
平成23年度

全国私学教育研究集会
群馬大会 研究集録

日本の未来を拓く私学教育

※本報告書中に幾つかの画像を掲載しておりますが、生徒が特定できる画像については

省略させていただきましたのでご了承ください。

第59回
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財団法人日本私学教育研究所所長 中 川 武 夫

平成23年10月27日・28日の2日間、群馬県高崎市の群馬音楽センター、ホテルメトロポリタン高

崎並びにエテルナ高崎において、全国から約500名の教職員の皆様にご参加いただき、第59回全国

私学教育研究集会群馬大会が、「日本の未来を拓く私学教育」を研究目標に開催されました。

本大会は、財団法人私学研修福祉会の主催、群馬県、高崎市並びに日本私立中学高等学校連合

会の後援で、多くの関係団体のご支援、ご協力をいただき、群馬県私立中学高等学校協会、関東

地区私立中学高等学校協議会並びに財団法人日本私学教育研究所が実施いたしました

初日の開会式では当研究所の吉田 晋理事長の挨拶に始まり、本大会実行委員長の関東地区私

立中学高等学校協議会・堀井基章会長、群馬県私立中学高等学校協会・小茂田惠三会長のご挨拶、

さらに、公務ご多忙中にもかかわらず、群馬県知事の大澤正明様、高崎市長の富岡賢治様にもご

臨席の上、ご祝辞を賜りました。

開会式後の全体会は2部構成で行われ、第1部では、日本私立中学高等学校連合会・吉田 晋会

長より「私学教育への取り組みについて」と題して、「就学支援金」や「東日本大震災による被

災地への政府の対応」、「学校での ICT の活用」などに視点を置いて、現状をご報告いただきまし
た。第2部では、「“音楽のある街・高崎”からのメッセージ“音楽の力で育む子供の心と豊かな

未来”」をテーマとして、財団法人群馬交響楽団常務理事の五十嵐靖男先生に、「音楽による情操

教育の向上と普及～県民とともに歩む群馬交響楽団～」を演題にご講演をいただき、さらに、講

演後には群馬交響楽団のご厚意により、オーケストラの演奏も行われ、ご参加の方々から好評を

得ることができました。

2日目からは、私学経営部会、教育課程部会、法人管理事務運営部会、進路指導部会、国際理解

教育部会、特色教育部会の6つの部会に分かれ、それぞれのテーマの下、講演、研究発表等を中心

に活発な情報交換も行われ、多大な成果を収めることができました。

この度、上記の研究成果等を集録に纏めました。各学校の今後の教育活動のお役立ていただけ

れば幸いに存じます。

最後に、本大会開催にご尽力いただきました講師・研究発表者の方々、また司会・記録並びに

運営に携わっていただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

なお、次年度の第60回全国私学教育研究集会は、平成24年10月11日・12日の2日間、新潟県・東

北6県私立中学高等学校協会協議会、社団法人岩手県私学協会並びに財団法人日本私学教育研究所

の実施により、岩手県盛岡市・ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷ ＷＩＮＧにて、「未来を拓く私

学教育 ―人間力を養い人格の完成を目指す―」を研究目標に、6部会で開催が予定されておりま

す。新潟県・東北6県私学関係の皆様のご健闘を期待するとともに、全国から多くの方々のご参加

をお待ち申しあげます。
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日本の未来を拓く私学教育

平成２３年１０月２７日（木）・２８日（金）の２日間

全体会場 群馬音楽センター

部 会 ホテルメトロポリタン高崎／エテルナ高崎 会議室

４３７名

時間
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

月日 45 45 45 30 30

第 1 日 受 開 全 体 会 移
教 育

10月27日 会 報 記 念 講 演
懇 談 会

(木) 付 式 告 講 演 演 奏 動

第 2 日 受 閉
開

10月28日 会 部 会 昼 食 部 会 会
式

(金) 付 式

第１部 報 告 「私学教育への取り組みについて」

日本私立中学高等学校連合会 会 長
吉 田 晋

財団法人日本私学教育研究所 理事長

第２部 “音楽のある街・高崎”からのメッセージ「音楽の力で育む子供の心と豊かな未来」

記念講演 「音楽による情操教育の向上と普及～県民とともに歩む群馬交響楽団～」

講 師 財団法人群馬交響楽団 常務理事 五十嵐 靖 男

群馬交響楽団演奏

演 目 「管弦楽のためのラプソディー」（外山雄三 作曲）

「夏の思い出」（中田喜直 作曲） 他

指揮者 上 野 正 博

部 会 ① 私学経営部会：私学経営の活性化と次世代リーダーの育成

② 教育課程部会：次代の私学教育を見通した教育課程と評価について

③ 法人管理事務運営部会：事務室が変われば、学校も変わる

④ 進路指導部会：個性を伸ばし夢をかなえる進路指導の実践

⑤ 国際理解教育部会：グローバルな視点を養う教育を目指して

⑥ 特色教育部会：建学の精神 原点に立ち返る

研究目標

会 期

会 場

参加人員

基本日程

研修内容
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１．大会役員（順不同）

増 田 壽 男（ ）
吉 田 晋（ ）
實 吉 幹 夫（ ）
山 中 幸 平（ ）
中 川 武 夫（ ）
鈴 木 康 之（ ）

２．実行委員（順不同）

委 員 長 堀 井 基 章（ ）
副委員長 小茂田 惠 三（ ）
委 員 廣 瀬 和 喜（ ）

船 田 元（ ）
小 川 義 男（ ）
大 羽 克 弘（ ）
工 藤 誠 一（ ）
森 本 純 生（ ）

財 団 法 人 日 本 私 学 教 育 研 究 所 副理事長・全国集会総括責任者
東 京 女 子 学 園 中 学 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

財 団 法 人 私 学 研 修 福 祉 会 理 事 長
法 政 大 学 理 事 長 ・ 総 長

財 団 法 人 日 本 私 学 教 育 研 究 所 理 事 長
富 士 見 丘 中 学 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

財 団 法 人 日 本 私 学 教 育 研 究 所 副 理 事 長
学 校 法 人 山 中 学 園 理 事 長

財 団 法 人 日 本 私 学 教 育 研 究 所 所 長
淑 徳 巣 鴨 中 学 高 等 学 校 校 長

財 団 法 人 日 本 私 学 教 育 研 究 所 全国集会副総括責任者
水 戸 女 子 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

関東地区私立中学高等学校協議会 会 長
学 校 法 人 堀 井 学 園 理 事 長

群 馬 県 私 立 中 学 高 等 学 校 協 会 会 長
前 橋 育 英 高 等 学 校 校 長

茨 城 県 私 学 協 会 会 長
学 校 法 人 東 洋 大 学 理 事

栃 木 県 私 立 中 学 高 等 学 校 連 合 会 会 長
作 新 学 院 中 等 部 高 等 学 校 理事長･中等部校長

社団法人埼玉県私立中学高等学校協会 会 長
狭 山 ヶ 丘 高 等 学 校 校 長

社団法人千葉県私立中学高等学校協会 会 長
千 葉 英 和 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

一般財団法人神奈川県私立中学高等学校協会 理 事 長
聖 光 学 院 中 学 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

群 馬 県 私 立 中 学 高 等 学 校 協 会 顧 問
高 崎 商 科 大 学 附 属 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長
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１ 日 時 平成23年10月27日（木） 12時45分～17時00分

２ 会 場 群馬音楽センター

３ 開 会 式 12時45分～13時45分

(1) 開会のことば

全国私学教育研究集会群馬大会 全体集会運営委員長 野 口 秀 樹

(2) 主催者挨拶

財団法人日本私学教育研究所 理事長 吉 田 晋

(3) 実行委員長挨拶

関東地区私立中学高等学校協議会 会長 堀 井 基 章

(4) 歓迎のことば

群馬県私立中学高等学校協会 会長 小茂田 惠 三

(5) 来賓祝辞

群 馬 県 知 事 大 澤 正 明 様

高 崎 市 長 富 岡 賢 治 様

(6) 次期開催地代表挨拶

新潟県・東北6県私立中学高等学校協会協議会 会長 千 葉 満

(7) 次期開催県代表挨拶

社団法人岩手県私学協会 会長 小田島 順 造

(8) 閉会のことば

全国私学教育研究集会群馬大会 全体集会運営委員 森 本 純 生

４ 全 体 会 13時45分～17時00分

第 1 部 報 告

「私学教育への取り組みについて」

日本私立中学高等学校連合会 会 長
財団法人日本私学教育研究所 理 事 長 吉 田 晋

第 2 部 “音楽のある街・高崎”からのメッセージ

「音楽の力で育む子供の心と豊かな未来」

(1)記念講演

演 題 「音楽による情操教育の向上と普及 ～県民とともに歩む群馬交響楽団～」

講 師 財 団 法 人 群 馬 交 響 楽 団 常 務 理 事 五十嵐 靖 男

(2)群馬交響楽団演奏

演 目 「管弦楽のためのラプソディー」（外山雄三 作曲）

「夏の思い出」（中田喜直 作曲） 他

指揮者 上 野 正 博
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５ 全体集会運営委員（順不同）

委 員 長 野 口 秀 樹（樹徳中学校 理事長・校長）

副委員長 小茂田 惠 三（前橋育英高等学校 校長）

委 員 大 川 義（共愛学園中学高等学校 校長）

森 本 純 生（高崎商科大学附属高等学校 理事長・校長）

松 本 兼太郎（東京農業大学第二高等学校 校長）

市 川 賢太郎（高崎健康福祉大学高崎高等学校 副校長）

髙 山 幸 索（常磐高等学校 校長）

市 川 平 治（新島学園中学高等学校 校長）

佐々木 克 典（学校法人白根開善学校 理事長・学園長）

狩 野 紀 憲（関東学園大学附属高等学校 副校長）

嶋 村 孝（明和県央高等学校 教諭）

中 村 博 志（桐生第一高等学校 教諭）
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開会の言葉

全国私学教育研究集会群馬大会

全体集会運営委員長 野 口 秀 樹

皆様、ご苦労様でござ

います。

群馬大会開会に先がけ

まして、去る3月11日発

生いたしました東日本大

震災によりお亡くなりに

なられた多くの方々に哀

悼の意を表し、黙祷を捧

げたいと存じます。恐れ入りますが、ご起立を

お願いいたします。

黙祷。〔黙祷〕

お直りください。有り難うございました。ど

うぞご着席ください。

改めまして、本日は、全国各地より多くの先

生方にご参加をいただきまして、まことに有り

難うございます。この大会が実り多きものにな

りますよう努めてまいりますので、よろしくお

願いいたします。

それでは、ただいまより、平成23年度第59回

全国私学教育研究集会群馬大会の開会式を執り

行います。

主催者挨拶

財団法人日本私学教育研究所 理事長

吉 田 晋

皆様、こんにちは。本

日は第59回全国私学教育

研究集会、北は北海道か

ら、南は九州、沖縄まで、

多くの先生方にご参加い

ただきまして本当に有り

難うございます。

また、本日は、公務ご多用のなか、群馬県大

澤知事、そして高崎市富岡市長にもご臨席いた

だきまして開会できますこと、日本私学教育研

究所、そして全国の私立中高を代表いたしまし

て、改めて感謝申し上げます。本当に有り難う

ございます。

今年の大会は、2年前から群馬県にお願いを

いたしまして、関東ブロックの先生方、堀井会

長を中心に皆さんでご協議いただき、群馬県が

お引き受けいただくということで、当時の会長

でいらっしゃいました森本先生が快くお引き受

けいただき、それを現会長の小茂田先生に、お

引き受けいただき、このようなすばらしい会場

でこの大会が開催されることになりました。今
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年は、先ほど黙祷を捧げさせていただきました

けれども、3月11日に、本当に我々には想像で

きない災害を受けて、私立学校の生徒、教職員

も10数名の方が被害にあわれました。

ご家族の問題やその他様々な問題、また現実

には福島第一原子力発電所のあの事故によっ

て、今、放射線における汚染という非常に怖い

状況が続いているのも事実だと思います。

しかし、そういう中で、こうして全国の私学

の先生方が集まって一つになって、何を考えて

いるか、それは、今回のテーマでもございます

「日本の未来を拓く私学教育」、私は、「未来を

拓く」ももちろんですが、今までのこの日本の

教育、特に中等教育、初等教育の担ってきた私

立学校の役割というのは大きなものがあると思

っています。

そういう意味では、私立学校があってこそ、

この日本の教育を支えてきたんだ、そういう気

持ちを忘れずに、皆様で一つになってこの大会

を運営し、そしてそれが21世紀を担う子ども達

に良い教育を授けられるもととなるものと信じ

ております。

そういう意味では、今日、大澤知事もご出席

でいらっしゃいますので、一つだけお願いをさ

せていただきますと、全国からこうやって私学

が一つになって集まっております。それは実は、

群馬県の来年度の私学助成の増額を要求しに集

まらせていただいております。ぜひ知事には、

もう本当に財政が厳しいのは十分理解しており

ますが、群馬県の私学も厳しく、また全国の私

学のためにも、ぜひ頑張っていただきますよう

にお願い申し上げましてご挨拶とさせていただ

きます。

本日は、有り難うございました。

実行委員長挨拶

関東地区私立中学高等学校協議会 会長

堀 井 基 章

本大会の実行委員長を務めさせていただいて

おります堀井でございます。一言ご挨拶と御礼

を申し上げたいと存じます。

まずは、先ほどからの

お話のように、3月11日

の東日本大震災、そして

原子力発電所の事故、復

旧、復興ということを願

っているわけですが、本

当にどこまでやれるの

か、やってくれるのか、

我々はどこまでその力添えができるのかという

のは、大変心配でなりません。一日も早く復興

されることを願っているところであります。

何しろ本日は、本当に公務ご多用のところ、

知事様、市長様がこの大会にご出席をいただき

まして、本当に有り難うございます。

第59回の全国私学教育研究集会は、関東地区

が当番ということで、関東の各県が協力してや

っていこうということでありますが、実質的に

は群馬県の私立中学高等学校協会が中心となっ

て企画、運営していただいているわけでありま

す。その上に日本私学教育研究所と連携をとり

ながら、内容の濃いプログラムを作成し、皆様

方に参加をしていただく、ということでありま

す。

その中で、ご案内をいたしておりますように、

今回の一つの特徴といたしましては、先生方も

よくご存知のように、こちら高崎市、群馬県は、

音楽による情操教育の向上と普及ということを

掲げていらっしゃいます。この群馬交響楽団と

いうのは、1945年、昭和20年に創設されたと伺

っております。そういう交響楽団の今回は演奏

と講演ということで、そのコラボレーションと

いう試みをこの大会で我々にお示しいただける

ということであります。一つの私学ならではの

記念講演だろうと思いますので、このあと行わ

れると思いますが、私どもも、そのあたりをひ

とつ注目したいと思います。もちろん各部会の

研修、皆様方がご参加されて活発な研修をして

いただければ何よりであります。

いつも言われることでございますが、私立学

校も公教育の一端を担っているわけですが、ど

うも公立、私立というものの学費の格差をはじ
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め、いろいろな格差もありますし、私学の抱え

る問題もたくさんあるわけであります。ぜひこ

の全国大会においてそんな話も皆様同士で意見

交換するなりして、各県にお持ち帰りをいただ

き、そして各県の事情にあわせて、いろいろと

私学同士、あるいは対県に対していろいろな形

で私学としての活動をされることも一つの手だ

ろうと思います。

そうやって研修されたことと、この大会のも

う一つの意義と考えますのは、全国からいらっ

しゃっているわけでございますので、同じ県の

先生方とはいつもお会いになっていらっしゃる

のだろうと思います。他県の先生方とはなかな

かお会いできないし、お話しする機会がないわ

けでありまして、こういう機会に、いろいろな

部会とか、あるいは懇親会、こういう席で他県

の先生ともよくお話しをいただき、本当に知り

合いになっていただき、この大会が終っても、

あとで、「ああ、あの先生にもう一回あのこと

を聞いてみよう」というような、そういう輪を

広げられるのもこの大会の一つの意義になるの

だろうと思いますので、名刺交換等をされなが

ら、そういうものも得ていただければ何よりか

なと思います。

本日と明日、2日間の研修でございます。先

生方がこの大会に参加して良かったなと思われ

るよう期待するところであります。今後さらな

る私学の発展ということを祈念し、参加をいた

だきました先生方に重ねて厚く御礼を申し上

げ、ご挨拶に代えさせていただきたいと思いま

す。どうも有り難うございました。

歓迎のことば

群馬県私立中学高等学校協会 会長

小茂田 惠 三

皆様、こんにちは。群馬県私立中学高等学校

協会会長の小茂田でございます。

本日は、ようこそ群馬へお越しいただきまし

た。そしてようこそ、ここ高崎市へお越しいた

だきました。秋も深まってまいりまして、上毛

の山並みが色鮮やかな紅葉に染まり始めまし

た。本日ここに、第59回

全国私学教育研究集会群

馬大会を開催しましたと

ころ、全国各地より多く

の皆様のご参加をいただ

き、誠に有り難うござい

ます。

また、公務ご多用のな

か、群馬県知事・大澤正明様、高崎市長・富岡

賢治様にご臨席を賜り、衷心より感謝申し上げ

ます。有り難うございます。

本大会は、財団法人日本私学教育研究所、私

学研修福祉会の主催、群馬県、高崎市、日本私

立中学高等学校連合会の後援で、群馬県私立中

学高等学校協会並びに関東地区私立中学高等学

校協議会が実施をいたしますが、この大会実施

に至るまでには多くの関係団体のご支援、ご協

力をいただきましたこと、改めて御礼を申し上

げます。

さて、このたびの東日本大震災は、戦後世代

の私達にとって未曽有の体験です。同時に、今、

私達一人ひとりが、何ができるかを真剣に問い、

行動していかなければならないという思いを新

たにいたします。

今、時代は、大きな転換期を迎えています。

震災により明らかになった諸問題への取り組み

は、国をあげての改革へとつながっていくもの

と考えられます。先行きの不透明感はぬぐえな

いまま、時代は刻々と変化していきます。

このような中、学校教育の場においても、教

育の質の向上、学校の質の向上が、どの学校に

も求められています。とりわけ私ども私立学校

は、それぞれの建学の精神を体して次の世代を

担う人材の育成をその使命とするところであり

ます。このような時代だからこそ、自主自立の

精神を持った私学人が我が国を背負って立つも

のと確信しております。

さて、この群馬の地は、関東平野の北端にあ

る地域で、赤城山、榛名山の裾野が緩やかに広

がり、山岳地帯からの水流は利根川に集約され

て関東平野を流れています。中山道や三国街道
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が交差し、新しくは関越道、上信越道、北関東

道も整備され、東北地方や上信越地方と緊密に

つながっております。様々な人々が行き交い、

文化が交流してきた地域であります。

今回、このような群馬の自然環境や歴史、文

化の一端にも触れていただき、大いに研修を重

ねながら、明日の私学教育のさらなる発展への

一助となれば幸いです。今後ますますの発展を

祈念して歓迎のことばといたします。本日は誠

に有り難うございます。

来賓祝辞

群馬県知事 大 澤 正 明 様

皆様、こんにちは。群

馬県知事の大澤でござい

ます。

冒頭から吉田会長さん

から要望をいただきまし

た。群馬県は、今年から

第14次の群馬県総合計画

「はばたけ群馬プラン」

をスタートさせところであります。その中の重

要施策の一つに、人づくりを掲げております。

今、私学団体ともしっかり連携して、群馬県は、

全国でもトップクラスの補助体制をとっており

ますので、会長さんにはどうぞご安心をしてい

ただければと思っております。

それでは、一言ご挨拶申し上げます。

本日、第59回全国私学教育研究集会群馬大会

が、全国から多くの皆様方をお迎えいたしまし

て、ここ群馬県で盛大に開催されますことを心

からお喜び申し上げますとともに、皆様方のご

来県を200万の県民とともに心より歓迎申し上

げます。

皆様方には、日ごろから私学教育の振興のた

めに格別なご尽力を賜っておりますことに、心

より深く感謝申し上げます。

今日、教育を取り巻く環境は、急激な少子・

高齢化の進行、グローバル化、価値観、ライフ

スタイルの多様化等、大きく変化をしておりま

す。こうした中、全国から私立学校関係者およ

び教職員の皆様が、このように一堂に会され、

「日本の未来を拓く私学教育」をテーマとして、

2日間にわたりまして研究集会を開催されます

ことは、誠に意義深いことであり、その成果が

今後の私学振興のさらなる発展に大きく寄与す

ることを期待申し上げるところでございます。

私は、県政を推進するにあたりましては、ま

ず人づくりが重要と考えております。地域が輝

くためには、そこに暮らして、その地域の未来

を担う子ども達が夢と希望を持って成長できる

よう育てていくことが必要であり、このことが

まさに教育の力であると考えております。

本県も、未来を担う子ども達のために教育の

充実と発展、そして私学振興のために全力で取

り組んでおるところでございます。どうか皆様

方におかれましても、それぞれの地域で今まで

と変わらぬお力添えを賜りますようお願い申し

上げます。

結びになりますが、開催にあたりご尽力をい

ただきました関係の皆様方に、重ねて感謝申し

上げますとともに、本日ご出席の皆様方のご健

勝、ご活躍を心よりご祈念申し上げ、お祝いの

ことばとさせていただきます。本日は大変おめ

でとうございます。

来賓祝辞

高崎市長 富 岡 賢 治 様

第59回全国私学教育研

究集会を群馬県高崎市で

開いていただきまして、

まことに有り難うござい

ます。ようこそいらっし

ゃいました。

高崎は、よくご存知の

方ばかりではないと思い

ますが、きわめて開放的な市でございまして、

江戸時代から常に交通の要地ということで、中

山道とか、東山道とか、日光例幣使街道、利根

川の船運の起点だということで、全国から異文

化が集まってまいりまして、開放型の社会をつ

くってきたという特色がございます。商業の町
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ということで、江戸時代から商都、商業の都と

いう特色を持っておりました。それが未だにそ

ういう特色を持っておりまして、高崎は割合商

業が盛んな町でございます。

昨日お泊まりいただき、また今日、もしお泊

まりいただくとしたら、もし足を延ばしていた

だくのでしたら、温泉が、伊香保温泉、草津温

泉がございますが、これは高崎市ではありませ

んので、なるべく高崎市に泊まっていただきま

して、お泊まりならずにすぐお帰りになるよう

でしたら、せめて夕食は高崎で食べていただき

たいと思うわけでございます。

では、何がおいしいのかということになりま

すと、高崎というのは、もともと群馬というの

は、「こなごの文化」といいまして、要するに、

うどんやそばが特色のところでございまして、

さらに野菜が非常においしい。近郊野菜から高

原野菜。この野菜がおいしいというのは割合に

全国的にも評価が定まっております。それから

豚とか牛肉とか、なかなかいいものがございま

すので、お泊まりにならなかったら、せめて夕

飯だけでも高崎市で食べていっていただきたい

ということをお願いいたすわけでございます。

ちょっと2分ほど時間をいただきますが、私、

市長になります前は、すぐそばの地域の公立の

大学と女子大学の学長しておりまして、その前

はずっと長く文部省、今の文部科学省で仕事を

しておりまして、私学関係者の方々とは大変深

いおつきあいをさせていただきました。ぜひ一

つだけご紹介したい私の業績がございます。

国立教育研究所の所長というのをやっており

まして、そのときに、日本の最大の教育問題は

何かという問題意識を持っておりまして、これ

は学力低下だとよくいわれますが、学力低下と

いうのは、ご存知のように、OECD の調査であ
りますが、あれが低下しているかどうかという

のは評価が分かれるところでございます。この

辺は議論が分かれますが、確実に日本の子ども

が低下している、世界最低の水準にあることが

一つあるわけでございます。

要するに、日本の子どもは、学習意欲がない。

要するに勉強する意欲が世界でダントツに低い

というのは、これだけははっきりした数字にな

っているわけでございます。私自身はそういう

問題意識を持ちまして研究をいたしました。10

年前の国立教育研究所の研究なんていうのは、

どんな良い研究でも、大体今の文部科学省は一

切見ません。大体役所というのは、5年前くら

いの研究資料なんていうのは、どんなに良くて

も見ないものですが、ましてや10年前の研究で

ございますから、研究所をあげて研究いたしま

して、参考までに申し上げたいのですが、学習

意欲がない日本の子どもにどういうきっかけが

あったら勉強する気になるのだろうかという調

査をやったことがございます。

東京と岐阜県の子ども1万人近くに、子ども

とその親とその担任の先生、全部にアンケート

とヒアリングなどをいたしました。どういうき

っかけで勉強する気になるのだろうかと。4分

の3くらいは No回答です。なぜかといったら、
勉強する意欲を持ったことが一度もないという

子が4分の3いるわけです。

あとの4分の1はどういうきっかけで勉強する

気になったのだろうかと聞きましたら、三つあ

ることがわかったのです。

一つは、「親か、先生か、ともかく一応信頼

している人間から本気で褒めてもらうと、やる

気になる」という。褒めて育てるということだ

と思います。

二つ目が、驚くことに、「学校の授業がわか

る状態が続くこと」というのがありました。毎

日つまらない授業を聞いていると勉強する気が

なくなるというのは当然のことです。

三つ目が、「何か朝、日の出を遠くに見たり、

夜、満点の星を見たりすると、やる気になる」

という。

新聞にも大きく出ましたが、そういう調査を

私はやったことございます。高崎市と関係ない

話で恐縮でございますが、まだインターネット

で引きますと、ございます。「児童生徒学習意

欲の調査」でございます。私学の関係者の方に

お集まりいただいたときにそういう話をさせて
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いただいたことを思い出しながら、今日は、私、

昔のお仲間のようなつもりでおります。高崎市

に来ていただきまして、お顔を会わさせていた

だきまして大変幸せでございます。

どうぞ研究集会が実りありまして、また高崎

を気に入って帰っていただきますようお願いい

たしまして、ちょっと長くなって恐縮ですが、

ご挨拶といたします。有り難うございました。

次期開催地代表挨拶

新潟県・東北6県私立中学高等学校協会協議会

会長 千 葉 満

新潟県・東北6県私立

中学高等学校協会協議会

の会長をさせていただい

ております青森県私立中

学高等学校長協会の千葉

と申します。

本日は、全国各地から

たくさんのお仲間である

先生方をお迎えいたしまして、平成23年度第59

回全国私学教育集会が盛大に開会されますこと

を心からお喜び申し上げるものでございます。

この本日の資料の中にも速報で入っていると

存じますが、次回、第60回大会は、新潟県・東

北6県が担当いたしまして、岩手県盛岡市にお

いて開催されることになっておりますが、担当

地区を代表させていただきまして一言ご挨拶を

申し上げるものでございます。

はじめに、去る3月11日の東日本大震災によ

って被災された多くの方々に心からお見舞いを

申し上げます。東北は、青森県、岩手県、宮城

県、福島県が地震と津波によって大変大きな被

害を受けました。瓦礫の撤去とか避難生活から

仮設住宅へ引っ越す、そういうことがありまし

て、すでに半年余りが経過したこのごろ、よう

やく少しずつ復旧・復興が進んでおります。こ

の災害に際しまして、各私学協会あるいは中高

連を通して、全国の皆様方から本当に心温まる

お見舞いや励ましをちょうだいをいたしまし

た。このことにつきまして、この場をお借りい

たしまして深く感謝を申し上げるものでござい

ます。

大震災の影響で様々な問題が山積しておりま

す。特に原子力発電所の事故によって家へ帰れ

ない、その帰られる可能性はまだまだ先のこと

である、あるいは岩手、宮城、福島の3県から

他県へ転校していった幼・小・中・高の生徒は

1万4000人を上回る、この方々を今後どうする

のか、定住地をどのように定めていくのか、生

活の再建と道のりはまだまだ遠いのでございま

す。

このような中での大会の開催でございますの

で、何かと行き届かないこともあるかとは存じ

ますが、今回の群馬大会でいろいろと学ばせて

いただきまして、新潟県・東北各県が協力しな

がら、岩手大会を盛り上げてまいりたいと思っ

ております。

本日は、岩手県の私学協会長である小田島先

生に大会の内容等についてご紹介いただくとい

うことにさせていただきたいと思います。

本日ご参加の先生方におかれましては、来年

は力強く復興をみせる東北をぜひお訪ねくださ

り、岩手大会に多数参加くださいますことを伏

してお願い申し上げ、開催地の代表として一言

ご挨拶させていただきました。どうぞよろしく

お願いを申し上げます。

次期開催地代表挨拶

社団法人岩手県私学協会 会長

小田島 順 造

皆様、こんにちは。岩

手県の小田島でございま

す。どうかよろしくお願

いいたします。

本日は、第59回全国私

学教育研究集会群馬大会、

小茂田会長のもとに、す

ばらしい開会を目の当た

りにいたしまして、心から関係各位に感謝申し

上げたいと、そのように思います。

今、新潟・東北地区会長の千葉先生からご挨
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拶をいただきましたが、来年は岩手県で開会す

ることになりました。今、東北は、皆様ご存知

のとおり、3月11日、マグニチュード9という未

曽有の大震災によって1000年に1度といわれる

ような大津波の影響を受けまして、混乱極める

なかで大変な被害を受けました。

そのなかで宮城県、福島県、岩手県は、その

被害は甚大でありました。特に福島県におきま

しては、地震、津波、そして原発という極めて

難しい、計り知れない被害を受けております。

以来、もう7カ月の月日が経過いたしました。

今、我々の願うことは、早く復旧・復興が整

うことを願うものでございます。皆様方からそ

の間、各県の私学関係者から多大なるご寄付、

あるいはボランティア支援等々いただきまし

た。先般、中高連を介しまして義援金もたくさ

んいただき、本当に力強く感謝を申し上げると

ころでございます。改めて皆様方に感謝と御礼

を申し上げたいと思います。有り難うございま

した。

さて、来年度は、岩手県が担当するというこ

とになっておりますが、もうすでにパンフレッ

ト等々で中身についてはもうおわかりかと思い

ますが、「未来を拓く私学教育」をメインテー

マとして進めたいと考えております。今、日本

私学教育研究所の方々のご指導をいただきなが

ら進めておるところでございますが、本日は、

本県の実行委員20名ほどのメンバーで、研修、

そして視察を含めてまいっております。

どうか皆様方のご指導を賜りたいと思ってお

ります。そして、被害に受けたご恩に対して誠

意をもってすばらしい大会にしたいものだと、

このように願っておるところでございます。

私事になりますが、私、西日本にちょっと出

向いたときに、「どこから来たんですか」とい

うお話をいただいたので、「岩手県から」とい

うお話をしたら、岩手県がどこにあるかという

ことをたまたまその人はわからなかったのです

が、あえてここで申し上げますが、岩手県は、

本州の最北端、地図でいうと、青森県の下のと

ころの太平洋側にあるところが岩手県でござい

ます。

岩手県は、ご存知のとおり、四国4県の面積

を有する大きな県でございます。産業といえば、

第一次産業、農林水産業が主であります。しか

し、文化人にも宮沢賢治とか、石川啄木とか、

新渡戸稲造とか、たくさんの偉人を輩出してい

る県でございます。今年6月には平泉中尊寺が、

浄土思想が認められて世界文化遺産に登録され

ております。

どうかそういう歴史のある県でもございます

ので、来年度はぜひ皆様方、本県にお越しいた

だきまして、すばらしい研修ができることを期

待いたします。

以上、申し上げまして、次年度開催地の挨拶

とさせていただきます。有り難うございました。

閉会の言葉

全国私学教育研究集会群馬大会

全体集会運営委員 森 本 純 生

私ども群馬県がこの大

会をお受けしましてから

約2年間の間、準備をし

てまいりました。その間、

群馬県、また高崎市、中

高連の後援を受けまして、

そして県下各私立学校の

先生方の応援をいただき、

また今日は、大勢の各校のご父兄の方にもここ

においでをいただきまして、盛大に全体集会の

開会式を開催できました。心より感謝を申し上

げます。

それでは、これをもちまして、第59回全国私

学教育研究集会群馬大会の開会式を閉じさせて

いただきます。本当に有り難うございました。
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「今後の私学教育への取り組みについて」

吉 田 晋
財団法人日本私学教育研究所 理事長
日本私立中学高等学校連合会 会 長

改めまして、こんにちは。先ほどご挨拶させ

ていただきまして、最初にお断り申し上げてお

きますが、群馬県の皆様におかれましては、私

の余計な発言によって、補助金が増える増えな

いの問題にならなければいいと思っておりま

す。因みに今一度確認したいのですが、群馬県

は確かに全国レベルで非常に高くて、高等学校

が、全国平均が32万7,507円のところ34万6,345

円で、全国3位でございます。これは本当にす

ばらしい数字でございまして、知事がおっしゃ

るように努力していらっしゃると思います。

ただ、私が言いたいのは、それだけじゃ足り

ないということなんです。今日は、保護者の皆

さんも多数お越し頂いておりますので、あえて

それをお話しさせていただきたい。今日、私学

の情勢ということでいろいろ考えてきたのです

が、実際に、保護者の皆さんも含めて、就学支

援金、高校無償化というものが始まって、いっ

たい今どういう状況だろうかということなんで

すね。

保護者の皆さんにとっては、確かに年間11万

8,800円、授業料の負担が減りました。これは

私も良いことだと思います。これは本当はもっ

と負担が減らなければいけないと思います。

ただ、実際に私立学校にとって、学校という

のは私立も公立も同じことだと思いますが、運

営するには当然費用がかかります。それは学校

という土地、建物、そしてそれを動かす光熱費

とかの固定費、そして何といっても学校にとっ

て財産は教員なのです。先生一人ひとりが、そ

れぞれの学校の教育目標に合わせた、より良き

教育をする仲間としていかに働いてくれるか。

ですから、今、お母様達もご存知だと思います

が、公立学校で、教員の質が悪いとか、いろい

ろなことをいわれます。

民主党政権になりまして、教員の資質向上と

いって、いろいろやり方を変えて、教員免許状

の方法を変えようとか、いろいろなことを言っ

ているのです。ただ、私立学校というのは一校

一校なのです。一法人一法人なのです。そうす

ると、それぞれの学校が、自分達の教育の目標

を定めて、うちの学校はこういう教育をします、

うちの学校はこういう教育をします、それを保

護者の皆さんと受験生の皆さんが選んで、うち

の子どもにはこういう教育がいいと、選んで入

ってくるのが私立学校ですよね。

公立学校はどうかといったら、もともとが、

まず義務教育の小学校、中学校というのは、こ

れは義務教育ですから、当然、お父様、お母様

達は子どもに義務教育を受けさせる義務があ

る。子どもに教育を受けさせないのは親の責任

である。ですから、義務教育で準備されている。
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つまり、それは、一律の同じレベルの教育を広

く国民に与えようというのが義務教育です。

そして高等学校はどうかといったら、義務教

育ではありません。そうでないところに公立学

校というのができました。それは戦後たくさん

数が増えました。それは、アメリカの GHQ の
支配下において教育力を上げよう、それで地域

の学校が必要だということで、旧ナンバースク

ールではなくて、公立の義務教育、小中学校終

ったあとにいく学校というのを、その地域に根

ざした学区というものをつくって、そこの中で

教育を受けさせて、そして日本人の総体の教育

力を上げようという、ある意味で画一的な教育

をしようということが、学区制ということであ

ったわけです。

それが、私立学校は、そういう中で、先ほど

言いましたように、保護者の皆さんと子ども達

が選んで、自分の子どもにはこういう教育が合

っているといって行くようになって、そうする

と、私立学校が飛び抜けているみたいに受け取

る人が出てきた。では、私立学校はどうかとい

ったら、東大や京大に何人入れたというのがい

い学校か。私立学校はそんなこと一つも思って

いないのです。ただ、悔しいかな、日本の社会

制度というか、お役所というか、東大や京大を

出た人が世の中を牛耳っているようになってい

る。そういう学校にいった人が何かエリートみ

たいになっている。そういう学校にたくさん入

れた学校がいい学校だというように世の中が流

れている。

ところが、私立学校は決してそういう学校だ

けではない。逆にいえば、もっと下のほうの、

公立学校に入れない人も入って、その子達に良

い教育をやっている学校だってあります。それ

だけ幅広いのですが、それぞれ一つひとつの学

校なわけです。この学校がいかにそれぞれいい

教育をしているか。そのために教育の仲間とし

ての教員というのは大切なのです。

ですから、だめな教員がいたら、その学校の

教育は成り立たないです。先生というのは、我

々にとっては学校の中で最も大事な財産なので

す。資産なのです。ですから、その教員がよく

なければ良い教育ができないということで、み

んな必死にやっている。

ところが、片や公立は、1回就職して、そこ

にいたらそのまま給料が上がって、嫌だったら

他の学校に移って、転校し、ただ定年まで過ご

して、昔、「デモシカ先生」という言葉があっ

たのですが、そういう人達が蔓延ってしまった

ために悪くなった。それを一緒にされてしまう

のでは、我々は困る。ということで今いろいろ

な動きをしています。

話が全然ずれてしまって申しわけないのです

が、ですから、我々は、教育にとって何が必要

かといわれたときに、やはり何といっても、安

定性と継続性というものを考えていかなければ

いけない。それがここ数年、政権が交替して、

政治情勢によってころころ変わってきていると

いうことの一つが、今言った教員免許状の話な

のかもしれません。

それだけではありません。いろいろなことが

どんどん変わってきています。高校無償化もそ

うです。最初に高校無償化のことを申し上げた

のも、実は、公立の義務教育でもない高等学校

が無料になりました。私学では、保護者の方が

負担する額が減りました。

ただ、ここに大きな違いがあるのは、公立学

校の教育というのは、すべての教育費が、県な

り都道府県なり市町村なり、もしくは国からの

お金、つまり税金で賄われている。私立学校の

場合には、皆さんご承知の授業料と学納金、そ

うした皆さんに負担していただく費用と補助金

といわれている国や都道府県からの補助、それ

によって運営されている。

ですから、先ほど群馬県が全国で3位と言い

ました。でも、その額だって40万円いっていな

いわけです。保護者の皆さんが負担している額

を考えれば、半分にも満たない。つまり、より

よき教育をするためにはお金がかかるけれど

も、その少ししか補助金が出てないのでは、良

い教育ができないのです。そして良い教育を受

けさせたい保護者の皆さんがたくさんお金を出
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さなければいけないのです。そんなばかな話な

