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研究成果の概要（和文）：『「進学校」における人間性涵養とリーダーシップ―日本と欧州3ヶ国から学ぶ―』を広島
大学高等教育研究開発センターの叢書として出版し、全国の国公私立大学及び研究所に郵送。
本調査の対象校は、海外では、イートン、セント・ポールズ、シュルーズベリー、ウェストミンスター、マーチャン
ト・テイラーズ、ラグビー、ハロウ、チャーターハウス及びマンチェスター・グラマー・スクールである。他にフラン
スのリセ、スイスのボーソレイユ・コレージュ、ブリヤモン・インターナショナル、コレージュ・デュ・レマンを、国
内では、名門中高一貫校８校（麻布、開成、慶應義塾、甲陽学院、灘、ラ・サール、早稲田）及び日比谷と戸山高校で
ある。

研究成果の概要（英文）：Our research team published the book named "Fostering Humanity and Leadership in
Distinguished Schools: Lessons from Japan and Three European Countries". The great changes that took
place in the English education system in the 19th and 20th Centuries transformed but did not diminish the
role of the independent sector in secondary education. The challenge for reformers is how to expand
access to these schools without diminishing academic excellence.
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