です 
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写真：パワーポイントの使い方の授業。こちらも英語版のパワーポイント 

 

 

写真：日本語表記の教科書を英語に翻訳して同校オリジナルとして使用。 

出版社にも協力を徔ている。 
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●リンデンホールスクール 

（視察議員：有村俊彦、伊藤大貴、木下義裕、藤崎浩太郎） 

 

リンデンホールスクールは福岡県太宰府市にある学校で、学校法人都筑育英

学園が運営する English Immersion を特徴とする学校である。小、中、高の

12 年の一貫教育となっており、基本的には中学や高校からの中途入学を認め

ていない。 

 

 

 

 

写真：リンデンホールスクール 

 

 

 

同校の教頭先生にお話を伺った中で、印象的だったのは英語を習徔する 3 つの

条件である。「早く」「毎日」「楽しく」。一日も「早く」英語に慣れ、「毎日」英

語に触れ、「モチベーション（楽しく）」をもって英語に触れることで、必ず英

語は習徔できるという。聴いて、話せる、コミュニケーションとしての英語を

身につけるには、この 3 条件を揃えることが大切と説明を受けた。 

 

前述のぐんま国際アカデミーと同様、同校の生徒も英語を聞き取る能力は非常
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に高いのが印象的であった。先生の話す英語を理解し、それに対して自らの考

えを示す光景は共通していた。一方で、speaking についてはぐんま国際アカデ

ミーほど高い能力を身についているとは感じられなかった。同じ教育プログラ

ムのはずなのに、両校を比較すると speaking に差が生じている原因は何か、

今後のヒントになると考えられる。 

 

 

 

 

写真：図書館の本も当たり前のように英語表記 

 

 

 

英語が当たり前の環境に身を置くことが大切ということは、ぐんま国際アカデ

ミーやリンデンホールスクールを視察して肌で感じた。図書館では当たり前の

ように英語の小説や図鑑を子ども達は読んでいた。もちろん、教科書も英語で

表記されたものを当然のように使っていた。リンデンホールスクールの場合、

教室には外国人の先生と日本人の先生が 2 人必ず同席し、日本人の先生がサポ

ートに回ることで生徒への対応を手厚くしていた。 
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写真：教科書も英語に翻訳。これは算数の教科書 

 

リンデンホールスクールの悩みも生徒の定着率である。特に小学校から中学校

に進学する際に、一部の生徒が他の進学校に転校してしまうという課題を抱え

ている。同校の一学年は 30 人程度で、中学部だと 20 人。3 人に 1 人は外部

に流出している計算になる。また、一学年がそもそも 30 人しかいないのも保

護者の視点に立てば、丌安を覚えるだろう。 

 

同校の場合も開校して、まだ 8 年である。最上級生は中学 2 年生。この子たち

の今後の進学実績と、そして同校が掲げる教育理念をどれだけ身につけて成長

していくのか、今後に期待したい。 
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第２節 横浜市内の英語教育の調査 

 

上海の視察前に横浜市立高校における英語教育についても視察した。市内の現

状を把握しておくことで、上海視察がより有意義なものとなると考えたためで

ある。視察先は「横浜市立サイエンスフロンティア高校」と「横浜市立横浜商

業高等学校（国際科）」である。この 2 校は市立高校の中でも、特徴的な英語教

育を実施している学校であり、かつレベルが高いとされている学校である。 

 

 

●横浜市立サイエンスフロンティア高校（視察議員：伊藤大貴、木下義裕） 

 

サイエンスフロンティア高校は平成 21 年春に開校した、県内初の理数科高校

で、常任スーパーアドバイザーに東京大学名誉教授で、理化学研究所研究顧問

の和田昭允氏が就任している。開校に多大な貢献をした和田氏は「サイエンス

リテラシー」の重要性を掲げ、同校を単なる進学校に留まらず、科学技術を志

す新たな人材育成を行う学校と位置付けている。 

 

 

 

写真：市立サイエンスフロンティア高校 
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科学の世界では世界の共通言語である英語は必須の科目であり、当然力を入れ

ているが、特筆すべきは英語習徔への考え方である。和田氏の影響が大きいと

されているが、「英語はあくまでもコミュニケーションのための手段、ツール」

とし、伝える中身こそが重要であるとの考えから英語と同じくらい国語にも注

力しているのが特徴である。 

 

サイエンスフロンティア高校は 1 クラス 40 人で編成されているが、英語の授

業は 2 つのクラスに分かれて実施される。20 人のクラスには、それぞれ先生

がつく。 

 

同校は県内初の理数科高校ということもあり、英語の授業も非常に特徴がある。

同校は次の目的から海外研修旅行を実施している。 

 

 

（1） 異文化体験、交流活動を通じた国際コミュニケーション能力の養成 

（2） 外国にて英語でプレゼンテーションを行うことで、高度な英語運用能力

を習徔 

（3） 地球温暖化など、世界規模の問題についてグローバルな視野を習徔 

 

（以上、サイエンスフロンティア高校ホームページより抜粋） 

 

 

同校では上記の目的から高校 2 年次に全員参加の海外研修旅行としてマレーシ

アを訪問している。マレーシアは多民族国家であり、民族も宗教も生活習慣も

異なる中で、それらが融合した独特な文化を持っているためである。 

 

2010 年度にもマレーシア科学大学でサイエンスリテラシーの課題研究発表を

英語で行っている。この発表は同校の中から選抜された生徒が行うが、この他

にも現地校の Kolej Yayasan Saard 校では、生徒全員が英語による課題研究

発表を行うプログラムとなっている。 

 

我々がサイエンスフロンティア高校を視察した時は、ちょうどマレーシアへの

海外研修旅行を目前にした準備を進めている高校 2 先生の授業を見学させても

らった。 
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写真：授業風景 

 

 

40 人のクラスを 2 つの分け、1 つの教室では英語のプレゼンテーションの準

備、もう 1 つの教室では発音練習を行っていた。 

 

プレゼンテーションの準備では AET（Assistant English Teacher）が英語を

添削し、生徒たちは 4 人～5 人のグループに分かれ発表の練習をしていた。マ

レーシアの大学での発表が決まっている生徒は発表資料が充実しているのはも

ちろんのこと、英語も非常に堂々と使っていた。正直に言えば、英語の発音だ

けに限れば、他にもっと上手な生徒がいるように見受けられたが、マレーシア

で発表する予定の生徒は、発表する中身が充実し、自信を持っているからであ

ろう、 それに伴い英語も非常に堂々したものであった。正に英語はこちらの思

いを伝える道具ということを再確認させられた場面だった。 

 

大学で発表しない生徒たちも、マレーシアの高校生には等しく英語で発表しな

ければならないので、準備に余念がない。ただ、生徒によっては進捗状況にバ

ラつきが出ていた。 
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写真：サイエンスフロンティア高校の写真 

 

 

●横浜市立横浜商業高等学校（視察議員：伊藤大貴、木下義裕） 

 

次に我々が訪問したのは横浜市立横浜商業高等学校である。同校は 2012 年に

開校 130 周年を迎える伝統校で、Y 校の愛称で知られる。従来は商業科しかな

かったが、平成 15 年に国際学科が創設され、2011 年度の 1 年生が第 9 期生

となる。 

 

高校 2 年生の授業を見学させてもらった。同校では 2 年生の生徒 39 人を４つ

のクラスに分けて、writing、speaking、listening、文法を週 1 回のローテー

ションで回している。生徒 10 人に対して先生が 1 人つくという大変贅沢な配

置になっており、4 人のうち 2 人は外国人である。外国人の先生は speaking

と writing を担当していた。 

 

最初に見学したのは speaking の授業である。ちょうどニューヨークの研修旅

行から戻ったばかりということもあり、生徒たちが自分たちの語学力を体感し

たばかりだった。授業ではニューヨークでの体験を生徒がそれぞれ発表し、お

互いに質疑応答する形式であった。 
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写真：writing の授業風景 