いじゃないですか。だから、補助金は増やして

もらわなければいけない。

知事は「人」ということをおっしゃっていま

した。本当に人づくりです。そしてこの21世紀

という社会を担ってもらえるのは、今のこの若

い世代、今、教育を受けている子達。この子達

が将来大人になって、今度自分が子どもを産む

ときに、そういう生活の不安とかを考えたら、

子育てなんかできるわけないですよ。子どもの

数、人口なんて増えるわけないです。一歩間違

えたら、今の子ども達は、大人になって1人で2

人も3人ものお年寄りを養わなければならなく

なってしまうのです。そんな夢もなにもない国

に生活させていったらどうなるか。今の大学生

はどうでしょう、今の高校生はどうでしょう。

実際に、もう就職なんか真剣にしようとしな

くなってしまいます。逆に就職しようとしたら、

大学生なんて3年生で就職活動していなかった

ら就職なんかできない。高校生に至ってはもっ

と就職できない。自分達の夢や希望だって、実

現されないと思ってしまう。やる気なくなって

しまう。

そんなことしていたら、この国終ってしまう

わけですよ。それを変えていくのが教育なので

す。それを今の政府に望みたいわけです。

ですから、我々は、やはり今の子ども達にあ

ったより良い教育をするために何が必要か。文

部科学省の皆さんにもお願いしたいのは、我々

私立学校というのは、実は高等教育局という大

学を中心とした教育をやっているところの中に

あります。そして、初等中等教育局という、こ

れは義務教育の小学校、中学校、公立学校を運

営している。教育課程などはそこでやります。

そしてもう一つ最近絡んできているのは、専修

各種学校を担当している生涯学習局です。この

三つの局があるわけですが、我々が何かやる。

例えば今の無償化の話、お金のことは高等教育

局です。だけど、システムに関しては初等中等

教育局、これは高校無償化の絡みです。それか

らカリキュラムのことも然りです。

そうやっていろいろなところを横断している

のですが、横断しているわりに、きちんとした

結果をもらえないという印象があります。

そこで、私達私学には自由が確保されている

からこそ、この私学教育が充実発展するのだと

いう、公教育全体の健全性が維持されるという

ことを考えなければ、私学はやっていけないの

です。

よく私学は自主性を重んじて、そしてそうい

う中で私学が自由な教育をやっている、私学は

ずるいことをやっている、というようなことを

考えられる人がいます。決してそんなことない

のです。つまり、私学の自由なんていうのは決

して無限大ではないわけです。

ご承知のように、私達には、例えば教育課程

なら学習指導要領という一つの柱があります。

その柱をしっかりと持って、その柱をいかにそ

の時その場にいる子ども達に合わせた良いバラ

ンスで教育を行っていくかというのが、我々の

教育です。その結果が何かというと、例えば中

高一貫校もそうです。それから帰国子女に対す

る教育もそうです。英語教育の特区制もそうで

す。数え上げたらキリがないですが、私立学校

が長年にわたって、子ども達に合った、良いと

思った教育をそのまま文部科学省のほうで、「コ

ピーする」といったら言い方が変ですが、それ

を持ってきて、そして公立に当てはめている。

そうすると、中等教育学校というのができま

した。中等教育学校というのができたら、私立

の中高一貫校なんて中等教育ではないという。

別々の法人では連携もだめだし。ちゃんとした

基礎でつくって、中学、高等学校を一緒にして

中等教育学校にしなさいとか、いろいろなこと

を言うわけです。

ただ、その前から中高一貫校を我々はやって

いるのに、どこがいけないのか。中学と高校の

先生を全部一緒にして、みんなで一人の子ども

を育てている。一言でいったら、中等教育とい

うのはそれが一番ではないですか。それで良い

結果が出ているから良い社会人ができている。

にもかかわらず、今度それをそういう公立で
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自分達でつくると、杓子定規でいろいろなもの

に嵌め込んでくるわけです。最終的にかわいそ

うなのは誰かというと、子どもなのです。子ど

も達が迷子になっていってしまうのです。

ですから、私学の自由の内容とか、自由の限

界の判断というのは、責任は、原則として各私

学に委ねられているわけであって、同時にそれ

は、私学に課せられた社会的責任であって、社

会から避難されるような自由を主張してしまう

とすれば、逆に社会から我々が抑えつけられる

ことになってしまうわけです。

ですから、社会に阿る必要はもちろんありま

せんが、反社会的姿勢をとることも好ましいこ

とではありませんし、私学の多様な人間が様々

な価値を競い合う人間社会の中の一員として日

々評価の対象とされているわけですから、不自

然な形ではなく、ありのままの評価、それをし

てもらわなければいけない。

逆にいえば、我々は常に評価を受けている。

その評価は何かといえば、生徒の増減がそうで

すね。入学試験を受けて入ってくるわけですか

ら。良くない学校には生徒は来ないわけです。

公立学校の学校評価をやらなければいけないと

か、そういうのと全然違うんですよ。常に評価

されている。

ただ、それに阿っていたら、私立学校の本当

の良さはなくなってしまう。ですから、我々は

自分達のしっかりとした教育というものを持っ

ていかなければいけない。そうすると今度そこ

で、今回の震災を含めて、お母様方も皆様も思

っていらっしゃると思いますが、私学の施設設

備はいったいどうなっているのか。公共性につ

いては、はっきりいって全く変わらないと思う

のです。公立学校も、私立学校も、実際には公

教育の器の修復をしなければいけない。国公私

立を問わず国が本来やるべきだと思います。た

だ、そうはいっても、実際にはそうならない。

そこには、先ほど来申し上げているように、

私立学校は個のものであって自由があるんだか

ら、建物とか、そんなものを100％してしまっ

たら、自由がなくなってしまう。つまり、お金

を出してしまうと口を出さざるを得なくなるん

だよということを言いたいのかもしれません。

ただ、実際にそうなんでしょうか。

良い教育をやっているところに、全く公と変

わらずきちっとした教育をやっているところだ

ったら、同じ扱いしても何の間違いもないと思

います。にもかかわらず、全く違う。

私は、今回の震災で最も怒っていることは、

国、政府の動きの遅さ。特に子ども達に対する

遅さです。ご承知のように、除染の問題もあり

ました。すぐそこに何ミリシーベルトという土

があるにもかかわらず、それを取り払うのを国

も県もやらない。私学、やっていいですよ、や

ったら2分の1だけお金を出してあげます、2分

の1、自分達でやりなさい、と。では、やった

として、その土をどこに持っていってどう捨て

たらいいのか。わからないからとりあえず置い

ておきなさい、と。子ども達、こっちで遊んで

いる。許されるのでしょうか。

ここにいらっしゃる方はほとんどの方が40歳

を過ぎていらっしゃると思いますから、もし何

かあったとしても、ここ数年の寿命が縮まるだ

けだと思いますので、あんまり私は気にしなく

ていいのではないか、と。失礼ですけど。ただ、

子ども達は本当にこれからがあるんです。

特に女の子なんて、子どもを産まなければい

けないとか、いろいろあるわけです。その子達

に目がいっているのかどうか。そしてそれが、

はっきり言って、公立の子、私立の子と壁をつ

くってお金の補助が違うなんて、そんなこと言

っていたら、もうこの国、終ります。それを私

は、今の政府に何とか変わっていってほしいな

と思います。そうしなければ、もっともっとす

べてにおいて遅れてきてしまう。もしこれが遅

れてきてしまったら、大変なことになるのでは

ないでしょうか。

今回、第三次補正予算というのが出まして、

何とか被災3県については少しずつ手厚くなっ

てきました。しかし、被災は3県だけではない

と思います。それ以外にどうやって広めていく

か。それがこれからの我々の課せられた課題で
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はないかと思うのです。

そういう中で、ちょっと施設設備ということ

で、今日、特に皆さんにお話ししたいことを1

点申し上げさせていただきますと、学校の施設

設備は日々変わっています。これ、どういう意

味で変わってきているかといったら、ご承知の

ように、世の中の流れが世界的に瞬時で情報が

みられるインターネットとか、ICT 化がどんど
ん進んできたわけです。今から10年前を考えて

もまったく違ったと思いますし、そのもう10年

前だったらもっと違うかもしれません。

我々が情報教育で使うツールとしての、道具

としての、ハードもそうだしソフトもそうです

が、まったく変わってきました。ですから、IT
教育というのを森総理のときに始めて、公立学

校に1校1台コンピュータが配置されました。そ

のときに我々、公立学校に1台だったら私立に

もみんな1校1台出せといったら、得意の定番で

すよね、「私的な学校である私立学校の資産に

なるのだから、2分の1しか補助できない」と、

2分の1しか補助してくれない。残りの2分の1は、

最初に保護者の皆さんにお話しした授業料の部

分で我々は使うしかない。

それがだんだん進歩して、1教室、今では公

立では生徒1人、1校1台。我々、2分の1しか補

助をもらえない。1人1台なんていらないです。

うまく回して使えばいいのですから。そうした

ら、100人に50台。つまり半分の台数をくれれ

ばそれでいいです。それだって2分の1補助では

ないかというのですが、本体のことを考えると、

100％補助になるからだめだというのです。そ

うやってみんなで遅れていくわけです。

そういう中でも私学はみんなそれを買って、

それを良い教育に使っていこうというわけで

す。

それをやっているうちに、子ども達も家庭の

ほうで、今ほとんどの子ども達の家にパソコン

がないということはなくなってきているのでは

ないでしょうか。かなり安くもなってきました

し、お父様、お母様達が、特にお母様達がイン

ターネットに興味を持たれているし、ないとこ

ろはないのではないかと思います。

そういうふうになってきた中で、逆に瞬時に

情報が見れるということによって、子ども達が

外に出ていかない。そういう流れもあるのは事

実です。

そういうことで、今、国として新たな方策と

いうものが考えられていまして、例えば、来年

度の予算の中に、文部科学省は、グローバル人

材育成推進のための初等中等教育の充実という

ことで、世界に雄飛する人材の育成というので、

中高で15億、そして大学で409億ほど補助金を

とっています。これは、日本再生重点化措置と

いうことなのですが、これは、高校生の海外留

学や外国人高校生の招致を推進して、英語力の

向上、検証、そしてインターナショナルバカロ

レアを取らせようとか、いろいろなことを考え

て、子ども達をもっともっと外に向けようとい

うんですね。

ただ、これ、外に向けよう、向けようといっ

ていますが、最初にちょっとお話ししたように、

日本の世の中の流れが変わらないかぎり不可能

です。例えば大学が今何をいっているかといっ

たら、我々が高校で、例えば英語教育をもっと

変えたい、今までの日本の受験英語では無理だ、

あんな英語を使っていたってどうしようもない

ではないか、世界で通用しない。ただ、あの英

語も大事なところもあるわけです。文法とか、

そういうのをしっかりしなかったら、将来、論

文なども書けないだろうし、単語知っていると

か、そういうことでもいいことがあるのです。

だけど、それと並行して、コミュニケーション

能力のツールとしての英会話というか、英語能

力ですね。そうすると、少なくとも TOEFL だ
なんだと必要になってくる。

では、今度、そういうものを一生懸命やって、

例えば TOEFL で800点取った。そうしたら、
大学入試、英語は免除しますよくらいの形に大

学がなってくれないかぎり、子ども達がそちら

を勉強している余裕がない。そして今度、そう

いうことばかりやっていると、大学からすれば、

高校生、学力が落ちるから困る、今の子ども達
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は学力が落ちているからと文句言ってくるわけ

です。

それで入試も、AO 入試とかで早くから採っ
ておきながら、学力がないという。今度、大学

に入る。大学に入って海外に留学したいとか考

えても、3年生で1年間行ったりしたら、まず大

学で就職活動が遅れる。留学してきても決して

プラスではないのです。企業のほうも、英語の

できる連中がほしいとかいっているけれども、

それだったら、海外から来た人達を採ってしま

うとか、そういうことになる。

今、悪循環なのです。グローバル化人材を育

成しようというのだったら、そこをまず変えて

いかなければいけない。今ようやく道筋が出て

きましたが、そういう意味で、国がグローバル

化の人材を育成しようという方向になってき

た。そこに合わせて出てくるのが、今度は教育

の情報化ビジョン。

情報化というのは何かといったら、教育をも

っとグローバル化社会に合わせて、目で見て触

れてというような感覚で広げていこうではない

か、と。実際に今、ICT が始まってきている。
電子黒板というものもだいぶ普及してきまし

た。今、先がけて、東京都は、各私立学校、学

年2台プラス1、つまり、中学校に7台、高等学

校に7台という2分の1補助を出してくれるシス

テムができました。だけど、これも東京都でも

2分の1なのです。

今、国のほうの ICT も今度また新たに増え
て3分の1とかいっていますが、そういう中で、

私立学校がそういう機械を入れたとしたら、ど

うでしょう。公立はタダで1台入ったとします。

誰も使わずにそのままの1台が残っている。私

立学校は、入れた以上は絶対それを生かそうと

する。それはお互いに、学校の経営ももちろん

ですが、先生方の意思のもとに買っているから、

そういうふうになる。

それを動かしていることによって、何とかそ

れもリーダーシップを取っていくことができ

る。ただ、それがこのままいくと、またこれが

最初の話に戻ってしまうのですが、高等学校の

無償化が始まったおかげ

で私立学校は授業料等が

上げられないとなれば、

こういう新しい教育、例

えば電子教科書とか、そ

ういう問題も出てきま

す。そのときも、2分の1

は学校というか父兄に負

担してもらわなければならないとなるのだった

ら、私学は置いていかれてしまうのです。

ですから、我々は、そういう意欲はあるんだ

けれども、それをどう生かしていけるようなバ

ックグラウンドをつくってもらえるかというの

がこれからの状況の大切なところでございまし

て、私学の情勢云々というお話だったわけです

が、私学は今こういうところから、文部科学省

と一緒に財務省のあの2分の1という壁を破っ

て、そして私立学校の独自性をしっかり残して、

そしてそこで新たな教育をしっかりとできるよ

うな環境づくりをしていかないと乗り遅れてし

まうということなのです。

ここで、大変申しわけないのですが、今日皆

さんのお手元に「なぜ ICTを学校で使うのか」
という資料が入っています。この世界の流れと

日本の方向性ということです。実は本来ここに

オーバーヘッドプロジェクターを使うなりパワ

ーポイントで本当は映し出したかったんです

ね。そうすると、それだけするために費用がか

かるものですから、申しわけないのですが、紙

で済まさせていただいたのですが。日本マイク

ロソフトの文教ソリューション本部の滝田さん

という、今、現場で学校の ICT とかをよく知
っている方ですが、この方にまず今の日本の現

状、その辺のところを話していただいて、先生

方に、私が具体的なことをいうよりも、現場の

声を知っている方に話してもらったほうがいい

だろうということで、今日お呼びしています。

では、ちょっとその辺の事情を、滝田さん、

お願いします。
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******************************************
「何故、ＩＣＴを学校で使うのか

～世界の流れと日本の方向性～」

日本マイクロソフト株式会社文教ソリユーショ

ン本部シ二アインダストリーマネーラヤー

滝 田 裕 三

こんにちは。今、ご紹介いただきました日本

マイクロソフトの滝田と申します。よろしくお

願いいたします。

私は、マイクロソフトの中で学校を担当して

いる部署におりまして、その中で新しいソリュ

ーションを企画する立場にあります。マイクロ

ソフトは、世界の100ヵ国以上でビジネスをし

ていまして、その中の政府とか学校様といろい

ろとビジネスをさせていただいているものです

から、日本にいる私のところにもいろいろな国

の事例といいますか、事情が伝わってまいりま

す。ですから、今日は、「何故 ICT を学校で使
うのか～世界の流れと日本の方向性～」という

ことでお話をさせていただきたいと思っていま

す。

あと、余談ですが、私自身、私立の高校を卒

業しました。社会人経験は20年くらいになりま

すが、一時期、日能研という学習塾に勤めたこ

とがありまして、そのときにいろいろな私学様

のほうにも訪問したことがありますし、そうい

った意味では比較的私立

の学校さんの教育に関し

て知っているほうかなと

思っております。

では、本題にいきたい

と思います。

「何故 ICT を学校で使
うのか」。前段のお話も

ありましたように、日本の中でも学校で ICT
を使いましょうという流れはきています。まず、

スライドの2枚目になっていますが、まず日本

でいわれるのは、学校にパソコンとかプロジェ

クターを入れるときに、まず学力に役に立つの

か、効果があるのかということをいわれること

が多々あります。

ただ、ここに関しては、文部科学省でもすで

に実証されていて、スライド2にありますよう

に、平成18年に「ICT 活用は授業後の客観テス
トの結果が高い」という結果が出ております。

次に、学力向上に役に立つのか。そのときに

聞かれるのは、今度、先生方にパソコンを使っ

てくださいといったときに、今度いわれるのは、

校務の効率化にそれは役に立つのかと聞かれる

ことがよくあります。

それが今度スライド3になるのですが、これ

も、文部科学省のほうで実証研究されていて、

結果が出ています。熊本県の事例になるのです

が、ここでは、先生方の事務的な時間が効率化

されて、指導の時間が1日当たり20分増加した

というようなことで、その分、生徒さんの指導

に使えるということが出てきたということで

す。あと、事務量が1校当たり5人分削減された

ということで実証結果が出ております。

今、日本の現状をみますと、日本ではパソコ

ンもしくは IT を学校に入れる中で、学力に役
に立つのかとか、校務の効率化につながるのか

ス
ラ
イ
ド
２

ス
ラ
イ
ド
３
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とか、そういった議論が多いのかなと思ってい

ます。ただ、世界の状況をみますと、ちょっと

様子が違うということがあります。それを少し

お話ししたいと思います。

世界の流れは違う観点に注目しています。

スライド5、6ですが、21世紀型スキルについ

て少しご紹介させてください。

これはインテルコーポレーションのペイジ・

ジョンソンという方の話なんですが、自分の娘

さんがこれから退職するまでの期間の中で就く

だろうという仕事がどんどん変わっていくだろ

うというふうにいっていまして、実際、今ある

職種のトップ10が2004年には存在しなかったと

いうことをいっています。

これから経済の革新とともに、仕事の内容や

職種も常に変化してきている、それに対応する

スキルはどういったものか予測するのは難し

い、といっています。実際マイクロソフトも比

較的な新しい会社ですし、最近ですと、グーグ

ルさんですとか、フェイスブックとか、本当に

つい最近出てきた会社があります。そういった

なかで、企業もどんどん新しく出てきまして、

そのなかで求められるスキルは常に変わってき

ているということが今、現状として、事実とし

てあります。

それからスライド6を見ていただきますと、

「反復的な作業」「基礎知識のみが必要な作業」

「肉体労働系の作業」等の労働は、機械の利用

や開発途上国へのアウトソースといったことが

出てくるでしょう、というふうになっています。

その中で自分の所属する社会がより良く繁栄

ス
ラ
イ
ド
５

するために、子ども達は新しい「21世紀型スキ

ル」を身に付けなければならないということで、

世界中でそういった動きがあるということをお

伝えしたいと思っています。

では、その21世紀型スキルがどんなものかと

いうことですが、スライド7です。21世紀型ス

キルというのは、オーストラリアの大学の先生

を中心に、いろいろなアカデミックの方、企業

等も入って、いろいろ議論していくなかででき

たものでして、英語の訳は決まったものがあり

ますが、日本語訳はまだ確実に統一されたもの

がなくて、今日は、東大の山内先生の訳をお持

ちしております。

この中には、1番から10番までありますが、

①批判的思考力、②問題解決能力、③コミュニ

ケーション能力、④コラボレーション能力、⑤

自律的に学習する力、⑥ ICT（情報通信テクノ
ロジー）を確実に扱うことのできる能力、スキ

ル、⑦グローバルな認識と社会市民としての意

識、⑧金融・経済に対する教養、⑨数学、科学、

工学、言語や芸術といった分野への理解を深め

ス
ラ
イ
ド
６

ス
ラ
イ
ド
７
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ること、⑩創造性。

OECD の PISA の中に入っている項目は、こ
の中の1番、2番、9番が、現状で図られている

というようなところです。

ただし、この PISA のテストの内容も変わっ
てきていまして、6番の ICT といったものも加
味されています。ですから、少し前と現状では、

特に社会で役に立つ、活躍するといったことを

考えたときに、必要なスキル性といったものを

見直す必要があるということで議論がされてい

るということです。

それを受けまして、では、他の国ではどうし

ているかということですが、スライド8です。

すでに児童生徒1人1台、パソコンを配るとい

うところに進んできています。

ですから、日本と違うのは、入れたら効果が

あるかないかという話ではなくて、もう必要な

ものだというようなところになってきていると

いったことになります。

例えばイギリスですと、21世紀型スキルを身

に付けるために、全員が ICT に触れることが
必要で、そのとき、所得格差があるものですか

ら、それを防ぐために税金を一部入れて、児童

・生徒1人に1台行き渡るようにしましょうとい

うことです。

シンガポールでも、言葉は若干違いますが、

「Teach Less, Learn More」ということで、子
ども達は一人ひとり自主的に学習するような形

にしろということで進めております。そのなか

で、Future Schoolというようなところでは、1
人1台 PC 環境を実証しているというような国

ス
ラ
イ
ド
８

もあります。

それから隣の韓国ですと、2015年までにすべ

ての小・中・高にデジタル教科書を導入予定と

いうことで、そこまで進んできています。

こういった形で、学力に役に立つ、校務の効

率化、その先にいって社会で役に立つ、そうい

う子ども達になってもらうために ICT は必要
だということで進んできているというふうにご

理解いただきたいと思います。

それから次が「日本の方向性」です。

文部科学省でも日本の方向性ということで

「教育の情報化ビジョン」を4月に発表してお

ります。このなかでは、教育の情報化の推進と

いうことで、情報活用能力の育成、ICT を効果
的に活用したわかりやすく深まる授業の実現と

いうことになっています。

この先に、教育の情報化による「学びのイノ

ベーション」ということで、この中では、自主

性学習だけではなく、個別学習、共同学習に活

用させていきましょうということです。

実際にロードマップといったところが、一番

最後のページに書いております。

成長戦略の中には、2020年までに21世紀にふ

さわしい学校教育の実現ということで目標が定

められておりまして、この中にデジタル教科書

ですとか、1人1台情報端末、もしくはそれに合

わせた学習指導要領改訂といったところが予定

されているということであります。

昨年度から3年間かけてロードマップの実証

をして、それが正しい方向かどうか確認しよう

ということで、Future Schoolというプロジェク

ス
ラ
イ
ド
10
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トが走っております。

残念ながら、ここも公立の学校が中心になっ

ておりまして、小学校10校、中学校8校、各種

学校2校が入っています。そういった中で、1人

1台、タブレット PC といったものを使って、
どういう教育ができるかということを今、国の

ほうで実証しています。

それと合わせまして、教育の情報化ビジョン

ということで、普通教室、パソコン教室といっ

たところで IT 計画も一緒に進んでいるという
ことです。これは、どうしても公立のほうにな

ってしまうのですが、公立のほうでもここまで

動いてきているといったところがありまして、

その世界の状況から、日本のほうでもこれから

取り組んでいかなければいけないことで、徐々

に動いてきているということです。

その中で、私立ではどうかといったときに、

私自身、私立の学校にいき、学習塾にもおりま

したが、その中で私学が教育をリードしている

と思っています。私自身も、高校時代を振り返

ると、学校が私自身を伸ばしてくれたとすごく

ス
ラ
イ
ド
11

思っていますし、今でもすごく学校には感謝し

ています。その中で、今ある教育の中で、今、ICT
が重要になってきているといったことをお考え

いただいて、学校の中で、21世紀に学校の子ど

も達がどういうふうに学ぶかということを踏ま

えてご検討いただければと思います。

以上

******************************************

有り難うございました。おわかりいただけま

したでしょうか。ということで、今のお話等か

らしまして、最後にありました「日本における

教育は私学が時代をリードしていると思ってい

ますが、『ICT』の分野においては如何でしょ
うか」という言葉があります。

私は、ICT の分野でも絶対に私学はできると
思っています。ただ、そこには、先ほど来お話

ししておりますが、実際に学校教育に関わる設

備の情報化のシステム化は多額の費用を要す

る。そして私立学校独自ではとても対応ができ

ないというのが事実ではないかなと思っていま

す。ですからこの情報化システム化が公教育の

基礎的要件だとすれば、これについても、やは

り国公私立という学校設置者の違いを越えた、

国が国民の教育に責任を負うという立場で支援

してくれる体制、それをつくっていかなければ、

新たな時代の教育はできないと思っています。

先ほどもありましたように、韓国では再来年

には電子教科書が始まるとか、いろいろなこと

があるわけです。

そういうことで、せっかく彼が無償で来てく

れた関係でちょっと宣伝だけさせていただきま

すが、今日、皆さんのところにマイクロソフト

のプロジェクトスクールアグリーメントのご案

内が入っています。これはようやくこぎつけた

のですが、マイクロソフトのほうでも、私学が

リードできるかどうか、費用が大変だというこ

とはわかってくれているわけです。いろいろな

ソフトを学校団体でやれば15％オフしてくれる

というアグリーメントがようやく研究所で頑張

って動きました。
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これはたくさん入ってくれれば、15％よりも

っと引けるようになってくると思いますので、

ぜひ皆さんご利用いただければ非常に便利だと

思いますのであえて入れさせていただいており

ます。

そういうことで、やはり私は、この私学が教

育をリードしているという気持ちはいつの時代

も変わらないのではないかな、と。そういう意

味でいえば、我々がこれから先、この大切な子

ども達を教育していくなかで、何が必要で、何

をしなければいけないか、やはり考えていかな

ければいけないだろう。そして国民の教育を受

ける権利をどう実現していくのか、そして誰が

子どもを教育すべきなのか、教育費は誰がどの

ような役割で負担すべきなのか、そして私学の

教育行政の所管はどうするべきなのか等々、学

校教育に携わる誰もが口にしながらも、意識し

ながらも解決できていない問題というのはたく

さんあると思います。それをこれから皆さんと

ともにしっかりとしていかなければいけないの

ではないか。

そして今回の東北の大きな震災を教訓とし

て、今後こういうことが起こったときにどうい

うふうに対応できるのか、それを我々自体もし

っかりと学んでいかなければいけないですし、

それをしっかりと備えて、今後こういうことが

起こってはいけない、しかし、起こったときに

はきちっとできる、そういう体制づくりも考え

てやっていかなければいけないと思っておりま

すので、どうかよろしくお願い申し上げます。

本当に話が支離滅裂で大変申しわけなかった

と思いますが、これからも皆さんとともに、私

学の振興、そして私学が日本の教育を担ってい

るというその気持ちを忘れずにやっていかなけ

ればいけないのではないかと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

本当に本日、長時間お時間をいただきまして

有り難うございました。
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「音楽による情操教育の向上と普及

～県民とともに歩む群馬交響楽団～」

五十嵐 靖 男財団法人群馬交響楽団 常務理事

皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただ

きました、群馬交響楽団の常務理事の五十嵐で

ございます。本日はよろしくお願いいたします。

また、本日は、群馬交響楽団をご利用いただ

きまして大変ありがとうございます。これから

時間をいただきまして、演奏の前に群馬交響楽

団のいろいろな取り組み等につきましてお話を

したいと思います。

本日、お手元にお配りしてある、こちらのプ

ログラムがございます。それを1枚めくってい

ただきますと、本日のレジュメとなっておりま

す。私は、こちらを使いましてお話をさせてい

ただきます。まずは、オーケストラとはどんな

ものなのかというようなお話をさせていただい

て、続いて群馬交響楽団の活動、それから文化

について話を進めさせていただきます。

Ⅰ 全国のオーケストラについて

まず最初にオーケストラのことでございま

す。全国にオーケストラはいろいろありますが、

日本オーケストラ連盟に所属しておりますプロ

のオーケストラは、31団体ございます。一覧と

なってお示ししてあるとおりでございますが、

大きく分けて、首都圏オーケストラ、地方オー

ケストラに分かれます。首都圏オーケストラは

11団体、残りの20団体が地方オーケストラとな

ります。

地方オーケストラは、概ね政令指定都市に一

つあるようなイメージでございます。特に高崎

市のような地方都市でオーケストラを抱えてい

るのは、珍しいところでございます。

一番右の欄の類型をご覧になっていただけれ

ばと思いますが、オーケストラの設立の形態は

非常に多種多様になっています。地方公共団体、

放送局、新聞社などのマスコミ、それから自主

運営のオーケストラということで主に演奏料収

入で自立的にやっているところ、あるいはホー

ルが抱えているオーケストラといったところが

あります。

群馬交響楽団の場合は、ちょっと変わってお

りまして、音楽仲間が集まってつくったオーケ

ストラで、設立の主体が県民、あるいは市民と

いうところでございます。群馬県、あるいは高

崎市等から出資を受けておらないということで

ございます。

そのようなプロのオーケストラが31あるわけ

ですが、そこに楽員、演奏者が何人くらいいる

かということですが、全国で約2,000名の楽員

がおります。いったん入団すると、定年退職ま

でお辞めにならないため、欠員があまり出ませ

ん。
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Ⅰ 全国のオーケストラについて 出典：オーケストラ年鑑2010

オーケストラ名 創立年 公演数 区分･類型

1 ＮＨＫ交響楽団 1926 104 首都･マスコミ

2 オーケストラ･アンサンブル金沢 1988 122 地方･ホール

3 大阪シンフォニカー交響楽団 1980 113 地方･自主

4 大阪センチュリー交響楽団 1989 96 地方･自治体

5 大阪フィルハーモニー交響楽団 1947 108 地方･自主

6 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 1970 126 首都･自治体

7 関西フィルハーモニー管弦楽団 1982 114 地方･自主

8 九州交響楽団 1953 109 地方･官民共同

9 京都市交響楽団 1956 97 地方･自治体

10 群馬交響楽団 1945 143 地方･県民

11 札幌交響楽団 1961 128 地方･官民共同

12 新日本フィルハーモニー交響楽団 1972 139 首都･自主

13 仙台フィルハーモニー管弦楽団 1978 108 地方･自治体

14 セントラル愛知交響楽団 1983 82 地方･自主

15 東京交響楽団 1946 175 首都･自主

16 東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団 1975 103 首都･自主

17 東京都交響楽団 1965 161 首都･自治体

18 東京フィルハーモニー交響楽団 1911 335 首都･自主

19 名古屋フィルハーモニー交響楽団 1966 116 地方･官民共同

20 日本フィルハーモニー交響楽団 1956 148 首都･自主

21 兵庫芸術文化センター管弦楽団 2005 109 地方･ホール

22 広島交響楽団 1972 111 地方･官民共同

23 山形交響楽団 1972 153 地方･官民共同

24 読売日本交響楽団 1962 91 首都･マスコミ

25 京都フィルハーモニー室内合奏団 1972 128 地方･自主

26 ザ･カレッジ･オペラハウス管弦楽団 1988 25 地方･大学

27 静岡交響楽団 1988 19 地方･自主

28 中部フィルハーモニー交響楽団 2000 59 地方･自主

29 東京ニューシティ管弦楽団 1990 150 首都･自主

30 東京ユニバーサル･フィルハーモニー管弦楽団 1973 79 首都･自主

31 ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉 1985 101 地方･自治体

●１～24番は正会員、25番以下は準会員

●公演数はアンサンブル、小編成の公演を除く回数

ということで、オーディションをしますと、

大体何十倍もの競争倍率になって非常に厳しい

競争となるということでございます。群馬交響

楽団の場合ですと、全国どこからも人が集めら

れるわけですから、群馬出身の楽団員は一人し

かいないというような状況です。そういう厳し

いオーディションを受けてもすぐ採用というこ

とではなくて、試用期間というのがありまして、

音がうまく出せない、合わせられないというよ

うなことであれば、本採用にはならないという

非常に厳しい状況になっております。

そんな状況でございますので、なるのも大変

ですが、なるまでもまた大変です。個人でいえ

ば、小さいころからレッスン代を負担をする、

さらに音楽大学の学費も非常に高いということ

で、かなり投資をしている形になろうかと思い
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ます。さらに楽器も自分持ちで、なかには家1

軒建つくらいの楽器を持っている楽団員もうち

にはおります。さらに消耗品ということで、弓

とか弦の毛替え、あるいはリード代、こういう

ものについても、一部助成はあるのですが、自

己負担ということでございます。

ふだんオーケストラで演奏なり、あるいは自

宅なりでおさらいをするほかは、フリーな時間

はどんなことをしているかといいますと、ほか

のオーケストラにいってエキストラで出演をし

たり、個人の子弟をレッスンしたり、高校、大

学にいって指導をしたり、という形で地域とつ

ながって活動しています。

皆さん、職人的な性格で、プライドがあり、

地域の文化を担っていくという気持ちで生活を

されています。

そういう職人の集団をまとめていくのが指揮

者ですが、指揮者は、5分くらい振れば、その

力量、あるいは人間性というものが演奏にすぐ

出てくるということでございます。優秀な指揮

者であれば、オーケストラの持っている様々な

音楽の感性を引き出してくれる。力量がちょっ

と足りなければ、楽員をまとめ切れずに演奏が

バラバラになってしまうということで、指揮者

の役割は非常に重要です。

Ⅱ 群馬交響楽団について

そんな楽員と指揮者で成り立つオーケストラ

でございますが、わが群馬交響楽団はどんなオ

ーケストラかと申し上げますと、群馬交響楽団

は、終戦直後の1945年に、高崎市民オーケスト

ラとして誕生しまして、今年でちょうど66年に

なるということで、地方オーケストラでは一番

古い、草分け的存在になっております。おらが

町のオーケストラとして地域に馴染んでおり、

地域に一番愛されているオーケストラではない

かと自負しております。

群馬県は、江戸時代、北の守りの位置にあり、

大きな大名が長い期間統治をすることがござい

ませんでしたので、当時、文化は、なかなか育

ちにくいという要素がございました。そんなこ

ともありまして、群馬交響楽団は、文化におけ

る群馬県の最大の発信媒体にもなっておりま

す。さらには、県民の大きな誇りであり、県民

のよりどころという位置づけもされておりま

す。

「群馬県の誇る三つの宝」がありますが、そ

の中に群馬交響楽団が入っています。三つの宝

というのは、尾瀬、上毛かるた、群馬交響楽団

ですが、群馬県の子どもであれば、尾瀬学校で

必ず尾瀬に行きます。そして上毛かるたを子ど

ものときに習って、群馬交響楽団を聞いて育つ

ということです。そういう形で群馬県人になっ

ていくということです。ですから、群馬県人の

アイデンティティの醸成にわが群馬交響楽団も

貢献しているというところでございます。

Ⅲ 群馬交響楽団の歴史について

群馬交響楽団の歴史でございますが、戦後の

混乱から生まれたわけですが、非常に苦難の中

から出発をして、新しい挑戦ですとか、幸運、

あるいは周囲の支えによりましてこれまでやっ

てくることができました。

大きくいくつかに分けられるのですが、まず

誕生から昭和30年代までの時期を第1期とすれ

ば、これは苦難の時期でありました。

終戦の年に創設されて、2年後にプロ化を目

指したのですが、当時、地方都市でオーケスト

ラが成功すれば日本の奇跡だというような言わ

れ方をするなかで、無謀にもプロ化を図ったと

いう経緯がございます。

当然、地方都市では演奏する機会がございま

せんで、食べていくということがなかなかでき

ないというようなことから、学校をめぐって演

奏を子どもたちに聞いていただくという、前例

のない移動音楽教室を始めたという経緯があり

ます。しばらく食うや食わずの状態が続きまし

て大変だったのですが、幸運にも群馬交響楽団

を扱う映画化の話が舞い込んでまいりました。

「ここに泉あり」という映画が昭和30年２月

に封切りになりました。この映画は、地方文化

のあり方、あるいは音楽を追求する真摯な楽員
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の姿を扱う映画でございまして、全国で300万

人ご覧になられて大ヒットした作品でございま

す。この作品によって、群馬交響楽団が世に出

たことになります。

Ⅲ 群馬交響楽団の歴史について
・群馬交響楽団は、苦難の中から出発し「新しいことへの挑戦」「幸運」「周囲の支え」
により存続・発展してきた。

区分 年月 群響のできごと
昭和20年 11月 「高崎市民オーケストラ」が創設

第 1 期 昭和21年 3月 第1回定期演奏会開催
5月 ｢群馬フィルハーモニーオーケストラ｣と改称

（創立から昭和 昭和22年 3月 プロとして再発足
30年代） 5月 移動音楽教室開始

昭和30年 2月 映画｢ここに泉あり｣が公開、全国的に注目
苦難の時期 昭和31年 6月 群馬県が文部省から｢音楽モデル県」に指定

昭和36年 7月 群馬音楽センター完成
昭和38年 7月 「財団法人群馬交響楽団」と改称

第 2 期 昭和52年 4月 財団法人関信越音楽協会設立
（昭和40年から 昭和53年 5月 野外コンサート「森とオーケストラ」開催
25年間） 昭和55年 8月 草津夏期国際音楽アカデミー開催

