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教育

在宅学習・遠隔教育q
ホームスクール

米国ではホームスクールが全州で合法化、
日本でも生徒数が増えて市民権を得つつある

米国ではポピュラーな

でなく、ポートフォリオ評価と呼ばれる多

大学・高校の「ネットコース」

面評価、自己評価の重視が台頭している。

いまアメリカの教育界においては、グ

既存教育の問題点

ローバル化とネット産業化がテーマになっ

バーチャルスクールが続々開校
ケンタッキー州は1999年末、クラスコ
ム社

と契約を交わし、同社の持

日本では教育とはいまだに全員集合し

つオンライン授業をバーチャル高校で購入

発行されて卒業できる「ネットコース」

て一斉に行われるのが本筋である、とい

することを発表した。そして2000年１月

を、いまや大学の72%、高校の60%が作

う人が多い。教科書に書かれていること

に始動した、このケンタッキー・バーチャ

っている。オンライン科目で単位を与え

は事実であるとして、クリティカルシンキ

ル高校

ることによって、今までの高校の教室で

ング（自分なりの問題意識形成の思考法）

学、外国語などの教師に来てもらえない

ている。キャンパスに行かなくても単位が

は、より高度な数学や科

はできないような学問に打ち込むことがで

が育たないのも今までの教育の問題点で

小さな田舎の学校を支援する高校として

きる。インターネットの普及は通学の義

ある。１時間の授業時間中に生徒１人に

早くも大きな成果を生み出している。オ

務をなくし、学習者たちを教室から解放

注がれる教師の視線は平均15秒だといわ

ンラインの活用によって地理的なハンデ

していく過程にあるといえるだろう。

れている。教師に個別に学習を支援する

のある州内の学校、資金や人材不足に悩

余裕はない。たとえ30名クラスになった

む学校でも、インターネットのおかげで、

としても、さほど変わりはない。それに学

より幅広い魅力ある教師やコースを取り

習者の興味、関心、学習履歴（消費者

そろえ、多様な学習意欲を持つ生徒たち

ホームスクール（在宅学習）の普及
一方、ホームスクールと呼ばれる在宅

でいうところの消費歴、消費傾向）に沿

に代替学習コースを提供できるようにな

学 習 は 50州 すべてで合 法 化 されてお

った教材の一覧表が出てくるわけでもな

ったのである。

り

、インターネット普及に助けら

く、またかゆいところに手の届く情報提

れ、市場人口は200万人にのぼる（資料

供がされるわけでもなく、ブロイラーのよ

すでに13州でバーチャル高校がスタート

3-1-24）。その比率は全学齢の児童・生徒

うに横一線に並べられ、既製品コースに

した。バーチャルな学習環境は、通常と

の5%に達し、2005年には15%の普及率

沿って他人との競争を余儀なくされるの

は異なった学習スタイルを促す。黒板の

になると予測されている。

である。

前に教師が陣取っているわけではないの

ケンタッキーの試みの成功を見届けて、

ホームスクールをサポートするインター

自分のことを真剣に考えて行われる情

ネットスクールはすでに全米で150校、な

報提供やアドバイス、提案がインターネ

姿勢を身につけられる。生徒によっては、

かには3万人という生徒数を誇るマンモス

ットを使ってなされる場合、これまでの

そうした方法のほうが学習しやすい場合

校もある。ホームスクールの関連サイトは

「人が実際に介在しての心のこもっていな

もある。普通の教室には通わないような

いまや個人サイトを含めると数え切れな

いサービス」は消費者の支持を得られな

生徒でも、コミュニケーション手段の相

い。ホームスクーラー（ホームスクール実

くなってくる。

違を超えた電子メールでのやり取りやデ

で、生徒たちは１人で自主的に学習する

践者）の入学を認める大学も、ハーバー

アメリカで大学にとどまらず、小中高

ド大やスタンフォード大をはじめ増えてい

校でオンラインコース、バーチャルコース

ダ・オンラインハイスクール

る。

の開設が相次いでいる背景には、既存の

もユニークである。

ィスカッションになら参加できる。フロリ
など

ホームスクールの普及は既存のリアル

リアルな学校に比べて、ハイタッチで、ワ

以上のように、アメリカではホームスク

の学校にも刺激を与え、経営努力を促し

ンテーブルサービス（教材やカリキュラム

ールサポート校ともいうべきインターネッ

ている。昼間の時間帯でしかサービスを

の選択肢がたくさんある中で比較検討し

トスクールがあり、そのほとんどが認定証

提供できない学校は親からも子どもたち

ながら選択できる）を実現し、ワンスト

や卒業証を発行することができる。また

からも評価されない。消費者の求める教

ップショッピングサービス（コースの選択、

行政主体のバーチャルスクールが昨年よ

育サービスの時間帯は「朝９時から夕方

申し込みから受講、教材購入、キャリア

り増えており、さらに最近では一般高校

５時」ではなく、「夕方５時から翌朝５

ガイダンス<進路指導>まで1か所で利用

までがホームスクーラーをも対象としたネ

時」になっている。また、
「答は1つ」式

できる）が実現しようとしている現状が

ットコースを立ち上げているのである。

の偏った学力評価になりがちな点数評価

ある。
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こうしたアメリカの高校の「ネット教

育」市場は46億8000万ドルと算出され

資料3-1-24 日米の「ネット教育」比較

る。（資料3-1-25）

アメリカにキャッチアップする日本の
ホームスクール、バーチャルスクール
日本の教育界では、昭和 16年は消費
者である学習者や保護者の選択権を奪っ
た年として記憶されている。ドイツのナ
チスの制度を翻訳した国民学校令が公布
され、現在まで続く学区制が敷かれた。