 

 

クラスを構成する生徒が全員、女の子ということもあってか、活発に質疑をし

ていたのが印象的である。英語についても発音には個人差があったが、概ね流

暢に話していた。 

 

次に見学した listening の授業では TOEIC を題材にしていた。先生は日本人だ

が、授業は一貫して英語のみで実施されていた。listening の導入として、「好き

な食べ物」をテーマに、先生が話題を振りながら、生徒たちに自由に発言をさ

せていた。「何を」「いつまでに」「どうしたいのか」と伝えることが明確なビジ

ネス英語と異なり、この手の会話が実は一番難しい。相手が何をいうか分から

ない上に、それに対して当意即妙な返しが求められるからである。 

 

商業高校の生徒たちが非常に生き生きと、楽しそうに英語で会話している様子

が大変印象的であった。彼女たちの語学力が高いことは言うまでもない。 

 

最後に見学したのは文法の授業。ここで驚いたのは生徒の集中力の高さ。授業

の終了を告げるチャイムが鳴るまで、私たちが授業を見学していたことに気付

いていなかった。文法の授業だけは日本語を使っていた。懐かしい OHP（実物

投射機）を使って授業をしていたが、この部分は後段の上海視察で触れるパワ
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ーポイントを活用すれば、より一層中身の濃い授業になるのではないだろうか。 

 

 

写真：listening の授業風景 

 

第３節 文献調査及び視察団勉強会 

 

みんなの党横浜市会議員団は政策分野ごとにチームを立ち上げ、教育について

は伊藤大貴と木下義裕が中心となって、この間、国内の語学教育、市内の語学

教育について視察を中心に調査・研究を進めてきた（第 1 節、第 2 節）。 

 

今回の上海視察は大阪府立和泉高校の校長、中原徹氏の助言を徔て実施するも

ので、視察に先立ち、第 1 節、第 2 節で触れた、これまでの視察による調査・

研究を踏まえて、アジア諸国の英語に関する教育政策についても事前に調査を

行った。 

 

国会図書館を通じて、中国、台湾、韓国の英語教育事情について資料収集およ

び視察団による事前勉強会を 2 回行った。この事前勉強会により、上海訪問前

に、具体的に現地の様子をイメージした上で視察に臨むことを狙った。また、

中原氏が 2010 年冬に府立和泉高校の生徒たちと上海の公立中学を視察してお

り、その時の様子を収めた DVD も事前に入手し、これを視察団で視聴した。 
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第４節 まとめ 

 

2011 年 5 月より教育チームとして上海視察に向けて着実に準備を進めてきた。

今回の上海視察のキッカケは中原校長からの一本の電話だった。「政治家の方に

は一度、あの教育現場を見てもらいたい」。国際弁護士として海外で活躍してい

た中原校長だからこそ、肌で感じたものがあったのだろう。言葉では伝え切れ

ないものがある。だからこそ、議員にその目で見て欲しいという内容だった。 

 

私は中原校長からの電話を受けて、早速、上海訪問を計画した。もちろん、た

だ現地に行って見るだけでは意味がない。事前の用意周到な準備こそが大切で

ある。そこで国内視察として英語教育に特化した学校として、「ぐんま国際アカ

デミー」と「リンデンホールスクール」を、市内視察として特徴ある英語教育

を実施している「サイエンスフロンティア高校」と「横浜商業高等学校」を選

んだ。 

 

みんなの党横浜市会議員団は、先の統一地方選挙で政策の 1 つの柱として教育

改革を掲げた。その頄目の中に「資源のない日本が国際競争力を維持するには、

世界と渡り合える人材の輩出が重要。サイエンスフロンティア高校の教育充実

をはじめ、市、市内研究所などとの連携を視野にトップ層の引き上げを図る」

と記載した。 

 

今後の教育において英語は欠かせない要素である。中国では 2005 年より「英

語課程標準」という国家カリキュラムがスタートしている。そこでは、①言語

技能、②言語知識、③感情態度、④学習ストラテジー、⑤異文化理解能力、の 5

つの目標を掲げている。中国では英語の授業は小学校でもオールイングリッシ

ュで行われていると報告があるが、実際はどうか、次章以降の報告に譲りたい。 

 

日本国内の事例を視察し、そこでの課題点も見えた。特に英語に特化した学校

では、力を入れているほどの効果があるようには見えなかった。サイエンスフ

ロンティア高校の和田顧問が言うように、「伝えたいもの」や「（海外から）知

りたいもの」がはっきりしないからではないだろうか。その点、サイエンスフ

ロンティア高校などは生徒に英語を習徔するモチベーションを教育として不え

ていると思う。 

(文責：伊藤大貴)  



2011 上海市立小・中学校の英語教育に関する調査報告書 22 

 

第２章 閔行区田園外語実験小学校 

第１節 調査の概要 

 

閔行（びんこう）区は上海市の西南部に位置する区。旧称は上海県。閔行区の

面積は 371.7 ㎢で、浦東新区、徐匯区、長寧区、嘉定区、松江区、青浦区、奉

賢区に隣接している。常住人口は 242.9 万人（2010 年）。区内には上海交通

大学（閔行キャンパス）をはじめ多くの学校があり、上海市の文教地区と科学

技術地区とを兼ねている。 

 

 閔行区田園外語実験小学（TFL）は、1997 年に閔行区教育局により「田園

第一小学」として設立され、2010 年から現在の名称に改名された。 

 

 

写真：学校の校門 

 

当初は 6 クラス 100 名からスタートした学校であったが、近隣地区の開発に

ともない現在は 35 クラス 1,500 名となっている。また、さらなる人口増加、

生徒数増に伴い、現在新校舎を建設中で、2015 年の宋成時には 55 クラス

2,000 名規模となる予定。教職員数も 100 名を超える大規模校である。全国

の「中小学校外国語教学研究作業模範学校」、上海市の「バイリンガル教育試験

学校」として外国語教育に特色が見られる他、美術教育、数学教育などにも力

を入れている。  

 

当日は、みんなの党市議団５名に、随行・通訳３名を加えた計８名で、超瑛群
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校長以下、呉副校長および教職員の方々に出迎えられ、学校説明を受けた後、

英語授業の参観、さらには活発な意見交換を行い、約 2 時間半におよぶ充実し

た視察となった。 

 

 

 

 

写真：校門から校舎を望む。キャンパスは広々としており、人工芝のグラウンドとトラック、バ

スケットコートが立ち並ぶ。校舎も新しく、教育設備も充実している。左奥に見えるのは新築未

入居のマンション群。近年において近隣地区は開発が進み、大型マンションがまさに林立してい

る状況。人口も大幅に増加しており、丌動産価格も上昇しているという。 

 

 

第２節 学校説明・授業見学 

 

新しい学校である当校が英語／バイリンガル教育に力を入れるようになったの

は、急速に成長し、国際化する上海市の事情による。近隣はつい 10 年前まで

は農村地帯であったが、著しい都市化が進み、現在は上海市戸籍を持ち、教育

レベルも高い中間層が多く住むベッドタウンとなっている。そして経済的にも

意識的にもグローバル化が進む中で、当校は欧米の文化を伝える役目を果たそ

うという方針を決定した。なお当校に限らず、上海市の公立校では、政府の求

める基準以外にも、それぞれの学校ごとに明解な特色を打ち出すことが求めら

れており、校長にその権限と責任が委ねられている。 

 

教員のレベルも高く、同校の教師となるには最低でも CET６級以上の英語力が
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求められる（中国における CET６級は国際関係の大学院進学レベル。一概には

比較できないが、日本における英検１級に相当すると言われる。）ほか、学校独

自での採用となること、さらには１年または３年契約が一般的であることなど

から、教師となり採用されたといえども以後も気は抜けない。 

 

同校では若い教員が多いが、それぞれが校内や区の研修のほか、イギリスに 1

〜２ヶ月滞在して留学研修を行うなど、研鑽に余念がない。  

 