多彩な活動をよ 昭和56年 4月 豊田耕児 音楽監督に就任
り多く繰り広 群馬県知事 理事長に就任、県職員の派遣、賛助会員制度
げ、対外的にオ の導入などにより全県的支援体制が確立
ーケストラが認 昭和57年 4月 高校音楽教室スタート
められていった
時期

平成 3年 2月 群馬シンフォニーホール完成
平成 3年 3月 群馬交響楽団合唱団結成
平成 5年 1月 高関健 音楽監督に就任

第 3 期 平成 6年 5月 ｢プラハの春国際音楽祭｣､｢ウィーン芸術週間｣に出演､初
（平成以降現在 の海外公演を実現
まで） 10月 創立50周年ベートーヴェン交響曲連続演奏会の開催、50周

演奏技術が一層 年記念委嘱作品「オーケストラのための遠景Ⅱ」（細川俊
向上するととも 夫作曲）を東京・群馬で初演、高い評価を得る
に、県外公演の 平成 6年 定年退職制度導入
拡大、東京公演 平成15年 10月 ＮＨＫテレビ番組「プロジェクトＸ～挑戦者たち～」で楽
の定着、初の海 団の草創期が紹介され、全国から注目
外公演の実現、 平成16年 11月 天皇皇后両陛下、デンマーク国女王陛下同王配殿下をお迎
楽団の若返りな えしての移動音楽教室開催
ど新時代を迎え 平成17年 1月 NHK連続テレビ小説「ファイト」のテーマ曲を録音･出演
た時期 平成21年 10月 文化庁「本物の舞台芸術体験事業」に参加

平成22年 1月 移動音楽教室の児童生徒延べ600万人突破
平成22年 4月 沼尻竜典 首席指揮者兼芸術アドバイザー就任

継続雇用制度導入

平成23年 3月 群馬交響楽団中期ヴィジョン策定
第 4 期 平成23年 6月 群響発展戦略アクションプラン策定

（平成23年以降） 平成25年 4月 公益財団法人へ移行（予定）
組織体制、活動 平成27年頃 新拠点ホール完成(予定)
拠点が変わるな
ど大変革が迫ら
れる時期



- 29 -

その後、活動の拠点がございませんでしたの

で、こちらの群馬音楽センターの建設に向けた

取り組みを始めました。

当時は、財政的にも余裕がなかったというこ

とで、市民運動として寄付を集めたという経緯

がございます。そして昭和36年7月にこのホー

ルができあがったということでございます。し

たがいまして、まず群馬交響楽団があって、そ

のあとに建物ができた、ソフトが先行している

点では、非常に先進的であったと思います。

さらに市民がお金を出し合ってつくったという

ことで、市民の情熱、期待、地域の誇り、そう

いった思いがこの建物の中に入っているという

ことでございます。

今年、この音楽センターは50周年ということ

で、ちょうどできて50歳でございます。今では

市民の心の文化財という位置づけになっており

ます。

もう一つ、アントニン・レーモンドという、

日本の建築家に非常に大きな影響を与えた建築

家が設計をしておりまして、ドコモジャパンか

ら、日本の近代建築20選に選ばれておりまして、

建築の世界でもこの建物はかなり有名でござい

ます。

昭和40年から平成に入るまでの25年間を第2

期といたしますと、この時期は群馬交響楽団が

多彩な活動によって対外的にオーケストラとし

て認められてくる時期でございます。

昭和56年に、豊田耕児さん、ベルリン芸術大

学の教授であった方を音楽監督に招きました。

それで群馬交響楽団の演奏レベルがアップし

た。さらに世界的な奏者との演奏、あるいは録

音によって、国内外から大きな評価を得るとい

うことで、一地方のオーケストラから脱皮を図

ることができた時代であります。

あわせまして、同じ年の昭和56年、群馬県知

事が理事長に就任をしたことで、全県的な支援

体制が整って発展をした経過もございます。

平成に入って現在までが第3期ということに

なります。演奏技術がかなり上達しまして、県

外公演もかなり定着をした時期です。特に平成

6年、海外公演としてヨーロッパ公演を実施し

ました。その結果、群馬交響楽団の演奏がスケ

ール感を増しレベルアップが図られました。

海外公演を区切りに、定年制度を導入して、

楽員が大きく入れ替わっております。同時に国

際化も進んで、外国人の奏者もかなり増えてい

ます。現在、6名の外国人の楽員を抱えており

ます。

プログラムに関しては、交響曲とか、あるい

は協奏曲といった器楽曲が中心ですが、それに

とどまることなく、現代音楽であったり、ある

いはオペラであったり、バレーであったり、合

唱つきの演奏の曲目をしたりということで、今

では広範なレパートリーで対応させていただい

ております。

さて、これから先ということになると、今の

時期がちょうど第4期に入る時期になっている

ということでございます。実は群馬交響楽団は、

これから公益財団法人化の手続きを進めておる

のですが、さらに今、高崎市のほうで拠点とな

る新しいホールの建設が予定をされている。そ

ういうことで、かなり演奏の環境が変わってく

ると考えられます。

その一方で、少子・高齢化が進んで、だんだ

ん集客が大変になってくるという面もあるた

め、今が楽団が発展できるかどうかという正念

場と考えています。群馬交響楽団は、これから

発展をめざす方向で中期ビジョンをつくった

り、あるいは発展戦略アクションプランをつく

って、今、改革を進めている状況でございます。

Ⅳ 群馬交響楽団の活動等について

次は、群馬交響楽団の活動についてでござい

ますが、昨年から、首席指揮者兼芸術アドバイ

ザーとして、沼尻竜典さんを迎えております。

新しい体制で演奏していくということでござい

ます。

音楽上の方針としては、やはり地方にあって

も、地方の枠にとらわれないオーケストラを目

指すべきであろうということで、グローバル・

スタンダードなオーケストラとして発展を目指
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すということでございます。

首都圏のオーケストラとも対抗して、さらな

るレベルアップを図っていくということで、ど

んどん新しいことに挑戦をしていこうではない

かということで、新しいプログラムに挑戦をし

ている状況でございます。

演奏活動は、定期演奏会からアンサンブル事

業までいろいろ各種やってございます。全体と

しては年間に約145公演、人数でいきますと12

万人くらいの方に群馬交響楽団の生の音楽を聴

いていただいているということでございます。

Ⅳ 群馬交響楽団の活動等について

音楽監督等 音楽上の方針

○首席指揮者兼芸術アドバイザー ・恵まれた環境（群響を大切に思う県民の姿

・Ｈ22から群響の新たな顔として沼尻竜典氏 勢･心意気）に安住すること なく、常に

を首席指揮者兼芸術アドバ イザーとして 新しいことに挑戦し、レベルアップを図る。

起用、コンマス2名(女性＋全国最年少コン ・もう一度原点に戻り、スタンダードな曲で

マス）との新体制発足 評価を得る。

・古今東西の名曲を取り上げる一方、海外の

新しい指揮者やソリストを起用

演奏活動（平成22年度実績）

１ 定期演奏会 9公演 13,057人

自 ２ 東毛定期演奏 2公演 1,406人

主 ３ 東京公演 1公演 1,116人

演 ４ 巡回公演 3公演 2,580人

奏 ５ 移動音楽教室 62公演 43,216人 ( 320校)

会 ６ 高校音楽教室 24公演 17,043人 ( 25校)

７ 特別演奏会 11公演 8,486人

８ 依頼演奏会 33公演 32,872人

９ 楽器セミナー 1,028人 ( 72校)

１０ アンサンブル 2公演

楽員の状況(平成23年9月1日現在)

弦楽器 コンサートマスター 2人 ・一回の演奏は70～80人。不足

43人 ヴァイオリン 20人 する場合はエキストラ対応。

ヴィオラ 8人 ・各パートはローテーションで

チェロ 7人 回している。

コントラバス 6人 ・練習日数は定期演奏会の場合

フルート 3人 3～4日。その他の演奏会は1

木管楽器 オーボエ 3人 日か2日。

11人 クラリネット 2人 ・譜読みは各自で行い、練習会

ファゴット 3人 場はシンフォニーホールで実

ホルン 5人 施。

トランペット 4人

金管楽器 トロンボーン・バストロンボーン 3人

13人 チューバ 1人

打楽器 パーカッション 3人

計 70人



- 31 -

特に青少年の情操教育としての移動音楽教

室、高校音楽教室はあわせまして86公演ほどあ

ります。公演全体の6割くらいを占めておりま

して、ほかのオーケストラと比較して、青少年

に対しての情操教育活動の割合が非常に高いこ

とが特色になっております。

楽員の状況でございますが、23年9月1日現在

で70名で、曲目にもよりますが、70～80人くら

いで演奏しております。なお本日は70人の楽団

員が演奏をさせていただきます。

曲目によって不足する場合は、外部からエキ

ストラを入れて回しております。練習は定期演

奏会の場合は3～4日練習します。その他の一般

演奏会の場合は1日、あるいは場合によっては2

日という形で練習をします。難しい曲、あるい

は新しい曲の場合は、若干時間をかけて練習し

ているということでございます。

譜読みは各自自分でさらってきて、それで指

揮者のもとでリハーサルをするという形で曲を

仕上げていく形になりますが、やはりプロです

ので、パッときて、パッと音をすぐ出して、細

かい調整をやって早く仕上げております。

Ⅴ 群馬交響楽団の経営状況について

次に、経営状況についてお話をさせていただ

きます。

オーケストラの経営につきましては、これは

一般論でございますが、一言でいいますと、ま

ったく儲からない事業です。なぜかといいます

と、生演奏でマイクを入れないで演奏する関係

がございまして会場に限界があるため、集客力

が決まってくるということです。

東京ドームで群馬交響楽団が演奏しても音が

届かない。集客が限られたところでやらざるを

得ない。その上で、演奏する人たちが70人、80

人という大がかりで演奏するという形になりま

す。群馬交響楽団の場合ですと、1日の人件費

が200万円かかってしまうのです。これで定期

演奏会で4日練習して1日本番ということで5日

間かけるとなると、楽団の原価だけで、人件費

で1,000万円になってしまう。それに外部から

指揮者、ソリストを呼んできますと、それは別

料金です。さらに、ホールの使用料、楽譜の使

用料、広告費、こういったものが上乗せになる

と、商業ベースでは基本的に成り立たないとい

うことなのです。

商業ベースで成り立たないと、市場からは除

外されてしまうということですが、そういうこ

とであってはちょっと困るわけです。そもそも

人種とか、あるいは国境を超えて音楽は世界の

共通言語という位置づけとなっているかと思い

ます。

特に、オーケストラが扱う曲目は、時の試練

を経ており、200年、300年前からの曲を今でも

弾く。そういう関係がありますので、音楽の世

界でいえば、グローバル・スタンダードな曲を

やっているということでございます。

したがいまして、音楽文化という点に関しま

しては、オーケストラが世界的な規模で社会的

な役割を担う部分があるのではないかというふ

うにとらえております。オーケストラが、商業

的に成り立たないから、なくていいんだという

ことであっては、音楽文化というものが発展し

ないと思いますので、公的支援をいただきなが

ら活動をしているという実態がございます。

全世界、商業的に成立しているオーケストラ

はございません。どこのオーケストラも、何ら

かの形で、寄付か公的支援をいただきながら活

動をしているという状況でございます。

経営状況は、収入は、約3分の1が演奏料収入、

公的支援が6割ほどを占めております。民間か

らの収入は5％しかございません。一方、支出

のほうは、人件費が6割、管理費が1割くらいあ

りますが、管理費に事務局スタッフの人件費も

含まれますので、人件費だけをとらえますと、

約7割が人件費ということです。事業費は、出

演料、ソリスト、指揮者の出演料等でございま

すが、約4分の1でございます。

これが首都圏の自主運営のオーケストラの場

合は、収入が、演奏料収入が6～7割になって、

公的支援が大体1割です。支出のほうは、一般

演奏会の数が多いこともあって、指揮者、ソリ
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ストの出演料の割合が非常に高い。さらに、事

務局のスタッフが非常に多いものですから、管

理費の割合が高くなることもありまして、相対

的に楽員の人件費がかなり少ない形の支出構成

になるという状況でございます。

地方オーケストラは、どちらかといいますと、

公的な支援の中で賄われているという割合が高

いのですが、国も地方も非常に財政難です。オ

ーケストラとしては非常に心配をしておりま

す。

Ⅴ 群馬交響楽団の経営状況等について

１ オーケストラの経営について

・儲からない事業

・構造的要因 集客力の限界（会場）、多大なコスト（人数、時間）

・地理的要因 都市力の弱さ、大都市でなければ立地困難

・公的支援不可欠

２ 群馬交響楽団の経営状況(平成22年度決算)

・収入は公的支援の割合が高い。60.5%。
・支出は人件費比率が高い。楽員63.4% 事務局員含めると70.7%
・事業収支は赤字傾向

 
演奏収入 241,427,742 33.5%
民間支援（賛助会費） 26,200,000 3.6%
民間支援（寄付金） 15,313,656 2.1%
文化庁等 87,900,000 12.2%
県・市町村 347,398,700 48.3%
助成団体 550,000 0.1%
その他 1,164,560 0.2%

計 719,954,658 100.0%

収入  
事業費（自主公演） 120,571,583 17.1%
事業費（依頼公演） 52,820,583 7.5%
楽員人件費 447,188,482 63.4%
管理費 73,228,074 10.4%
その他 11,152,015 1.6%
計 704,960,737 100.0%

支出
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Ⅵ 移動音楽教室について

移動音楽教室でございますが、移動音楽教室

は、昭和22年から始めてもう64年間ずっとやり

続けております。規模、実績は全国1位という

ことです。3年に1度、群馬交響楽団を聴くとい

う基本方針がございまして、小学校で2回、中

学校で1回、高校で1回、あわせて、18歳になる

まで4回群馬交響楽団の生演奏を聴くシステム

が確立されております。昨年末で累計604万人

の子どもたちに音楽を届けてきました。

ところが、このグラフを見ていただくとわか

るのですが、推移は、学校の数は増えているの

ですが、少子化によって生徒数は減少傾向にな

っています。

ホールで実施する場合と体育館で実施する場

合の二つの音楽教室がありまして、できるだけ

いい環境で音楽を聴いていただくという方針が

ございますので、ホールのある市町村について

は、基本的にホールで実施をしています。ホー

ルのない市町村は体育館でやるということで回

しております。

六つプログラムがございまして、各学校の希

望によって選択をしていただいております。

どういうシステムになっているかということ

ですが、実施体制が、県と市町村の教育委員会

の全面的なバックアップをいただいておりま

す。県の義務教育課さんが実施計画をつくり、

その計画に基づいて各学校に割り振りをしま

す。現在、24年から26年の第11次実施基本計画

をつくっており、それができて、向こう3年間

の計画で回していくという流れでやっていま

す。

費用負担ですが、現在、こちらに書いてある

ような金額をいただいておりますが、始めた当

時は、1人10円をいただいておりました。10円

は、当時、銭湯が10円です。おそばが15円です

から、今に換算すると約400円から500円くらい

の金額をいただいてやっておったということで

ございます。

昨年の実績では1億6,600万円くらいの収入が

あり、その4分の1くらいが移動音楽教室でお金

をいただいていおります。

その成果に関しましては、まず小学校から高

校までの期間は耳が一番いい時期です。年寄り

になると高音が聴こえなくなるということにな

りますが、音楽の美しさや音楽の喜びを伝えら

れる重要な時期だと思っております。

子どもたちが優れた本物の音楽に触れて曲の

美しさ、あるいは演奏への憧れといったものを

素直に感動することで、子どもたちに豊かな感

性、あるいは創造性、あるいは自分の目標みた

いなものが生まれてくるという効果がございま

す。

さらには、生のオーケストラの演奏を聴くと

いう体験が、その後の音楽、芸術との関わりを

ある程度決めるということで、その後の人生に

大きな影響を与えるということもあります。す

べてのお子さんというわけではございません

が、移動音楽教室を聴いて音楽を好きになった

とか、楽器を習うようになった、あるいはオー

ケストラのファンになるという子どもたちが多

くおります。そういう教育的な効果があるとい

うことでございます。

その他、どんな効果があるかということです

が、地域の文化ということでございますが、群

馬交響楽団は一番身近なオーケストラとして

今、地域に根付いているところですが、群馬交

響楽団と県民との距離感の近さというのは特筆

すべきものであって、これは、移動音楽教室が

なければ、この近さというのはなかったという

ことでございます。オーケストラを地域に根付

かせるベースに、移動音楽教室が大きく働いて

いるということでございます。

今後のオーケストラの課題といえば、やはり

教育活動であったり、それから地域密着という

ことがキーポイントになってくると考えており

ます。移動音楽教室は、地域密着と教育活動に

直接関わる取り組みでございますので、未来の

群馬交響楽団を左右するのは移動音楽教室では

ないかと思っております。

今、移動音楽教室の中身をもっと強化をして、

事業効果を高めていく、魅力的なものにしてい
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く必要があるということで、改革を図っている ところでございます。

Ⅵ 移動音楽教室について
１移動音楽教室の実績・過去の推移
・基本方針：3年に1度群馬交響楽団を聴く
・小学校2回、中学校1回、高校1回 計4回 群響を聴くシステムが確立
・日本で唯一、最大の規模：64年間の累計6,048,135人
・平成22年度学校別実績 小・中・養護学校 320校 43,216人

高校 25校 17,043人
計 345校 60,259人

・過去の推移 学校数は増加傾向、鑑賞者数は減少傾向

２移動音楽教室の種類 ３実施体制
・基本方針：良い環境で音楽を聴かせる（ホールのある場合 ・県と市町村の教育委員会が
はホール使用、ホールのない場合は体育館・講堂使用） 全面的にバックアップ

・学校の選択により６つのプログラムで実施 ・3カ年毎に移動音楽教室実
・平成22年度プログラム別実績 施計画を作成
＜ホール＞ Aプログラム 4回( 6%)

Bプログラム 12回( 19%)
Cプログラム 0回( 0%)
Dプログラム 27回( 44%） ホール計43回

＜体育館等＞ Ⅰプログラム 15回( 24%)
Ⅱプログラム 4回( 6%) 体育館計19回

４費用負担 ５成果
・小学校1800円 ＜教育的効果＞
(児童生徒400円､県700円､市町村700円) ・子どもの豊かな感性、創造性、意欲を創出
・中学校 1850円 ・子どもとクラシック音楽との関わりを決定
(児童生徒450円､県700円､市町村700円)
・高校 2000円
(生徒 1000円､県1000円) ＜県民の理解と協力＞
・平成22年度収入 ・群響と県民との近い距離感

小中音楽教室 108,053,400円 ・県民の理解と協力
高校音楽教室 58,095.800円

計 166,149,200円
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Ⅶ 文化・芸術について

文化・芸術について、残りの時間お話しさせ

ていただければと思います。

戦後、日本は、過度な経済成長、あるいは物

質文明の陰で、心の豊かさ、潤いの大切さとい

ったものが後回しになってきたということは皆

さんご承知のことかと思いますが、今では、経

済活動と文化活動は密接に結びついていて、豊

かな社会の形成のためにはそれが両方なくては

いけない世の中になっているかと思います。

さらにこれからのことを申し上げれば、経済

がどんどんグローバル化してくると、やはり日

本は、付加価値の高い産業に特化していかない

と生き残れないということになろうかと思いま

す。

付加価値を生み出すのは、人間の創造性に負

っていると思っています。創造力のある人間が

高い付加価値を生み出し、日本の未来を切り拓

いていくということではないかと思います。人

間の創造性については、文化とか芸術が深く関

わってくると考えております。資源の乏しい日

本の国づくりは、創造的な人づくりが重要にな

ってくるということで、芸術なり文化というも

のを大切にしていく必要があると考えておりま

す。

Ⅶ 文化・芸術について

文化・芸術の意義・ ・「豊かな人間性」「創造力のある人間の」の形成

価値 ・文化と経済は国家の両輪

東日本大震災の教訓

文化・芸術の力 ・厳しい現実の中でも文化・芸術が心に余裕を与え、心が豊かになる

・心の癒し、明日への希望、生きる力

・空間と時間の共有、様々な交流の蓄積＝手間と時間がかかる

文化(地方) ・世界に一つのサウンド、群響の音色

の創造 ・地域のアイデンティティ、地域の誇り

Ⅷ 群響のこれから

・少子高齢化の進展、人口減少、経済の低迷、地方自治体の財政逼迫

厳しい経営環境 ・何も手を打たなければ縮小均衡の恐れ

・発展に向けた絶えざる努力の必要性

＜めざすべき姿＞

・県民から親しまれ、愛され、支えられるオーケストラ

基本的方向性 ＜具体的方向性＞

(二兎を追う) ①演奏力のアップ

・グローバルスタンダードをめざす

・ブランド力の向上による県外公演の獲得やファンの拡大

②地域密着活動の充実･強化

・移動音楽教室の充実・強化

・多世代への浸透・拡大

群響の原点 ・群響の原点＝「ここに泉あり」の精神を忘れず

を忘れず ・人生のひとときをオーケストラとともに
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特に教育の中で豊かな人間性ですとか、ある

いは創造力をしっかりつくっていくということ

が大切だと考えておりますので、我々は音楽を

通じてそういう部分に少しでも手伝いができれ

ばという思いでやらせていただいております。

将来的には、文化・芸術を大切にする国はど

んどん栄えていくのではないか、文化・芸術を

疎かにしていく国は衰弱をしていくのではない

かと考えております。

これは、地域に置き換えても同じことがいえ

ると思っています。文化・芸術がなければ、結

局、その地域は見向きもされなくなってしまい

ます。やはり文化・芸術がないと、表情が見え

ない、顔の見えない寂しい地域になってしまう

ということだと思いますので、文化・芸術はこ

れから非常に大切なものになってくると思って

います。

さらに、今回、東日本大震災が起こりました

が、文化・芸術の別の面の力を見せていただき

ました。

東日本大震災は、いろいろな意味で、今まで

の生き方、社会のあり方を考える契機になりま

したが、同時に、人と人とのつながり、あるい

は大切さを感じるとともに、人間が生きていく

上で文化・芸術が非常に不可欠であるというこ

とを改めて感じさせてくれたと思っておりま

す。

被災者の心を癒して、明日への希望、あるい

は生きる力を与えたものは何なのかと考えてみ

ますと、やはり音楽を含めた文化とか芸術であ

りました。芸術、文化に触れて、それで明日へ

の生きる力をつけていったという被災者の方々

をいっぱいご覧になったかと思います。

そういうことで、人間が生きていく上で、文

化とか芸術がそもそも不可欠なものということ

ではないかと考えております。

文化・芸術をどうやって育てていくかという

ことですが、実は時間と手間が非常にかかると

いうことでございまして、例えばほかからオー

ケストラを呼んできて演奏してもらっうこと

で、オーケストラ文化が地域に育つかというと、

そういうことはなかなか起こらないということ

ではないかと思います。

やはり地域の人とオーケストラ、楽団が時間

的にも空間的にも共有するものがないと、地域

に文化はなかなか根付いてこないと思います。

群馬交響楽団があることで、この地域に個人で

演奏活動する場合もありますし、お子さんをレ

ッスンする場合もありますし、あるいは学校に

教えにいくということもあります。そういうこ

とで、地域と楽員が音楽を通じた交流がある、

そういうことでオーケストラが地域に受け入れ

られて根付いてくるのはないかと考えておりま

す。

群馬交響楽団の例を申し上げますと、楽員と

地域の交流を基礎にした上で、市民の思いが詰

まった群馬音楽センターという器があって、さ

らに66年間支えてきてくれた温かい県民、市民

がいて、そしてそれに応える群馬交響楽団の楽

員の熱い思い、演奏、そういったものが全部そ

ろって、世界に一つの群馬交響楽団のサウンド

ができる、その群馬交響楽団のサウンドを鳴ら

すということが地域の文化の創造につながって

くるというふうに考えております。

時間になりましたので、最後に一言だけ申し

上げますと、コンサートというのは、生演奏で

ございますので、生身の人間が一生懸命弾く形

になります。今はどんな媒体でも音楽は聴ける

のですが、生身の人間の演奏は、ほかの媒体で

はまったく感じることができない、いろいろな

音の表情、強弱、緊張感、解放感、そういった

ものを含めて、もっと深みのあるものを感じ取

ることができるのだと思います。その場その場

の一期一会の演奏会のなかでオーケストラと、

あるいはいろいろな芸術と向かい合う、そのま

まを見て感じて感動するということがライブの

楽しみかと思います。

そういったことで、もうちょっと時間をいた

だいてこれから準備を進めますが、これから群

馬交響楽団の演奏をお楽しみいただければと思

います。

最後に、芸術・文化、あるいは教育も、人づ
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くりという点では共通しているかと思います。

私学は特色ある教育、あるいは多様な人材の輩

出という観点から、重要な公教育の一端を担っ

ているということでございますので、お互いに

しっかりやっていければということで、私立学

校のますますの発展を心から祈念をしまして私

の講演とさせていただきます。

本日はありがとうございました。

※写真は群馬交響楽団よりご提供いただいたものです。

群馬交響楽団演奏（指揮：上野正博）

・舞踏会の美女（アンダーソン）〈アメリカ〉
アメリカ軽音楽の巨匠ルロイ・アンダーソンの曲で親しみやすい曲です。
アンダーソンは1935 年からボストン・ポップス管弦楽団で編曲・作曲をしました。

・シンコペティッド・クロック（アンダーソン）〈アメリカ〉
規則正しく時を刻む時計が、突然ささやかな反抗を起こしてしまったらどうなるかを音楽で実際に聴か
してくれている曲です。

・グリーンスリーブスによる幻想曲（ウィリアムズ）〈イギリス〉
イングランドの古い民謡をもとにしたロマンティックな曲です。
グリーンスリーヴスとは、その名のとおり“みどりの袖” と言う意味です。

・ペール・ギュント第一組曲（グリーグ）〈ノルウェー〉
ノルウェーの文豪イプセン（1828ｰ1906） が自国の伝説にもとづいて書いた戯曲です。
第１組曲は、朝の気分、オーゼの死、アニトラの踊り、山の魔王の宮殿にての４曲からなっています。

・トルコ行進曲（ベートーベン）〈ドイツ〉
ピアノの曲として有名ですが、舞台劇「アテネの廃墟」のための音楽から独立したものです。
軍楽隊が遠くから近づき、目の前を過ぎ去っていく様子を描いています。

・カルメン第一組曲（ビゼー）〈フランス＝スペイン〉
フランスの作曲家ビゼーが作った歌劇「カルメン」を演奏会用の組曲としたものです。
ビゼーの代表作でありフランスオペラの最高傑作。

・夏の思い出（中田喜直）〈日本〉
群馬県と福島県・新潟県の３県にまたがっている高層湿原として有名な尾瀬ヶ原を歌った日本の歌曲で
す。

・ラプソディ（外山雄三）〈日本〉
楽器編成に日本の伝統的打楽器を豊富に加え、日本の様々な民謡を素材として外山雄三が作曲しました。
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1 研究目標 私学経営の活性化と次世代リーダーの育成

2 会 場 ホテルメトロポリタン高崎「6階 丹頂ⅠⅡ」

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月日

受 部 講 講 閉
会 実践報告 フォーラム

10月28日 開 演 演 昼 食 会
会 ①・② ・ディスカッション

付 式 Ⅰ Ⅱ 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 樹 徳 高 等 学 校 校 長 星 野 幸 一

講 演 Ⅰ 演 題 「私学をめぐる状況と当面する課題～未来を担う私学の理念と経営活性化～」

講 師 東京女子学園中学校高等学校 理事長･校長 實 吉 幹 夫

講 演 Ⅱ 演 題 「群馬の私学振興について」

講 師 群 馬 県 総 務 部 学 事 法 制 課 課 長 関 隆 之

実践報告 テーマ 「生徒指導における一考察について」

発表者 樹 徳 高 等 学 校 副教頭 金 安 伸 一

テーマ 「学校組織活性化をめざして―ミドルリーダー設置の中間報告―」

発表者 前 橋 育 英 高 等 学 校 副校長 竹 渕 敏

フォーラム・ディスカッション

テーマ 「次世代リーダーの育成」

パネリスト 東京成徳大学中学高等学校 校 長 木 内 秀 樹

パネリスト 株式会社ブレインアカデミー 執行役員 淡 路 雅 夫

パネリスト 株 式 会 社 Ｊ Ｔ Ｂ 法 人 東 京 取締役 大 塚 雅 樹

コーディネーター 水 戸 女 子 高 等 学 校 理事長･校長 鈴 木 康 之

部会閉会式 総 括 樹 徳 高 等 学 校 校 長 星 野 幸 一

専門委員長挨拶 東京女子学園中学高等学校 理事長･校長 實 吉 幹 夫

閉会のことば 前 橋 育 英 高 等 学 校 副校長 竹 渕 敏
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5 運営委員

委 員 長 星 野 幸 一（樹徳高等学校 校長）

副委員長 竹 渕 敏（前橋育英高等学校 副校長）

委 員 池 田 量（樹徳高等学校 副校長）

田 中 薫（樹徳中学校 教頭）

青 山 正 伸（樹徳高等学校 教諭）

高 瀬 元 彦（前橋育英高等学校 教頭）

金 子 雅 人（前橋育英高等学校 教諭）

神 山 義 幸（前橋育英高等学校 教諭）

6 専門委員

委 員 長 實 吉 幹 夫（東京女子学園中学高等学校 理事長・校長）

副委員長 鈴 木 康 之（水戸女子高等学校 理事長・校長）

委 員 長 塚 篤 夫（順天中学高等学校 校長）

木 内 秀 樹（東京成徳大学中学高等学校 校長）

真 城 義 麿（大谷中学高等学校 前校長）

新 田 光之助（筑陽学園中学高等学校 理事長・高校長）

客員研究員 野 原 明（文化学園大学杉並中学高等学校 特別顧問・名誉校長）
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「私学をめぐる状況と当面する課題

～未来を担う私学の理念と経営活性化～」

東京女子学園中学校高等学校 理事長・校長 實吉幹夫

はじめに

おはようございます。ご紹介いただきました

實吉でございます。講演の題が非常に重く与え

られましたので、題名どおりのお話ができるか

どうか自信のないところでございます。また、

こういう機会にお話をさせていただくことも数

多くやってきましたので、繰り返しの話も幾つ

か出てまいって、お耳に煩わしいところがある

かと思いますが、お許しをいただきたいと思い

ます。

群馬県の関係の先生方には、昨日のプロ野球

のドラフト会議で、藤岡選手がロッテに第1位

で指名をされて、ロッテ入団が決まったという

ことで、桐生の先生方はたぶん、今後の藤岡選

手のプロ野球での活躍をご期待されているので

はないかと、一緒に喜びを表したいと思ってい

ます。

また、昨日、教育懇談会では本当においしい

お食事をご用意いただいて、腹一杯、あるいは

こちらの地酒も飲まれて、若干お疲れの向きが

あるとすれば、学校では｢寝るな｣とご指導され

ているのだろうと思いますが、どうぞゆっくり

お休みの中でお聞きください。

それでは、お手元に用意いただいた資料をも

とにして、話を進めさせていただきます。

実は、中高連の吉田会長、あるいは副会長の

近藤先生、東京の協会長でございますが、非常

に人使いが荒うございまして、様々な分野で学

校を放り出している状況であるとご理解いただ

きながら、話を聞いていただければと思います。

Ⅰ．教育政策・制度改革への私学の対応につい

て

1.中央教育審議会等への対応について

まず最初に、教育政策・制度改革への私学の

対応ですが、日頃、吉田会長は、「物言う私学」

であろうと言っています。今日、お話の中で、

私もふさわしくない言動、あるいは誰か一人を

個人攻撃して誹謗中傷するということがあるか

もしれませんが、物言う私学、思いを伝えてい

くということがあって、もしそれは言い過ぎで

あろうということもあるかもしれませんが、お

許しいただければと思っています。

まず、中央教育審議会等への対応ですが、現

在、様々な分科会が中教審の中に、ワーキング

グループも含めて用意されています。従来は前

会長の田村先生が中教審委員をされていたの

で、私学側としては様々な会に関係者が出てい

くことが少のうございましたが、吉田先生にな

ってから、とにかくいろいろなワーキンググル
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ープに出ていって、私学の本意を伝えなければ、

国の教育政策は公立学校を中心として、あるい

は公立学校に偏って様々なことが語られて、私

学が片隅に置いていかれてしまう、そういうこ

とがないようにしようということで、現在、先

ほど人使いが荒いというふうに申し上げました

が、清水先生、長塚先生、中川先生、会長、そ

れから私もですが、なるべく会に出ていってい

ろいろなお話をしようと思っております。

必要に応じてとにかく意見陳述をしていこ

う、意見書を提出していこうというのが今の姿

勢だというふうにご理解をいただければと思い

ます。

様々な部会のことを少し掘り下げていきたい

と思います。

(1)教員の資質能力向上方策

最初の教員の資質能力向上方策についてとい

うことですが、これはいつもお話をするのです

が、資質というのは生まれ持ったものですから、

資質など向上するはずがないというのが私の思

いです。日本の子ども達の国語力が落ちた、表

現力が落ちたというふうに国は大騒ぎをします

が、当の文部科学省がこの｢資質｣という言葉を

間違えて使っているのではないかと私は思いま

す。｢質｣は向上します。｢資質｣は生まれつきの

ものですから、向上させることが可能なのでし

ょうかという疑問をまずぶつけておきたいと思

います。しかし、使われてしまっている言葉で

すので、「資質向上」ということでお話をさせ

ていただきます。

教員の資質能力向上方策については、中教審

の中ではその特別部会におきまして、教員免許

制度改革と教員養成、採用、研修、こういうも

のを総合的・一体的に検討しているというのが

現状です。現在、そのより具体的な制度のあり

方についてワーキンググループがつくられ、そ

こで審議されているわけですが、そこに吉田会

長に参加していただいているということになり

ます。

特別部会におきましては、私立学校は、公立

学校とは何かしら性格がそもそも違っているの

であるから、教員の資質の向上方策においても、

公立学校とは異なる教員の養成のあり方、採用

のあり方、研修のあり方があるというふうに主

張させていただいています。

資料「教職生活の全体を通じた教員の資質能

力の総合的な向上方策について（審議経過報告）

に対する意見」には、審議経過の報告が出てい

ます。2番目として｢多様な人材育成と採用につ

いて｣という書き込みがあって、このことにつ

いて中高連としては、「様々な資質能力を備え

た教員を確保することが不可欠である。そのた

めには、現行の『大学における養成』と『開放

性』を基本的に維持すべきであると考える。」

と意見を言っています。

審議会の中で話されている内容は、教員の専

門職化というのでしょうか、小学校段階、中学

校段階、高等学校段階の教員免許のあり方が問

われていて、そこで、現在の免許制度を見直し

して、「基礎」｢一般｣｢専門｣に再編して、また

免許区分を｢義務教育｣あるいは｢中等教育｣にす

ることが検討されていたのです。このことにつ

いて、私学にとっては少し違うぞということを

申し上げたくて、この意見書を提出したという

ふうにご理解をいただけるとありがたいと思い

ます。

なるべく事を荒立てないようにとは思ってい

ますが、やはりしなければいけないところ、あ

るいは私立側として押さえておいてもらわなけ

ればいけないことがあるということで、「今後

の審議について」ということで、｢今後貴審議

会におかれては、かつて散見された教育政策の

朝令暮改が教育の現場に及ぼす影響にも十分目

配り｣をしていただきたいということを書き込

んであります。

昨日、高崎市の富岡市長のお話の中に、文部

科学省は10年前の資料なんて見ないなんていう

お話がありました。ご承知のように、全国各都

道府県の私立学校審議会の全国での集まりの中

で、通信制高校のあり様が随分問題視されて、

この12年間ぐらいですか、文科省に通信制の高
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等学校のあり方について検討してほしい、ある