人口（百万）
就学者人口（百万）
ホームスクーラー（百万）
高校生（百万）
高校数
ネットコース採用高校
大学生人口（百万）
大学数
大学ネットコース普及率
ネットコース受験大学生（百万）

アメリカ

日本

275
53
2
15（9-12年生）
33,000
J
20,000 注
15
5,000
72%
1.4

126
20
約0.001
4（10-12年生）
5,500
0
4
1,200
3%
0.01

（注）推定普及率 60%として計算＝ K12校ネットコース普及率 44%（幼稚園から小中学校、高校）であることから、高校は60%と推定
出所

全米教育統計センターとIDCのデータより日野公三氏が作成

また私立学校が、補助金の見返りに経営

・全米教育統計センター（National Center for Education Statistics）

の自由が奪われた年でもあった。明治、

・IDC（International Data Corporation）

Jump 11

大正下では認められていた家庭教育（い
までいうホームスクール）が禁止され、

資料3-1-25 米国の高校の「ネット教育」市場

就学が義務付けられた。いうところの

Ａ）一般高校＝45億ドル市場
１人当たり年間3,000ドルとして、高校生1,500万人の10%がオンラインを選択

「昭和16年体制」であるが、現在、この
体制は大きく揺らぎ始めている。
“文部科学省非準拠市場”といわれる
市場が拡大している。インターナショナ
ルスクールやフリースクールといった学校
である。留学者も年々増加しており、イ

（※公立校生徒１名当たりの教育予算額は年間6,000ドル）
Ｂ）インターネットスクール＝1億8,000万ドル市場
インターネットスクール（ホームスクールサポート校）150校。１校当たり生徒
400人とすると60,000人。
（※１人当たり年間3,000ドルとして）
（Ａ）＋（Ｂ）＝46億8,000万ドル

ンターネットを活用するホームスクール実

出所

日野公三氏が作成

践者（ホームスクーラー）も急増してい
る。

日本のホームスクール

じまない、という人は減ってくるだろう。

ル大学院

アメリカでも10年前は今の日本とさほど

いる。

変わりのない状態だったが、不登校問題
2000年７月に誕生した日本ホームスク
ール支援協会

には、すでに300家

はいつのまにかホームスクール、インター

などがその先端を走って

（日野公三 株式会社アットマーク・ラーニング代表取
締役）

ネットスクールに吸収されていった。

族が入会している。ホームスクーラーを
サポートするインターネットスクールも、

HSLDA（米国ホームスクール法的擁護
協会） www.hslda.org

今後の課題

アットマーク・ インターハイスクー
ル

や、EIKOH Webインターナ

クラスコム www.class.com

今後日本でもネットラーニングが普及

ケンタッキー・バーチャルハイ
スクール

が誕生し、生徒

しようというときに、学習指導要領、教

数を増やしている。いずれもインターネ

員免許、学校設置基準、教科書の検定

フロリダ・オンラインハイスクール

ットスクールの本場、アメリカの伝統校

制の見直しの問題は避けて通れない。それ

日本ホームスクール支援協会

と提携している。

らリアルの対面教育を前提においた規定

ショナルスクール

www.kvhs.org
fhs.net/FHSWeb.nsf/Home?Open
www.homeschool.ne.jp
アットマーク・インターハイスクール

アットマーク・インターハイスクールに

は時代錯誤になってくるであろう。
「ホー

は、開校初年度で80名の生徒が入学し

ムスクールとオンライン学習」の優れてい

EIKOH Webインターナショナルスクール
J

ている。アメリカの大学のネットコース

る点を評価できるかどうかが課題となる。

www.eikoh-internet.com/index2.html

を活用しながら国際的な飛び級入学を目

なお、大学におけるインターネットコー

指す人のための「海外進学プレステージ

スは日本でも認可されるようになり、増

コース」

加の兆しが見え始めている。2000年に開

もスタートし、留学志

向の人や在留子女が学んでいる。
ホームスクールが日本の教育風土にな

校した人間総合科学大学

、2002

年4月からスタートする信州大学バーチャ

www.inter-highschool.ne.jp
J

海外進学プレステージコース

kaigai.at-learn.co.jp
人間総合科学大学 www.human.ac.jp
信州大学工学部情報工学科

www.cs.shinshu-u.ac.jp
nces.ed.gov
www.idcresearch.com
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