 

 中国の小学校では１年次より、英語の授業は必修となっている。概ね１年生

で週 2〜3 コマ、高学年では週 5〜6 コマになるとのことであるが（1 コマは

35 分）、同校では他の教科の時間や学校に裁量のある授業時間を英語に振り向

け、週 6〜8 コマの授業を行っているほか、他の授業（例えば理科や体育など）

においても英語を使用する、いわゆるクロスカリキュラムの手法もとっている。 

例えば理科や体育では課程の１／３はバイリンガル授業、課外活動や学校行事

などにも欧米の文化を取り入れ、バイリンガルで実施することが多い。 

 

 

教材は政府指定のものの他に、各校において独自に工夫がされている。当校で

はイギリスの教材出版社として著名なオックスフォード出版と提携し、独自の

カリキュラムに合わせた教材を作成、使用しているという。 

 

 

 

写真：授業風景。子ども達の集中力も素晴らしかった 
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参観した５年生の英語授業では、教師は一切の中国語を使用しない。しかもネ

イティブスピーカー並の発音とスピードで授業を進める。また、生徒達は英語

でのニックネームをそれぞれが持っており、教師も生徒もお互いを英語名で呼

び合う。さながら英語圏の小学校のようである。 

 

授業の教材と進行については、ほぼ PC プロジェクターを使用して行われるが、

その展開が実に早く、教師が指導案に合わせて、テンポ良く Question & 

Answer を進めていく。授業中の板書やノートをとるという行為はほとんど見

られず、生徒は、とにかく質問を聞く、そして答えるということに集中してい

た。単語を調べたり、ノートをとるのは主に宿題でこなし、授業は実践をする

場であるというスタイルが見て取れる。 

 

 

 

 

写真：ロールプレイ型の授業。いまでは日本でも多くの学校で取り入れられているが、ロールプ

レイ型の授業手法が多用されている。当校の生徒達は非常に積極的で、教師から問いかけがあれ

ば競ったように挙手をする。また、発表が終わった生徒が次の生徒を指名するというスタイルも、

多くの学校で見られた特徴である。 
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写真：分量の多い宿題。レベルも高い。しかも各教科で必ず出るといってよい。しかし予習なけ

れば、こうした授業にはとてもついていけない。日本の公立校と較べると、単語や文法的には中

学校 2〜3 年生程度の内容を取り入れていると見られ、ヒアリングや会話に関しては、さらに高

いレベルであると認められる。 

 

第３節 質疑 

 

Q 授業内容や生徒のレベルが非常に高いが、入試はあるのか？ 

 

A 公立校なので入試は無い。学区制である。ただ近隣は中間層が多く、親も教

育熱心な地域であるので、求められるレベルは否応にも高くなる。また、人気

のある学校には、その学区に引越ししてでも子供を入れたいという教育熱心な

親も多い。中国の場合はその学区の学校に入るには入学前３年間の居住が必要

だが、３年間学区内に住んで、入学後に別の地域（レベルの高い中学校がある

学区など）に引っ越してしまうようなこともおきている。 

 

 

 

Q このように高いレベルの英語教育を受けた子供達が、卒業後も英語を学び続

けるための受け皿や工夫はあるのか？ 

 

A 学区内の中学校に通わず、よりレベルの高い私立校に進学する生徒が多い。

すでに英語の基礎はできているので、そうした私立校からのオファーも多く、

推薦による進学率が高くなっている。また、上海では外国人を見かけることは

多いし、コミュニティに外国人がいる場合もある。さらには海外旅行がブーム

であるので、通学途中に道を訪ねられたり、親と一緒に行った海外旅行で通訳
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のようなことをしたりと、英語を実際に使える場があると、子供はやる気がつ

く。海外学校との交流やホームステイなども行っている。 

 

 

 

 

写真：校長先生との質疑応答 

 

 

 

Q 様々な子供がいる中で学習のフォローアップはどのようにしているのか？ 

 

A 学校では学習が遅れている生徒には昼休みに補習をしたり、学校だけで足り

ない部分は保護者に指導をお願いをしたりしている。全生徒は１ヶ月ごとにテ

ストをうけ、その結果を分析して適当な対策をたて、全員が合格点をクリアす

ることを目標にしている。また、能力・モチベーションの高い子には、より高

い目標をたててフォローアップしていくようにしている。 

 

 

Q 学校ごとの教育の質のバラつきには、どう対応しているのか。 

 

A 区の教育部門が全体方針を定めているが、上海は外来人口も多く、親の収入

や学歴のレベルの差も大きいので問題となっている。対策としては、教育レベ

ルの高い学校から低い学校へ教師を派遣したり、研修を受け入れたりしている。 

また、学校連盟やシンポジウムでの情報共有や、市の研究者の派遣などで、情

報量や視野を広げられるよう手をつくしている。 

Q 教員の雇用や指導のあり方はどうなっているのか？ 
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A 教員の給料は、教育部門が定める条件にしたがって、政府で定めているが、

教員の採用については学校が独自に行っている。契約は１年、３年、５年があ

るが、最初から複数年契約することは稀である。当校は師範学校を出た若い教

員が多いが、他校から転職してくるものもいる。採用にあたっては、（英語教員

に限らず）国の定める基準以上の語学力を求めており、また採用後も日々、ネ

イティブスピーカーとの研修や、区の研修、海外研修などを行っている。 

 

 

第４節 まとめ 

 

今回の視察先が、英語教育のモデル校であったことをおいても、日本の学校と

のレベル差は著しく、私立校や中学校などを含めても、これほどの高いレベル

の英語教育が行われている例は日本ではほとんど見られない。社会の子供に対

する期待に加え、教員も大変な競争社会の中で切磋琢磨しており、そのひたむ

きな姿勢は多いに学ぶべきところである。 

 

また、あらゆる面で真に国際化が進んでいる上海という土地柄もあろうが、語

学を単なる知識や伝達手段としてではなく、能動的に自らの文化を発信し、伝

える手法とする本校の考え方は、今後、横浜市が国際都市を目指す上で重要な

ポイントであると感じられた。 

（文責：豊田有希） 
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<補足資料> 

 

 
授業前に配布された進行プログラム。授業の導入から終わりまで、分単位で細かく実施内容と目

的が記載されており、見事にプログラムに準じた授業が行われていた。教師は黒板を使用せず、

教材とプロジェクターで映される映像を用いてテンポ良くスピーディーに授業を進める。そのた

め子供達も教師も間延びせず、緊張感のあるものになっている。1 コマは 30 分から 35 分と日

本より短いが、その密度は濃い。 

 

 
中国では全学校で授業前に眼の体操を行う。集中力を養うとともに、視力向上のために政府が政

策的に導入したものと思われるが、実際に眼鏡をかけている生徒・学生の割合は非常に高く（当

クラスを見たところでも 2/3 ほど）、同様に子供の視力低下に悩む、日本でも取り入れてはどう

かという声があがっていた。 

 

 
視察後の校舎前にて。背後には「熱烈歓迎 日本横浜市議会大家的（みんなの）党議員代表団」

とある。中国では視察者の歓迎に際し、こうしたサインを出すことが多い。 
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第３章 上海市第三女子中学校 

第１節 調査の概要 

 

みんなの党市会議員団による、武雄から上海市へ渡る視察の第 2 日目。3 校回

る行程における 1 校目。英語教育の在り方を学ぶことを目的としてきた視察だ

ったが、英語に限らない、「教育」全般に関して、中国・上海市がどのような姿

勢で臨んでいるのかがよく理解できる、工夫された取り組みを知ることができ

た。それは、試験で合格点を取れれば良い、という姿勢ではなく、社会に出て

即戦力となる人材になれるよう、生徒の素養を育成することに力点が置かれた

教育だった。 

 

 

 

 

写真：上海市女子第三中学校。オフィス街にある格式高い学校 
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上海第三女子中学は、上海市長寧区に所在する。長寧区は上海市の中で西側に