いは見直しをしてほしい、現状を調査してほし

い、という話をずっと陳情してまいりました。

富岡さんの話を聞くと、あ、そういうことだ

ったのか、全く相手にされないというのはこう

いうことなんだなという思いを強くしました

が、朝令暮改にならないようにしてほしいとい

うのが一つの思いです。

昨日の吉田先生の話の中にもありましたが、

専門学校の課程の中に通信制の課程を入れよう

ということで、これは実は扱いが生涯学習局で

す。そこで、高等学校の通信制課程のあり様が

いろいろ問題になっているのに、その現状を見

もしないで、生涯学習局がもしやるとしたら、

それは間違う方向に行くのではないかというお

話もさせていただいているところです。

ただ、専門学校の全国の組織の中では、賛成

の方もおいでになりまして、反対の方もおいで

になって、なかなかまとまるのが大変だと思い

ますが、いずれその方向はみていきたいと思っ

ているところです。

そんなことを意見書として出しているという

ことを資料としておつけしましたので、またそ

の細かい内容については、後ほどお時間のある

ときにお目通し願えればと思っています。

(2)中高一貫教育校制度

次に、私どもにとって非常に重要なことだと

思いますが、三浦朱門さんが座長の国民教育会

議で教育に提言がありました。その中に、中高

一貫教育のお話があって、平成9年だったでし

ょうか、中教審の答申の中に、中高一貫教育で

すね。「中高一貫校」ということは法律の中に

ないのです。「中高一貫教育を施す学校」とい

うことの略として「中高一貫教育校」という言

い方がなされると思いますが、文科省では500

校計画を出しました。

第一としては宮崎県の五ヶ瀬で始まったので

しょうが、500校計画があったように、公立、

私立合わせて約470ぐらいが全国にあるのでし

ょうか。しかし、いつの間にか500校という話

が、文科省のお話の中からどこか消えているよ

うには思います。

昨日の都道府県の協会長・事務局長会議の中

で近藤先生がお話をされていた、設置者が同一

の場合には連携型の中高一貫教育校化はできな

いというふうに従来から言われていたという話

があったかと思います。いつの間にか出てしま

ったというのが、平成18年4月付の「中高一貫

教育 Q ＆ A」というものです。これは文科省
の内部資料ということで、申しわけありません、

つい3日前に手に入れたものですからお手元に

お届けすることができていませんが、この中で

1から25番まで question があって、その4のと
ころに、「誰が中高一貫教育校をつくるのです

か」という質問にして、answer として「中等
教育学校については、都道府県だけでなく、市

町村もその規模と能力に応じて設置することが

できます。併設型の中学校、高等学校について

も同じです。連携型の中学校、高等学校による

中高一貫教育は、既存の市町村立の中学校と都

道府県立の高等学校が連携して行うものです。

したがって、設置者については、中学校は市町

村、高等学校は都道府県となります。」。

次が不思議なんです。「なお、中学校と高等

学校の設置者が同一の場合でも、連携型中高一

貫教育校を設置することができます。」という、

なお書きがいつの間にか入っているのです。こ

れを文部科学省は、知らない間に、ここを読む

と私立でもできるではないかという読み方がで

きるようになるわけです。このことを昨日、近

藤先生がお話ししたというふうにご理解くださ

い。

今、私立で連携型の中高一貫校化しているの

は、茨城県に1校だけあるはずです。設置者が

同じで、連携型の中学校、高等学校にしている

例が1件あるとご理解ください。

実は、公立の中高一貫校の中で問題になりま

したのが、入学者の選抜方法です。ご承知のよ

うに、公立中高一貫校をつくるときに、一つは

「エリート校化しない」という言い方がありま

した。それから、受験競争を煽らないようにす
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る。子どもが小さいときから受験勉強に取り組

まなければいけない体制ではない学校として中

高一貫校をつくっていこうというような、国会

の付帯決議でもあって、規定であったはずです。

それが、例えば千葉県でトップ校と言われてい

る高校が、中高一貫教育校化しました。

東京は、そういうふうにはなっていないです

が、でも、小石川、両国、あるいはかつて№3

と言われた学校が中高一貫教育校化していっ

て、実は今年、昔の府立第一高女、戦後、白鴎

高校と言いましたが、そこの中高一貫の卒業生

で東大の合格者が5名出た、早慶、上智に何人

入った、都立の復権だと騒ぐわけですが、中高

一貫教育をつくる趣旨とはやはり外れているの

ではないかというのが我々の思いです。

公立の学校は学区制を撤廃しました。一方で、

地域との連携が公立の学校で崩壊してしまって

いるので、地域との連携を強めるという一方の

議論があります。そのときに、学校選択の自由

と称して、学区を全部撤廃してしまって公立学

校に進めるようにしている政策というのは、私

は些か違うのではないかという思いがしている

のです。

話があちこち飛んでまとまりがありません

が、中高一貫校が現在どういう議論をしている

かというと、適性検査。適性検査では、中学校

の段階、これも昨年の長崎の大会、あるいは今

年の私学経営の大会でもお話をしたかと思いま

すが、「中だるみ」というのですか、確かに私

どもも、中学校から高校に行く中学2年生、3年

生のころに、高校の入試がないので、中だるみ

するという言葉を発した記憶があります。しか

し、私立でお預かりしている子ども達は、その

6年間でどう成果を出すかということでありま

すから、中だるみがあって当たり前ではないか

というのが私どもの感覚でないでしょうか。そ

れを公立の中高一貫校をつくったあの人達は、

中学校2年生、3年生でどうも中だるみがあるの

で、選抜の方法を変えたいというのです。これ

も常日頃、野原先生がお話をしていることです

が、学力というのは一体何なのだという議論が、

日本の教育界の中でどれだけされてきたかで

す。

ご承知のように、今回の学習指導要領の改訂

で、中学校の学習指導要領の総則部分で、なぜ

このような改訂を行ったのか、あるいはこの改

訂の趣旨はどういうところにあるかという書き

込みの中で、知識・技能の習得、これが学力の

一つだという規定が最初にあります。

二番目として、習得した知識と技能を活用し

て、思考力とか、判断力などを様々な外部発信

できる、あるいは自分で課題を発見して自分で

解決できる能力をつけていく。これも学力だと

いうふうに規定しています。

三番目として、富岡さんが、昨日、とんでも

ない話をしましたが、夜の席でもお話をしまし

たが、日本の子ども達の学習する意欲が一番足

らないという話がありました。今回の学習指導

要領の中にも「学ぼうとする意欲」と書いてあ

ります。この三つをもって学力という規定が初

めてされたと理解しています。

野原先生は、この三つのことを、最初の部分

は「学んだ力」というふうに私どもに発信して

くださっています。それから、知識・技能を習

得した上での次の判断力とか、いろいろな力、

これを「学ぶ力」というふうに表現されていま

す。意欲の部分、これは｢学ぼうとする力｣。こ

の三つが学力であるというふうに、私立学校の

関係者としてはずうっと思っていたことだと思

います。それが今回、はからずも国として、学

力だ、と。

中高一貫校では学力検査をしてはいかんとい

うことになっているわけです。あえて「適性検

査」というふうなごまかしの言葉を使って、公

立の中高一貫校は、今まさに示した学力の部分、

全部を含めて総合的な問題というかもしれませ

んし、一つの教科に偏った問題でないというか

もしれないが、つくってきました。

この学力検査をやらせようというワーキング

グループの中での会議があって、従来、適性検

査という、私達から見れば現在行われている適

性検査は、私達が考える学力検査なのだと主張
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してきましたが、文科省の今の適性検査は学力

検査だというふうに、審議官がはっきり会議の

席上で言ったのです。ですから、国としても、

現在、中高一貫校で行われている適性検査は、

学力検査そのものだと見てしまっていると思い

ます。

そういう部分で、その作業部会に向けて、中

高連としては現在、公立中高一貫校で行ってい

る入学者選抜の学力検査に意見を申しておりま

す（公立中高一貫教育校の入学選抜者における

「学力検査」の取扱いについて(意見)）。

東京にある有名な中学受験の塾があるのです

が、現在その塾は私立中学校への受験のという

よりも、むしろ公立一貫校への取り組みに経営

方針のシフトをしています。その塾に対して私

は文句を言っているのではなくて、あれだけ中

高一貫校をつくるときに、受験に子ども達が振

り回されないようにしようと言って中高一貫校

をつくったにもかかわらず、その趣旨とは違う

世の中の動きがある。これを文科省は何も知ら

ない。目をつぶっている、知ろうとしないと言

ったらいいでしょう。ということについて、我

々は苛立ちを感じていますし、抗議もしている

ところです。

今までの文科省の姿勢でいくと、事前にこう

いう文書を出して受け取るということはわから

なかったのです。本来ならば、部会の中でいろ

いろ議論されるのであるから、我々の意見をそ

の部会の中に届けるという努力をしなければい

けなかったのが、かつてはされていなかった。

かつての方法は何かというと、ワーキンググ

ループがいかにもアドバイザーとして、皆さん

方の意見を聞きましたよということで、意見が

あれば寄せてくださいということをやってきま

したので、同じ方法がやはり出てきたので、あ

えて前段の文章をもう少し簡素化して出させて

いただいたのが、「『中高一貫教育制度に関する

主な意見等の整理』への意見」です。

中高一貫校の特典というのでしょうか、教育

課程の編成を少し自由にできるという部分があ

ることは、法律をよくお読みいただいていると

わかると思います。ただ、これに絡んで、かつ

て未履修の問題がありました。未履修問題があ

ったときに、ある都道府県では私学の行政課が、

例えば教育課程の編成に伴って学則変更を出し

たときに、時間割を出したとか、教務手帳を出

したとか。未履修のときには教務手帳を出せと

まで言われたのです。そこまでされていいのだ

ろうか。

再三お名前を出して申しわけありませんが、

野原先生から、「君達、私学の自主性と独自性

と言うけど、私学の独自性というのはどこに言

葉があるんだい」と私は注意を受けることがあ

るのですが、自主性は自主性。ただ、私学とし

て公立との違い、先ほど群馬の会長先生が「亜

流ではない」と言われました。「私学は亜流で

あってはいけない」というお言葉があったよう

に、私学には自主性のなかに含んで独自のいろ

いろなことを組んでいくことが大事だろうと思

っています。

それで、未履修のときに、平成16年でしょう

か、文科省に、実は中学の教育課程の組み方の

中で、特に芸術科目が主になっていたかと思い

ますが、学年配当どおりの時間の編成になって

いない。それは中学の段階での未履修だという

指摘があって、そんなことはないだろう、と。

中学校3年間である力をつけてほしいというふ

うにして学習指導要領が組まれているのであれ

ば、そこは幾分か教科の持っている特性を考え

ながらやってもいいのではないかといって、放

られたまま6年が過ぎました。

今年の7月19日に中高連に、室長が来て、「従

来から懸案になっていた問題について、教育特

例法の申請をしてくれれば、従来私立側から出

ていた教育課程の編成について、文科省として

は認めるから、教育特例法の申請をしてくれ」

と。それも7月20日付で文科省は文書を出して、

「8月いっぱいに各都道府県から文科省のほう

に私立は手を挙げろ」という内容での通達が各

都道府県にいったかと思いますと。おまえ、何

を言っているんだ、夏休みの最中にそんなこと

ができるわけはないだろう、と。そうだったら、
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「8月中は手を挙げてもらうだけ挙げてもらっ

て、9月になって申請を出していただければい

いです」と言っています。

各都道府県におかれては、それぞれ学校独自

のご判断、あるいは都道府県のご判断の中で、

教育特例法の事例を使って申請をしてくれとい

うお話があったかと思います。そんなことも今

後、学校の教育課程の編成をどうしていくかと

いうことに思いをいたしながら交渉を続けてい

きたいと思います。

東京では、この特例法は、いっぱい出るかと

思ったら、ほとんど出なかったのです。文科省

は東京都に対して、「東京都は連携型の学校の

指導をしていないのか」と担当官が言ってきた

と言っていますが、あえて連携型の申請をしな

くてもできる部分があるわけですから、その辺

は少し冷ややかに見ていこうかと思っていま

す。

中高一貫のことを語り出すと切りがないの

で、先に進ませていただきます。

(3)学校評価

三番として、学校評価のことをお話しします。

我々の考え方ですが、学校評価につきまして

は、自己評価と関係者評価については、法律の

中に組み込まれて、自己評価については義務規

定になり、学校評価については努力義務規定に

なっているのは、既にご承知のことだと思いま

すが、問題は第三者評価のことが今後話題にな

ってくるところです。

私もワーキンググループの一員として、私立

側の立場としては、私立学校は常に第三者の評

価にさらされているのだと言っています。

東京に杉並学院という石川遼君が卒業した学

校があるのですが、そこの校長に3・4年前にご

就任された吉野校長は、文科省で学校評価をど

うするかということを法制化しているときに関

係者として文科省の中にいた方なのです。この

方が杉並学院の校長になってみたら、「これは

とんでもない、私立学校はあそこで議論されて

いたような評価に対する考え方は、どこの学校

でもやっているのですね」と、はっきり言って

いました。

ですから、我々私立学校はそもそも第三者の

目に常にさらされている。それは、例えば、お

かしなことをやった学校法人が幾つかあります

から、私立学校法が随分強化されて、我々もつ

らいところがありますが、それはお仲間の方が

そういうことをやったことによって法が厳しく

なるということは、我々の律していかなければ

いけない部分だということで他山の石として、

自戒の念をもっていかなければいけない部分が

あります。しかし、私立学校法が改定されて、

理事会の機能、教育委員会の機能、さらに管理

の機能が強化されていますよね。

学校法人が設置する学校ですから、学校の内

部評価としては当然に評議員会、理事会に現在

の学校の状況を報告し、審査を受け、監事から

様々な監査を受けている。それから、第三者と

いうとすれば、まさに受験生、あるいは保護者

は、常にその学校をみながら、自分の子どもを

預けるべきか、預けないほうがいいのかという

判断をしているわけです。常に第三者の評価を

浴びているというのが私どもの考え方です。当

然に幼稚園にしても、小学校にしても、中学校

にしても、高等学校にしても、学校種、学校規

模にとって、一律に何かを決めるということは、

とてもでない、受け入れることはできないとい

うことも、そのワーキンググループの中では発

言させていただいているところです。そんなふ

うな考え方で、現在、第三者評価についてはや

っていこうかと思います。

現在、自己評価と関係者評価を実際にやって

みて、どうだったでしょうかという事例報告が

ワーキンググループの中でされています。自治

体としても、あるいは教育委員会としても、費

用が非常にかかるということと、いわゆる評価

はしてみたが、本当に目的としていた学校改善

がなされているのかというところでも、つまず

きというか、迷いがあるように、今、思ってい

ます。そういう意味では、まだまだ学校評価の

物の考え方というのは、法律上はしなければい
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けない、あるいはするべきだと決められました

が、その中身については、まだまだこれから議

論していかなければならないという感じだとい

うことをお伝えしておきたいと思います。

(4)高等学校教育改革

四番目として高等学校教育の改革です。

高等教育と義務教育の間にあって、長らく検

証が行われてこなかった高校教育について、中

教審の初等中等教育分科会に新たな部会として

高等学校教育部会というのが設置されました。

これは10月下旬以降、教育の質の向上の観点か

ら、これまでの高校教育改革の成果と課題、今

後の高校教育のあり方について審議が始まる予

定になっています。本年度末に骨子、そして平

成24年度にも報告を取りまとめる予定になって

います。

ここの会議は、私学側の代表者として長塚先

生がご参加されますから、今後、中高連の会議

で恐らく部会としてのご報告がいくと思います

ので、各都道府県の協会長先生、あるいは中高

連のほうに理事としておいでの先生方にはお伝

えすることになりますから、今日お集まりの先

生方は、それぞれの都道府県でご関心をお示し

いただければと思います。

重要な情報だと思ったときには、中高連のホ

ームページか、あるいは日私研のホームページ

に情報を提供する方法を今後考えていきたいと

思いますので、その辺も、お時間をいただいて

努力をしていきたいと思います。

このことについて、実は第177回の国会にお

いて、平成22年に閣議決定された地域主権戦略

大綱というのがあります。地方公共団体に対す

る事務の処理またはその方法を規定している関

係法律を改正する法律｢第2次地域主権一括法｣

というのが、先日、公布されたわけですが、こ

の中で、文部科学省の関係するものでは、「高

校標準法」というのがあります。高校標準法に

規定されている公立学校の生徒の収容定員の下

限に係る基準が廃止されました。

｢構造改革特区法｣では、公私協力学校におけ

る公私協力基本計画で定める｢教育目標に関す

る事項｣が｢努力義務｣になりました。公立高校

の収容定員の基準が廃止されたことによって、

地方公共団体の財政格差に応じて公立高校の統

廃合が進むものと考えられています。一方、公

私協における公私収容定員の協議にも影響があ

ることが予想されますので、この辺は、この法

律を少しお読み込みいただいて、私学所管課の

協議のときに、あるいは教育委員会との公私協

の協議のときに、私立学校側の体制を整えてい

くことが必要な事態になっているかと思ってい

ます。その辺もまた、法律をよくお読み込みい

ただければいいかと思います。

時間がだいぶ押してしまっていますので、私

学の理念と経営活性化はパスさせていただきま

す。

2.東日本大震災への対応について

(1)災害復旧特別助成措置法案

東日本大震災への対応について、お話をさせ

ていただきたいと思います。

経過だけお話をしておきますと、平成23年3

月に発生しました東日本大震災は、その被害が

大変甚大であったことを受けて、復旧する事業

に対して、公立学校と同率の3分の2を補助する

こととされた法案が8月9日、自由民主党など野

党5党により参議院に提出されました。しかし、

この法律案は、文教科学委員会において、民主

党、国民新党の反対にあって否決されましたが、

本会議では22日に可決されました。その後、衆

議院に送付されて31日に閉会した第177国会で

は成立せずに、継続審議となっています。

(2)義援金

義援金ですが、本当にご協力をいただきまし

た。各都道府県の協会を通じて中高連にお寄せ

いただいた義援金、学校によっては既に赤十字

を通じて義援金を供出されていた学校があった

ので、中高連にすべてが集約することは不可能

ではありましたが、いずれにしてもご協力いた

だいた学校には感謝申し上げたいと思います。
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赤十字の義援金は、たしかまだ被災者の手元

に半分もいっていないのではないですか。中高

連はその辺は迅速にやらせていただいて、我々

が考えたそれぞれの被災県に、お寄せいただい

た義援金についてお渡しを終わっていることを

ご報告しておきたいと思います。

Ⅱ．私学の理念と経営活性化

なるべく中央で政府あるいは文部科学省、あ

るいは議員達とどういう話をしているのかとい

うことを中心に今日はお伝えしようと思って話

を進めてきましたので、話があちこち飛んだり

私の思いだけで話をしてしまったりという部分

があって、お聞き苦しい点があったかと思いま

すが、ご容赦いただきたいと思っています。

今回、東日本大震災によって、あるいは、な

でしこジャパンの活躍によって私が感じたの

は、日本人というのは集団になって、その中で

一人ひとりの力が生きてくるというのが日本人

なのかなと思いました。私は戦後の民主主義教

育といわれている、平和に貢献した教育をずっ

と受けてきまして、成熟した個人をつくってい

くことによって社会がそれなりに成熟していく

だろうとずうっと信じてやってきましたが、日

本の現状を見ると、個人をどうつくるか、ある

いは成熟した市民としての個人をどうつくり上

げるかというのは、最終的には私立学校に関わ

っている人間に課されている課題だろうとは思

いますが、集団の中での自分の生き方を考えな

ければいけないと思います。

先ほど中高一貫校のエリート校化と言いまし

たが、世の中はともすると、前にも話をしたこ

とがありますが、世の中の図式としては、2割

のできる人と、6割のそこそこの人と、2割の全

くどうしようもない人とが、組織の中には必ず

いて、2・6・2の構成の中で社会が動いている。

だから、各学校で2割の上澄みの先生をどれだ

けつくれるかというのが、これからの私学の生

き方だし、その2割の人に引っ張られる6割の人

を、2割の人にどう近づけるかというのが、こ

れからの私学経営の要諦だろうとかつて申し上

げたことがあるかと思います。

ただ、エリートばかりをつくっていくことが、

日本の社会が果たしてこれからの21世紀型の社

会としていいのかなというのは疑問を感じてい

ます。2・6・2の6の部分の質をどう上げるかと

いうのが、日本社会が上がっていくための重要

な要素なのではないか。そうすると、私立学校

が公立の亜流ではないと言われましたが、私立

学校が育てるべき人間は、組織の中で2・6・2

と分けられてしまったときに、6の部分にいる

人間が、6の位置に安住しない、あるいはこの6

の力が発揮されて初めて社会が動く、あるいは

組織が動くという仕組みをつくるのが必要なの

ではないか。世の中ではフォロワーといわれる

のでしょうが、そんなことを感じています。

集団で一人ひとりの力が生きていくというの

が日本人の力だとすれば、学校で必要なことの

一つに、やはり特別活動とか、学校行事などは、

これからも私立学校の特性として充実していく

必要があるのかなと思っています。

おわりに

最後に、いつもお話ししている、これからの

私立学校の姿を三つお話し申します。

いつも申し上げているのは、一番目として、

栄光ある長い伝統を守ったところで、学校とし

ての使命を果たし終えたとして、建学の精神、

理念に殉じて死していくか。

二番目として、社会のニーズに応えようとし

て時代のあとを追い、先進校といわれる学校の

実践、成果をみて、模倣を繰り返しながら生き

延びるか。

三番目として、時代に即応した、あるいは時

代を先取りして、学校の新しいやり方を模索し、

むしろ時代と教育をリードしていく理念を再構

築して、実践していくことによって、世間から

も支持を得るか。

この三つの生き方で、私立がとるべき道は当

然に第三の道だろうと思います。

先生方の学校でも、先生方が生徒募集にご苦

労をされて、「学校の生き残り」というお言葉
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をお使いになることがあるかもしれませんが、

もし生き残ろうという弱い意志の私立学校は、

学校を閉じるべきであろうと私は思います。う

ちの学校があって初めて世の中の役に立つのだ

ということを、我々自身なり校長なりという職

にいるものは、その気概をもって初めて私立学

校のありようが世間から認知されると思ってい

ます。

實吉はそれほど意志が強いのかと言われる

と、私も学校に帰ると、先生方には、「先生の

給与をちょっと減らさせて」なんていう話をし

てしまう一人ですが、ただ、思いとしてはそう

いう思いで、これからも子ども達にかかわって

いきたい。

昨日お話をしましたが、未来からの留学生で

す。私どもが過去の難民になるわけにはいきま

せん。未来の留学生のために、我々が過去の難

民にならない自分をこれから自分自身でどうつ

くっていくかという努力を私なりにしていきた

いと思って、お話の最後にさせていただきたい

と思います。
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「群馬県の私学行政と私学振興」

群馬県総務部学事法制課 課長 関 隆 之

○はじめに

皆さんおはようございます。県の学事法制課

長の関と申します。大変緊張しておりますが、

よろしくお願いいたします。

群馬県の私立高校、あるいは私学の現状、少

し歴史の話、そして行政の役割と課題、これら

についてお話しさせていただきます。

実は本日、10月28日は｢群馬県民の日｣となっ

ておりまして、学校はお休みでございます。明

治4年の10月28日に初めて｢群馬県｣という名前

を使ったということから「県民の日」になって

おります。

昨日は、教育懇談会で、群馬県のブランド力

が全国最下位であるとの話がありました。群馬

県は大体真ん中よりちょっと上くらいの地位を

キープしているのですが、なぜ最下位なのかよ

くわかりません。全国からお集まりの皆さんに

少し群馬県の紹介をさせていただきたいと思い

ます。

○群馬県について

歴史的には、神話の世界からいきますと、豊

城入彦命（とよきいりひこのみこと）が祖であ

るといわれています。毛野国（けのくに）とい

うのが古墳時代にあり、これが二つに分かれて、

上毛野国、下毛野国です。その上毛野国から、

701年、2文字にするということになりまして、

「毛」を取って、上野国（こうずけのくに）と

なりました。その後、第一次群馬県が、明治4

年10月28日に成立し、一旦、熊谷県になるので

すが、今の第二次群馬県が成立して今日に至っ

ています。俗に上毛とか、上州とも呼ばれます。

ではなぜ「群馬」というのか。もともと1300

年前に、車郡（くるまのこおり）というのがあ

り、「こおり」というのは「郡」です。「くるま」

というのはまさに「自動車」の「車」を使って

います。「車」を、2文字で表すことになり、馬

が群れる、上州は馬が盛んだということで「群

馬」を当て、それを県名に採用したという経緯

です。

実は、1300年前の「車」は、実は今、実現し

ています。スバル、富士重工はご存知かと思い

ます。免許取得率は全国一ですし、一人当たり

の車の保有率も全国一です。｢群馬県｣でなくて、

「車県」であっても、実際はよかったかもしれ

ません。

群馬県民は、「言葉が荒い」なんてよく言わ

れます。上州人、群馬県人はどんな性格か。や

や荒っぽい、ギャンブル好き。国定忠治も出て

おります。

群馬県が誇るキリスト教者に新島襄と内村鑑

三がいます。この内村鑑三が『上州人』という

詩をつくっています。「上州人は無智無才」、あ

まり頭がよくない、才能がない。だけど、「剛
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毅木訥で欺かれやすい。正直である。誠を尽く

す」。こういう性格を内村鑑三は言っています。

私も、そういうところが上州人にはあるんだな

と思っております。

名物では、「かかあ天下とからっ風｣、KK で
すね。それと｢雷｣が K で、これを｢群馬の3K ｣
という人がいます。

昨日、岩手県が4人の首相を出している話が

ありました。群馬は戦後だけで4人総理大臣を

出してます。

昨日、群馬交響楽団のすばらしい演奏を聴い

ていただきました。群馬の宝と言われましたが、

もう一つの宝に「上毛かるた」があります。群

馬県の主立った歴史、名勝地、自然を歌い込ん

であります。すばらしいのは、これを小学校か

らやっていますから、みんな知っているという

ことです。皆さんのところもご当地「かるた」

があると思いますが、これだけ子どものころか

ら慣れ親しんで大体覚えているというのはそう

ないかなと思っています。

その「つ」が「つる舞う形の群馬県」。群馬

県の地図が鶴の形に見えるでしょうか。私立の

中学・高等学校は、大体中央部の前橋、高崎市、

それと東のほうは桐生、太田、伊勢崎方面に集

中しています。左上に中之条町。合併前は六合

村といいました。白根開善学校はあえて山間地

につくっています。もう大変な山奥です。隣が

草津温泉、標高1,200メートルぐらいあるとい

う、ちょっと人里離れた学校です。ちなみに、

群馬県の鳥は鶴ではなくて、ヤマドリです。

○群馬の私立高校

群馬の私立高校を類型的にお話しさせていた

だきます。宗教教育を行っているのが共愛、樹

徳、新島学園。新島学園は新島襄ゆかりの学校

です。もう一つ、「繭と生糸は日本一」という

ことで、群馬県は養蚕が非常に盛んでした。そ

こから裁縫など家庭科を中心に、戦前、女子教

育も非常に盛んであった。そこから発展してき

た学校があります。

生徒急増期、昭和30年代に、前橋育英高等学

校、東京農業大学第二高等学校、関東学園大学

附属高等学校などができました。白根開善学校

は、今は小学校はないようですが、小・中・高

の全寮制の学校です。そして、新しく、ぐんま

国際アカデミー、英語イマージョン教育を行っ

ています。中高一貫校も3校ございます。

経営状況ですが、収入の47％が生徒・保護者

負担、補助金収入が41％を占めています。全国

3位を誇る群馬県の補助単価ですが、経常費に

占める補助率でいきますと46.3％になっており

ます。

消費支出を見ますと、これは何といっても人

件費が大きいです。これは、先生方が宝ですか

ら、むやみに削れないわけです。

中卒者、15歳人口の推移は、平成元年がピー

クで、33,800人。これが急激に落ちてまいりま

して、平成20年代はやや横ばいでした。幸い来

年度は少し増える予定ですが、25年度からまた

横ばいで、平成30年度以降、また落ちていくと

いう状況です。30年度以降の逓減を視野に入れ

る必要があると思います。

全日制高校生徒公私別内訳は、今、23.2％が

私立です。平成4年度の25.2％から少し落ちて

いる状況ですが、逆に言えばこの割合を群馬の

私学が支えているということです。

私立高校定員充足率については、最高は平成

2年度の99.4％で、その後、99.4％の充足率が、

ボトムで80.1％、今は86.6％という状況になっ

ています。

群馬県の高校進学率は、昭和48年に90％、今

は98.1％。大学等進学率も徐々に上がっており

まして、平成22年は54.4％、残念ながら平成23

年は52.6％でやや落ちました。

学科については、平成22年度で普通科が63％、

あと商業、工業等となっています。

○私学教育の歴史

次に群馬の私学教育の歴史を説明させていた

だきます。

群馬県は、近代文化の三つの背景がよくいわ

れます。キリスト教、英語の普及、教育の普及
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の三つです。キリスト教は何といっても、安中

藩で新島襄が、高崎藩で内村鑑三が出ています。

新島襄は同志社大学を作り、本県の新島学園に

つながっています。「平和の使い新島襄」「心の

灯台内村鑑三」と上毛かるたでうたわれており

ます。本県にこの2人が出たというのは大変な

誇りです。

次に英語の普及です。歴史をひもときますと、

群馬県は全国でも盛んな英語学校ブームだった

ようです。その中で、明治21年にできた前橋英

和女学校は、今の共愛学園で、120年の歴史を

持っています。そして、ぐんま国際アカデミー

ではイマージョン教育という新たな英語教育が

始まっています。

教育の普及については、当時、「西の岡山・

東の群馬」といわれたそうです。なぜか。明治

の初期、小学校就学率が群馬県は非常に高かっ

たのです。あと公立女学校とか、県立幼稚園と

か、屈指の教育県といわれました。

就学率は非常に高かったのですが、出席率は

非常に低かったそうです。これはなぜかという

と、おかいこ、養蚕で学校へ行っていられない

という状況があったようです。いずれにせよ教

育に群馬県は非常に力を入れておりました。

官営富岡製糸場は今、世界遺産の暫定のリス

トにのっています

明治の頃は、蚕業の学校や裁縫の学校等々が

非常に盛んであったといわれております。

戦後早々、昭和23年4月、新制高等学校にな

りました。戦後、民主主義教育となり、宗教教

育を目指す学校、家政や家庭科の女子教育を目

指す学校など、私立は自由通学ですから非常に

充実していた。全体的にはまだまだ家政・家庭

系の女子高校が多かったようです。

それが第一次ベビーブームで、昭和33年の関

東学園高等学校から前橋育英高等学校という形

で、私立高校が新設されてまいりました。

中学卒業者が増えるとともに、高校進学率も

上がっていきますので、一気に高校需要が増え

たわけです。これを受け入れたのが私立高校で

あります。本県私学はこの急増期に大変貢献し

ていただいた。特に女子の受け入れに貢献して

いただいた。当時の特徴としては、共学校、そ

れと家政系から普通科、商業科、デザイン科が

増えたことがあります。

実は公立高校は今もそうですが、群馬県は男

女別学が日本一なのです。伝統校は今も別学で

す。

私学助成については、昭和45年に地方交付税

算定基礎に私立学校運営費が算定されたり、50

年に今の私立学校振興助成法ができて国庫補助

も始まりました。そういうような形で、公的助

成が大きく増えることになりました。

そして第二次ベビーブーム、昭和58年度には、

明和県央高校の新設や定員増で対応していま

す。このように、本県の急増期に私立高校は大

変貢献していただきました。それが、今、急減

期を迎え、群馬県としては公私協調で対応しよ

うとしています。

その中で、中高一貫教育制度も平成12年度ぐ

らいから本県私学でも実施しています。

○群馬県の私学行政

私学行政の基本姿勢は、振興助成法の目的の

とおりです。教育条件の維持・向上、父母負担

軽減、学校経営の健全化ということで我々はや

っています。教育基本法の8条「私立学校の有

する公の性質及び学校教育において果たす重要

な役割にかんがみて、国と地方公共団体が自主

性を尊重しつつ、助成、その他の適切な方法に

よって私立学校教育の振興に努めなければなら

ない」の精神で、群馬県としても一所懸命取り

組んでいるところです。

私学の存在意義では、公教育、公の性質の非

常に重要な役割を担っています。また、時代を

リードする多様な教育をやられている。人格形

成であり、学業、あるいはスポーツ、文化活動

であり、一貫教育であり、イマージョン教育で

あり、公立ではなかなかできない、まさに時代

をリードする多様な教育を提供していただいて

ます。

ただ、生徒数の減少は経営環境の悪化につな
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がりますし、教育の質を確保するためにも良い

先生の確保は欠かせません。公私間格差の存在

もあります。3倍以上の開きが公費支出にあり

ます。群馬県では高校の初年度負担金の差が43

万円ぐらいあるという試算があります。そうい

う中で、県としては補助単価が全国3位という

レベルを維持しております。経常費補助率で46

％ぐらいです。

助成額については、平成23年度の予算単価が

高校で346,345円で全国3位、そのうち保護者の

負担軽減にあててくれというのが23,160円で

す。

本県の場合は、授業料はそう高くなく、就学

支援金の2倍加算でほぼカバーされます。ただ、

年度途中の家計急変の場合、加算を受けられま

せんので、そういう保護者の方については、独

自で補助をしています。

入学金の減免も昨年度から実施しておりま

す。2倍加算の対象者に6万円、1.5倍加算対象

者に3万円の補助をしております。

経常費補助金額の推移は、総額で若干微減と

いう状況です。単価は上がっていますが生徒数

が減っていますので。それでも、23年度は81億

円、うち高校に41億円という補助をしています。

○私学教育の役割

経営資源は人、物、金、情報、時間とよくい

われます。もちろん金も必要ですが、使うのは

誰かと考えれば、これは人であります。「国家

百年の計」とか、「米百俵の精神」とか言われ

ます。短期的には穀を植える、あるいは樹を植

える、すぐ実るものがほしいわけです。人生も

100年になってきます。百年の計でいくには、

穀物、樹より人にかける、米より教育だという

精神が必要だと思います。その中身については、

知・徳・体のバランスが大事だと思います。教

育基本法でも人格の完成を目指しています。人

格の完成の中に知・徳・体が実現されていくの

ではないでしょうか。今、世の中のスピードが

速く、スキルがどんどん変わっていく時代です。

そのスキルだけ追い求めても難しい。最近、企

業でよくいわれるのは、コンピテンシーという

ものです。同じ学力・能力がある、スキルがあ

るが、実際の業績には差が出る。それは何なの

か。よくできる人の行動特性、コンピテンシー

ということが最近いわれています。今後学校教

育の中で考えていく必要があるかも知れませ

ん。

いずれにせよ、教育の内容とそれを支える経

営の健全化が両輪として重要です。教育の多様

性、教育の自由がグローバル世界と変化に対応

するために必要です。単純な作業は海外に行き

ます。そうすると、残った我が国では相当レベ

ルの創造力、技術力、革新力を養うような教育

をしていかなくてはなりません。それは画一的

な中ではなかなかできない。創造力や個性を育

てる教育が必要なんだなと思います。

私学の課題については、いろいろ議論されて

います。生徒数の減少は、客観的な事実です。

選択される競争の時代です。顧客満足度を高め

る工夫が要ります。厳しい環境の中で教育内容

を充実していく必要があります。

そういう中で中高一貫だけでなく、さらに大

学まで、あるいは幼稚園・小学校と総合的に教

育できるのは、私学の強みかなと思います。た

だ、ハード面の問題があるし、公私間の負担の

格差、諸々の問題があります。是非皆様方の英

知を結集して、日本の未来につながる人材育成

にご尽力をお願いしたいと思います。

○最後に

昨日からのお話を聞くと、ウィリアム・ウォ

ードの「最高の教師は、子どもの心に火をつけ

る」ことが大事です。高崎市長の子供達の意欲

が低下しているというお話は気になります。「馬

を水辺に連れてくることはできても、馬に水を

飲ませることはできない」という言葉もありま

す。子供達に火をつけることができれば、アイ

ンシュタインの言葉で言うと、学びたくなる、

意欲が出てくるというようにつながっていきま

す。

ずっと前に、ある私立高校の先生が、テレビ
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で紹介されていました。中勘助の『銀の匙』と

いう小説だけを3年間かけて読むというもので

す。この成果が子供達に火をつけて、今のその

学校の土台をつくったそうです。そういう発想

は私学でしかできない、公立ではできない教育

ができるすばらしさがあると思います。

私は、3月まで県の自治研修センターという

ところにいました。そこで呼んだ講師の言葉を

紹介して終ります。

その先生が学んだアメリカの学校に掲げられ

ていたそうです。「能力のない者はいない。た

だ、その能力の発揮の仕方を知らないだけだ。」

是非、皆様方には、子供達の能力を最大限に

発揮していただくようお願いいたしまして、私

の話を終わらせていただきます。どうもご清聴

ありがとうございました。
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「生徒指導における一考察について」

樹徳高等学校 副教頭 金 安 伸 一

はじめに

こんにちは。樹徳高等学校副教頭の金安です。

本日は、本校の生徒指導につきまして報告をい

たします。つたない内容ではありますが、精い

っぱい発表しますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

1.学校の概要

樹徳高校の創立は大正3年で、今年は97年目

にあたり、あと3年で百周年の節目を迎えます。

また、平成13年には中高一貫校を創設しました。

一貫校は、これまでに5期生が卒業生している

まだ新しい学校です。

現在の在籍は1,300名ほど、一番多かったと

きには2,800名の生徒がおりました。この写真

は高校側の校舎を見たところです。手前の公園

は桐生市の中央公園で、その右下方向に、一貫

校校舎があり、公園を挟んだ形で高校と一貫校

の校舎があります。両校舎共に、ＪＲ桐生駅南

口から徒歩で5分程のところに位置しています。

特徴として、本校は浄土宗の関係学校です。

浄土宗の開祖・法然上人の教えをもとに、仏教

精神に基づいた教育を行っております。しかし、

宗教を教える学校ではありません。

次に、教育方針は、「智慧と慈悲の調和によ

る全人教育」です。「智慧」は、賢さや強さを

示し、「慈悲」は、優しさや同じであるという

ことを示しています。この二つを調和させて、

学問に偏ることなく、将来のリーダーとして必

要な学力や実践力を身につけ、知識や感情、意

識などが円満に発達した人間を育むことが本校

の教育方針です。

生徒は、県内あるいは県外から入学しています

が、最難関の大学を目指す生徒や就職を希望する

生徒、部活動に励むことを目的とする生徒などさ

まざまな生徒が入学しています。

本校は落ち着いた校風を伝統とする学校です

が、以前は特別指導や中途退学生などの課題も

ありました。そのような状態において、昭和57

年に、群馬県高等学校が一斉に「三ない運動」

を実施し、その後、普通自動車運転免許の取得

に関する指導を行うなど、健全な修学の保持及

び規範精神の確立を目的とした生徒指導が展開

されました。本校においても、目的達成に努め、

一定の成果を得ることができました。しかし、
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これらの指導は、どちらかというと生徒にブレ

ーキをかける指導であり、生徒が主体性を持っ

て先に進むことにはつながりません。そのため、

規範の精神の確立と生徒理解に基づいた指導を

目的として生徒指導に取り組むことにしまし

た。そのポイントが三つあります。「1.何に対

して問題意識を持つか、どのようにして取り組

むのか」を指導計画に明示しました。「2.指導

事項について十分な説明と理解を得て、総合力

を持って指導に取り組む」「3.指導の機会を逃

さない。後からではなく、やるのはいつでも今」

この三点についてを周知、徹底をはかりました。

2.生徒指導

生徒指導の方針につきましては、項目を4つ

ほど上げてあります。読んでいただければおわ

かりになると思います。時間の関係もあります

ので省略させていただきます。

次に、生徒指導の目的は「生徒自身が人間と

してよりよい成長を遂げる」ということです。

本校では、「一人一人の生徒は完成された人間

となれる種（可能性）を持っている」と考えて

います。それは「ことごとく仏様としての善い

性質を持っている（悉有仏性）ということです。

そして、そのような生徒達の善い芽を、私達教

員が伸ばせる機会を与えていただいているとい

うことでもあります。

「有用な人材へと成長していけるように学習

環境を整える」ということについて、有用な人

材と申しますのは、自分を大切にするというこ

とを自覚し、それによって生じる感謝の心をも

って自分以外の人を大切にする。思いやりの心

を日々の生活の中で実践し、培った学力と人間

性をもって地域社会へ貢献していく人間になる

ということです。

3.生徒指導の取り組み

生徒指導の取り組みには、PDCA の実践が
あります。「Plan（計画）」→「Do（実行）」→
「Check（評価）」→「Action（改善）」ですが、C、A
のほうは最初のうちはあまり明確ではありませ

んでした。主に、計画、実践をして、管理職や

学年主任等の意見を聞いて、次の計画を立案、

実践していました。しかし、思うような成果に

つながらなかったため、PDCA のサイクルに
しっかり取り組むようにしました。

まずは年間の計画とそれを細分化した計画を

立て、これらについて各教員の意見を聴くよう

にしました。そして、その上に前年の課題や現

状を盛り込むようにしました。また、指導方針

や実施事項、担当者別の役割分担なども作成し

ました。

お手元の資料にもあるものは、年間計画の書

き出しの部分を検討したものや月ごとに実施す

る指導項目を一覧にしたもの、そして、担当者が

どのような任務を分担するのか表したものです。

次に、実践の説明をします。本校には、「生徒

指導の基本（3本柱）」があります。一つは「出

席」です。「キーワードは3」と申しますのは、

欠席が3日続いたら家庭訪問をするということ
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です。3日というのは、課題等を抱えた生徒や

保護者の意識や行動が変わっていくのが欠席し

て3日目と言われています。早期対応として「キ

ーワードは3」を合い言葉として各教員へ周知

しています。

二つ目は「教材」です。生徒自身が目的を達

成するために必要なものを大切にする、感謝の

心をしっかりと持つことを指導しています。三

つ目は「服装」です。本校では、服装とは頭髪

から爪先までの全体を表しています。指導は月

例で行っていますが、本校では「服装検査」と

は言いません。生徒は物ではありませんので、

必要なことが理解できるまで、繰り返し身に染

み込むように教えていきたいと考えています。

ですから、本校では「服装の観察と指導」と呼

んでおります。

毎年4月は生活指導月間として指導に取り組

んでいます。そして、その指導結果について男子、

女子、一貫校別に「A、B、C、D」の4段階で各
教員が評価します。Aは「よくできた」、Bは「で
きた」、Cは「ややできなかった」、Dは「できな

かった」という評価です。さらには、A を4とし
て、B が3、従って、最後の D は1ということ
にして、4段階に評価して平均を出しています。

これによって、評価の低い項目を抜粋します。

資料14はそれをグラフにしたものですが、こ

のようなことを通して今後の指導するべき課題

を把握しています。そして再指導の計画をつく

っています。

また、再指導の結果についても評価をします。

資料17の②番に、在籍40名クラスで試算とあり、

枠の評価段階4、3、2、1の右隣に「総指導回数

7」とあります。これは数学科の先生へ相談し

たところ、確率や統計の面から「大体よくでき

たという場合は1％未満です」ということでし

たので、20日間の登校日数を基本として、母集

団を20日×40人とし、それを指導回数7で割る

と、0.88で1％未満になります。これを「よくで

きた」に当てはめて評価し、指導に活用していま

す。

次に、特別指導について、｢仏教精神(宗教的

情操)による指導｣とは、特別指導は罰則ではな
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く、｢自戒の時｣ということです。｢自戒の時｣と

申しますのは、真摯に自らを振り返り、改善を

はかるために規律的生活をするということで

す。指導方針や方法等は生活指導委員会におい

て協議、提案していますが、カウンセリングマ

インドを大切にした生徒理解により、問題の根

の部分（要因）について確認しています。その

ため、心理検査等の客観的な資料も活用してい

ます。教員のチーム編成による指導は、ベテラ

ンと若手の教員、生徒指導が得意な教員と不得

手な教員というような組み合わせをしていま

す。そして、お互いに勉強し合うという目的で

チーム（複数による）指導をしています。

また、内省化では、特別指導のマニュアルを活

用して指導しています。指導の初めに「人間は悪

いことをしたら償う」という基本を教えます。生

徒に対して、「反省の心を毎日の生活行動や姿から

見ていただきましょう」と指導して自戒の活動を

させます。生徒はその意味を理解し、自分自身で

何をするのか考えてしっかりと取り組みます。

その他、面接や校長室の仏様にお参りして手を

合わせます。そして、「父母恩重経（ぶもおんじゅ

うきょう）」を写経し、その内容について感想を書

いて保護者の方に見ていただきます。その後、保

護者から今後の家庭指導について記した文書が学

校長へ提出されます。このような形で保護者と連

携しています。その他、生活日誌の活用や課題学

習（自学自習）への取り組み指導などもしていま

す。

教育相談の導入と関わりについて、カウンセラ

ーとの連携とは、本校に専任カウンセラーが常駐

するようになりましたのが昭和60年で、当時とし

てはとても早いカウンセラーの配置であり、教育

相談活動を行っていただいたことにより生徒が落

ち着いた生活をすることができて効果的でした。

ですから、私達教員も真摯に教育相談を学びまし

た。担任による個人面接は、心理検査や中学校か

らの情報をもとにして、担任やカウンセラーが面

接をします。そして、生徒にとって、学校が安心

できる場所であるように心がけ、1年を通して随時

の面接、あるいは計画的な面接、夏休みを利用し

た面接などを行っております。

その他の指導では、登校指導をしていますが、

本校では、登校指導は挨拶運動です。まずは教

員が生徒の顔を見て、明るい表情と元気な声で

「おはよう」「さよなら」と声をかけることを

約束として行っています。

登校指導の画像は、ライト先生が制服の第1

ボタンを留めてない生徒を指導している光景で

す。見逃しをしないという指導の現れです。

清掃活動は、掃除と学問という理念により、

感謝の心を持って、環境を磨き、心を磨くとい
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うことで行っています。月末には全校で大掃除

を行い、各学期には市街地の清掃をしています。

これは、学校周辺の環境が整っていることへの

感謝の心を表すという目的で行っています。

また、朝の清掃活動は、生徒に整った学習環

境で学ばせたいと考えて、毎朝、教員が率先し

て行っています。本校では、きれいになった校

舎、校庭で生徒を迎えるという、智慧と慈悲を

基本とした考えと実践を宗教的な情操教育と呼

んでいます。画像は、毎朝、子ども達が気持ち

よく登校できるように、打ち水をしているとろ

こです。また、朝の清掃活動は、校舎内外で行

われ、副校長先生は職員室前を担当されて毎朝

大きな熊の置き物を磨いていらっしゃいます。

市街地清掃における独居老人宅の訪問清掃の

光景です。市街地清掃は各学期ごとに計画され、

その一つとして独居老人宅を訪れた清掃活動を

行っています。準備等がありますので、毎学期

というわけにはいきませんが、室内清掃や草む

しり、ガラス拭きなど様々な希望があります。

生徒が熱心に取り組むため、大変喜んでいただ

いています。

出席率向上運動は、全校で毎月の出席状況を

報告、把握し、欠席を無くすようにしようとい

う運動です。1学期の出席率は99. 9%でした。
今回、100％と発表したかったのですが、99. 5%
になってしまいました。その要因は、生徒達が

義務教育までの間に経験した心の課題への対応

があげられます。各担任やカウンセラーが熱心

に関わりましたが、生徒の自己解決を導く過程

に時間を要して出席率は99. 5%となりました。
遅刻の結果は0.48%で、数値として良い方だと
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考えています。このようなことに取り組んで、

学期末や学年末に、優秀クラスの表彰を行って

励ましています。

評価については、生活の調査について発表い

たします。生活の調査は、当初はいじめの調査

として行っていたのですが、生徒理解の面から

生徒の生活を把握したいという意見が教員から

出たので調査を行うことにしました。また、私

達教員の指導が生徒にどのように反映している

のか、という指導状況の把握、確認をすること

も目的です。 いじめを対象にしたの資料の一部ですが、「暴

力や脅しはありませんか」「授業態度や貴重品

はどうなっていますか」「部活動や家庭生活の

あり方」などいろいろな項目を挙げて確認して

います。万一いじめがあったときは、資料29の

ような報告書を用いて、学年主任と生徒指導主

任が精査、確認をします。また、副校長、教頭

が必要な指示を与えて適切に解決するよう努め

ています。おかげさまでこの報告が提出される

ことはほとんどありませんが、クラスごとの状

況や指導について、項目ごとに一覧表をつくっ
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て学校へ報告しています。

資料30は昨年の7月に行った報告ですが、1番

に｢現在、問題となるような報告はありません。」

と記載してあります。各学期にこのような形で

評価、報告をしています。

最終的に大切なことは改善です。まず、中途

退学生の減少ということですが、現在、樹徳高

校では非行等による退学はありません。しかし、

経済的なことや精神的な不安を理由として出席

日数が足りなくなってしまう生徒がいます。そ

のような生徒は、心身を落ち着ける期間を設け

て次のステップへ進みたいという理由から方向

転換することがあります。現在、本校はおかげ

さまでこのような状況です。

不登校の生徒は、6～7割が1週間程で教室へ

復帰しています。このことでは、なんと言って

も早期対応が重要になります。各担任は、「生

徒の心の内を聴くことができるか」「生徒を理

解することができるか」「適切な対応ができる

か」ということについて、カウンセラーへ相談

し助言を受けて支援しています。また、学年主

任をはじめ、副校長、教頭などが皆で関わって

意見を出し合っています。

このような、「改善」ということは、PDCA
を行っただけでは成果に結びつかないと考えて

います。それではどのようにすべきなのかとい

うことですが、本校においては、「全教員が運

命共同体であるという意識を持って任務に当た

ることが大切である」と考えています。そして、

全ての教員がそのような意識を持てる環境をつ

くることが私達に課せられた任務です。絶対に、

担任一人が孤軍奮闘するようなことはさせない

と強く考えています。

生徒指導の特徴的なことを紹介します。

3月11日に発生した東日本大震災では、桐生

市も相当大きい地震に遭遇しました。本校では

校舎の倒壊などはなかったのですが、学校長か

ら、「生徒が落ち着いて生活し、学習ができる

よう指導する」という指示をいただきました。

そのため、生徒の不安や動揺を軽減する目的で

現在の状況を説明しました。また、我が国が戦

後に復興を果たした先人の培いについて話し、

今を生きていく心構えを理解させました。そし

て、今、何をするべきなのかを問い、自覚と責

任ある言動をするよう求めました。それに対し

て、生徒は見事に応えてくれました。

生徒が積極的に取り組んだのは、宮城県岩沼

市の泥かきボランティアでした。桐生市社会福

祉協議会の泥かきボランティアの募集に本校が

応募したことから、6月に延べ人数360名強の生

徒が11班に分かれて行ってまいりました。現地

ては、震災後に屋上で「SOS」の印を書いて、
救助を待っていた、岩沼市の南浜中央病院で主

に活動しました。資材や機材など建物内の物を、

全て運び出し、私が行ったときには病院の駐車

場が山積みになっている状況でした。「これは

全て生徒さんが出してくれました。ものすごい

量ですが、若い力に感服しました」と病院の方

からお話をいただきました。そして、生徒は泥

かきにも懸命に取り組み、病院内は綺麗に片付

いた状態になっていました。作業する生徒達の

姿を見て胸が熱くなる思いを感じました。病院

の方より、「おかげさまで何とか再開の目安が

立ちそうです」という話をいただいて帰ってま

いりました。

次は1年生対策についてです。高校生活への

適応を目的とした、学年主任や担任による積極

的な指導によって、生徒は自己の可能性に気づ

き、自覚を持ってしっかり生活しています。「中

1ギャップ」という言葉がありますが、「高1ギ
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ャップ」という言葉はあまり聞きません。しか

し、「高校生になったら…」「高校生になったの

だから…」という誤った思い込みや考え違いか

ら、失敗をする生徒がいます。また、生徒同士

の摩擦なども生じます。このようなことを未然

に防ぐために、指導方針や、具体的指導事項、

方法などについてを計画を立て、説明していま

す。その結果、担任が、丁寧に、繰り返し、折

にふれていろいろな形で指導しています。生徒

も非常に落ち着いて生活しています。

4.教員の育成

生徒指導面における教員の育成、リーダーシ

ップのあり方について、人間性を理解するため

には、教員自身が人間として幸せな生活 を送

っているかどうかが重要になります。まずは、

その面から一人一人の教員を観察していく必要

があると考えています。二つ目の涵養の精神は、

教員も完成された人間となる種を持っていると

いうことです。人間としての成長を見守ってい

くということが大切です。例を挙げると、年齢

の若い教員と話をしていると、「それについて

はいつも言っているのですが…」という言葉が

出てきます。私は、「いつも言っていることが、

どうして表にあらわれてこないのか。それを一

緒に考えないと、先生方も生徒も先に進むこと

が難しくなります」「指導と客観的評価、再指

導を徹底する」。「これ以上は…という限界をお

互いに忘れましょう」ということを指導します。

指導すべき事項の明示については、計画に示し

たり、先生方から話を聞き、必要事項を直接指

導するということも含まれています。

率先垂範は、先生方とお酒を飲んだり、個人

的に話をするときに、「教育は、共に育つ共育」

と心得て、「生徒から共に学んでいく姿勢をお

互いに持ちましょう」「生徒をしっかり慈しみ、

成長していく姿を我々の喜びとしましょう」と、

熱く語り合っています。

生徒指導の精神ということですが、ここでは

出会いの関係と漸進原則について話します。

教員と生徒が、人間として対等な出会いをし

てお互いを尊重し合う。生徒指導は、生徒が自

己の現実を認め、模索のため、目標に向かって

自主的な人格形成をすることによって、目的が

達成できます。相互に尊敬し合うという関係を

出発点として、生徒自身が教員に感化を受けた

り、人格の同一化を求めるというような気持ち

を持ったときに、生徒指導本来の目的が達成で

きると考えます。したがって、生徒の成長や変

化の段階を見守る。ゆっくりでいいと思ってい

たら、必ず生徒の後ろ側に回り込むことができ、

機会を見て背中を押せるという、漸進原則によ

って指導にあたっています。

5.まとめ

まとめとしては、これからの生徒指導は、生

徒と先生方の調整機能の役割を果たさなければ

ならないということと、教育相談を取り入れて

生徒理解に力を注ぐ必要があると考えていま

す。

最後に、冒頭の全人教育というところで、「学

問に偏ることなく」と申し上げました。手前み
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そになりますが、就職難の現在、本校は就職を

希望する生徒の4倍から5倍、またはそれ以上の

求人をいただいて、毎年100%の就職を達成し
ております。これは各企業の方々から本校の全

人教育が信頼を得ている証であると考えていま

す。おかげさまで、非行対策に労力をとられる

ことなく、生徒の自覚と相まって、充実した学

習指導が展開できています。その結果、東大を

はじめとした旧帝大へ毎年複数合格を出してい

ます。これらは、長い時間をかけて樹徳高校の

教職員全員が一つになって取り組んできた成果

と捉えています。

今後も生徒の可能性を信じ、地域、社会、我

が国、そして世界に貢献できる生徒を育ててい

きたいと、大きな夢を持っております。

また、今後も私達は指導者としてさらに学び

続け、よりよい取り組みをして心と指導力の根

を深くしていかなければいけないと考えていま

す。

以上で、私の発表を終わりといたします。ご

清聴ありがとうございました。
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「学校組織活性化をめざして

―ミドルリーダー設置の中間報告」

前橋育英高等学校 副校長 竹 渕 敏

はじめに

皆様こんにちは。前橋育英高等学校副校長の

竹渕と申します。よろしくお願いいたします。

全国各地から多くの先生方にお集まりいただ

いて、本当にありがとうございます。これから、

「学校組織活性化」という大きなテーマですが、

お話しいたします。個人的に申し上げますと、

学校組織の活性化というのは、たしか昨日も實

吉先生が懇談会のご挨拶で仰っておられたと思

いますが、我々教職員が生き生きと仕事をする、

あるいは生徒達も生き生きと学んでいく、また、

そういった環境を整えることが、学校組織の活

性化ではなかろうかと考えております。

私自身、副校長になって1年半になりますが、

どうすれば、学校のそういったあるべき姿、あ

るいはより良い環境づくりができるのかという

ことをいろいろ考え、模索して、試行錯誤して

いるところですが、その一端をご紹介して、ご

報告といたします。

Ⅰ．前橋育英高等学校の概要と取り組み

1.学校紹介

前橋育英高校の概要と取り組みですが、最初

に学校紹介を兼ねて申しますと、創立から今に

至るまでのいろいろな取り組みがございまし

た。その中から幾つか簡単に振り返り、そして

現状の課題をその中から見つけ出して、具体的

なイメージを描いていく、そういう作業へと進

んでまいりたいと思います。

昨日から何度かお話がありますが、群馬県は、

どの辺にあるかよくわからないと仰る方もいら

っしゃると思います。大体、日本の真ん中あた

りにあります。

群馬県の県庁所在地が前橋市、そこに本校は

位置しております。現在こうやって皆さんをお

迎えして研修会を行っている、ここは高崎市と

いうところになっております。

それでは、学校紹介を簡単にします。まず本

校は、1963年、創立者中村有三先生によって、

男子普通科の前橋育英高等学校として開校しま

した。最初は、入試も群馬会館という会館を借

りたり、公立学校をお借りして入試を行ったり

と、いろいろ苦労したらしいですが、以来49年、

来年ちょうど50回目の入学生を迎えます。再来

年、50周年記念式典ということで、そういった

事業も行います。

現在、1年生から3年生まで1,436名が在籍し

ております。同窓生は2万名を超えまして、2万

912名の同窓生がいます。

続いて、私学の心という建学の精神ですが、
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本校は、「正直・純潔・無私・愛」という道義

標準に基づきまして、国際的視野に立って、世

界平和と社会福祉に貢献できる人材の育成を掲

げて開校されているということです。よく「不

易流行」という言い方をされますが、学校の不

易に当たる部分が建学の精神であって、私学の

普遍的な価値観を言葉であらわしている、顕在

化しているということになろうかと思います。

先ほど来いろいろなところでお話があります

が、公立高校との決定的な差は、明確な人間形

成の哲学というのが、私学の建学の精神には宿

っているということだろうと思います。

続きまして、その不易な部分の具体化、価値

観を具体化したということで、前橋育英には幾

つか特徴があります。

本校には、普通科、保育科という二つの科が

あります。普通科は4つのコースに分かれてい

て、2つの科と普通科が4つのコースを持ってお

ります。

ここでは簡単に、Ⅳ類：スポーツ科学コース

と保育科といった特徴あるところだけご紹介し

ます。Ⅳ類：スポーツ科学コースというのは、

全国トップレベルの部活動が幾つかあります。

ご存知の先生もいらっしゃるかと思いますが、

そういった部活動を支えたり、あるいは普通科

でありながらスポーツにある程度特化したコー

スになっていて、オリンピック選手であったり、

あるいは J リーガー等も多数輩出しているコ
ースです。

保育科につきましては、県内唯一の専門学科

ということで、育英短大の保育学科というのが

ございますので、そこと5カ年教育ということ

で、県内外で活躍している多くの幼児教育者も

ここから巣立っているということです。

2.取り組み

それでは、今まで約50年になる育英高校の歴

史の中で、どんな取り組みをしてきたのかとい

うことで、私自身、管理職になって一番最初に

考えたことは、今までの過去の不易に対する流

行に当たる部分です。具体策としてどういうこ

とをやってきて、そこにどういう手がかりがあ

るのか。その手がかりをもとにして現在、ある

いは将来的な課題点を洗い出して、あるべき姿

に向かっていく一つの材料にしようと思いまし

た。

過去のお話を創立者にお聞きしたり、あるい

は本を読んだりしたのですが、創立2年目に推

薦制度を導入しているということです。これは

そもそも本校、「育英」という校名の由来が、

孟子盡心の「君子の三楽｣の中の三つ目に、「天

下の“英”才を得て之を教“育”す」ることと

いうのがございます。この孟子の中から｢育英｣

というふうにつけたとお聞きしています。また、

創立者の言葉をかりますと、人それぞれが持っ

ている「英」なる部分を「育」むことが教育の

使命なのだということで、推薦制度を導入した

ということです。

約50年近く前の当時は、公立学校の入試が9

教科入試で非常に厳しい。要するにすべての教

科で点数を取っていかないと高校に入れないと

いう状況だった。それを何とか打破するという

ことで、そういう理念のもとに考えられたそう

です。

続きまして、多様なコース、目的別教育とい

うことですが、これもいささか言い古された感

があるのは否めないということですが、非常に

早くから専門学科を含めた科の設置をしており

ます。高校開校後しばらくして、幼稚園を続け

て3つ作ったそうです。幼稚園で幼児教育者、

幼稚園の先生を採用したりするわけですが、採

用する先生達を何とか自分達で育てられないか

ということで、保育の専門学校をつくり、その

保育の専門学校が現在の育英短大の保育学科に

なっているわけです。保育学科に進む、幼児教

育者を目指す高校生、そしてその高校から短大

へ進んで、5カ年で幼児教育者を育てていこう

という理念で、保育科というのができたそうで

す。

当時、国際化とか、グローバル化という流れ

が非常に加速していたときだったのですが、そ

のときに育英短大に英語科をつくるということ
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で、やはり5カ年教育で、高校にも英語の専門

学科をつくったということです。

開校してしばらくしますと、運動部が力をつ

けてきます。そもそも男子の普通科で開校しま

したので、その男子が頑張って、いろいろな運

動部が県内、あるいは全国に進んでいきます。

そういった全国に行くような力をつけていくク

ラブの強化であったり、あるいは学校の組織と

して支援していくにはどうするかということ

で、体育コース、あるいは体育科という専門学

科を新設しました。

ここには挙げておりませんが、今までの中で、

すぐ廃止してしまったらしいのですが、焼き物

をやる陶芸コースをつくったりもしていたとい

うことを聞いています。

これも今では当たり前となった、特待生制度

の導入、クラスの設置です。普通科の高校とし

て開校して、だんだん大学進学希望の生徒が入

学してきます。大学に入って頑張りたいという

生徒達に対して支援していくという理念のもと

につくられた制度、またコースということです。

初期のころ、昭和50年代の最初のころから半ば

ころになると思いますが、初期のころは本当に

気合が入っていて、進学合宿を11泊12日でやっ

たりしたということも聞いています。

今までの取り組みを幾つか挙げました。今で

はそんなに目新しい取り組みではなかったと思

いますが、当時、学校としては理念の顕在化と

して取り組んできたわけです。今までの取り組

みを見ますと、例えば推薦制度であったり、あ

るいはコース・科の新設であったり、あるいは

特待生制度、あるいはここには書いてありませ

んが、新校舎をつくるとか、体育館をつくると

か、そういったインフラ面、要するにハード面

の改革といいますか、取り組みがほとんどだっ

たということです。

ただし、明確な理念を持ってやっていくこと

ですし、それが外部へ発信されていって、それ

が受け入れられてきたということです。これは

言い換えますと、内部になかなか目がいかなか

った。組織とか、個人とか、そういったところ

になかなか目が届かなかったという問題点があ

るのではないかと思いました。

Ⅱ．前橋育英高等学校の問題点と課題

1.校務分掌組織

内部組織ということで言いますと、校務分掌

組織、これは学校組織ということですが、これ

に目を向けてみますと、最近はピラミッド型も

増えてきているようですが、本校ではずっとフ

ラット型というか、なべぶた型と言われる組織

でやってきております。そういう組織に何か問

題はないだろうかということで、まず考えたと

いうことです。

私自身が一番印象に残るというか、思ったの

は、職員会議のあり方です。本校では、職員会

議が3時50分から、これが月に運営委員会と大

体5：5ぐらいに行われて、月に2回ぐらい職員

会議があります。その職員会議が定刻になりま

すと、職員が70名ぐらいいるのですが、その70

名が全員集まっているわけではなくて、ぽつぽ

つと空席があります。だんだん人が集まってき

て空席が埋まり、5分ちょっと過ぎて職員会議

が始まります。議案が提示されて、その議案を、

例えば行事だったら、その係の先生が淡々と説

明をします。それに対してほとんど意見は出ま

せん。次へいって、また議案が審議されます。

議案が終わりますと、連絡事項に入って、大体

5時ちょっと過ぎぐらいに終わるということで

す。

本当にそこに不満というか、改善する余地は

ないのか、ちょっとおかしいなと思っている人

もいるのではないか。前年度と同じようなこと

を説明してやるのだったら、職員会議をやる必

要はないのではないかと思ったりも私自身して

います。が、ひょっとすると、何を言っても先

送りされてしまう、あるいはあまり改善される

ことはないのではないかというあきらめがあっ

て、そういうふうになってしまっているのか。

そういう職員会議の様子が頭にすぐ浮かんでき

ました。

そういった本校の学校組織の現状として、「フ
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ラット型の限界」という言い方をしております

が、先ほど述べました職員会議、運営委員会も

同様ですが、まず多くの先生方の合議でやって

いますので、どうしても新しい議案が出にくい

し、何かを改善しようとしますと、相当根回し

であったり、あるいは稟議というものであった

り、そういう形で、なかなか意思決定ができな

い。後れていく。だったら、前例踏襲でいった

らどうか。そういうふうに波風が立たない方法

でいく。去年も大丈夫だったしと。あるいは時

期尚早なのではないかということで、結局、先

送りしてしまう。あるいは、そういったところ

で何か提案していくことによって、責任が出て

くるというのを回避する、あるいはそもそも責

任の所在が明確ではないということですので、

どうしても意思決定に後れが出ますし、短期課

題志向、中長期的な目標に向けて何か出してい

くというのが非常に難しいということになって

いきます。そもそも目の前の問題が山積みであ

りますので、先までなかなか見通しにくいとい

うことです。

もう一つ、本校の組織の中では、リーダーシ

ップが発揮しにくい。どうしても我々、お互い

の自主性、あるいは個性を尊重するというふう

になっています。例えば、何年も経験されたベ

テランの先生、あるいは今年入ってきた新人の

先生も同じ教諭として、仲間として尊重し合う

わけです。そういう意味では、横並び意識も当

然出てきますし、何よりも我々自身、企業人と

は違いまして、職務の階層といいますか、はっ

きりとした分掌であったり担当であったりとい

う職階意識が非常に低いということが言えま

す。そういった意味で、リーダーシップが発揮

しにくいし、どういうところがリーダーなのか、

どこがリードしていくのかといったところも明

確ではない。そういう問題点があると思いまし

た。

2.教員の閉塞感

もう一つ、私が考えましたのは、言葉はきつ

いというか、教員の閉塞感と言ってしまいます

と、「前橋育英高校はそんな学校か」みたいに

思われても困るのですが、ちょっと大げさに言

ってみたのですが、例えば自分が学級経営をし

ているという立場でいますと、なかなか人から

の意見を聞きづらい。逆に、他人の学級経営で

あったり、教科指導に意見を差し出しにくいと

いった面が出てきます。先ほど申し上げた自主

性とか、個性尊重といったところもあるのかも

しれませんが、とにかくお互いにあまり口を出

し合わないといいますか、相互不干渉という形

になっています。

そういう事実があるわけですが、反面、自分

がやっている学級経営でいいのか、あるいは教

科指導は大丈夫なのか、そういったところで自

分1人で考えていくということで、大丈夫なの

かといった心配、あるいは無力感にもつながっ

てきます。それとまた、何か人からいろいろ言

われることに対して、プライドといったものも

当然あります。ちょっと大げさな言葉を使いま

したが、孤独とプライドといった問題点が、個

人の中には生まれてきてしまうのではないかと

思います。

また、1人の先生に、役職であったり、係で

あったり、いろいろなものがかぶさってきます。

さらには、学習指導要領が改訂になりまして、

新課程を今、先生方はおつくりになられている、

あるいは完成されていると思いますが、本校で

も新しい教育課程に対応して、では教育課程研

究会をつくらなければということになったり、

あるいは生徒の安全確保が話題になってくる

と、では危機管理委員会をつくらなければとい

うことで、その時々の研究テーマに対して委員

会であったり、係がすぐに設置されます。それ

が未整備のまま、だんだん積み重なってきて、

結局、放置されて増加していく。そういったも

のもあって、先生1人が4つも5つも校務分掌、

組織表を持っていたりもするわけです。

Ⅲ．課題改善に向けて

そういった組織、あるいは個の（内部的な問

題ですが）課題に対してビジョンとしてどう描
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いていくかということです。これもご存知だと

思いますが、一般的な組織というものには、ま

ず共通の組織目的があり、その組織を構成する

人達が協働意志、あるいは貢献意欲を働かせて、

そしてコミュニケーションをとりながら進化し

ていく、発展していくものだということもよく

言われているところです。

学校組織に関しても全く同じことが言えると

思います。学校組織で、共通目的というのは教

育理念であったり、教育目標、あるいは一番大

きな建学の精神の具体化ということだろうと思

います。そして、先生達がそういった協働意志、

貢献意欲を働かせて、お互いのコミュニケーシ

ョンをとりながら、教育活動を実施していく。

この三つの要素が円滑に循環していく個人と組

織のあり方を考えたわけです。

1.校務の優先順位づけと分掌の統合

最初に考えたのは何かといいますと、校務の

優先順位をつけていく、あとは、いっぱいでき

ている分掌などを統合していくということで

す。その具体的な方策として取り組んだのが、

本校には｢職員規約集｣というのがあります。こ

れは学則から始まって、教務内規や進路などの

内規、いろいろな係の分掌表が載っていたり、

職員の諸願いのフォーマットがあって、非常に

簡単な必携規約集です。これを利用して、いろ

いろな学校にもおありだと思いますが、校務分

掌表、組織表をもっと内容が明確になるように

したらどうかということでした。校務分掌の表

だけではなくて、分掌の係、あるいは部といっ

たところが、どういう目的で、あるいはどうい

う目標を持ってやっているのか、あるいはどう

いう範囲のところをやっているのかといったこ

とをある程度はっきりできれば、我々自身の職

務に対する意識も少し変わってくるだろうと思

いました。

校務の軽減・効率化ということですが、何よ

りも規約集を改訂する過程の中で、いろいろな

問題点が出てきたり、あるいは合理化できると

ころがあるのではないかと考えたわけです。そ

ういう中で、合理化できれば、先生1人1人の負

担感であったり疲労感も少しは払拭できると思

います。ましてや学校全体の組織ももうちょっ

とうまく回っていくのではないかと考えたわけ

です。

2.リーダーシップの明確化

もう一つ、同時に着手したというか考えたの

が、今回のテーマでもあります｢ミドルリーダ

ー｣のところですが、リーダーシップをもうち

ょっと明確化していくということです。そもそ

もミドルリーダーとはということですが、文部

科学省では「中堅教職員」と定義しています。

そのままですが、ただし、「学校ビジョン・事

業参画と教育活動の推進」「職場の活性化」「同

僚教員の指導育成」「学校外部の折衝対応」と

いった4つの分野、さらには｢期待される行動｣

ということで、19の項目が挙げられております。

文科省がミドルリーダー、主幹教諭とか、そう

いったものを公立では実際にやっているようで

すが、なかなか公立では機能していないことは

お聞きしています。希望降格者が多いとか、大

変だという話も聞いています。

しかし、せっかくあるこういったリーダーシ

ップを発揮する、しかも中堅教職員にとって何

か力になるようなものがあればいいということ

で、そのまま名前をお借りして、本校では｢主

幹教諭｣ということで始めてみました。これも

理事長をはじめとし本部ですぐに対応してくれ

る体制があったからできたことですが、こうい

った形で「主幹教諭」をつくっています。もち

ろん目的は、先ほどの問題点や課題から出てき

た、意思決定とか対応をもっと早くするという

ことですし、なかなか見にくい中長期的な展望

を少し考えていく核になってもらいたいという

ことでやっております。

機能としては、まず第一に我々管理職の補佐

機能ということで、私はいろいろなことで相談

に乗ってもらっていますし、あるいは集会とか

いろいろなところで肩代わりしてもらったりも

しています。
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2つ目が調査研究機能ということだと思いま

す。いろいろな内外の情報を集めたりして、い

ろいろな状況を把握してくれる。内外というの

は、特に中堅の先生方にも、若手の先生方もそ

うです。

3つ目が先ほどの文科省のところでもありま

したが、人材育成機能ということで、何しろ現

場に先生方はいますので、非常に近くにいると

ころで、いろいろなサポートとか手助けをして

もらえるのではないかということで、今回試験

的に導入してみました。

先ほど、ピラミッド型とか、フラット型、な

べぶた型というのが出てきたのですが、どっち

がいいのかという話ではないと思います。私は

ピラミッド型にはピラミッド型の弱点はある

し、例えばどうしても成果主義とか効率化ばか

りを追いかけてしまうので、そっちのほうにい

ってしまうとか、では、現場は上からの指示だ

け待っているという指示待ちになってしまうと

かということもあるでしょうし、逆にフラット

型にはフラット型の良さが、なべぶた型という

か、帽子型というか、そこにはそこの良さがあ

ると思います。

ただ、私が主幹の先生方に対してお願いして

いるというか、本校で位置づけているのは、こ

ういう位置づけになっております。

フロントラインというか、第一線の先生方が

いるわけです。我々は抽象的な戦略等を指示し

て、主幹を中心とするミドルの先生方が外から

の情報、あるいは中でいろいろな先生から話を

聞く。そして具体的なシナリオを明示して、実

行してもらう。

ただし、第一線でいる先生方をただただ指導

するだけではなくて、そこから得たものとか、

あるいは感じたことを、その段階で、あるいは

次の段階に活かすために、また上に現場の情報

として提供していく、また、新たなアイデアを

目指していく。それをまた我々が受けまして、

そのアクションの結果を反省して、また次の戦

略に活かしていくというふうに、絵だけ見ると

すごくうまくいきそうな感じはするのですが、

でもそういう意識を持って接していくことがま

ず大事ではないかということで、先ほど申し上

げました職員必携規約集についても、そういっ

た形で今、改訂に取り組んでいます。

また、50周年記念事業、式典等につきまして

も、主幹の先生達に具体的なシナリオを描いて

もらうということで進んでおります。

こういうグルグルしている螺旋状というの

は、上からクルクルいきますし、下からもクル

クル回っていくということと、もう一つは、ピ

ラミッドみたいにここまでが主幹だから、ここ

がミドルで、それ以下の先生は関係ないという

ことではなくて、このあたりがミドルというこ

とになるわけで、リーダーは幾らいてもいいと

思います。教科のリーダー、あるいは部活等を

指導するようなリーダー、そういうリーダーが

いていいと思います。今は主幹教諭という名前

になっていますが、そこからこの辺に位置する

先生方の意識が高まってくるのではないかとい

うもくろみもあります。

現在、どのような形でやっているかといいま

すと、定例的には管理職の打ち合わせの直後に

主幹会議というのを設けて、週に1回ですが、

やっています。少人数の戦略チームということ

で、少人数ですので、はっきりとした意見がそ

こで出てきますし、さらにその会議を離れたあ

とで先生方からいろいろな意見、要望を聞くこ

とができるということで、原則論ではなくて、

具体的、また突っ込んだ議論ができるというこ

とです。

例えば、入試総括であったり、生徒募集・中

学校対策といったことは、入試が終わった直後

というのは、全体としての会議日程がなかなか

とりにくい。結局、年度が変わって4月とか5月

になって、新しい募集要項をつくらなくてはい

けないときになる。そこでは前回の入試のとき

の反省、募集のときの反省は忘れてしまう、先

送りになってしまうということがあります。そ

ういった意見が出にくかったり、あるいは日程

の関係で全体会がしにくいものについてなど、

非常に早く対応することができるということ
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で、来年度の入試に関しても、形として今まで