位置し、面積は約 38 ㎡、常住人口は 66.83 万人（2008 年）である。上海虹

橋空港に近く、虹橋経済技術開発区は国際貿易センター、世界貿易センター、

万都センターなどが林立するビジネス街となっている。外来人口に占める外国

人の割合が高く、日本人が多く居住する古北新区もここ長寧区内にある。 

 

1881 年創立の伝統校で、宊氏三姉妹も在籍していたことがある有名校。上海

唯一の重点女子中学で、これまで輩出した卒業生には、政治家、科学者、卙士、

芸術家、企業家、教育者、社会活動家などを多数輩出し、「女子人材の育成のた

めの揺りかご」と称されている。 

 

 

 

 

写真：宊氏三姉妹と毛沢東氏の写真が飾られた校舎内 
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写真：廊下に掲示された、行動規範 

 

 

第２節 学校説明～芝居を通じて養う力～ 

 

上海の重点校では、各校独自に特色クラスが設けられているが、同校の特色は

「芝居」だった。英語を使った芝居の授業の様子を VTR で見せて頂いた。スク

リーンには感情を表す単語がいくつか表示され、そのうち 1 つを選び、どれを

選んだかは他の生徒には伝えずに、単語を表現する演技を行い、周りの生徒に

当ててもらうというもの。 

 

この授業を担当している先生は、なんとシンガポールから来ている。もともと、

ここの学校はシンガポールとの交流が深く、南洋女子中学という公立校と姉妹

校になっている。その交流を通じて、南洋女子中学で行われている芝居の授業

を取り入れたということ。 

 

芝居を授業化して、まだ 2 年目だが、上海市に予算申請を行い 200 万元を投

じて劇場が作られた。200 席あり、設備も充実しており、日本の公立校ではと

てもお目にかかれないような、立派な劇場だった。芝居の授業は、英語だけで

なく、中国語でも行われている。先生はシンガポールからだが、教材は独自で
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開発。高校 1 年生は、上海で唯一、芝居が必修とされていた。 

何故芝居を必修にして力を入れているのか。それは、 

 

① 様々な役を 1 つの劇で演じ、協力して作品を作り上げることで、人と人との

関係を学ぶためであり、 

② 人前に出て話をする訓練のため、ということでした。説明をして下さった先

生からは、この学校の生徒の特長は、明るく、感情豊かで、チャレンジ精神

にあふれ、職場で即戦力になる、 

 

といったことが挙げられていた。芝居の授業はまだ 2 年目だったが、目的とし

ているところは組織的な働きとプレゼンテーションスキルの向上。教育の役割

として、社会で活躍できる人材を輩出する、というゴールが明確であり、その

ために工夫が行われてきたことがよく分かる。 

 

 
 

 
写真：200 万元投じられた、劇場設備 
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第３節 授業見学～公立校における生徒の選抜と、エリート教育～ 

 

授業参観もさせて頂いた。高校 1 年生のクラスで、内容は英字新聞に関するも

の。内容を要約したり、感想を述べたりする授業だった。もちろん、先生も生

徒も全て英語。思春期真っただ中ということもあってか、生徒はもじもじして

いる印象で、昨日の小学校のようには挙手もなったし、声も小さい印象だった

が、ちゃんと内容は理解していた。先生は 1 人指名してその生徒が答えると、

次の回答者は今答えた生徒が他の生徒を指名することになっていた。授業が終

わったあとに「何で私のこと指したのよ～！」と恨まれそうだが、この方法、

結構緊張感もあると思う。 

 

 

 
写真：授業の一コマ。思春期の女子中学生は、尐し照れがあるようだった 

 

 

参観させていただいたクラスは、日本でいうところの特進クラス。入学後に希

望者が、試験・面接を受けて入れるクラスです。学外において塾に通っている

生徒も多い。とはいえ、そこは公立校。中学校（初等中学が日本の中学校、高

等中学が日本の高校にあたる）は入試を設けられないため、学区内の小学校か

ら抽選で選ばれる。高校入学時は厳しい試験が課せられるが、中学校で学ぶほ

とんどの生徒が、そのまま高校に進学するという。 

 

この選抜制度が面白いところで、中学入学時点では生徒の学力の差は全く考慮
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されていないにも関わらず、結果的に優れた人材を輩出している。 

 

同校では、エリート教育は行われていないという（行っている学校もあるとの

こと）。午前中は 8：00～12：00 に、午後は 13：15～16：00 に授業があ

り、9 コマ（1 コマ 40 分）の授業が行われ、私たちは随分授業数があるなと

驚いたが、多い学校は 1 日で 12 コマ授業がある（！）。 

 

むしろ、自由な環境の中で、人間性の育成に重きを置いているということだっ

た。実際、文武両道という面でも優れ、ソフトボールでは全国で 5 位になって

いる。中国全体の中で 5 位。そうした中でも、多くの生徒が上海市内の有名大

学、上海外語大学、上海交通大学などに、そして一部の生徒は海外の大学に進

学していく。 

 

 

 

写真：英字新聞も授業の教材として使用される 

 

 

説明をして下さった、マー先生は同校へ転職してきたという。転職をした理由

は、英語に注力した学校で自分の英語力を活かしたいと思ったから、とのこと。

中国の学校では、先生の採用は契約制となっている。ここの学校では、1 年、3

年、5 年という期間があり、新卒のような教師は 1 年、ベテランになると 5 年
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契約、という風に実力に応じて契約年数が変わる。採用の裁量は学校にあり、

報酬も若干差が出る仕組みで、役職、経験、勤務歴などで変わる。宋全に実績

重視で、良い成果を挙げれば再契約、そうでなければ契約打ち切りとなる、一

般企業と変わらない仕組みが取り入れられていた。 

 

 

 

写真：時間も無かったので、マー先生と食堂で昼食を頂きながらヒアリング 

 

 

第３節 まとめ 

 

今回の視察、他の学校でも何度も思った事ですが、「何のために取り組むのか」

が常に意識され、明確にされているなと感じました。エリート教育は行われて

いなくても、結果的にエリートが排出されるのは、「良い人材を社会に輩出する、

良い人材となって子どもたちが社会に出られるようにしたい、そのためにはど

んな授業を行う必要があるのか」、ということが徹底されているからなんだろう

と、感じました。 

 

（文責：藤崎浩太郎） 
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写真：マー先生と一緒に 
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第４章 除滙中学校 

第１節 調査の概要 

 

１１月９日上海２日目。午後１番に訪問したのは徐匯（じょかい）中学校で

ある。同校がある徐匯区は面積 55 平方㎞、人口 108 万人の都市で、上海の

中でも特に豊かな地域。中国科学院上海分院、中国航天院上海分院など数多

くのハイテク系研究所、医療機関、大学が存在し、近年オフィスビルやデパ

ートが立ち並び発展が目覚ましい地域でもある。 

日本でいうと渋谷のような特徴をもった街。徐匯中学は同区の重点校で、ベ

ルギー人神父が 1918 年に設立した所からの歴史がある。元々は私立だった

が、戦後、公立に転換した。 

変遷の歴史は学校内の資料館だけでなく、外部の門扉の近くにも表記されて

いた。 

 

 

写真：徐匯（じょかい）中学校の校門。中国はどこの学校もこんな感じです 
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この学校は伊藤副団長が大阪の中原徹校長から勧められた学校。「上海では

平均的な学校にも関わらず、英語のレベルがすごい！」とのことだった。 

第２節 学校説明および質疑 

 

同校も他と同様、マンモス校で生徒数は 2200 名、教師は 200 名。１ク

ラスは 40 名で構成され、受験がない中学部は 10 クラスありますが、高校

部に進学する際に振るい落とされ 6 クラスに減ります。 

 

同校は科学技術、芸術、体育の教育に主眼を置いている。上海で初めて外国

人が設立した学校という経緯もあり、英語は一生懸命勉強して当たり前とい

う感覚。そのため、英語教育には特別な特色は打ち出していない。 

 

 

写真：徐匯中学校の歴史をつづった壁面 

 

2001 年に中国で新しく公示された「英語課程標準」に則り、最近になっ

て力を入れているのかと質問したところ、「開校以来、英語教育には一貫し

て注力している」との回答だった。同校では、英語の先生は上海市内でも 1、
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2 を争うレベルであると自負をしていた。先生の採用に当たっては、大学院

修了という制限を設け、加えて語科の先生の場合にはコミュニケーション能

力の有無を特に厳しくチェックしているとのこと。 

 

今回の視察で訪問した学校の中で唯一、先生の学歴に大学院修了を強調して

いる学校であり、中原校長から聞いていた、「平均的な学校」よりは幾分レ

ベルが高いのではないかと感じた。 

 

 

写真：芸術に力を入れる徐匯中学校 

 

 

残念ながら、徐匯中学校では試験と重なったこともあり、英語の授業を見学す

ることはできなかった。中原校長が 2010 年冬に府立和泉高校の生徒たちと共

に同校を見学した際の様子を収めた DVD を拝見していただけに残念である。 

 

今回、上海を視察する中で常について回った疑問。それは英語に対するモチベ

ーションである。英語の授業数そのものは日本と変わらないのに、なぜ、こん

なにも当たり前に英語を聴き取れて、英語を話せる中学生、高校生を育てるこ

とができるのでしょうか。進学校、有名校であることを差し引いても、日本と

の差はかなり大きいと言わざるを徔ません。 
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同校でも、同じ質問をぶつけてみました。回答は「中国ではいい大学に入るこ

と（学歴）が重要。それが将来のキャリアパスにも大きく影響する」。そのため、

「学校が終わった後、塾に通う生徒もいる」（徐匯中学校）とのことで、同校に

限っていえば、この辺の事情は日本と変わらないと言える。 

 

 

写真：中学 1 年生のデッサン。かなりレベルが高い 

 

 

徐匯中学校でも英語の苦手な生徒は存在するという。学校としては英語を学ぶ

動機付け、いかに関心を高めるか、ここに腐心している。英語の歌手やドラマ

を題材に議論するなどの工夫を凝らしている。 

 

また、同校に限らず、英語に力を入れている学校はどこも一様に「上海市が開

発する教材だけでは足りない」と口を揃える。前日の訪問した田園外語実験小

学校も、上海市第三女子中学校も同じだった。重要なことは、その丌足分を補

うための独自教材を開発できるだけの教員が学校にいること。「8 本の教材を 4

年間かけて作ってきた」（徐匯中学校）と自信満々に説明してくれたのが印象的

であった。日本も公立校と異なり、学校が独自に先生を採用し、先生自身が厳

しい競争にさらされているからこそ出来ることだと感じた。 
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写真：美術の授業は見学できました 

 

第３節 まとめ 

 

特に、これまで訪問させていただいた学校に共通して、英語を学ぶことの動機

づけに工夫をしていると感じた。具体的には次の点が共通していえると思う。 

 

 

 ・留学経験のある教師や大学院修了の教師の採用 

 ・教師になってからの海外留学制度の採用 

 ・生徒たちのホームステイのサポート 

 ・英語が身近にある環境。海外の文化に触れる機会を教員が積極的に促す 

 

上海では教師・学校も積極的に英語に触れる人材が集まり、生涯それを生かす

仕組みが上手く出来上がりつつあると感じます。上海という場所も外国人と触

れ合う機会が多く、かなり地の理があります。香港やシンガポールの学校と交

換留学、ホームステイなど日本と比べ学習した結果を試す場所機会が多いと感

じました。 

 

（文責：木下義裕） 
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第５章 上海第二中学校 

第１節 調査の概要 

 

上海第二中学校は徐匯区にある学校で、上海市の重点学校。3 学年、24 クラ

スからなる生徒数 1200 名の学校である。1902 年に女子校として創設され、

来年で創立 110 周年を迎えます。もともとフランスの租界地だった場所にあ

るため、校舎はフランスの建築様式になっている。 

 

試験中のため授業見学はかなわなかったものの、校長、副校長をはじめ、英語、

国語の全体責任者も同席し、活発な意見交換が交わされた。 

 

 

 

 

 

第２節 学校説明 

 

上海第二中学校が力を入れているのは科学技術。ロボットや模型、発明に関す

る授業に力を入れている。科学技術に注力するのは、中国がこの分野でアメリ

カやドイツ、日本など先進諸国に大きく遅れを取っていると認識しているため

である。海外から技術を学ぶためには、世界の共通言語である英語の習徔が必

須であるとの考えから英語教育にも力を入れている。 

 

同校は海外交流を重視。アメリカやドイツ、日本では大阪市内の学校と姉妹校

交流を実施している。こうした生徒の交流、ホームステイは視野の広い生徒を
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育てたいとの学校の考えから行っている。上海第二中学校の校長先生の口から

「幅広い視野を持ってコミュニケーションを取れる大人になってほしい」とい

う言葉が何度も出てきたのが大変印象的だった。 

 

留学以外にも力を入れている。外国に生徒を留学させるには大きな費用がかか

ることと、留学に行ける生徒が限られてしまうためである。そこで、同校では

外国人の先生を講師として招き、SDP（Skill Development Program）という

イギリスの資格を学んでいます。 

 

SDP とは感情などを表現するための英語の資格のことで、自分の考えを伝える

ためのプログラムである。使える英語を身につけるための工夫の 1 つで、世界

に出て、すぐに活躍できるように言葉の壁をなくしておきたいという学校の方

針に基づいて実施しているプログラムである。 

 

 

 

 

写真：左から副校長先生、校長先生、英語主任 

 

 

同校は保護者との協力関係の構築に力を入れているのも特徴である。2 カ月に 1

回は保護者面談を実施しているのである。そこに通底しているのは、子どもを

見守る大人の目をなるべく増やし、レバレッジを効かせるというもの。上海市

第二中学校の 1 クラスは 40 名。いくら先生が熱心でも 40 人の生徒に公平に

力を入れるのは難しい。もし、お母さんたちが協力してくれれば、実質的に先

生は 41 人になる。お父さんの協力も徔られれば、81 人である。保護者面談は

2 カ月に 1 回、そのうち年に 1 回は必ず家庭訪問を行う。家庭訪問の目的、効

果は次の 3 つである。 
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（1） 家庭環境の把握。これにより学校における生徒の生活習慣のフォローに

仕方が変わる 

（2） 学校では言えない話を聞き出すことで、心の繋がりを強める。より良い

信頼関係を築く 

（3） 学校の情報を保護者に伝える 

 

 

 

写真：上海市第二中学校の正面玄関 

 

 

家庭訪問を数多く実施するだけで生徒は格段に良くなると同校は指摘する。子

どもの学力向上には、家庭教育が何より重要という意識が強く働いている様子

が伺えた。 

 

とはいえ、問題もあるようである。いわゆる、「モンスターペアレント」であ
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る。私は正直、上海市第二中学校の関係者からモンスターペアレントの話題が

出るとは思ってもいなかったので、大変驚いた。こうした内部事情については

外部に漏らしたがらないだろうと思っていたからである。 

 

昔は先生といえば神様だったが、今は親が神様になっているとのこと。家庭訪

問では真夏の 40 度近い気温の時に回ることもあり、「わざわざ暑い日に来て

くれて」と労をねぎらってくれる保護者ばかりではないという。パジャマを着

て出てきたり、麻雀にいそしんでいたり。そういう保護者への対応は苦労も多

く、大変であると正直に語っていた。教育がサービス産業となり、先生の社会

的ステータスが昔に比べて低くなってしまっているのは、どの国も等しく抱え

る問題であることを再確認した。 

 

 

 

 

写真：上海市第二中学校の校長先生たちと 
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第３節 質疑 

 

Q 学校を離れると中国語という環境の中で、英語を勉強するモチベーションを

どう維持しているのか？ 

 