ずっとやってきたことが変わったという利点は

かなりあります。

実際に主幹をやっていただいている先生方に

感想をお聞きしたりすると、非常にスピード感

がある対応が可能になったということ、あるい

は自分自身が自覚的に働けるようになった、あ

るいは漠然と将来のことも大事だろうなとは思

っていたが、もっと具体的に明確な形として将

来像を考えるきっかけになったということで

す。

3.教員間のコミュニケーション

もう1つ取り組んでいるのが、先ほど申し上

げましたコミュニケーションです。それをどう

にかして授業力と絡めてやっていこうと考え

て、授業力向上プログラムという形で、要する

に公開授業とか、相談し合うとか、お互いに授

業を見合うといったものを増やすということだ

けなのですが、プログラム化して正式な形でバ

ンと出してやっています。

どんなにいいプログラムだったりカリキュラ

ムだったりしても、授業が一番だというのは、

私自身も含めて皆さん同じご意見だと思いま

す。授業が生徒の力を高めるということだと思

います。

そういう形で、今まで何となく研究授業はや

りましょう、各教科1人ずつやってください、

で終わっていたのを、公開授業週間とか、ある

いは日常的にミニ教科会とか、あるいはどこか

の空き時間を定めて、横並びで持っている先生

方はお話をする機会をつくってくださいという

意識づけを現場に提供していくということで

す。

ただ、先週1週間、公開授業週間だったので

すが、まだなかなか動きがないです。どうして

も授業の予習があるとか、小テストの採点があ

るとか、いろいろな理由があると思いますが、

なかなかまだ腰が重くて。実は私もこの発表の

準備で、というのを理由に、あまり公開授業に

参加できなかったので、自分がやらないとダメ

だという気がしています。ただ、提供しなけれ

ば絶対動きませんので、そういった契機をつく

っていくのは大事なことだろうと思っていま

す。

お互いの授業が見られる、あるいは誰かがや

っていることがわかる、見える。我々も見える

ということで、｢見える化｣ということでやって

おります。なかなかうまく進んでいません。

もう1つは、「校内研修」をコミュニケーショ

ンの1つの材料にしようと思っています。例え

ば、教員全員の普通救命講習というのがありま

すが、これは消防署にお願いして、救命と AED
の使い方等を講習して、全員が普通救命講習の

修了証を持っています。ただ、今年はちょっと

時間がなかったので、簡易救命講習になってし

まって、新しい先生は修了証をもらえなかった

のですが、これも校内研集扱いとしてやってい

ます。そういった研修の中で、救命講習をやり

ながらお互い話をしたり、いろいろな会話をし

たり、そういう中で少なくともコミュニケーシ

ョンとしての役割は果たしているということで

す。

今こうやって皆さんの前でお話ししている内

容も、そっくりそのまま校内研修ということで、

11月になってしまうのですが、先生方の前でや

ることになっています。そういった形で、なる

べく手づくりの校内研修をしていくことによっ

て、少しずつお互いの距離が近づいていくので

はないか、見えるようになっていくのではない

かと考えております。とにかく連帯の干渉、あ

るいは共働意識を何とか生み出して、あるいは

高めていくということです。

研修報告書、「ドウダンツツジ」の「満天星」

で、群馬県の花ですが、「満天星の花」といっ

た研修報告書を出していて、校外研修に行った

先生方は必ず報告書を書くことになっていま

す。昨年度のものは大体270ページぐらいのも

のになっていますが、これも本当は行ってすぐ

に報告をしていただくのが一番いいと思います

が、数も多いですし、なかなか難しいので、報

告書を出すことで、読んで、興味があることは
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その人に聞いてください、あるいはこの件につ

いては、このグループでもうちょっと考えたら

どうですかと、そういう材料にできればと思っ

てやっているところです。

おわりに

最後になります。取り組みから見えてきたこ

とがあります。今まで前橋育英が取り組んでき

たことは、先ほど申し上げたようなハード面、

インフラ面の改革でした。今、私が考えたり取

り組んだりしていることは、ソフト面とか、言

ってみればヒューマンウエアといったところで

すので、こちらのほうに力を入れている。もち

ろんインフラ面も重要な要素です。しかし、こ

ちら側のソフト面の改革というか、活性化とい

いますか、そういったところを強めていく。つ

まり、「不易流行」の「流行」の部分をいかに

考えていくかということが非常に重要なことな

のではないかと、当たり前のことかもしれませ

んが、改めて思いました。

今後の方向性ですが、先ほど言ったことをま

とめただけで、当たり前のことだと思います。

みんなして学校のビジョンを考えて、それを実

現していく。それも生徒の力を高めるために我

々も力をつけていくということであろうと思い

ます。

「自らの課題として」、先生方一人ひとりは

皆さん使命感を持って、行動力もあって、そう

いう先生方の心といいますか、先ほども心に火

をつけるというお話がありましたが、火をつけ

ていく。そういったエネルギーに火をつけてい

くというのが、我々管理職としての役目であろ

うと思いますし、教員のエネルギーが一つに向

かうための一つの方策がミドルリーダー、主幹

の設置でもありますし、そういった役割が課せ

られていると思っています。なかなか答えが出

にくい問題、いや、答えがないかもしれない問

題に、仮説を立てて、それを検証していくこと

になります。今回の報告は中間報告ということ

で、また、どういう結果になったかということ

を今この場でご報告できないのは非常に残念で

すが、何かあったらお聞きいただければと思い

ます。

前橋育英高校の教育理念に、「自らの行動で

より良き社会を」というのがあります。この教

育理念、スローガンというのは、生徒に向けら

れた理念ということですが、実は内側の我々に

も向けられていることで、「自らの行動でより

良い学校を｣｢自らの行動でより良い授業を｣と

か、我々の人間力といいますか、我々の力を高

めていくことが非常に重要なのだろうというこ

とを改めて実感いたしました。

今までどこかで聞いたぞ、というお話で、斬

新的でもなければ、そんなに創造的なお話でも

ない、本当に当たり前のありきたりな実践で、

しかも中間報告ということで、お役に立ったか

どうかいささか心もとないのですが、実はこう

いったことを通じて一番勉強させてもらったの

は自分自身だったなということで、こういった

チャンスを与えていただいたことに感謝してお

ります。

こういうことで終わりにいたします。ご清聴

ありがとうございました。
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「次世代リーダーの育成」
パネリスト 東京成徳大学中学高等学校 校長 木 内 秀 樹

パネリスト 株式会社ブレインアカデミー 執行役員 淡 路 雅 夫

パネリスト 株式会社ＪＴＢ法人東京 取締役 大 塚 雅 樹

コーディネーター 水戸 女 子高 等 学校 理事 長 ･ 校 長 鈴 木 康 之

○司会（高瀬元彦）

1時になりましたので、午後の部のフォーム

・ディスカッションに入りたいと思います。よ

ろしくお願いします。

テーマを「次世代リーダーの育成」と題しま

して、4名の先生方にお越しいただきましたの

で、ご紹介いたします。

パネリストとして、東京成徳大学中学高等学

校校長の木内秀樹先生、株式会社ブレインアカ

デミー執行役員の淡路雅夫先生、株式会社 JTB
法人東京取締役の大塚雅樹先生、そして、コー

ディネーターといたしまして水戸女子高等学校

理事長・校長の鈴木康之先生、以上4名の先生

方です。よろしくお願いいたします。

それぞれ講師の先生方の詳しい経歴につきま

しては資料にございますので、ご確認ください。

それでは、コーディネーターの先生より進行

をお願いいたします。よろしくお願いいたしま

す。

○コーディネーター（鈴木）

水戸女子高等学校の鈴木でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。
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私の学校は、今年、創立80周年を迎えること

ができました。ちょうど創立記念日の約1カ月

前に例の大震災が起こりまして、私の学校は、

ざっと20億円弱の被害を受けまして、今、仮設

校舎で教育活動を展開しております。生徒達か

らは、「校長先生、トイレがきれいになってよ

かったですね」などと言われ、ちょっと複雑な

思いでいるのですけれども、そのようなことで

教育活動を展開していますが、中高連からはた

くさんのお見舞いをいただきまして、まことに

ありがとうございました。

ご参集の先生方も大変お疲れだろうと思いま

す。最後のプログラムは、フォーラム・ディス

カッションですけれども、最初にちょっと確認

をいたしたいと思っています。

先生方、ご案内のとおり、日本私学教育研究

所は、研修のあり方について、昨年いろいろな

改革を行いました。6月にとり行われています

私学経営研修会、それから、この全国私学教育

研究集会をきちっとリンクさせようということ

で、6月の私学経営研修会でいろいろ取り上げ

られた事柄を、この全国私学教育研究集会では

さらに深め、さらに具体的に。このような日私

教研の意図がございます。

今年、神戸で開催された私学経営研修会です

けれども、これは「混迷の時代に期待される教

育と私立学校」というテーマで研修をとり行っ

たわけです。そして、そのパネルディスカッシ

ョンの中では、私学に求められる三つの力、教

育力、経営力、そして教員力、こういう三つの

切り口で神戸では議論したところです。

その中で、教育力という部分では、やはり私

学の建学の精神を通して、入学したい、あるい

は入学してよかった、そのような学校をつくり

上げていこう。あるいは経営力では、持続性と

いうことをパネリストの方が強調されていまし

た。これは、もちろん経営資源、金銭的な部分

もそうですし、また、教員の力、この持続性が

ないとなかなか難しいだろう。そして、教員力

というところでは、やはり研修の重要性という

ことが指摘されました。

一方、翌日のグループディスカッションの中

では、今の教員のあり方について忌憚のないご

意見をいろいろいただいたところです。例えば

今教員を採用する際、大学院卒の教員を多く採

用する傾向にありますが、どうもこの人達が使

えない。いろいろなことは知っているけれども、

実際、物を教えるだけではなくて姿勢を示す、

あるいは生徒指導等のところで、なかなか難し

いというような報告もいただきました。

それらのことで、やはり今どうしても避けて

通れないのが今回のテーマである「次世代リー

ダーの育成」。やはり学校の質の向上、それか

ら持続性等を鑑みて、今回のテーマはこれが適

切なのではないだろうか。そして、学校の中で

我々は何ができるのか、我々は何をすべきなの

か。管理職として、次世代リーダーを育成する

ために我々は何をすべきかといったことを、パ

ネリストの方々から忌憚のないご意見をいただ

ければと考えております。

この後の進め方ですけれども、パネリストの

先生方から20分ずつお話をいただきます。お一

人のパネリストの方が終わった段階で、私から

の質疑、あるいはパネリストの方々のご意見を

いただきながら進めてまいりたいと思います。

後半の部分では、フロアの先生方からもご質問

やご意見をいただき、進めてまいりたいと思い

ます。

まず、木内先生から学校の現場からというこ

とで、次世代リーダーの育成ということについ

てお話をいただければと思います。

それでは、木内先生、お願いいたします。

○木内

木内でございます。よろしくお願いいたしま

す。

本日のテーマが「次世代リーダーの育成」と

いうことでございます。これは、学校の将来リ

ーダーとなる中堅・若手教員をどうやって育て

るかということだと私は考えております。

先ほど樹徳高等学校、それから前橋育英高等

学校から、成果至上だとか、校務分掌内でのい
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ろいろな取り組みのお話を伺って、これから私

が話したいことも実践されているということ

で、非常に刺激になりました。本当にありがと

うございます。

そこで、現場からということでございますけ

れども、多少抽象論も入ってまいりますので、

ご理解いただきたいと思います。

まず、次世代リーダーを育成するというとき

には、どういう力を持った人がリーダーになる

のか、どういうリーダーを育てたらいいのか。

これは、やはり必要だと思います。ですから、

まず、リーダーシップとは何ぞやということに

ついて触れさせていただきます。これは、先生

方、もちろんご存知のことかもしれませんけれ

ども、改めて聞いていただきたいと思います。

このリーダーシップというテーマは、ビジネ

スの世界の企業研修ではよく扱われるものでご

ざいます。きょうも企業の方にお出でいただい

ておりますけれども、企業と学校とでは多少違

いがあると皆さんは感じていらっしゃると思い

ます。ですから、リーダーシップは何ぞやとい

うことから、次に、学校におけるリーダーシッ

プはどういうものなのか。それを考えて、最後

に、学校の中でリーダーシップを持った人材を

育てるにはどうしたらいいのかというについて

お話しできればと考えております。

まず、リーダーシップでございますけれども、

黄色い紙で私のレジュメが1枚紙で入っている

かと思いますが、リーダーシップというのは、

人やチームに影響を与えて結果を出すことだと

一応定義させていただきます。リーダーシップ

の科学的研究というのは20世紀初めの頃から盛

んになったと言われております。初めは、リー

ダーシップ理論についてということで括弧でく

くっておりますけれども、リーダーシップ特性

論というのがあります。もちろん幾つかのリー

ダーシップ論があるわけですけれども、この特

徴は、優秀なリーダーと言われる人はどんな特

性を備えているかということを考えていったわ

けです。

「リーダーシップについて」

東京成徳大学中学・高等学校

木内 秀樹

１．概論

(1)リーダーシップ理論について

リーダーシップ特性論

↓

リーダーシップ行動論

↓

変革型リーダーシップ論 ビジョン志向のリーダー

変革型リーダーシップ

(2)変革型リーダーシップ論

①ビジョン志向のリーダーシップ

・すばらしい組織をつくりあげ、長期的に発展していく

ために必要なものは、自分たちで実現することのでき

る未来へのビジョンである（バート・ナヌス）

→魅力的でやりがいが感じられるビジョンを創造し

て、メンバーに広く共有化して、実現していくことが

これからのリーダーに求められる役割である

・メンバーに支持されるビジョンの４条件

ａ.ゴールがイメージできる

ｂ.実現したときの状態が魅力的である

ｃ.チャレンジングだが実現の可能性がある

ｄ.わかりやすく、伝えやすい

②変革型リーダーシップ

・「変革型リーダーシップ」が求められる背景

・ジョン．P．コッターのリーダシップ論
組織の変革を進めるにはマネジメントではなくリー

ダーシップが求められている

・コッターによる「リーダーシップ」と「マネジメント」

の区分

・コッターによる企業変革の８つのステップ

危機意識喚起 → チーム結成 → ビジョン策定

→ ビジョン伝達 → 行動サポート →短期成果の

獲得 → 次なる施策 → 定着

２．学校におけるリーダーシップ

(1)スクールリーダー

ａ.スクールリーダーは「教育活動の組織化」を推進する

役割を担っている

（校長・副校長・教頭・教務主任等）

ｂ.スクールリーダーは相互に意思疎通を図りながら、学

校のビジョンを共有化し、個々の責任を自覚しつつ、

役割を補い合って教育活動に取り組んでいる各学校の

経営改善のキーパーソンである

ｃ.校長の役割…「マネージャー型」の校長から「リーダ

ー型」の校長への役割変容
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昔は、体格が大きくて圧倒するような人がリ

ーダーにふさわしいとか、声が大きい人が良い

とか、スタミナのある人が良いとか、いろいろ

あったようです。ただ、その後の研究では、資

質によってリーダーを特定することはできな

い。リーダーという特性は、経験とか、そうい

ったもので備わってくるものだ。もちろん家柄

とか、そういう場合もあるでしょうけれども、

一般的には、最初からリーダーという資質を持

っている人はいないのだということでございま

す。

ｄ.管理職は所属教職員の人事上の服務管理だけでなく、
自分の学校の経営戦略を推進することが重要な役割

「管理職の仕事はスタッフの労働意欲をあげること」
（大手メーカーの人事担当チーフ）
「真のリーダーは、人間のエネルギーとビジョンを
創造することが自らの役割であることを知っている」
（P．F．ドラッカー）

(2)経営戦略の推進

①経営戦略とは
「経営理念（建学の精神）」
…当該組織の社会における存在意義（プレゼンス）
や果たすべき「ミッション」（使命）を普遍的な
形で表した基本的価値観の表明 － 不易なもの

「ビジョン」
…普遍的な信念、揺るぎのない価値観である経営理

念（建学の精神）の下で、ある時点（○年後）ま
でにこうなっていたいと考えるゴール（到達目標）、
めざしたい組織の将来像を利害関係者（ステーク
ホルダー）に対して具体的に表現したもの

「戦略」
…普遍的な「経営理念（建学の精神）」にもとづく、

短期具体的な「ビジョン」（到達目標）を実現す
るための手段が「戦略」（ストラテジー）である

②経営戦略の方法
ａ.「現在地（学校の現状・評価）」の確認をすること
戦略とは「現在地」と「目的地」との距離（ギャッ
プ）を結ぶ複数の道（選択肢）の中から何かを捨て
て（選択）、何かを優先させる（集中）といったト

レードオフ（取引関係）の問題である
ｂ.学校経営案・校務運営要綱・教務運営案等において、
その戦略（道のり・進路）を明確化すること －
その舵取りと具体化こそがニューリーダーの役割
「よき意図があっても、山を動かすことはできない」
（P．F．ドラッカー)

(3)もうひとつの視点

①個人の幸福論からリーダーシップを考えようとする立
場
リーダーシップとは自らの価値観どおりに行動する力
である
そして個人が幸せな人生を生きるために、必要不可欠
な姿勢こそがリーダーシップである

・ＷＢＣでの日本チームとイチロー選手
・アップル社 Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ

Stay Hungry,Stay Foolish
②「学校目標」と「個人目標
別の形のリーダーシップ（教師像）

以上

次に出てきたのがリーダーシップ行動論とい

うものでございまして、リーダーの行動を類型

化して、効果的なリーダーシップのスタイルを

見出そうとするものです。典型的なものとして、

皆さんもご承知のようにパワー理論というのが

あるわけですけれども、例えば地位を利用して、

部下にこれをやれ、あれをやれという命令を下

す。これは、正当パワーといいますけれども、

あとは罰を与えるような強制パワー、「おまえ、

これをやらないと地位を下げる」とか、ペナル

ティーを与えるようなやり方です。言うことを

聞かざるを得ないようなリーダーシップ。それ

から、モチベーションを上げるために、「これ

をやったら給料を上げてやるよ」というような

報酬パワーというやり方もあるわけです。リー

ダーがパワーを行使してチームを動かす。これ

は典型的な形でございます。

幾つかいろいろなリーダーシップ理論があっ

て、現在の理論的な流れとしては、いわゆるさ

せるリーダーシップから、ついてくるリーダー

シップを志向するようになりつつあると言われ

ています。つまり、リーダーが掲げたビジョン

にコミットメントしたメンバーが、ビジョンを

達成しようと自ら進んで動くようになるような

スタイル、これが現在の主流といいますか、新

しい理論だということです。

ただし、先ほど申し上げたパワー理論がいけ

ないということではなくて、要は結果を出せる

リーダーシップ、問題解決できる理論こそがよ

いわけですから、状況によってどんなスタイル

がよいかという研究もされているわけで、リー

ダーシップ状況論というのがあって、こういう

場合にはこういうリーダーシップを発揮するべ

きだというようなことを言われる場合もござい

ます。

いろいろな理論がございますけれども、先行

き不透明で困難な状況の中で、学校も同様に課

題を抱えていて、少子化があって、それから自

分のところの学校のアイデンティーを出さなけ

ればいけない。保護者も学校選択にいろいろな

ことを考えながら来る。昔のような生徒募集は
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できなくなった。そういう中で、組織変革を実

現していくにはどんなリーダーシップが求めら

れているかということで、その代表的な例とし

て、変革型リーダーシップ論の中から、その代

表的な二つを(2)のところに掲げさせていただ

きました。

変革型リーダーシップ論の代表的なものとし

て、一つはビジョン志向のリーダーシップと、

②として変革型リーダーシップを挙げさせてい

ただいておりますけれども、①のビジョン志向

のリーダーシップというのは、リーダー行動だ

けに着目するのではなくて、ビジョンという将

来の構想を打ち出すことから、チームやメンバ

ーを引っ張っていくことがリーダーに求められ

ている役割であるという考え方です。ですから、

学校の次世代リーダーも、校長なり教頭、中堅

ということになってきますと、この辺のビジョ

ンを校長と共有して、一般教員に訴えられるよ

うな資質を持っていないといけないことになる

わけです。取り組むべき仕事の目的や意義を熱

く語ることが大切だと。

そして、ビジョン志向型のリーダーシップで

は、メンバーに支持されるビジョンの4条件と

して、ゴールをイメージさせるとか、実現した

ときの状態が魅力的であるとか、a、b、c、d
と書いてございますけれども、二つ目は変革型

リーダーシップでございます。この変革型リー

ダーシップというのを言い出したのはコッター

という方ですが、コッターという人は、組織の

変革を進めるためにはマネジメントではなく

て、リーダーシップが求められるというように

言っているわけです。

今、マネジメント流行りですけれども、コッ

ターによれば、リーダーシップとマネジメント

は違うのだ。リーダーシップというのは、わく

わくするようなビジョンと戦略、わくわくする

ような絵を描いて、みんなの目をその方向にく

ぎづけにして、その絵を実現しようとするメン

バー集団をつくり上げ、彼らのやる気を熱狂的

に高め結果を出す、これがリーダーシップなの

だと言っています。

これに対してマネジメントというのはどうい

うものかというと、冷静に計画をつくって予算

を確保して、人材を適材適所で組織に配置し、

実行レベルでは仕組みやメンバーをコントロー

ルし、発生する問題をその都度解決しつつ結果

を出す。リーダーシップのほうが魂に火をつけ

る。先ほど2校から報告がありましたけれども、

火をつけるということ、これがリーダーシップ

の重要な役割の一つになります。

ただ、現実の問題として組織を運営していく

上では、リーダーシップとマネジメントの両方

が必要であるということは言うまでもありませ

ん。ここの違いを理解して、自分の学校の状況

においてリーダーシップを強化するか、マネジ

メントを強化するかといった検討がなされなけ

ればいけないということでございます。

さらにもっと新しいリーダーシップ論とし

て、ここには書いてございませんけれども、フ

ァシリテーター型リーダーシップというのがご

ざいます。ファシリテーター型リーダーシップ

というのは、会議等でみんなの意見を聞きなが

らまとめて上げていく、新しいものをつくり上

げていく、そういう能力を持ったリーダーなわ

けです。先ほども話がありましたように職員会

議等、長時間にわたるような会議、その中で議

長である、教頭先生がされるのかどうかわかり

ませんが、いろいろな意見を出させながら、そ

こでファシリテーターは自分の意見を言わない

のですけれども、その中で議論しながら集約さ

せて、また、いろいろな少数意見も導き出して

いく、そういう能力を持った人間も必要である。

不透明な経営環境下で、リーダーが独創的な

アイデアを提案してメンバーを引っ張ってい

く、そんな力強さがこういう不透明な環境下で

は絶対大事だというようにお考えの方も多いと

思うんですが、今日のような変化の激しい時代

には、変化のほうがスピードが速いのです。こ

ういう時代には、ビジョンと決断力があるリー

ダー、それに加えて人の話に耳を傾けて、そし

て人に権限を持たせることのできるリーダー、

こういったリーダー、2種類を足したようなタ
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イプのリーダーが求められているという方も多

くいらっしゃいます。

この場合、リーダーの言うビジョンを心から

みんなが受け入れているならば、メンバー主体

の話し合いが成立するということは言うまでも

ないことでございます。

抽象的でございましたけれども、リーダーシ

ップ、いろいろな考え方がございますが、人間

は100％、あれもこれもいろいろな能力を持っ

た人がいるわけではありません。この分野はす

ごく得意だが、この分野はあまり得意ではない

ということもあり得ます。例えば私どもの学校

ですと、私は校長ですが、教頭が二人おります。

一人の教頭は教務畑です。教務をやりながら、

細かくいろいろなことを押さえて、堅実なとい

いますか、そういうタイプの男でございます。

昨年、もう一人教頭にした者がおりまして、そ

の者は非常に熱く語るのです。ただ、細かく押

さえてということは多少欠けるところがあって

も、二人の教頭がいて、うちの学校は非常にう

まく機能しているなと。熱く語るほうの教頭が、

まず話をして、後ろから細かく押さえる者がフ

ォローしているようです。

ですから、私としては、どちらをさらに権限

を持たせていくかということは別にして、人間

は得意分野があって、もし教頭が一人であるな

ら、私どものように二人備えて、そこもカバー

しながら役割を担ってもらうということも必要

ではないかと考えます。

学校におけるリーダーシップですけれども、

今、本校の場合の話をいたしましたが、レジュ

メのほうに2番として、「学校におけるリーダー

シップ」ということでスクールリーダー。a は
教育活動の組織化を推進する役割を担ってい

る、2番も経営改善のキーパーソンである。こ

れは大事だと思うんですけれども、c の校長の
役割として以前はマネジャー型の校長、校長の

役割はマネジャー型だと言われていたことがあ

りますが、現在ではやはりリーダー型、先生達

を引っ張って、ビジョンを構築して、目標を与

えていく、こういう校長先生に役割が変容して

きたと言われております。

校長先生の次の副校長、教頭、教務主任、そ

ういった管理職も、人事上の服務管理だけでは

なくて、自分の学校の経営戦略を推進すること

が重要な役割だといわれています。例えば、そ

こに二つ書いてありますけれども、大手メーカ

ーの人事担当チーフなどは、管理職の役割はス

タッフの労働意欲を上げることだ。管理ではな

くて、どうやって進んで働いてもらうようにす

るかだとか、そういう労働意欲を上げることだ

という考え方があります。皆さんもご承知のド

ラッカーなどは、「真のリーダーは、人間のエ

ネルギーとビジョンを創造することが自らの役

割であることを知っている」というような言葉

も残しておられます。

(2)「経営戦略の推進」。経営戦略の推進とい

いますと、企業でよく使われますけれども、学

校にも当てはまるわけです。先ほどの2校の中

でもビジョンだとか、いろいろ出てきましたけ

れども、まず、企業における経営戦略、これは、

学校では建学の精神に当たるものでございま

す。学校の存在、ミッション、使命を普遍的な

形であらわした基本的な価値観の表明であっ

て、これは不易のものだと言われていますけれ

ども、建学の精神として位置づけて、このとこ

ろ多くの学校で建学の精神をもっと具現化する

ために、教育に生かすためにいろいろな取り組

みがされています。

例えば本校で言いますと、長い間建学の精神

がありながら、なかなか教育実践の場で活かし

きれていなかったのが実情です。私どもは、例

えば建学の精神で言いますと、東京成徳、「徳

を成す」という建学の精神。すばらしい人間性

を持った若者を育てようということなのです。

創立者が「徳を成す人物の育成」という建学の

精神をつくったわけですけれども、3代目の理

事長がそれに基づいて五つの教育目標、「おお

らかな徳操、高い知性、健全なる身体、実行の

勇気、勤労の精神」をつくって、学校の教育を

進めていたのですが、今の五つの教育目標とい

うのは、どちらかといえば当たり前というか、
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実行の勇気と勤労の精神については多少特色が

ありますけれども、前の徳・知・体については

どこの学校でもありそうな内容でございます。

それを具体的にすることがなかなかできない

でおりました。そうすると、建学の精神はこう

だと言いながら、一般の先生達は、自分達は何

をしていけばいいのか。そうすると、どこの学

校でも取り組んでいるような、勉強させて、進

学実績を高めて、生活指導ではしっかりした生

徒をつくろうとか、そういうところにどうして

も終始しがちだったわけです。

現在は、「建学の精神」から、「自分深め学習」

という形で展開しています。揺るぎのない価値

観である建学の精神のもとで、ある時点までに

こうなっていたいというゴール、目指したい組

織の将来像を利害関係者、ステークホルダーに

対して具体的に表現したビジョンをつくらなけ

ればいけないと考えています。丸で書いてあり

ますけれども、「○年後」。企業などですと、こ

れは3年だそうです。3年以上の長期にわたると

ドリームということだそうですから、3年計画

でこういうものをつくる。

その際には数値目標だとか、そういったもの

が立てられて、それを検証していくという作業

が必要になるかと思うのです。そういうビジョ

ンに対して、さらに戦略といいますか、短期具

体的な到達目標を実現するための手段、どうや

ったらこれに到達できるかということを打ち立

てなければいけないわけでございます。

この戦略を立てるときには、現在地といいま

すか、学校の現状、評価を確認する。現状はな

かなか確認しづらいのですけれども、在校生の

保護者にアンケートで学校をどのように感じて

いるか。在校生の保護者は自分の学校に入って

きた保護者ですから、一応よさはわかって、支

持していただいている集団ですけれども、例え

ば私ども始めたのは入学前の受験生、もしくは

説明会等の生徒に、うちを受けなかった人達に

もそういうアンケートをとりたい。そのような

現状をまず認識する。現状を認識しない限り、

先ほど出したビジョンとのギャップ、どうやっ

て改善していったらいいかという戦略が立てら

れないわけですから、そういったものを行うと

いうこと。

それから、b として学校経営案、校務運営要
綱、教務運営案等によって、さっき言った戦略

の道のりを明確にして、そのかじ取りをする。

これがニューリーダーの役割になるわけでござ

います。リーダーシップとか、やるべきことは

わかっているわけですけれども、それに向けて、

では教員をどうやって指導していくかというこ

とです。

リーダーシップをつけるために何が大事かと

いいますと、アメリカのリーダーシップ研究の

専門会社であるロミンガー社という会社がある

のですけれども、その調査によると、リーダー

として成長する上でどのような出来事が有益で

あるかとリーダーに聞いたのです。その結果、

経験が70％、そして上司がいろいろなことを教

える薫陶が20％、研修が10％だというのです。

ですから、今コーチングだとか、いろいろな研

修が大いにはやっています。コーチングがはや

っていて、実際に行った人、コーチングをやっ

たけれども余り変わらないというような現実も

あるように思います。

例えばコーチング研修ですと、人事担当など

は、管理職全員コーチング研修を実施したけれ

ども、いま一つ効果がない。コーチング技術は

いろいろな業務で話せとか、復唱しろとか、い

ろいろスキルがありますよね。こういう技術は

身につけたけれども、聞いてやるというような

態度で上司が接せられても困るとか、受講管理

者で、コーチングのやり方はわかった、でも使

う機会がないとか、そのような意見が寄せられ

ているわけです。

いずれにしましても、リーダー経験ができる

プロジェクト、意識的にトップリーダーが見込

みがあるというか、学習能力がある人を見つけ

て、そういうものを実践といいますか、育てて

いく。これがまさにリーダーをつくり上げる手

段だと思います。トップのリーダーが中堅幹部

だけではなくて、自分の学校のビジョンを熱く
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語って、これを共有する。これはトップの一番

大きな仕事だと思います。そして、その後ビジ

ョンを具現化して、戦略を立てる。この中心に

将来育つような人材、これは学習能力を見抜か

なければいけないわけですけれども、そのよう

な人達をつけて、そこで経験を積んでもらう。

これが一番のリーダー養成だと考えられていま

す。

最後に、もう一つの視点ということで、人を

引っ張るのがリーダーシップだという一つの定

義をしましたけれども、価値観を示して人を巻

き込むという言い方もあるわけで、個人の幸福

論からリーダーシップを考えようとする立場も

あります。

よく会社で、入ったけれども3年以内に3分の

1はやめてしまう。これは、自分がどこに所属

して、自分のやりたいことができているかとい

うことと大きく関係あると思うのですが、学校

の場合には教員を目指して教員になったわけで

すから、最初の教員になったときの思いという

ものを思い起こしてもらう。そうすると、学校

目標と個人目標が違っていても、学校の場合は

個人目標を優先していても給与が下がるとか、

待遇が下がるわけではありませんから、学校の

ビジョンになかなか従わない人達も中にはいそ

うな気がします。そういう人達には、まず所属

している学校の教員、生徒を教える、生徒を成

長させるということをもう一回思い出してもら

いながら、学校ビジョンを共有するということ

が大事だと思います。

そこにイチローのことを書いたのは、イチロ

ーは WBC（ワールド・ベースボール・クラシ
ック）でリーダーでしたね、という話をされた

ときに、「私はリーダーじゃないんだ。みんな

がリーダーだ。私は野球が好きで一生懸命やっ

たけども、みんながリーダーで、誰が指示して

こうやれ、ああやれということは、このチーム

ではありません」と言っているのです。

学校でも、例えば管理職として人を指示した

りする人ではなくて、教員としてすばらしい人

間性を持っていて、生徒からも慕われ、教科指

導もしっかりしていて、責任者にはつかないけ

れども、学校の先生として理想の先生像という

のがあるような気がするのです。そういう人達

は、決してリーダーではないけれども、学校の

中では生徒にとっても、他の先生にとってもあ

る意味のリーダーだと私が感じますのは、専門

職という分野なのかもしれませんが、そういう

リーダーも学校の中では大事にしたいと思って

おります。

○コーディネーター

ありがとうございました。

先生、前段の部分でリーダーシップとマネジ

メントの区分のお話がありました。いわゆる若

手、次世代リーダーの育成ということで言うと、

イメージできるのはマネジメントできるという

解釈でいいのでしょうか。

○木内

いや、マネジメントできることも必要ですけ

れども、それ以上に熱くビジョンを共有できる。

学校のビジョンがあるわけですから、学校のビ

ジョンを自分のものにしながら、いろいろなア

プローチはあると思うのですが、やはりその部

分がないと指示待ちになってしまうのです。

○コーディネーター

わかりました。ありがとうございました。

私が校長になったころ、今から13～14年前で

すけれども、公立の先生方と一緒の会議のとき

にいろいろなごあいさつの中で、心の教育とい

うことを皆さん盛んに仰っていました。心の教

育というのは一体何なのだろう。もちろん文科

省でいろいろいえばわかるわけですけれども、

この人は何を指して言っているのだろうという

ことを私は素朴に疑問に思って、何度かお尋ね

したことがあります。「先生、心の教育って何

でしょうか」と。そうしましたら、「いや、そ

れは一言では難しいよ」とか、どなたからもお

答えをいただけなかったのです。そのときに、

この人達は本当は知らないのではないかと私は
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思いました。

それは、その人達が云々ではなくて、恐らく

心の教育といったときに、もう思考が停止して

しまっているのではないかと私は思っているわ

けです。同じように、先ほど木内先生が仰った

経営理念のところ、いわゆる建学の精神です。

我々、建学の精神ということを声高らかに言う

のですが、もしかすると我々もそこで思考がと

まってしまっているのかもしれない。

木内先生が仰った、それを具体的に落とし込

んでいく。そして、それを学校教育活動のすべ

てにしみ込ませる。それが私学の強みなのでは

ないかと思うのですが、現実には目先の生徒募

集の問題もあり、難しいことはあると思うので

すけれども、建学の精神の具体化ということに

もう少し力を入れていかないとならないと私は

個人的に思っています。

私の学校は、先ほど言いましたとおり80年た

ちましたけれども、創立者は、これからの社会

は女性がどんどん社会に進出していく、ゆえに

社会に貢献する女性を育成すると言われて、初

めて女子に商業を教えた学校です。ですから、

お裁縫の学校とかということではなかったもの

ですから、となると例えば社会性、女性、貢献

ということで具体的に落とし込んでいくと、い

わゆる本物の私学になるのではないかと思って

いるのですが。

○木内

繰り返しになりますけれども、建学の精神は

もうあるので、ビジョンというのは幹部で考え

なければいけないと思うのですが、その先の戦

略になると、それを構築するときにやはり中堅

とか、一般の先生達が参画してつくり上げてい

く、それがリーダー養成につながるということ。

先ほど前橋育英の副校長先生、今回いろいろ

調べて、自分も勉強になったと仰っていました

けれども、まさにそうだと思います。そういう

経験を積ませるということだと思います。

○コーディネーター

ありがとうございました。

それでは、先に進めます。では、淡路先生、

お願いいたします。

○淡路

私は、一昨年まで神奈川の浅野總一郎翁が創

設した浅野中学高等学校でお世話になっていま

した。浅野總一郎は近代化を進めた先生ですけ

れども、明治、大正、昭和と苦難の人生、社会

づくりに努めた方です。先生は、いろいろな仕

事をされました。鉄道からセメント、港湾、埋

め立て、鉄鋼、公衆トイレ、と多くの仕事をさ

れたわけですけれども、富山県から出てきて、

その仕事を起こした源というのは、今社会に何

が必要なのかということで、いろいろ仕事を展

開したわけです。83歳で亡くなりましたけれど

も、仕事や社会を動かすのは人であると考え、

社会に通じる人づくり、そういう学校をつくる

ことが人生残った仕事だということで、浅野総

合中学校、戦後の浅野中学高等学校を創設した

のです。

私は、そこの生徒として、また、教員として

40年、その間、教頭3年、校長8年。一昨年、90

周年を迎えたのですが、振り返ってみると、46

年間、ここに学ばせてもらった影響は大きいも

のがありました。そういう学校で育てられたた

めに、おかげで私は常に現場はどうなっている

のだと、現場重視という意識が育てられたよう

に思います。生徒目線で指導する学校だからで

す。

社会は日々変わっていく。子どや親も変わっ

ていく。若い頃の親は、若い教員の私に、「先
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生、こうしなさいよ、ああしなさいよ」といっ