A 様々な工夫をしている。海外留学はその 1 つであるし、校内で英語の弁論大

会も開催している。とはいえ、日本と状況はそれほど変わらないと思っている。

内向きな子どもは一定数いるものである。上海第二中学の場合、名門校という

こともあり、意識の高い家庭、意識の高い生徒が集まっていることもあり、モ

チベーションの維持にそれほど苦労はしていない。 

 

環境が恵まれていることもある。上海は外資系企業が多く、日常的に外国人に

接する機会が多い。そういった環境がある、あるいは保護者もそういう企業に

勤めているからこそ、上海の家庭の教育に対する投資は中国ナンバーワンであ

る。中でも英語には力を入れている。英語が出来れば、望めば海外で仕事も出

来るし、上海にある外資系企業にも就職が出来る。だから親の意識も全然違う

のだろう。 

 

 

Q 英語の習徔に対する意識はどう涵養しているのか？ 

 

A まず中国と日本では状況が違います。アメリカやドイツ、日本は成功した国

であり、成熟した国です。一番の違いは技術です。アメリカもドイツも日本も

技術を持っている。中国は最近でこそ経済発展を遂げているが、まだ技術を持

っていない。この違いは非常に大きく、中国は成功したと言える状況には至っ

ていません。中国が技術を身につけるためにも、海外から情報を徔る以外にな

い。そのためには共通言語である英語の習徔は必須であり、この問題意識は学

校、保護者、生徒が等しく共有している。 

 

 

Q 先生の授業力向上のために、どのような工夫をしていますか？ 

 

A 例えば、信任教師には研修プランを用意し、最初のうちはベテラン教師と 2

名で授業を受け持つ体制を取っている。2 年目以降は常にチャックが行われ、

仕事ぶりとポテンシャルを見極める。その上で、優秀な先生に対しては、国や
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市が協力して「若手エリート教師」の称号を付不し、さらに高いレベルの研修

を実施する。先生は頑張れば頑張るほど、高い称号を、高い名誉を不えられる

ため、これが授業力向上の 1 つのモチベーションになっているだろう。 

 

このほか、英語の教師に限れば、海外研修制度も用意している。授業運営につ

いても、1 週間の授業計画を教師同士が協力して準備している。運営のための

支援（教材開発など）も上海市教育局から提供を受けている。また、会議の場

で具体的な授業計画を説明することで、他の教師から助言を徔る機会にもなっ

ており、情報共有の場となっている。 

 

 

Q 先生にも競争があるということでしょうか？ 

 

A その通り。先生の資格も複数ある。中学 2 級で 4 年間成績が良ければ 1 級

になる。更に 5 年で高級教師になる。その上に 7 階級、最高は高級教師 1 級で

ある。研修や資格にランク付けがされ、努力すればするほど、階級、待遇、ス

テータスが上がるように設計されている。一方で、教師には研修・教育を受け

る義務もある。選んだ科目を 5 年間で 320 点取らないと、階級が落ちるとい

うペナルティもある。 

 

第４節 まとめ 

上海第二中学校で英語の授業見学はかなわなかったもの、教育の本質を見た思

いがした。同校が見事なのは現実のニーズを踏まえつつ、教育の理念を実践し

ていることである。既に各章で報告があった通り、上海における英語教育熱の

主な要因は大学進学と、その先にある就職である。日本とは比較にならない、

超学歴社会で成功を収めるためには、なんとしても有名大学に入学しなければ

ならない。これが恐らく、多くの保護者に共通する思いだろう。 

 

保護者の思いを無視していては優秀な学生は集まらない。幸いなことに中国の

大学入試における英語は listening と writing が科されているため、中学や高校

で両者の習徔は必須である。 

 

学校は生徒に「世界に中国の情報を発信してほしい」「世界に視野を向けた大人

になってほしい」と望んでいる。大学入試で listening や writing が科されてい

ることも手伝って、受験対策を取りつつ、学校の教育理念を達成できる教材を
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うまく開発している。この辺の巧みさは横浜も学ぶべきだろう。 

 

そして特筆すべきは家庭との繋がりである。2 カ月に 1 度は保護者と面談する

熱心さは教育の本質が何かを如実に物語っているように思う。先生が全力でぶ

つかっていくことで家庭が、生徒が、本気で向かってくる様子は日本では失わ

れつつある風景のように思えた。もちろん、モンスターペアレントの存在など

理想通りに行かない現実もあるとのことだったが、その現実でも 2 カ月に 1 回

は面談を実施するという意欲は大いに見習うべきであろう。 

 

時間が許せば、もっと聞きたかったことがある。それは教材開発の体制である。

先生同士が授業計画をプレゼンテーションし、意見を求め、改善する。あるい

は上海市が開発した教材をさらにブラッシュアップすることを日常的に行って

いるという。上海市では公立校でありながら、先生自身が厳しい競争にさらさ

れている中で、お互いが向上し合う努力をしている点は注目である。 

（文責：伊藤大貴） 
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第６章 各参加議員の感想 

第１節 伊藤大貴 

何を隠そう、私自身、英語が苦手である。大学受験でそこそこの点数は取って

いたし、大学卒業時の TOEIC もそれなりの点数は取っていたが苦手意識がある。

それはなぜか。自分の英語が通じない、という原体験があるからだ。一番ショ

ックだったのは、「エアコンが壊れています」と言えなかったことである。今振

り返れば恥ずかしい話だが、「air conditioner doesn’t work.」がとっさに出て

こなかったのだ。受験のための英語を勉強してきて、実社会で使うための英語

を学んでこなかったことが原因である。遅ればせながら、今、自分自身に TOEIC

のスコアを課しているのは、そのスコアをクリアするための努力すら払えなけ

れば、英語でコミュニケーションするというハードルを越えられないと考える

からである。 

 

冒頭にこんなことを書くのには意味がある。1977 年生の私はちょうど狭間の

世代である。終身雇用を信じて教育を受け、特別な人以外は世界を意識するこ

となく生活設計が出来るという前提で人生を歩んできた。しかし、実際に社会

に出る頃には終身雇用は崩壊し、「キミは会社にどんな価値を提供できるのか？」

という問いを就職活動の時に問われた最初の世代となった。 

 

そして気付けば、1990 年代後半に危機を迎えたアジア諸国は海外に活路を見

い出し、語学力を付けていった。日本をはじめアジアは英語お荷物集団だった

が、いつの間にか日本だけがお荷物になってしまった。果たして、このまま、

他国と差が開く一方でいいのだろうか。 

 

確かに英語は道具に過ぎない。しかし、その道具を使いこなせていない日本人

を大量に排出してきた英語教育はやはり、どこかに欠陥があると見るべきだろ

う。私が中原徹氏の助言を下に、上海視察を計画したのは、そのヒントを掴み

たかったからである。 

 

果たして今回上海を視察して、その意欲、情熱、工夫には目を開かされる思い

がした。確かに全員が高いレベルの英語力を身につける必要はない。しかし、

日本が望むと望まざるとに関わらず、英語が世界の共通言語となり、非ネイテ

ィブの人たちまでもが当たり前のように英語を使い出した今、日本人が現状の

ままでいいわけがない。 
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とはいえ、私は英語の習徔については楽観的である。道筋は見えているからだ。

モチベーションをいかに作り出すか、それが習徔の秘訣だろう。モチベーショ

ンが大学受験というだけは上海では成立しても、大学にさほど価値がなくなっ

た日本では成り立たない。 

 

むしろ、世界を知ることの知的好奇心をいかに涵養するか、そこが大切だと思

う。世界には多くの情報が転がっているし、ビジネスのチャンスもある。日本

はこれまで外に情報を発信してこなかったため、英語で発信できる日本人を増

やすだけでも社会に一定の変化をもたらすだろう。そういうモチベーションを

横浜市の教育の中で、小学生や中学生、高校生の子ども達にどのように不えて

いくか。これが今後、私たち大人に課せられたテーマだと感じた。 

 

日本は今、未曾有の危機に瀕している。国、地方の財政危機、いびつな人口構

造とそれに伴う様々な社会問題の表出、3.11 で加速したエネルギー問題など、

超えなければいけないハードルが沢山ある。このハードルをどうやって日本は

超えていくのか、また超えるための努力をどうやって海外に情報発信していく

のか。今ほど日本に情報発信力が問われている時代はないと思う。そして、そ

の役目を果たすのは今の 30 代と、そこに続く世代だと私は考える。 

 

英語の習徔は世界的な視野を持つこととセットである。図らずも、今回の上海

視察でそのことを再確認させてもらった。せめて横浜で育つ子どもたちだけで

も、世界に目を向けた大人になってほしいと、私は議員という立場からも、親

という立場からも願う一人である。 

 

中国が 10 年でここまでの変化を遂げることができたのだから、日本もやれば

できるはずだし、私はやれると堅く信じている。あとはやるのか、やらないの

か、やる気の問題だけである。やらない理由を探すのは簡単である。「そんな選

択をしてはいけない」と改めて決意を強くした視察だった。 

 

日本の英語教育を全否定することはしない。むしろ、話せないのに難しい英文

を読む日本人の能力は一方で評価されている。足りないのはコミュニケーショ

ンのための英語である。その力を付けるには、一歩を踏み出す大きな勇気と、

ちょっとの工夫だと思う。 

 

今回の視察を受けて、今後、横浜市の教育行政と真摯に議論し、一歩でも二歩

でも横浜の語学教育を前進させたい。 
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第２節 木下義裕 

 

まず横浜市がどのような教育問題を抱えているか、正しく把握しないままに、

今回の視察結果のみで軽々には語れないが、同じく英語を母国語としない日本

と中国で良い取り組みが中国でもあるのならば、横浜市においても積極的に提

唱はしていきたい。学校長への人事権委譲などは日本の法制度では早急に対応

は難しいため、横浜市でも取り組み可能な改善点をまとめに代えたいと思う。 

 

①教材の共用をし、英語の授業そのものの質を高める 

②視聴覚教材の今以上の利用。そのためにプロジェクターの天井吊りの実施 

③宿題の量を増やす 

④家庭教育の充実と家庭訪問等、家庭の協力を今以上徔る活動の改善 

⑤ホームステイ、海外修学旅行の実施 

⑥横浜市英語教諭の海外留学。海外研修 

⑦外国人講師に頼らない、小学校英語活動の実施 

⑧公教育として英語教育のゴールの正しい設定 

⑨意味のある、中間評価（英語の授業中何度発言したか、授業中起きているか、

漫画を読んでいないか、ガムは噛んでいないか、携帯を持ってきていないか、

ノートが綺麗かは全く意味をもたない） 

 

以上、私見ではあるが、「児童・生徒の海外修学旅行」以外は予算をそれほど

要するものではないため、今後、議論したい。 

 

また、感想としては、会派としての初の海外視察であり、事前に私立の小中学

校や横浜市立サイエンスフロンティア、横浜商業高等学校と念入りに視察の準

備を重ねたことが内容の濃い視察に繋がったと思う。 

 

私個人としても初の中国訪問であり、わずか３日間であったが今回の視察では

驚くことが多く、この視察で経験したことを、横浜市政に生かしていきたい。

教育に限っていえば、上海市の公立学校の中でもかなり、重点がおかれた学校

だけを見ているため、そのことを踏まえつつ横浜市にあった政策を提言してい

きたい。教育を語る上で、上海市の経済について目の前で触れる機会を今回い

ただき大変貴重な経験になったと思う。 
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第３節 豊田有希 

 

今回は一連の行程で４つの公立小中学校をまわった訳だが、そのいずれにおい

ても、生徒はもとより教員や保護者も含め、その公教育への熱心な姿勢は敬意

をこめ賞賛すべきものであった。もちろんここで取り上げた学校が上海市でも

名の通った名門校であったことはあるだろうが、そうはいってもこと英語学習

におけるレベルの差は、もはや明らかといってよい。 

 

特筆すべきは、単に英語の能力を高めるというだけでなく、生活環境の中で、

英語を使ってコミュニケーションをとることに対するモチベーションの違いで

ある。誤解がないように言えば、中国人が上海市で日常生活をおくるのに英語

は全くといっていいほど（それこそ日本でのカタカナ英語ほどにも）必要では

ない。それはまさに世界に冠たる国際都市として、グローバルに羽ばたこうと

する上海市の中間層の意思を体現しているように思えてならない。 

 

上海の中心市街地を歩けば、成長著しい国内企業や日本企業、韓国企業はもと

より、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、スウェーデン等々、あらゆる

国の企業がネオンを競い、デパートや量販店では世界各国のブランドが軒を連

ねている。若者はスマートフォンを片手に歩き、アップルストアは超満員。ホ

テルやイベント会場は、各国から来たビジネスマンや商談会で満たされている。

無論、旧租界地としての決して明るくない歴史の産物という一面もあろうが、

いまやそれを優に超す、真の経済・文化国際都市へと変貌を遂げてきた。 

 

何しろ今回、何らアポイントメントを取っていた訳でもないのに、前職の時の

知り合い、それぞれ東京、大阪、台北、高雄で仕事をしている元同僚に出会っ

た。一日の視察を終え、夜あてもなく街をふらりと歩いているだけで、こうし

たことが起こるのだから、きちんと調べれば、これどころではないだろう。皆

がこの国の活気をいろんな形で取り込もうとしている。そして会うともなく会

ってしまう。こうした状況を見て、今まさに上海が「国際ハブ都市」にならん

としているのだと感じた。 

 

そして上海市民はそのことを自覚している。だからこそ外国語教育にも力が入

る。視察先の校長先生が言った言葉が印象的だった。「外国を理解するだけの外

国語ではなく、外国に中国を説明・理解させるためにも外国語を学ぶのだ」と。 
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第４節 平野和之 

 

ビジネスの世界では英語ができなければ、それだけで、就職にはかなり響く。

最近では英語だけでなく、中国語も日本では問われる。日本の大企業のビジネ

スマンの若手の自己啓発では、語学では中国語が 1 位だという。今後は、語学

では、どこか一つは徔意な言語が求められることも一つの就職の際、大きなカ

ードになる。 

 

それは、GDP 世界約 5000 兆、日本は 1 割にも満たない。先進国の経済規模

は GDP 全体で２７％だが、これも、今後シェアは下がり続けていきます。日本

国内はデフレ、尐子高齢化による需要減退で、どの企業も収益を上げられない

状態が続いています。 

 

日没する国より日出国へ。遣隋使の逆のことが、大企業を中心にグローバル化

が加速しています。韓国サムスンでは収益の割合は国内 2 割、海外 8 割、現地

生産、現地販売の地産地消化が全世界の製造業では進んでいます。HSBC 銀行

などでも、収益の割合はイギリス 2 割、海外 8 割。どの産業も、グローバル化

したい企業では、当然、母国語より重要なのは、海外でいかに、使える人材か

が求められます。今後は、BRICS のみならず、ネクストイレブンなど、それぞ

れの国で、それぞれの人材が丌可欠となり、語学力は、最低限求められるスキ

ルとなっていますし、さらに求められていきます。 

 

同じことは中国にも言え、また、一人っ子政策の結果、一人当たりの教育投資

金額は増え続けています。中国は公立学校でも競争原理をうまく使っていると

もいえます。たとえば、公立ですから、入試は小中学校などではありません。 

しかし、抽選となっており、入学の倍率は多いところは 6 倍から 7 倍。いい学

校に入れれば、いい教育が受けられる。そして、公立なら、お金はただ同然。

親の力の入れ方も相当です。たとえば、いい学校があれば、学区が違っていれ

ば、金かけて、引っ越してきます。いい学校の近隣地区は、人気があがり、地

価も上がる。地域の経済成長にも寄不しています。逆にバブルの要因になって 

いるともいえます。同時に教育格差も経済格差と比例して広がっている懸念が

あります。ここには、一部のエリートで国全体を支えさせようという国づくり

の片鱗が見えます。 
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４校、視察及び、ヒアリング、及び、意見交換を２時間程度づつ、させてもら