て世話を焼いてくれる。それは親切心なのです。

でも、若い私達にとっては、うるさい親だなと

思いながらも、自信を持ってこうしたらと言っ

てくれますから、親と一緒に生徒の指導ができ

ました。

そして、高度経済成長になって物が豊富にな

り、生活も豊かになってきた。私は、学生時代

から家族問題をライフワークにしてきました。

そのころから核家族の脆弱さが感じられまし

た。それは、当然に学校社会にも出てくるわけ

です。つまり、権利要求型の社会風潮でした。

そこで先生方も、親への対応を考えなければ

ならない。そのころから学校の教員が一人で対

応するのは難しい時代になったと思います。こ

ういう問題が出てきたらどうしようかといっ

て、お互いに子どもの情報を共有して親や子ど

もに対応しなければならない社会になったので

す。

その間に私も何回か学年主任をやらせてもら

ったのです。やはりそういう傾向はみられまし

た。学年のまとめ役をしなければいけないので、

最初のころはいろいろ指示を出すと、指示通り

に指導してくれます。しかし、指示を出すにし

ても、それこそスピードの社会ですから、担任

としてかかえた問題に対応しきれない場合も出

てくるのです。後の報告では間に合わないとい

うことから、「起こりそうな問題って何か。今

の親が考えていることは何だろう。今の親のニ

ーズは何だろうか」ということを先生方と話を

し、対応しなければならない。

最近は個人化の傾向です。子どもを学校に預

けるけれども、うちの子にどのような指導をし

てくれるかというのが親の期待です。そこで、

学校も皆で生徒一人ひとりに目を向けるという

方針が出されてきたのです。

また、ホームルームにしても、工夫しなけれ

ばならなくなりました。生徒の指導課題が生徒

指導部からおりてきますから、例えば、通学路

の生徒指導。ある先生は、「通学路では紳士的

に歩きましょう。通学路は市民のためのもので

す」という連絡をするわけです。それで済むか

というと、伝達だけでは指導の効果は出ません。

どうしたら聞くのだろうか。我々も社会の中の

一員なのだから、社会の一員として生活できな

かったならば、教科の勉強を身につけても、ど

うなるのかということを先生方が話し合い、自

分の言葉で語るようになってくる。そうすると、

子どもの心に少しずつ影響が出てくる。でも、

一人の力では無理だということで、お互いで協

力、話し合いをする。それでもなかなかうまく

いかないです。根気が要りますね。しかし、そ

こで気づいたことは、学年の問題を各担当同士

で共有すると皆が少しずつその方向に向かって

くれるということです。

私は社会科が専門分野です。政治・経済や現

代社会、総合的学習などを担当させてもらいま

した。ところが高1の総合的学習というのは誰

も持たないのです。そこで、これは校長の担当

ですと。「いやいや、生物の先生、国語の先生、

みんなで生きる力をつけましょう」といっても、

各教科受けてくれないので、私が高校1年生を

もたせてもらいました。

では、なぜ高校1年生に入れてもらったかと

いうと、高校1年生を担当すると、中高一貫で

すから中学3年間の振り返りをさせて高校生活

を考えさせますから、中学時代の生徒の様子が

見えるのです。「自分は3年間こういう生活をし

てきた」「自分はここがまずかった」「このまず

いところを乗り越えて高校生活を送って、将来

こういうことをしたい」という内省をはかる機

会でもあるわけです。

ですから、自分の振り返りが行われながら授

業を進めますから生徒の心の動きや行動が見え

てくるのです。そして担任から生徒の話が出て

くると、「彼は中学時代、このような生活をし

ていたらしいですね」と担任へのアドバイスも

できるのです。だから、高校1年生で総合的学

習をやらせてもらって、現場の学年主任や担任

との交流・支援ができました。

更に、今ここでも話題になるように、一人の

先生の力の限界という問題、これは何とかしな
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ければいけない、チーム力ということを考えな

くてはいけない。ところが、チーム力というの

は、口で言うけれども、学校の先生という職場

はチーム力をつくるのはとても難しいと思いま

す。先生方もお気づきだと思いますが私も含め

て、先生という職業の人達はとかく自尊心が強

いと思います。大学や大学院を出て、すぐに先

生ですから。年上の親からも先生と言われてい

るわけです。そうやって育ってきていますから、

自分の考えでという人が多いのです。これは、

いわゆる教職という職業についた教員の特質だ

と私は思うんです。だから、これを乗り越えな

くてはチーム力は発揮しにくい。

それから、今お隣に JTB の大塚さんがおり
ますけれども、会社のように縦社会ではありま

せん。私が教員になった昭和40年代はまだ先輩

には礼を尽くす風潮がありました。でも、その

後の社会は、先輩、後輩、ましてや上司、部下

などという意識はだんだん希薄になってきたと

思います。

もう一つ、学校はルーチンワークに陥りやす

い社会ではないかということです。例えば、指

導案や学校行事の実施要領などをつくる時に、

一部修正で4年、5年使いませんか。1年目は大

変ですけれど。でも、ちょっと修正していけば、

教科にしても、学校行事にしても、長いこと使

えませんか。

新しいものには、親にしても子どもにしても、

それを受け取る側は新鮮です。でも、学校とい

う職場は、すべての学校ではないと思いますが、

そういうことが起こりやすい教職、あるいは教

員社会という特徴が

それから、今の話と関連して、「イノベーシ

ョン」ができにくい社会でもあると思うのです。

「去年うまくいったから、去年と同じでいい」、

世の中変わっているのだから、例えば体験学習

などは毎年新しいものを、新しい生きる力を身

につけるためのメニューを改善、創造していく

必要があると思うのです。でも前例が重視され

るということがないでしょうか。

私は、学校というのは特殊な世界ではなく、

社会の中の学校なのだと思うのです。例えばク

レームの問題、今、学校社会の大きな問題にな

っていますけれども、このクレームにしても、

学校社会では何でこのようなことにクレームを

つけてくるのだという意識になりがちではあり

ませんか。でも、この不況にもかかわらずお金

を出して子どもを預けている。その学校が自分

の子どもが満足できない、あるいは親が満足し

得ないような状態だったならば、意見を言うの

は当然ではないですか。だから、企業では今ク

レーム担当という部署までできています。

ですから、親は社会の中の学校だと思って子

どもを学校に預けていると思うのです。しかも、

自分達の思うように、自分達の考えているよう

に指導してほしい。ある雑誌で東京の女子校の

お父さんですけれども、この不況でも、「お金

は出します。でも、しっかり指導してください」

と。不況ですからお金を出すというのは大変な

ことだと思いますよ。でも、我が子のために指

導してくれるのだったらお金は出す。

今、企業は良い製品では儲からないといわれ

ています。良い製品が商品にならなければお金

にならない。これは JTB さんの商品でもそう
だと思います。良い製品というのは高度成長期

までです。だから、学校も相手が求めるような

指導をしなかったならば、親のクレームは減ら

ないと思います。

今まで学校の特色を考えながらお話をしてき

ましたが、そういう意味で、学校運営するのに

どんな中間職のリーダーをつくったらいいか。

校長は全体をまとめるわけですけれども、学校

という特質を踏まえて運営する必要があると思

うのです。学校としての教育方針は校長が出し

て、現場の先生がそれぞれ具体的に提案する。

木内先生のお話の中にもありましたが、そうな

ると現場からいろいろなリーダーシップを発揮

する先生が生まれてくる。そして、その中にリ

ーダーの資質をもった人が見つかる。例えば、

職員会議でも意見を言う人がいますよね。何で

も意見を言いたい人や教育観の違いで文句を言

う。
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しかし、中には「今出ている原案、こういう

問題があるんじゃないですか。」と、問題点や

課題を考えて発言する先生もいると思います。

その人は、常に学校全体のことを考え、問題点

を自分なりに考えて発言している人だと思うの

です。そういう人の意見というのは建設的です。

だから、例え、その人の意見を取り入れずに組

織が出した意見を通しても、このような意見は

とても参考になります。このような人は、リー

ダーとしても候補になる可能性があると思うの

です。とりあえず有限リーダーでも、学年主任、

部長、さらに大きな組織の長になり得る可能性

があるのではないかと思うのです。

クラブ顧問の中にも、外のいろいろなサーク

ルや協会などでも、まとめ役のできる人がよく

います。問題が出てきたときに、課題に関連し

て盾になれる人。そういう人もリーダーの候補

者として育てればリーダーシップを発揮してく

れるようになると思います。

もちろん理論的には人間関係力、コミュニケ

ーション力、行動力、組織力、問題解決能力、

社会人力のある人がリーダーにと、これはどこ

でも取り上げられます。でも、校長は、現場に

いる先生方の活動を見ていて、「あの人は近い

将来リーダーとして活躍するな。あの人はああ

いう能力を持っている。」と注目しておいて、

役職を委嘱したらと思うのです。

もう一つ、私は、木と森の理論。つまり、学

校には、私学と公立校があって、私学の中には

建学の精神に基づいた各校がある。それぞれ独

自の私学の中には、学年があり、分掌がある。

私はいずれも全体は森、その中の構成は木にな

るのではないかと思うのです。例えば、学年は

森で、担任は木なのです。森の維持にとって、

1本1本の木は大切になります。学年主任は、そ

の担任という木をまとめる森の管理者だと思う

のです。そして、主任や部長というのは、中学

校、あるいは高校の森の管理者なのです。そし

て、全体の管理者は教頭、副校長、校長だと思

うのです。

それぞれの森をどのように育てていくかとい

うことは、建学の精神に基づいて校長、教頭、

あるいは副校長による運営委員会等で決定す

る。そして、森のあり方に応じて、その範囲で

それぞれの森を育てる基本方針を創造してもら

う。だから、トップダウンとボトムアップのバ

ランスは具体的に調整しなければならない。

学校のトップダウンの役割は二つ。一つは、

全体の学校の方針を出すことと相談役。その相

談というのは、いわゆる学年主任や各部の部長

の相談役です。そして、学年主任や部長には、

先ほども出ていましたけれども、権限を与えな

ければ。権限というのは、学年の方針を自分達

でつくって、それを全体に発表して、それぞれ

運営をする権限です。樹徳の先生の報告の中に

もありましたけれども、例えば生徒指導。多く

の場合、生徒指導部は、子どもが問題を起こし

た時の処分委員会になりがちですね。でも、こ

うやって子どもが育ちにくい社会では生徒指導

委員会というのは子どもを育てる役割を果たす

必要があると思うのです。

子どもにどうやって生活させようかといって

親も戸惑っている。であるならば、先生方が今

の子ども達には足りないものは何なのか。教科

の勉強しているけれども、大学に行っても社会

に出られないという不安ももっている。では、

社会性がつくような指導をどのようにしたらい

いのか話し合って、管理職がそれをフォローし

てあげればいいではないかと。

また、学校レベルで問題を考えていると、職

員会議では時間がかかって決まらないことが多

いです。でも、各分掌や学年行事という形にな

ったならば、学年主任と学年がやるという合意

ができていて、校長が認めていれば動けるので

はないでしょうか。つまり、スピーディーに動

くためにも権限が必要だと思います。当然、学

年や各部の森の長は、常に目標に沿って必要な

ことをやる。そして、そのときに、事前・事後

の校長への報告・相談は必要です。

ですから、基本的に校長は基本方針を認めて

いますから、その方向で学年は動きやすい。つ

まり、現場が活性化して動き出す。
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親のニーズや子どものニーズに合わなけれ

ば、私学は大変です。とかく対症療法の時代に

なっていますけれども、私は、このようにお話

しできるのは、神奈川私学の校長先生方との間

でもよく話題になっていたこととともに、今、

樹徳の副教頭先生も生徒指導の話をされていま

した。「ああ、やっぱり同じようなお考えでや

っておられるな」と。群馬県の樹徳の先生の報

告は前にも聞いたことがあるのですけれども、

今日、生徒の羅針盤が学校の指導で育てられて

いるなということを確認しながら話を伺ってい

たのですが、リーダー養成論になるでしょうか。

○コーディネーター

ありがとうございました。

私、3年の授業、社会教養という授業を教え

ているものですから、さっきの指導案の話はそ

うだなと思って私もちょっと反省しています。

先生の前半の話で教員の特質という話があり

ましたよね。よくわかる話です。恐らく先生方

も同じ思いでお聞きになっていたのではないだ

ろうか。それをどうやって乗り越えていくかと

いうことが大きなポイントだと思うんです。

木内先生が先ほど仰っていた特質を乗り越え

ていく、具体的に乗り越えていこうというよう

なことで何かご意見ありますか。

○木内

個性がなくて後ろ向きな人も中にはいますけ

れども、先ほどもちょっと申し上げましたが、

教員を目指してなったときの気持ちを思い起こ

してもらって、私などはできるだけ若手の教員

と飲んだりする機会を多くしていますけれど

も、そこでよく話をしてくるということかと思

います。

○コーディネーター

確かに教員の特質というのが教育活動の妨げ

になることがあると思うんです。これについて

は、確かに個別に指導ということもとても大事

だと私は思っています。起こった出来事は、も

しかしたら教員にとっては一つ一つが研修の場

ではないかと思っているのです。私のところで

は、さっき事例の発表のところでもこの話が出

てきましたけれども、どうもこの子は様子がお

かしい、と。おわかりのとおり、休み始めてし

まうとずっと休んでしまうことが多いので、こ

の子はどうもおかしいとか、あるいは1日、2日

休んだという段階で、うちはチーム指導という

のをやっているものですから、校長、教頭、生

徒指導、学年主任、担任がミーティングを開い

て、そこで、このように指導していこうという

指導方針を立ててしまいます。私は、そのほう

が効果はあると思っていますし、もう一つは若

い担任の教員の研修になると思っているので

す。そこでスキルを学び、当然ですけれども、

相手が人間ですから相性もありますから、担任

が家庭訪問するよりはこっちが行ったほうがい

いということもあって、そして、これはこうい

う理由でこうなっているのだということをきち

んと理解させていく。

これは、生徒指導に限ったことではなくて、

すべての事柄で一つ一つが研修で、そこで注ぎ

込んでいくというような取り組みも必要なので

はないかというように感じながら伺っておりま

した。また後半にいろいろお話を伺います。

それでは、大塚さん、お願いいたします。

○大塚

日頃は JTB をご利用いただきまして、あり
がとうございます。

恐らく私をここにお呼びいただいたのは、プ

ロフィールにもありますように、1年半前に旅
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行業に戻ってまいりましたが、会社に入って5

年間しか旅行業やっておりませんで、その後17

年間、インキュベーションの時間を入れると19

年間、企業のモチベーションコンサルティング

の仕事をしておりました。その中で、企業のコ

アリーダーという人達、1,000人以上インタビ

ューをしてきたものですから、今年の春も毎日

新聞の取材を受けまして、その新聞が目にとま

っていただいたようで、きょうは先生方に次世

代のリーダーということが企業の世界ではどの

ように創造し、採用の段階でその資質を我々が

見つけていっているのかというのを五つぐらい

のポイントでお話をしたいなと思っておりま

す。

1,000人以上のコアリーダーですから、企業

からうちの次のリーダーにとにかく会って、彼

らがどんなことをしているかインタビューして

くれと言われるわけです。それを見て、こうい

う人材をたくさんつくりたいので、企業のモチ

ベーションのコンサルティングをしてくれと、

このように来るわけですけれども、彼らに会っ

て共通的に言えるのは、五つの中の一つ目はコ

ミュニケーションスキルです。非常に簡単に言

ってしまうと、「何だ、そんなの、どこにでも

書いてあるよ」というのですけれども、それを

ちょっと分解してみますと、周りの人の能力や

知識を引き出す力があるということなのです。

結局、コミュニケーションというのは双方向の

キャッチボールでございますけれども、それの

形骸化している能力や知識ではなくて、その人

が持っている潜在的な能力や知識、意見や感想

を引き出す力があるかということなのです。

入社の面接などをしていて、最後、役員面接

になりますと、私も最初うちを受けに来る方々

は、大学で運動部のキャプテンをしていて、た

くさんの人をまとめていました。あるいは新し

くサークルをつくって、それも幹事長になって

みんなを引っ張っていました、だから私はリー

ダーシップがあるのですと。そんなときに、そ

の人達がどんな課題を持ってリーダーシップが

あるかということを見ていくわけです。

そうすると、今までのキャプテンのやり方、

今までの部長のやり方を継承している人が多く

いるわけです。私なりにこう工夫しました。部

員のこういうものを見詰めて、それをどう引き

出せるかを見てきました。確実に通常のコミュ

ニケーションを一つ踏み込んだ意識を持ってい

る人ではないかなと思います。

企業は、本当に一匹オオカミの個人戦から組

織戦に変わっております。チームワークがない

と、結局、一人の能力や知識では物事が解決し

ない。企業や産業が非常に複雑化しております

ので、うまくいかないのです。年次が高い人、

経験が高い人が必ずしも成果を上げるわけでは

なくて、チームが若い人の意見を引き上げて答

えを求めていくという時代になっておりますの

で、確実にコミュニケーション能力を持つチー

ムリーダーが存在しないと、若い人を引き上げ

ないのです。

先ほどの木内先生、まさにそうだなと思った

のですけれども、マネジメントというのは、我

々の中では操作主義、自分の価値観を部下に、

あるいは周りのメンバーに与えて、それを教え

つけて、こうやるのだという概念が非常に強い。

リーダーシップは、「私はこう思うけど、君達

はどう思うんだ」というような、彼らの知恵を

引き出していく。ずっと問いをかけ続けられる。

これがコミュニケーションの一つのポイントだ

と思うんです。

したがって、私どもは、会社に入ってからも

コミュニケーション力、一般的な表層的なコミ

ュニケーションだけではなくて、もう少し深層

に入るコミュニケーションをつけるためにチー

ムビルディング、一緒になって何かをなし遂げ

ていくというようなアクティビティーといいま

すか、検証をやったり、新入社員は、今年はち

ょっと入れなかったのですが、習志野自衛隊に

2泊3日で入隊させます。これは、コミュニケー

ション能力もつきますし、2番目に申し上げた

いメンタルタフネスもつくのですけれども、習

志野航空自衛隊は11メートル、人間が恐怖感を

一番感じる高さから飛びおりるのです。一人が
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勇気のある飛び込みをすると、女子も男子も一

緒にやりますから、どういう気持ちだったら飛

びおりられるかみたいなことをお互いが共有し

ていくのです。全員が達成すると、そこに非常

にきずなが生まれます。昔で言う、恐らく一つ

同じ釜の飯を食ったということになるのだと思

うんです。

そうすると、こういう話をするときっと恐怖

感がとれるだろうとか、周りの人が工夫し始め

るのです。周りの人間の深層に入っていくとい

うことです。

二つ目は、自衛隊の研修を我々はやるのです

けれども、メンタルタフネスというのが次世代

リーダーでは絶対大事だと思います。当社にも

残念ながら年間を通じて数名うつ病になって、

会社に来られなくなって、結果的には退職する

ということがございます。時代のバックグラウ

ンドとしましてうつ病という病気が引き起こす

生産性の低下というのは、国家としても非常に

問題があると思います。

では、若いときからどうやってメンタルタフ

ネスを強めているかということを新入社員、あ

るいは入社を希望してくる人に役員面接で聞く

と、やはり挫折感。自分自身が中高でどんな挫

折感をしましたかという質問をします。そうす

ると、胸を張って、自分の一番行きたかった大

学に入れなかったのが挫折ですと。我々にとっ

ては挫折というよりは勲章みたいな感じで、誇

らしげに言っているような感じがするのです。

その挫折感があって、上位の大学に入れなかっ

た悔しさを彼らなりに超えましたと。

でも、それはきっとメンタルタフネスにとっ

てみれば、余り影響のない、人によっては悩ん

で悔しくなったという思いがあったのでしょう

けれども、一つは、やはり自分のレベル、目線

よりも高い人とおつき合いをしたり、年次の高

い人と学生時代からいつも議論したり、あるい

は、なかなか一人では踏み込めないコミュニテ

ィーに入っていったりして、そこで自分の愚か

さや弱さを若いときから感じる。あるいは学校

生活の中でも、学園祭を自分はまとめる力がな

いかもしれないけれども、やってみた。そうし

てうまくいかなかった。周りからも批判を受け

た。このことをどう克服してきたかというトレ

ーニングをしてきた人は、我々からしてみると、

決してうつ病になったりしません。

したがって、挫折感は悪いことではないのだ

ということを価値観として持っているのです。

挫折感というのは自分の栄養になるということ

を周りの人、親、先生に聞いて、「いい失敗を

したな」と言われると、「あっ失敗はいいんだ」

ということになるのですけれども、残念ながら

うつ病になったメンバーと最後に退職のときに

会話すると、「私は親にも先生にも一度も怒ら

れたことはなかったです。中学入試で自分の希

望の中学に入りました。附属だったんで、その

まま大学も入って、JTB という会社に入りま
した」と。その間全く挫折もなく入ってきたら、

先輩からこれやれ、あれやれ。ちょっと先輩が

期待したことにこたえられないと、がつんとや

られるわけです。もっと言うとお客様から怒ら

れるわけです。こういったことが自分では経験

していないことなので、もうそこで壁を越えら

れなくなってしまう。

したがって、メンタルタフネスの強化という

のは、恐らく学校でも周りでも挫折感を許容し

てあげるということが大事だと思います。

次世代リーダーの資質を持っている、あるい

は行動を起こしている人達というのは失敗を恐

れないです。私も社内ベンチャーで JTB モチ
ベーションズという会社をつくりましたけれど

も、「3年で完全な黒字にならなかったら、もう

君の帰るところはないよ」と言われました。20

代でしたから、結婚もしたばかりで、どうしよ

うかと恐怖感に駆られましたけれども、私が今

あるのは、そこで挫折ではないのですが、それ

をどう乗り越えようかということを常にやって

もやっても残念ながらうまくいかなかったわけ

ですけれども、でも3年を超えたということで、

そのプレッシャーに自分自身が打ち勝ってきた

ということではないかと思います。

三つ目は、毎日新聞の取材でも非常にユニー
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クだということで新聞に書いていただいた、自

分に常に答えのない問いを立てる力、これはな

ぜなのだろうとか、これはどういうことなのだ

ろうということを、いつも自問自答しているビ

ジネスリーダーがたくさんおります。もちろん

世の中の事象に対して問いを立てることもあり

ますし、自分の言ったこと、会議で話してしま

ったのだけれども、果たしてあれでよかったの

だろうかと。リーダーになりにくい人は、言っ

たことをすぐ忘れてしまいます。結局、表層思

考なのか、深層思考なのか。一歩踏み込んで考

える力を持てるかということを、若い時代に先

生達や親に教わっているのです。それが最後の

答えなの、もっと考えてみな、もっと深いとこ

ろがあるのではないのということを周りの人に

言われているので、いつもその訓練をしている

のです。

「それだけじゃないんじゃないの、もっとこ

ういうのも読んでみたら。ここにも情報あるん

じゃないの」ということをいつも言われてきた。

だから、大学生になると、もうそれを言われな

くても、これだけではないな、もう少し調べて

みよう、こんな人にも会ってみようと、どんど

ん自分で問いを立てていくわけです。答えがな

いから、ちょっときついのです。受験勉強で答

えのあるエクササイズをずっとしてきましたの

で、答えのないことと闘い続けるのは非常にス

トレスになるのですけれども、それを乗り越え

てくるとリーダーシップというのが生まれてく

ると思います。

それと先読みをする力、これもハイパフォー

マンスのコア人材という人達は、「自分はこの

先こうなると思うんです。だから、今こんな手

だてをしている」。要は、先読みをする力を持

つということはリスクを読めるのです。ですか

ら、恐らく先ほどのクラブ活動の運営において

も、やめてしまうようなシグナルを見詰めたと

きに、先んじてこういう手を打とうと。彼から

一回話してもらおうとか、次の展開を設定して

計画していく。

先ほど淡路先生からも親の問題はどうなのだ

と。その先に何があるか、子どもの先に何があ

るのかとか、家庭の中はどうなっているのだと

いう見えないところを先に見ていくということ

もあるでしょうし、先読みをする人はマクロの

思考とミクロの思考、すごく視界を広げながら、

ぐっと視界を縮めて深く見る力があるのです。

これも聞いてみると、高校時代とか大学時代に、

例えば自分がやっているスポーツとかゼミの範

囲を超えて、運動部だったら横のつながりのコ

ミュニティーに入って、彼らが先生になるかも

しれない。大学スポーツとはどういうことなの

だというのを考えながら、自分のスポーツにつ

いて考える。そういった、マクロ思考とミクロ

思考が顕在し合いながら物事を発想する。

これも面接をするとよくわかって、視野狭窄

になっている人は、本当に自分がすごい人なの

だということを一生懸命アピールするのです。

それと、ちょっと違う学生だなと思うのは、「今

私の周りにいる人間はこういう思考で、このよ

うに考えていて、私達の世代は海外旅行にも行

かなくなりました。車も買わなくなりました」

などということをマクロで言いながら、ミクロ

で自分自身の友人はこうですとか、我々が聞い

ていても非常に入りやすい。本人も、「なぜ若

者は海外に行かなくなったんでしょうね。専門

の人はどうですか」と逆に役員面接で聞いてく

る学生がいるのです。この人は、やはり思考も

深いですし、ユニークだなと思うわけです。

五つ目、私はモチベーション理論を17年間や

っていましたので、確実にリーダーシップを持

っている人は成長欲求があるのです。先月より

今月、去年より今年、自分がどれくらい成長し

ているのかなということを感じたいのです。だ

から、もちろんスキルでいえばこういうことが

できるようになった、TOEIC の点数が上がっ
た。その成長欲求はとどまるところがないので

す。天井がないということを自分自身もわかっ

ている。常に成長欲求を持つわけです。

今ビジネスマンを見ていますけれども、我々

の部下のメンバーも非常に短期に成長する人

は、「実は私、今、仕事が忙しくて非常に不安
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なんです。とにかく社内の人としかしゃべって

ないんです。あとおつき合いしているホテルと

か旅館の人としか話してないんです」と相談し

てくるのです。「何でだ」というと、「社外の人

と話さないと自分が成長している感がないんで

す」、このようなことを言う人がいるのです。

これは、本人がすごく成長欲求があるわけです。

ちょっと余談ですけれども、1,000何人を見

てきて、優秀だなと企業も思っていて、私もそ

う思う人の特徴的なことが一つあって、それは

ボキャブラリー、語彙が多いのです。「何だ、

そんなこと」と感じるかもしれませんけれども、

これは、今申し上げたいろいろな人達とつき合

って、限られた人の中でも、「おい」とか、「そ

うか」とかいってコミュニケーションできるの

ですが、我々から言うと社外の人、高校生や大

学生は学外の人とどれぐらいコミュニケーショ

ンがとれるか。自分にボキャブラリーが足りな

いということを感覚的につかむのです。自分と

同じ表現しているのに相手は違う言葉で言って

いる。あのことはどういう言葉なのだろうと本

を読んだり、誰かに聞いたりする。やはり自分

は一歩でも成長したいという思いがありますの

で、いろいろな人とコミュニケーションをとる

のです。

コミュニケーションをとろうとすると、冒頭

に戻りますけれども、その人達のいいところを

どう引き出そうか、自分の糧にもしたいなと思

っていますから、そういうコミュニケーション

がとれると思います。

本当に短時間でございますが、五つの資質、

これは先天的なものではございません。生活、

行動で明らかに変わってくるものだと思いま

す。お役に立てればと思います。以上でござい

ます。

○コーディネーター

ありがとうございました。

今の五つの事柄というのは、そういう力がリ

ーダーの資質につながっていく。それを意識さ

れて JTB の中で、例えばさっきのメンタルタ

フネスの強化ということを意識したプログラム

などはあるのですか。

○大塚

普通、仕事を通じて、まず先輩は部下に対し

て厳しさを持たなければいけない、しっかりサ

ポート、支援していく、両方兼ね備えないと。

優しくするだけでは、先ほど申し上げたエリー

トで来た人は、先輩にも優しくされてしまうと

いつこけるかわかりませんので、厳しさを伝え

るために、お客様に対する行動が間違っていた

ら、間違っているということをはっきり言うと

いうことを管理職研修等で上司に教えて、実践

するということをしております。

○コーディネーター

ありがとうございました。

3.11のときに私は修学旅行で比叡山に行って

おりまして、翌日こちらに帰ってきたのです。

新幹線は翌日動きましたが、東京駅から水戸ま

では高速道路もだめで、JR もだめで、そのと
き JTB の添乗員の方が夜を徹してでもといっ
ていいと思うんです。翌日帰れるかどうか当日

はわかりませんでしたけれども、東北にどんど

んバスが手配されていく中で観光バスを確保し

てくださって、無事に帰ることができたのです。

確かに彼の働きぶりを見ていると、今仰って

いただいた五つの事柄が何となく当てはまるな

という感じがします。これが学校でも、これか

ら実践をしていく大事なポイントなのではない

かと思っております。

前段の部分ではパネリストの方々から基本的

なことをいろいろお伺いいたしました。後半、

それを少し深めていきたいと考えています。

まず、木内先生、大塚さんにご質問があるよ

うですから、どうぞ。

○木内

大塚さんに質問したいのですが、先ほど建学

の精神からビジョンに落とし込んで、このビジ

ョンは、みんなが納得できるようなものに力を
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尽くしてつくっていかなければいけないわけで

すけれども、ややもすると、うちの学校でもそ

うなのですが、職員会議だとかそういうところ

で、こういう目標があってといろいろ訴えるの

です。ちょっとたって、いろいろな先生に聞く

と、「それはそう言うけれども」とか「聞いて

なかった」という話で、何回も言っただろうと

いうことが多いのですけれども、自分をわかっ

てもらうことで、もっと配慮して時間を使わな

ければいけない。これは、どういう言い方をし

たかというと、余りに多くのリーダーが自分の

していることと、その理由は誰にも明らかなは

ずだと思っている。こんなことはわかっている

だろう、と。そのようなことはないのです。

成果を上げるには、自分をわかってもらうた

めに時間を使わなければいけない。そして、納

得させるように繰り返し、繰り返す。先生達は

自分の価値観を結構持っていますから、ちょっ

とひっかかることがあると、「校長はそう言っ

ても」という思いもあると思うのです。そうい

うところをちょっとすり合わせというか、説得

しながら一つにまとめていくことが大事だと思

うのです。

JTB ですと、そういう企業のビジョンをど
ういう形で構築されていて、一般社員にどうい

う形で浸透させているのか。例えば企業だった

ら、儲かればいいとは言わないですけれども、

お客に満足してもらうというのは大事だと思う

んですが、やはり収益を上げることが優先にな

ってくると、ビジョンとの整合性はどうなのだ

ということを考えたりしてしまうのですが、そ

の辺どうなのでしょうか。

○大塚

ご質問ありがとうございます。JTB は、200
6年分社化をしまして、私の会社、JTB 法人東
京という、企業や学校法人様の B to Bのビジ
ネスを専門にやっている会社で、北海道から沖

縄、各地域に分社しているのですけれども、JTB
法人東京という会社の中には社員が全員持つク

レド、いわゆる経営理念が書いてある、我々、

BWT COMPASS と呼んでいるのですが、こ
ういうものを持っているのです。例えば会議の

前には、我々のサービス信条というのがあるの

ですが、これを読み合わせをしたり、各支店の

支店長はこれを使って朝礼の中で、この言葉は

我々にとってはどういうことなのだというのを

問いかけて、若い社員に話をしてもらったり、

あるいはお客さんのことで悩んでしまったとい

ったら、必ずこのクレドに戻るという身体性を

持たせているのです。ここに答えがあるのだ、

この経営理念の中に必ず答えがあるのだと。こ

れは、経営理念のほかに我々の行動指針だとか、

ミッションとかが書いてあるのです。

評価も、先ほど先生が仰っていただいたよう

に、もちろん業績、成果を上げるという評価項

目があります。しかし、バリュー評価というの

を去年から、正確には今年なのですが、経営理

念に沿った行動ができたかというのを四半期ご

とに上司と部下が面談して、項目に合って行動

できたかということを確認し合って、地道なの

ですが、このことを続けることで経営理念を常

に自分自身の頭にたたき込んで、体にたたき込

むということをやっております。

○木内

ちなみにどういう経営理念ですか。

○大塚

ありがとうございます。法人東京の経営理念、

「私達はお客様の良きビジネスパートナーとし

て、お客様の新たな価値創造をサポートし、『人

々の交流』を通じて、豊かな社会の実現に貢献

します」。特にここにあるビジネスパートナー

という役割、お客様の言われたことだけをただ

こなすのではなくて、その先にある、お客様と

パートナーになり切れるご提案やサポートをし

ていくということ。また違うところではビジョ

ン、あるいはバリューというところで示してい

ます。

○淡路
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そのことで、私は、生徒や親とのかかわり、

先生と先生のかかわりの中でどうしたらいいの

だと。大塚さんの言われるようなビジョンとい

うのは校長室にも張ってあるし、教室にも張っ

てある。しかし、学校ではそのビジョンを具現

化しにくい。

だから、私は、なぜこういう学年の指導をす

るのか考えていかないと、先生方の意識のアッ

プにつながっていかないのではないか。例えば

午前の報告にもありましたけれども、マニュア

ルをまずつくろうとする。もちろんマニュアル

は大切です。けれども、社会や親はどんどん変

わっていくし、子どもも変わってくる。

だから、私はよく、自分のところの課題は頭

の上にあって、答えは足元にある、と言うので

す。もちろん、親のニーズを何でも受けてしま

ったら、学校は負担が多くなってしまう。だか

ら、子どものために何でこれをやっているのだ

という指導の意味を考えておく必要があると思

うのです。親のニーズが出てきても、これはわ

がままだということで、先生方は自信を持って、

「それは子どものためにならないんだ」と主張

ができるのではないでしょうか。

学校の建学の精神を具現化するのが本当に難

しい社会だなということを感じています。やは

り、それぞれの学校が事情に応じて考えていく

必要性があるのではないかと感じます。

○コーディネーター

ありがとうございました。

結局、今のやりとりの中だと続けるというこ

とが一つのキーワードですよね。確かに私もい

ろいろなことを言ったりしますけれども、意外

に伝わっていない。ただ、その中では、自分で

は割り切らなければいけないところがあるなと

思うのは、先ほどのコミュニケーションスキル

にもちょっと関係することかもしれませんけれ

ども、伝えることではなくて、伝わるというこ

とがとても大事だから、もしかしたら伝わるま

ではこちらの責任かもしれない。そのためには

辛抱強く続ける。

それから、今お話があったように、当然利益

を上げるという目標もあるわけですが、目標と

同時に目的をきちんと伝えていく。そういう中

で少しずつ意識が高まってくる、そういう地道

な活動なのではないかというように今伺いまし

た。

こちらに集まっている方は決して悪意にはと

らえませんから、先ほどから学校と企業の違い

というのがこちらのパネリストから出ていま

す。大塚さんが外からご覧になって、学校の体

質の課題、あるいは問題点などあったら、忌憚

のないところで仰ってください。フロアの方々

は決して悪意にとりませんから、どうぞお願い

します。

○大塚

発注側であったりして担当者が困るかもしれ

ませんが、逆に企業が職員室のようになってき

ているような気がします。中身は何かというと、

先輩、上司という関係性を超えて、若い人が先

輩に物を言うといいますか、「それはそうは仰

いますけど」ということがリベラルにといいま

すか、出てきています。それを一ついいように

とらえて組織が活性化している会社あるいは学

校と、それは悪いのだ、もっとちゃんと先輩関

係のヒエラルキーをつくって、フラットではな

くて、三角形やピラミッドの形でしっかり運営

するのだと。

実は当社は「さんづけ運動」で、基本的には

役職で呼ばない。先輩からも後輩を呼び捨てで

はなくて、さんをつける。もちろん新入社員が

私に対しても、役員であっても大塚さんと呼ぶ。

これも意識のフラット化なのです。そのかわり

必ず自分の意見や考えを言うということが企業

の中の原則なのです。だから、そこをフラット

化しているのですけれども、上の人、あるいは

職員室でも先輩先生の経験とか勘とかが答え

で、それに従うことが自分としては多分教師と

して成長することだみたいな文化になったとき

に、きっと間違いが起こってくるのではないか

と思うのです。
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したがって、私が個別の学校様のどこがこう

だとかという立場ではないのですけれども、木

内先生が最初に仰った、先生は先生を目指して

職員になっているわけですね。うちの会社は、

商社に入りたかったけれども、落ちてしまった

ので旅行会社に入った、あるいは銀行に入りた

かったけれども、入れなかったので旅行会社に

入っているというのがたくさんいます。先生の

ほうは適職感が必ず高いと思うので、そこをも

っとリベラルに意見を確定化していくと、そこ

にまた違う新たな化学反応が起きるのではない

かなと感じ取れます。

先生の質問に合っているかどうかわからない

のですけれども。

○コーディネーター

ありがとうございました。どうぞ。

○木内

今、大塚さんからお聞きした話、それから先

ほどの淡路先生の職員室での先生のいろいろな

提案みたいな、それとも関係するのですが、先

ほどお話ししたリーダーシップで考えますと、

リーダーシップは上からコントロールするとい

う言い方もありますけれども、一般の教員から

すると現場に近くて、そこで気づいたり、こう

したほうがいいということもあるわけです。そ

れを中間管理職、ないしは校長にこういう気づ

きを上げていく。中間管理職は中間管理職で上

司に対してリーダーシップを働かせる。ちょっ

と変な言い方ですけれども、リーダーシップの

中には主導権というような意味もありますか

ら、そういうことをやってもらえる、そういう

ものを教育していくと、もっといろいろな工夫、

改善が持ち上がってきて、いろいろなことを考

えられる。

私も「こうしろよ」といったときに、「それ

はだめですよ」と全面否定されるとむっとしま

すけれども、「わかりました。でも、ここはこ

のようにしたほうがよろしいんじゃないです

か」というような意見が出てくる。それは、と

てもうれしいことですし、広がっていきますの

で、そういう雰囲気をつくっていきたいなと思

います。

○淡路

私は、先生の特質が悪いといっているのでは

なくて、教員の社会がそういう特色を持ってい

るということ、今は、特定の先生がカリスマ的

に子どもに対応する時代ではない。どのクラス

にも同じように面倒を見てほしい。どの学年に

も同じような指導してというのが親の、あるい

は社会の状況だと思うのです。

もう一つ、先生方は自分でこうしたいという

意欲を持っているのです。だから、現場の先生

方の自主性、主体性を尊重する。それを校長、

教頭が支援してやる。そうすると現場は活性化

してくるのではないかと思うのです。

その上でいわゆる自分達の目標の進捗状況を

報告しながら、運営委員会や校長、教頭からサ

ポートを受ける。これがいわゆる教員社会の現

場の活性化につながるのではないかと思うので

す。

○大塚

我々がここ1年ぐらいでテーマにしているの

は、変われているか、変化ですね。要は企業で

言うイノベーション、経営におけるイノベーシ

ョンなのですけれども、非常に象徴的なのが会

議のやり方が変わっているからということを各

支店長や各部署のトップに話しています。会議

一つがずっと同じやり方でくると、人の頭が活

性化されないのです。いつも予定調和的に、こ

うやって、こうやって、あと答えがあって、1

時間たったら、これで終わり。多分支店長や個

所長がこういうことを言って、課長がこういう

ことを言うのではないかな、こういう報告をす

るときっとオーケーではないかな。みんな、予

定調和になるのです。

でも、まるきりやり方を変えて、方法論です

けれども、例えば新入社員に司会をやらせる、

あるいは立ったまま30分やるとか、方法論を変
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えて、そこで何が生まれるかというのを体感し