ったわけですが日本と根本的に違うポイントは以下になります。 

①学校長への権限が多く委譲されている。教師の採用等の権限が学校長にある。 

②学校長は運営センスが問われる。責任が明確化されている 

③教師は、契約制で１年、３年、多くても５年程度であり、プロ意識が強い。

だめな教師はすぐリストラされる。 

④教育方針としては、それぞれの学校では、文化、スポーツなどでも特色ある

学校づくりを求められている。 

  

ある学校では 絵画に多くの時間を増やすなど、また、スポーツではバレーな

ど、基本、文武両道である。 

 

この点では、アメリカの大学院などでは、勉強いっぱいやって、部活を両立し

なければ、いい企業には就職できない。教育投資には学力向上と人間性向上の

双方を重視しているという点。この点も、日本が大きく务っている分野だろう。 

そして、英語教育は、将来に必須であるという点もさることながら、日本より

も、上海ではグローバル化、国際化は進んでおり、普段から会話することが多

い点が、日本よりも、英語教育の重要性を、親子で認識しやすい。 

 

教育カリキュラム以外でも、多くの英語と接する機会が授業外にある点も、中

国の英語教育のほうがスキルが高まりやすい理由にも考えられる。また、英語

の授業でも、会話に多くの重点を置いている、話す、聞くに重視をしている点

が日本の文法主体のカリキュラムとは大きく違う点である。英語が話せるよう

になるまで、１０００時間から１２００時間必要だといわれる。 

 

１０００時間文法では、話すこと、聞くことはできない。この部分も日本の英

語教育については課題であるということだろう。そして、英語教育に親も子ど

もが傾斜するのかは、大学のセンター試験では、英語の重要度が高い。英語が

できなければ、いい大学に入れない。ある意味、国全体での政策として徹底し

ている。また、教育全般に言えることで、子供の学力向上、人間性向上におい

てはその責任取り方が日本とは大きく違う。 

 

中国では特に、高校生になると 受験のプレッシャーからいろいろな問題が起

こる。そこで、教師は ２ヶ月に１度、親との面談。年１回最低、家庭訪問。

メールや電話は担任は親とは多いときには２日に１度、一家庭で対応している

とのこと。責任を親と子と学校で背負い、目標を共有し、責任を明確化し、緊



2011 上海市立小・中学校の英語教育に関する調査報告書 56 

 

密なコミュニケーションによって、学力向上、人間性向上、問題解決を図って

いる。これは教育に限らず、経営にも、今ある、政治の世界でもいえることで

ある。 

 

そして、その考え方のベースは担任は４０人で一人。各家庭が協力すれば、母

親、父親、どちらかひとりずつが担当すれば、４１人で４０人を見られるよう

になる。 両親が協力すれば８１人で、４０人を見れるようになる。中国の教

育制度を見ていると、改めて、日本の教育制度がいかに時代遅れかを認識させ

られた。 

 

そして、教育投資は、科学技術立国においては何で飯を食うのか、そのための

R&D 予算である。その予算が OECD 中、GDP 比最低とのことだが、比ではな

く、金額では大きいわけで、競争原理を導入することで、その配分を効率的に

することも可能なのだろうとも思う。教育改革は、中長期の日本の経済成長戦

略を大きく左右する問題である。 

 

そのカリキュラムには、 文武両道、そして、語学を強化しなければならない

のはいうまでもない。また、投資、ビジネス教育を幼児から導入するなど、新

興国の教育カリキュラムをすべてが賛同できるものではないが、日本はもっと

見習わなければならない。 
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第５節 藤崎浩太郎 

 

今回上海での公立学校視察を終えて、同じ義務教育課程であり、同じ公立学校

であるにも関わらず、日本と中国でこんなにも違うものかと、驚きとともに、

危機感を抱き帰国しました。 

 

そこにあった大きな差は、「何のための教育なのか」という問題の設定とそれに

対する解答が両国において相当に異なっていることによると、考えます。 定め

られた義務として教育を行っているのか、目指す目的を実現する戦術として、

教育が位置付けられているのか。ここまでの 4 校のレポートをご覧いただけれ

ば、言わずもがなで、後者が中国です。 

 

関係者の認識と、win-win の関係 

国家の成長のためには、科学技術が重要であるという認識。そのためには、先

進諸国から多くを学ばなくてはならない。そのために、必然的に英語という手

段が重要になってくる。だから、公立小・中学校においても英語に力が注がれ

る。 

 

家庭においては、親が豊かになるためには、子どもにがんばってもらうという

認識がある。子どもがより良い就労、より良い稼ぎを徔るためには、十分な 教

育が必要であるということ。各入試において、英語の配点は大きく、子どもを

良い学校に進学させるために、必然的に英語が重要になってくる。だから、家

庭 においても英語に力が注がれる。 

 

学校の先生にとっては、契約制で厳しい評価がされる環境下で、実力をつけて

結果を出さなくてはならない、という認識。そして、子ども達に教育をする 教

師の力量が重要であるという、教育機関の認識。子ども達に、より良い教育を

行うために、外国へ行かせたり、外国人を招いて講師をさせたり、教員の教育

に 力が注がれる。 

 

教育に関わる全ての人たちに、成長のために教育が必要である、という認識が

共有されている環境。義務だから教育があるのではなく、必要な手段として義

務化されている。この認識の差が、教育の現場の差になっているのだと、思い

ます。 
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合理性と人間性 

 

パソコンとプロジェクターを駆使して、「板書」という時間的ロスを排除し、教

師と子どもたちが、話し、聞き、会話力を高めることに集中した授業が行 われ

ていました。使用している教材に満足できなければ、市が提供しているもので

あっても、教員同士で話し合って新しいものを創造していくという取り組みも 

行われていました。授業計画を共同で練り、ノウハウを共有し、お互いに方法

に意見し合いながら、授業の質を向上させようという取り組みも行われていま

し た。 

 

上海市の公立学校も、学区制です。人気のある学校は、抽選で選ばれます。入

学時点では学力にばらつきがあるのは、同じです。でもその習熟度の差を埋め

るために、対策が取られている。だから、公立校でもエリートが排出されてい

くのだと思います。その「エリート」も、ただ入試を突破できる学力があると

いう意味での教育結果ではなく、社会に出て即戦力になれるだけの素養を身に

つける、という意味での教育による結果。 

 

まとめとして 

 

「鏡の国のアリス」の赤の女王の一節に、「その場にとどまるためには、全力で

走り続けなければならない」という表現があります。進化やイノベーショ ンの

文脈でよく取り上げられる表現です。生き残るためには、進化し続けなけらば

ならない、という意味で用いられます。日本の、そして横浜の公立での教育 は、

中国に大きく水をあけられている。それが今回の視察で明確に分かりました。

彼らは正に、授業をより良くするために、より良い教育を提供するために、走

り 続けていました。大きな、大きな差があります。 

 

でも、埋められない差ではない。100 年、200 年の差ではないんです。ここ

10 年程度で、中国は教育を変えてきた。日本に、変えられないわけがな いん

です。観光客を海外から招き入れることでも、語学力が必要です。国際化が進

む中で、より良い取引、より良い就労、より良い経験を徔るために、海外へど

んどん目が向き、実際海外で活躍する日本人も増えている現在。 

 

「憲法に定められている」という固定化した義務としてではなく、社会環境に

応じて目標を設定し、そのために何が必要か分析し、必要な手段を選択して い
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く教育に。変化できれば、まだまだ成長できる。変化しなければ、全力で走ら

なければ、衰退してしまう。公立学校における教育を、変えたい。その思いを

強 くした、視察でした。 
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