た人が、会議は何のためにやっているのだろう

と、個人が気づくのです。こういったイノベー

ションを、例えば職員会議のやり方は変えられ

るものですか、変えにくいですか。

○コーディネーター

どうぞ、木内先生。

○木内

同じあれで淡路先生にもちょっとお聞きした

いのですが、例えばうちの学校ですと子ども達

のことを全員で自由に話し合うことが大事だと

いうような、それは悪いことではないのですが、

そういう雰囲気があって、本当に3時間とか4時

間、そういう時間を費やすことがあるのです。

今、大塚さんが仰ったような形でやると、会議

がうまくコントロールできればいいのですが、

報告とかで終わってしまって、こんな会議要ら

ないのではないかということにもなりかねない

ような気もするのです。あわせて、その辺どう

ですか。

○淡路

若い頃はそうでした。暗くなるまでやってい

ましたけれども、最近は組織から提案されるこ

とが多いですからそれほど時間がかからなくな

っています。それは事前に校長、教頭のところ

を通っていますから、職員会議に出たときには

ほぼ実施案なのです。

ただ、80名近くの先生がいますから、それに

対していろいろな意見が出てきます。ある程度

の意見が出たところで議長が採決しますが、で

きるだけ組織の提案を重視していました。個人

からいろいろと意見が出てくるけれども、建設

的な意見は取り上げます。平均すると1時間ぐ

らいという時間ですね。

○コーディネーター

学校によって会議のあり方も様々だと思うの

ですけれども、確かに職員会議も大事な研修の

場であると思うのです。いろいろな議案を処理

するということ、共通理解を図るということ、

それから、まさにビジョンを落とし込むという

研修の部分があるだろうと思うのですが、私は、

研修部分はもう職員会議ではちょっと厳しいか

なと思っています。それは、さっき木内先生か

らお話があったとおり、言ったけれども忘れて

しまっているとか、聞いてないというのが、1

カ月に一遍だけだとちょっと厳しいので、うち

はもうリアルで、研修の部分については日々の

朝会でやっています。気づいたことは、そこで

言っていくということで、職員会議はもう1時

間以内と決めてしまっています。そのようなス

タイルでやっているのです。

次に進めますけれども、活性化ということで

いくと、今、私が少し感じているのは、確かに

教員の特質もあるのですが、世代の特質を感じ

ているのです。つまり、40代、50代の教員と今

の20代、30代の教員は溝というか、質がちょっ

と変わった。これは、ある意味でいうと教育の

成果なのかもしれません。一生懸命やっている

のだけれども、どこの力が弱くなったかという

と、私が感じているのは気づき、自分で気づい

て動いていく。まじめにはやっているのだけれ

ども、気づかない。そこのところで、今までど

おりの手法が通用しなくなってきているように

私は感じているのですが、そういう年代のこと

について何かありましたら、どなたでも結構で

すけれども、仰ってください。そのように感じ

ているのは私だけですか。

○淡路

教員の研修との関連なのですけれども、情報

の共有という視点から考えると、学年会とか教

科会、それから部会等の、校務分掌、そこがい

わゆる若手が育つ場所になるように思います。

世代の関係というのは、例えば分掌とか教科

会の中に先輩がいるわけです。そうすると、そ

こでいろいろと討論するときに、先輩の意見と

いうのが指導になっているのではないかと思う

のです。
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○コーディネーター

これは全然関係ない話ですけれども、先ほど

メンタルタフネスで弱くなくしまっている部分

ということ。これは、ある意味でいうと受けた

教育の成果なのかもしれないのですけれども、

私、数年前にうちの娘がまだ小学生のころ、逆

上がりができないのだという話を食事のときに

していて、私は自分の体験で、「昼休みとか放

課後とか一生懸命練習しているんでしょう」と

聞いたら、それはやっていない。私の世代です

と逆上がりは全員できるまでやらされたわけで

す。「どうしてやってないの」と聞いたら、う

ちの娘は、「一生懸命やればできなくてもいい

んだ」ということを言ったわけです。私は、ア

ルコールが入っているせいもあって、ちょっと

かっとなって叱ったのですけれども、よく考え

たら、あの子が何でそんなことを言ったのかな

と思うと、やはり教員が言ったのだと思うので

す。けれども、あそこで鉄棒ができたという達

成感というのは、少なくとも私は今でも鮮明に

覚えているわけです。そうやって気持ちはだん

だん強くなってくるのだろうと。

そういうのがどんどん学校の場から奪われて

いるのかもしれない。これを私が職員会議で話

したら、30代の半ばぐらいの教員はもう逆上が

りはできなくてもいい世代になっているので

す。そうやって育っていくと、やはり弱ってき

てしまうのだろうなということを私はそのとき

に感じたのです。

○大塚

私も今、逆上がりの話を聞いて、そうですか

…。私は子どもと随分公園に行って、泣いても

やらせていましたけれども、恐らく自分の価値

観を、子どもと世代は違うのですが、先生が仰

ったジェネレーションギャップをどう埋めるか

という課題においては、企業では例えば一つの

方法として、メンター制度。要はメンターとい

うのはあこがれの人ですよね。学校で言うと、

自分がああいう教員になりたい、企業で言うと、

自分は25歳だけれども35歳になったときに、あ

るいは45歳になったときに、あんなビジネスパ

ーソンになりたいという人を定めて、その人が

どんな意識を持っているのか、どんな格好をし

ているのか、休みの日は何をしているのか、ち

ゃんと自分の腹に落として、まねすることはま

ねする。違うなと思うことは違うと考える。そ

のためにはその人と接触しなければいけないの

で、いろいろな人がいますけれども、メンター

になる人というのはちょっと価値観上がってい

るのではないかなと思う人なので、その人から

その世代の人達の意識をキャッチアップすると

いう訓練をしたりすることがあります。

そういった、あこがれの人を自分なりに絞っ

ていって両者が歩み寄るというような、世代間

ギャップを埋める方法というのはあるのではな

いかと思います。

○コーディネーター

木内先生、お願いします。

○木内

私も若い人達の価値観がちょっと違ってきて

いるのかなという気はします。ただ、若い人達

は優秀ですし、こうなのだと教えていくことが

やはり必要だと思うのです。教えられていない

というか、小さいときから指導されていないと

いうのがあるのだと思うのです。

価値観ということで言うと、先ほどイチロー

の話をしましたけれども、最近亡くなったアッ

プル社のスティーブ・ジョブズ、彼などはお金

儲けというよりも、自分の価値観を強烈に持っ

ていて、先ほど大塚さんが仰っていたように粘

り強く掘り下げていく、満足しない。「ステイ

・ハングリー、ステイ・フーリッシュ」という

有名な言葉がありますけれども、ハングリー精

神というよりも、もっと追い求めて自分の理想

を…何かあるのでしょうね。それを求めていっ

て、彼はカリスマだけれども、会社でも巨人で

すが、IT 産業とか、全世界でもやはりリーダ
ーだと思うのです。そういう生き方もある。
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自分の価値観の確立はなかなかできないでし

ょうけれども、追い求めるということを教育し

ていくのが、学校の中での生徒に対してのリー

ダー教育の一つになるのかなという気がしま

す。

ちょっと先ほどと重なるようですが、学校の

中で管理職ではないけれども、教員として本当

に生徒があこがれたり、尊敬するような人がい

る。何かわからないけれども、人に影響を与え

るような、教員のリーダーなのだなと、そうい

う人は大事にしなければいけないなと思いま

す。

○コーディネーター

淡路先生。

○淡路

ちょっと話題が外れるかもしれませんけれど

も、今、若者のメンタルの弱さという問題が出

てきましたが、私、少し空いている時間に大学

でキャリアデザインの講義をさせていただいて

いるのです。先日、2009年12月18日に NHKテ
レビで扱われた「ゆとり世代の特徴」という、

アンケートを講義で話題に取り上げたのです。

例えば希薄なコミュニケーションしかできない

とか、失敗を極端に恐れるとか、すぐにマニュ

アルを求めるとか、その資料を見せて、気づい

たことはといったら、自分もそのとおりだと、

そこで終わりなのです。そのとおりではなくて、

これからどうするかということが問題ではあり

ませんか。

4年後には就職です。大塚さんのところへ受

けに行く。そうすると、大塚さんは採らない。

つまり、就職難。そのとき、私は、中高で教員

として長いこと過ごしましたから、こういう社

会人力も支援しておかなければと考えて、なで

しこジャパンの話をしたのです。

4位を目指したら4位で終わってしまう。でも、

優勝といったら優勝まで行ったという話があり

ましたよね。やはり中高時代に、それぞれの学

年で目標を持たせて、そういう小さな目標を積

み重ねて自信を持たせていくと、社会性やコミ

ュニケーション力も上がってくるし、表現力も

ついてくるのではないか。

あるいは夏の日大三高の監督の話です。「う

ちは選手が練習メニューを持ってくる」。監督

が見ていて、それをベースにして、監督として

指導内容を加える。そうすると選手のモチベー

ションが全然違うというのです。

これは、例えば、生徒にクラブの練習が終わ

ると一日の反省をノートに書かせるクラブ顧問

がいるでしょう。部員のノートを見て、コメン

トを書いて、次の日、「あなたは、昨日はこう

いう点が弱かったから、この練習を加えなさい」

と。そうすると、次の練習目標がはっきりして

くるわけです。部員一人ひとりのモチベーショ

ンが上がり、自主性や主体性も育ち全体のレベ

ルも上がってくる。

これは、生徒の意識やリーダーシップを高め

ることになると思います。

今のゆとり世代のメンタルの問題が出てきま

したけれども、何とか元気になるように支援し

てあげなければと思うのです。

○コーディネーター

木内先生、お願いします。

○木内

まさに今、淡路先生の仰ったことは、上から

これをやれと言われてやるのではなくて、自分

でビジョンだとか戦略を構築するということ、

そして実行するということですね。

○淡路

そうです。

○木内

それによって育っていくということですよ

ね。

○コーディネーター

今までずっとこちらで話を進めてまいりまし
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た。これからちょっとフロアの方々のご意見や

ご質問もいただければと思います。

ご質問、ご意見ある方がいらっしゃいました

ら、どうぞ挙手を願います。新田先生、お願い

します。

○新田光之助（筑陽学園中学高等学校 理事長

・高校長）

お願いも兼ねてです。この次世代については、

関心が非常に高かったわけですけれども、たし

か11月でしたか、次世代的な研修会が計画され

ていると。それを知って、うちも創立90周年に

なって、いろいろ考えると今の部長とか学年主

任とか全部かえてくれと。ドラスチック過ぎる

のですけれども、今はいいのですが、そういう

ことを考えると、次世代を育てなければという

気になって、いわゆる委員会で次世代研修会が

あったな、誰か推薦してくれといって、1週間

たちましたら、困った顔をして選べないと言っ

てきました。

そういう実態があって、当初期待していて、

いろいろ回ってきたのですけれども、学校によ

るのでしょうが、私、専門委員をしていますけ

れども、お願いですが、今度の次世代研究セミ

ナーに来た人の意見とか、やはり会社とは違っ

て、会社の場合は主任とか係長とか課長とか縦

長にあって、明らかでいいのですけれども、学

校は、先ほど前の先生の方が言われましたよう

に、次の人もまだ40ぐらいで、例えば英語科で

あれば、14～15人いる中で1人選ぶというのは

非常に難しい心理があって、やはり先生という

のは、ご承知のようにイーブンで横並びが多い

わけですから、その辺の悩みは私も持っていま

すし、思っていらっしゃるところもあると思う

のです。

それについてどうすればいいか。そのような

ことを時間かけて、研究して標準型とか、いろ

いろなことをまとめていただくとありがたいな

と思っていますので、どうぞよろしくお願いい

たします。

○大塚

アイデアですけれども、横並びでも恐らく年

次、何年先生をやっているかというのもあると

思うので、とはいっても企業ではふるい落とし、

要はライン職で常にマネジメントの道を歩む

か、専門職で、マネジメントでたくさんの部下

のトップに立つよりも、自分自身のやりたい仕

事を高いレベルでやりたいと。支店長と同じぐ

らいの年収になる専門職のラインがうちにはあ

ります。

それから、何年かたったところでふるいをか

けるといいますか、ご本人が自分としては学校

の経営を目指していくのだという方と、生涯一

教員なのだけれども、さっき先生が仰ったよう

に、誰にも負けないくらい子どもや保護者に好

かれる教員になるのだということも意識として

持つような5年目研修とか10年目。10年目だと

次世代リーダーの入り口に立ったときに、果た

して私は学年主任とかを目指していいのかどう

かということも意識の中にあると、それが見え

てくると選抜もしやすいのかなと。

あるときに、こういう研修があるからといっ

たら、色がついていませんから、確かに先生の

仰るように選びにくいですよね。済みません、

ちょっと簡単に。

○木内

中堅ぐらいまではともかく、それ以上のリー

ダーになっていくためには、やはり経験が必要

なのですけれども、それは年配の人のほうが経

験が豊かですよね。若手は経験がない。でも、

誰かを選んでいかなければいけない。

どういう人を選んだかというと、どんどんリ

ーダーシップの能力が大きくなっているより

も、今引き出されてなくて、潜在的に持ってい

て、学習能力があるのがどんどん大きくなるわ

けで、そういう人をいかに見出すかなのです。

勇気を持って選ばなければいけないのですけれ

ども、横並びで選べないというのは、分掌上の

部長や課長ではなくて、小さいプロジェクトで

もつくったときに、ぽんとその人を指名してや
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らせてみる。うまくいったら、ご褒美ではない

ですけれども、ちょっとここに出てみろよとか、

そういう方法もあるのではないかなという気が

します。そうすると、その人はどんどん大きく

なるのではないかと思うのです。

○淡路

私が最初に話したのは、そこなのです。先生

方というのは、やはり授業を重視したいという

人が多いですから、特に中堅の年齢になって、

まとめ役などという重責は避けたい。けれども、

やはりそういう経験や知恵を持っている人には

やってもらいたい。

私、時間がなかったから話さなかったのです

けれども、リーダー養成とも関わる問題ですが、

委嘱の方法を工夫する必要があると思うので

す。学年主任や部長を委嘱します時、そのとき

に、急に委嘱されて、「先生お願いします」と

言われる。私もそういう経験がありました。結

局勉強のためにやらせてもらいましたが。

だから、この人にはこういうところで頑張っ

てもらいたいなというときには、早めに学年や

分掌の情報交換をしておいてお願いしたらよい

と思うのです。中堅のリーダー探し、最後の詰

めは、信頼関係でしょうかね。

○コーディネーター

野原先生、お願いします。

○野原明（文化学園大学杉並中学高等学校 特

別顧問・名誉校長）

淡路先生にお尋ねしたいのですが、大変わか

りやすくて興味深いお話をいただいてありがと

うございました。ただ、伺っている中で、一カ

所おやっと思ったところがありますので、ちょ

っとお伺いしたい。

それは、新しく総合的な学習ができたときに

みんなが嫌がったと。それで校長自ら高1の授

業をおやりになったというお話でありました。

そのお話の主眼として、校長として高校1年生

や中学校時代にどんな生活したかということ

を、いい評価を得られたと、いいお話で終わっ

てしまいました。私はそれを聞いていて、あの

学校の高2、高3とか中学校の総合的な学習は一

体どうなったのだろうと。先生がおやめになっ

た後のあの学校の総合的な学習はなくなったの

ですか、という疑問を持ちました。つまり、新

しく、先生方が嫌がるような話題が出てきたと

きに、それをどう理解させ、実行させるかとい

うのがまさにリーダーの役割だと。その意味で

いうと、今、先生、振り返ってみて、あのとき

ああすればよかったなというようなお考えはご

ざいますか。

○淡路

まず、学校には校長も授業をもつ習慣がある

ため、毎年どこかの学年に出ているのです。そ

れから総合的学習の科目の件ですが、私は、総

合的学習というのは総合的学習科でやるもので

はないと思っていたのです。最近、防災科とい

うことも話題になっていますね。これも特別な

科目にするよりも、それぞれの教科やホームル

ーム、あるいは折々の行事の中で学習する方が

よいと思うのです。

けれども、総合的な学習については、文科省

は時間を置かなければいけないというようにな

りましたからきちんと置きました。

○野原

それでは、校長先生の方針を、総合的な学習

の時間をお持ちになったというのは何をおやり

になったのですか。

○淡路

時間がありませんが、高1の総合的な学習の

時間は、一言で言えば、他者との関わりで気づ

き考え行動できるように社会力や生きる力を自

主的、主体的に育むための指導案を考えました。

例えば資料を提供して、私の話は知識として学

習するのではなく、資料や話を聞いて、あなた

は何に気づいたか、そして、どのようにこれか

ら自分を変えていくか、行動していきますかと
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いう視点で自己を探求させ、時々、二百字から

四百字くらいでそれをまとめさせました。そし

て、後日、その気づきをまとめて共有する。で

すから、同じ高校1年生の自分達の仲間がどう

いうことに気づいているのか、仲間の気づきを

参考にして、また彼らは学び、いわゆる主体性

や自主性を基本にした生きる力や社会力をつけ

る。

○野原

議論するつもりはないのですけれども、それ

では、高2、高3などの総合的な学習の時間は、

どうしたのですか。

○淡路

それは教科や学校行事などで、それぞれ総合

的な学習の目的を達するようにカリキュラムを

つくりました。

○コーディネーター

では、野原先生、もう時間になってきていま

すので、恐れ入ります。

13時から始まりましたパネルディスカッショ

ン、間もなく終わりの時間となりました。私ど

もの進行も下手で、十分なところまで行かなか

ったかもしれません。私の経験では、この研修

会に参加するというのは何か一つきっかけ、何

か一つ糸口をつかむことが私自身にとっては大

事なことだと感じています。今も当然そうなの

ですけれども、どうぞ次世代リーダーの育成と

いう部分について、きっかけをつかんでお帰り

になっていただければと思います。

午前中、實吉先生が生き残るということにつ

いて仰いました。確かに生き残るということを

目指していては、最終的には生き残れないかも

しれません。なくてはならない私学、感謝され

る私学、それが最終的に生き残るのだろうと。

私は、こういうすてきな先生達が、こういう

立派な先生達が集まっている、そういう保護者

や中学生、私の場合中学生ですけれども、が多

くなってくること、それがとても大事なことな

のではないか。そのすてきな先生達、立派な先

生達というのは、当然、育成、研修の中で育ま

れていくものだと思っています。今日の研修の

成果、それぞれの学校で実践していただきまし

て、またたくましい私学を育てていただければ

と思っております。

3人のパネリストの方々、本当にありがとう

ございました。
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樹徳高等学校 校長 星 野 幸 一

第59回全国私学教育研究集会群馬大会私学経

営部会にご参加をいただきました全国の皆様、

誠にありがとうございました。私学経営部会は、

私学経営の活性化と次世代リーダーの育成研究

会を締め括るに相応しい、充実した内容の研修

となりました。

当日は四つの分野にわたって研修が行われま

した。はじめに、實吉幹夫先生より中央におけ

る教育行政の様子についてつぶさにお示しいた

だきました。私学を取り巻く多くの問題につい

て諸先生方が並々ならぬご苦労をされ取り組ん

でくださっている事の様子を知り、これからの

私学経営のあるべき姿について深く考えさせら

れました。それぞれの私学の創立の理念、その

実践の中で時代に応じた教育を展開することの

難しさと、何をおいてもやらねばならないとい

う責任感を改めて心に刻むひとときでした。實

吉先生、ありがとうございました。

次いで、本県の学事法制課、関課長にご講演

をいただきました。県内にあっておおよその事

は承知しているつもりでしたが、拝聴して、県

の私学に対する高い評価と期待に接し、ありが

たく感謝するとともに、これに応えなければな

らないという意を強くいたしました。皆様にと

っては他県の私学行政の様子を幾分なりとも垣

間見ていただけたのではないでしょうか。

そして、私ども樹徳高等学校の副教頭兼生活

指導部長、金安伸一より生活指導の考え方と実

際について紹介いたしました。金安教諭はおよ

そ30年間、生活指導に携わってまいりました。

弊校のような小規模私学には良きにつけ悪しき

につけこのような偏った人事が行われておりま

す。校長より自校の創立の理念、教育方針、教

科・生活指導の目的と推進、いわゆる教育の心

が伝えられ、これを受けて担当者は全教師と生

徒に対してその精神を説き実践する。一見する

と校長の考えとは異なるかの如き指導法が展開

されることもあります。しかし、じっくり見て

おりますと、校長が当初求めているものを超え

た校長の理想とする指導が展開されます。私学

という転勤のない職場にあってはおのずから生

涯かけての天与の使命と受け止める教育活動が

ここに生まれるのではないか、などと愚考いた

します。

さらに、前橋育英高等学校副校長、竹渕敏先

生による「学校の組織活性化について」の詳説

がありました。組織の活性化に真摯に精力的に

取り組み、その繰り返しを積み重ねるもの、外

部機関研修を活用しつつも、今だに暗中模索中

である、と謙虚な姿勢で紹介され、聴者に、私

学ならではという感銘を与えてくれました。

最後のパネルディスカッションでは、水戸女

子高等学校理事長、鈴木康之先生のコーディネ

ートにより、次世代リーダーの育成について、

様々な角度から真剣、且つ情熱的な議論が進め

られました。これこそ私学教育の目指す全人教

育の成否を問う問題でありました。そして、聴

者それぞれの胸に秘めるものを燃え立たせてく

れたものと受け止めております｡

終わりに臨み、今大会には、県当局の並々な

らぬお力添えとご指導を戴きました。そして、

実際には私学教育研究所の諸先生方のご指導に

よるものでありますが、地元群馬の運営委員と

の共同企画・運営・進行という初めての試みに

より実施いたしました事を申し添え、当部会の

総括といたします。ありがとうございました。
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1 研究目標 次代の私学教育を見通した教育課程と評価について

2 会 場 エテルナ高崎「2階 デイジー」

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月日

受 部 閉
会 研究発表 研究

10月28日 開 講演Ⅰ 昼 食 講演Ⅱ 会
会 Ⅰ 発表Ⅱ

付 式 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 関東学園大学附属高等学校 校 長 根 岸 弘

講 演 Ⅰ 演 題 「すべては一歩より始まる」

講 師
広 島 県 立 歴 史 博 物 館 元館長

皿 田 雄 三
広島県立芦品まなび学園高等学校 初代校長

研究発表Ⅰ テーマ 「『新しい学び』へ 開智の挑戦 ―4・4・4制、異学年齢学級、

習熟度別グループ授業、パーソナルの時間等、開智独自の教育実践―」

発表者 開 智 学 園 総 合 部 校 長 那須野 秦

講 演 Ⅱ 演 題 「カリキュラム開発とその評価」

講 師 筑波大学人間総合科学研究科 准教授 根 津 朋 実

研究発表Ⅱ テーマ 「教育課程と評価について」

発表者 関 東 学 園 大 学 附 属 高 等 学 校 教 諭 吉 田 明 稔

発表者 桐 生 第 一 高 等 学 校 教 諭 岡 山 敏 明

部会閉会式 総 括 関東学園大学附属高等学校 校 長 根 岸 弘

専門委員長挨拶 学 校 法 人 鷗 友 学 園 常務理事 清 水 哲 雄

閉会のことば 桐 生 第 一 高 等 学 校 校 長 髙 山 信 廣
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5 運営委員

委 員 長 根 岸 弘（関東学園大学附属高等学校 校長）

副委員長 髙 山 信 廣（桐生第一高等学校 校長）

委 員 米 山 守（関東学園大学附属高等学校 副校長）

吉 田 明 稔（関東学園大学附属高等学校 教諭）

飯 島 昌 幸（関東学園大学附属高等学校 教諭）

味 戸 克 之（桐生第一高等学校 教諭）

齋 藤 亮 祐（桐生第一高等学校 教諭）

岡 山 敏 明（桐生第一高等学校 教諭）

6 専門委員

委 員 長 清 水 哲 雄（学校法人鷗友学園 常務理事）

委 員 助 川 幸 彦（芝中学高等学校 前校長）

山 本 与志春（青山学院中等部 部長）

大多和 聡 宏（開星中学高等学校 理事長・校長）
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「すべては一歩より始まる」

広島県立芦品まなび学園高等学校 初代校長 皿 田 雄 三

はじめに

13年前になりますが、「つくば」でご一緒に

研修をさせていただいた委員長の根岸校長先

生から、是非、この場に来て話しをしないか

というご依頼があり、最初はお断りをさせて

いただきました。

また、教育課程ということになりますと、

私自身現場から離れて10年近くなり、数年前

までは県立歴史博物館館長の職にいたのです

が、学校現場ではなく少し違和感を感じ、お

断りをしたのです。

その後、再度お電話をいただいて、お受け

する状況になり、何からお話をさせていただ

こうかと困惑しながら、この場に立っており

ます。

広島県からも、この研修にご参加されてい

る先生方も、多くおられるかと思いますが、

広島県の県立高等学校の中で、初めて単位

制制度を導入した経緯について、お話をさせ

ていただきます。貴重な時間を与えていた

だき感謝しております。

新設校設置の時代背景

もう13年前になりますが、平成10年5月20日

に、忘れもしません当時の文部省から前代未

聞の是正指導を向こう3年間受けることになり

ました。

それは13項目からなる是正指導でした。

①「卒業式や入学式等の国旗掲揚・国歌斉

唱の実施」、

②「人権学習を政治運動や社会運動に繋が

る不適切な内容」、

③「道徳の時間が学習指導要領から逸脱し

た内容」、

④「国語の時間を日本語と表記」、

⑤「国歌を小学校音楽での指導の徹底」、

⑥「授業時数の改善」、

⑦「指導要録の不適正な記入」、

⑧「勤務および勤務時間に係わる管理が不

適正」、

⑨「主任の命課が適正な実施が行われてい

ない」、

⑩「主任手当の拠出」、

⑪「職員会議が適正に運営されていない」、

⑫「確認書の締結」、

⑬「市町村教育委員会指導」

平成13年6月に一定の成果があったとして是

正は終わりましたが、未だ十分とはいえず、
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引き続き指導は行っていくという状況でした。

当時の県教育委員会は「是正から改革へ」

と新たな「教育県ひろしま」の創造を目途に

ビジョンを打ち出し、指導体制を明確にし教

育改革を推進してきました。

そこでは、運動団体等他からの教育介入を

排除し、中立性を保ち、説明責任の重視の

中、公開制を打ち出した公教育の基盤づくり

を背景として、「確かな学力」・「信頼される学

校」・「豊かな心」を目標とし、もちろん県民

の学校教育への参画・協力を強く求めた教育

の推進でありました。

新設校設置に関わる経緯（抜粋）

平成11年

5月 教育委員会議で府中地区定時制4校

の統合・募集停止案決定

7月 教育委員会議で設置方針決定（単位

制を活用で、単位制ではない）

①開校日：平成12年4月1日 ②位置

：B 高校 B 校舎 ③課程：普通科 ④

昼夜別：昼夜間3部制 ⑤通学区域：

広島県一円 ⑥教育内容：単位制を

活用した多様な教育システムの導入

11月 教育委員会議で校名（仮称）決定

①校名：広島県立芦品まなび学園高

等学校 ②校名趣旨：地域に親しま

れ、生涯学習の機能を備えた新しい

タイプの学校をイメージする。

12月 県議会12月定例会議で、芦品まなび

学園高等学校設置条例議決

孤立無援の学校づくり（府中地区4校定時制教

員の新設校への軋轢）

平成11年5月の広島県教育委員会議で府中地

区定時制4校の統合・募集停止が決定した後、

組合を中心とした反対運動が起こり、誰が新

設校の校長として赴任するかという話題が聞

かれる環境になっておりました。

ところが、私が平成11年12月20日に、校長

（尾三地区：尾道・三原地区に勤務）から人

事異動の内示を受けたのです。府中地区定時

制4校の募集停止・統廃合による、新設校の「芦

品まなび学園高等学校」の校長内示でした。

「皿田さん、校長室に来てくれないか」、「何

かありましたか」、「人事がある」といわれ、

少し驚きをもって校長室に入りました。「まさ

か芦品まなび学園ではないでしょうね」、「そ

うですよ」、「教頭ですか」と訊ねると、「いや

いや、校長ですよ。新設校だから頑張って下

さい」と、人事異動の内示を受けました。

組合が反対運動をしている環境の中で、ど

のような形で学校を立ち上げていけばいいか、

自分がどう立ち振る舞うべきか悩みました。

当時は、全県挙げて高教組（高等学校教職

員組合）は立て看板、座り込み、そして、抗

議打電や抗議文を県教育委員会や校長に送る

反対運動を行っておりました。

赴任は、平成12年1月1日の任用替えで、当

時は、校長、教頭、事務長の3名が準備委員と

して、激しい反対運動を繰り広げている戦(い

くさ)の火中の真っ直中に入っていき、開校準

備のスタートを切らねばならない状況にあり

ました。

『一燈を提げて暗夜を行く、暗夜を憂うな

かれ、只、一燈を頼め』という心境であり、

決して順風満帆な船出ではなかったのです。

1) 何も整理できていない環境の中で、3ヶ月

という短期間での学校機構づくり。

今まで取り組まれた新設校の内容を12月

27日の辞令交付日に県教育委員会に提示を

要望しましたが、何も出来ていない状況に

ありました。

従って、平成12年1月から3月まで、3ヶ月
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間という短期間で開校に向けての取り組み

をしなければならなかったのです。

取組内容（抜粋）として、

タイムスケジュールの策定、開校式・入

学式の実施要項策定（日程・規模・内容・

来賓等）、教育課程の策定、単位制として

の教育内容の策定、教科書採択及び副教材

の採択、教育目標の策定、校訓の策定、校

務運営規程の策定、教務内規の策定、授業

時間・勤務形態の策定、校章の決定、校歌

の決定、校旗の決定、学校要覧の作成、入

試実施要項作成とその手続き、入学のしお

り作成、一括転学手続き、生徒手帳の策定、

聴講生募集、非常勤講師選定契約、物品整

理、PTA 規約策定、校医の選定契約、警備
契約等々。

これらを学校機構全てを白紙から策定す

る状況に置かれていたのです。

2) 募集停止・統廃合を受け、激しい反対運

動を繰り返している定時制が位置している

同じ敷地内の B 高校同窓会館を、開校準備
室として設定してあり、このことが、組合

との戦(いくさ)の始まりであったといえま

す。（校長、教頭、事務長の3名のみの準備

委員）

また、同校の同窓会館を借用したのです

が、この建物は物置同然であり、机・椅子

はなく、破棄するような机・椅子を校長か

ら借用し、準備室の整備に取りかかったの

は平成12年1月4日でした。

当初は、電話（1月5日設置）もファック

ス（1月7日設置）もパソコン（1週間後設

置）もない悲惨な状況でありました。

新設校開校は同年の4月1日には変更はな

く、わずか3ヶ月間で準備し、生徒を迎え

入れなければならない状況に置かれており

ました。

3) 平成12年1月から3月までの3ヶ月間で、主

だったものだけでも約20回、開校準備室に

統合・募集停止を受けた4校定時制の他校の

教員が来ては開校準備の妨害をしました。

募集停止・統廃合反対、単位制導入反対、

3修制導入反対、聴講生導入反対、新設校設

置反対と、時には声高に机を叩きながら、

恫喝し、脅し、人間性を否定する言葉を平

気で投げかけてきたのです。

この状況下の中、発想の転換をもって彼

らが要求している逆の学校づくりをすれば、

必ず成功すると確信を得ました。

主な要求内容は、

「作業学習」を継承、フィールドワーク

を中心に据えた「現代社会」の教育内容の

継承、「日本語教育」等を継承、「今までの

取り組みの経緯を教えよ」、「関係各校全体

で話し合いを開催せよ」、「4校の教育内容を

継承せよ」、「中学校への取り組んでいる内

容を教えよ」、「条例規則が出来ても単位制

は絶対反対だ」、「兼務辞令を何故県教委に

申請しないのか」、「入試を3人でしようと思

っているのか。出来るわけはないだろう」、

「人事はどうなっているのか。教えよ」、「組

合で単位制の加配を要求ししているが。結

果を教えよ」、「兼務辞令が出ていない状況

で、4月の開校に間に合うと思っているの

か」、「授業展開と教育課程を見せよ」、「施

設はどうなっているのか教えよ」、「入学の

しおりに元号を記載しているが、定時制は

同和教育の視点に立って教育をしてきたの

で、許すわけにはいかない」、「出願の状況

を教えよ」、「在校生と保護者に一括転学の

内容について案内をせよ」、「在校生の授業

状況を、何故、見学をしなかったのか」、「在

校生に新設校の趣旨説明をせよ」、「B 高校
定時制職員に新設校の趣旨説明をせよ」、「離
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任式を芦品まなび学園でせよ」、「3年修業は

絶対反対だ」・「単位制は絶対反対だ」、「4校

代表と校長との話し合いを持て」、「校長が

だめなら教員同士で話し合いをさせよ」、「今

まで取り組んできた教育内容と異なってい

る。どうなっているのか」等々。

以上のような要求を掲げ、他校の定時制

教員が準備室に、何度も押しかけてきたの

です。

彼らは、「子どもを守る」と言いながら、

社会環境が大きく変化しているにもかかわ

らず、新しい教育内容を創造しようとする

意識すら感じられませんでした。

そして、従来の統合・募集停止を受けた4

校定時制の教育内容を維持継続させるため、

定時制教員の新設校開校準備に対する兼務

辞令申請も強要してきました。

しかし、妨害・攻撃は開校準備期間のみ

ならず、開校後、平成13年度上半期まで攻

撃を繰り返し、事あるごと「新設校は失敗

であった」という批判文章まで出していた

のです。

4) 地域の定時制高校不要論に伴う辛い広報

活動。

①地場産業への取り組みの中で、資料を受

け取ってもらえない、名刺も受け取っても

らえないという門前払いの日が多々ありま

した。

②平成12年5月31日、進路開拓で地場産業の

企業を訪問した中で、「もう定時制はいらな

いと県教育委員会に提案をした」と言葉を

投げかけられ、今までの定時制教育のあり

方では、人づくりが十分できていない教育

環境から、地域の定時制高校不要論に繋が

っている表現そのものでした。

この信頼の失墜の表現を次のステップと

して、単位制としての新設校を、意欲的に

取り組んでいかねばならないという決意を

新たにさせられたのです。

③中学校訪問の中で、今までの定時制とい

うイメージが強く、また県教育委員会の指

示の中で「単位制制度を活用した教育」と

いう不透明感のある表現が、新設校の教育

内容が充分に伝わらない状況でした。

このことから、制度的に単位制として整

備されていない中で、「単位制高校」として

明確に広報することを、校長の責任で行う

ことに切り替えました。県教育委員会には

中学校の提言も含め「私の責任で、明確に

単位制としての教育内容を広報していきま

す」と伝え、今後、単位制制度導入反対論

者からの様々な攻撃や抵抗を覚悟した上で

の決断でもありました。

このような動きの中で、平成12年2月10日、

県教育委員会議で「芦品まなび学園を単位

制高校とし、聴講生制度も導入をする」と

して、「単位制高等学校明定に関わる条例」

が制定され、覚悟を決した行動に大きな力

を与えてもらうことができました。

一方、広報活動の中で定時制は、全日制

の受け皿であるという意識が強く感じられ

ました。また、心に傷を負って入学してき

ている生徒もいる実態の中で、地域の定時

制に対する思いと生徒が抱えている心情を

背景に、広島県初の単位制高校として、定

時制のイメージを変えたいという一心での

取り組みであったといえます。

そこでは、明確に単位制としての教育課

程を策定し、それを教育実践できる人材（教

員）の育成をしなければ絵に描いた餅にな

り兼ねず、定時制のイメージは変えられな

いという思いを、常に自分自身に強く言い

聞かせておりました。

5) 福山地区内の一部の校長に「芦品まなび
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学園高等学校」とは、無縁である態度。

平成12年1月1日の新設校の開校準備室が、

設置されるや否や「芦品まなび学園高等学

校」の校長が、統合・募集停止を受けた4校

の定時制教員の反対運動の攻撃を一手に引

き受ける状況に置かれる中で、準備室に妨

害にきた教員への所属校校長による指導は

加られておりませんでした。

その背景のには、福山地区の定時制が理

解できていない他地区（尾三地区：尾道・

三原地区）からの校長赴任は、容認できな

いという考えが一部の校長にあったことが、

無縁の態度に繋がった要因の一つと考えて

います。

平成12年4月7日、福山地区の多くの校長

に出席をしてもらいたいため、開校式・入

学式を午後に挙行しましたが、福山地区の

校長は数えるほどの出席しかしていただけ

ませんでした。

新設校における前任校制度逸脱の是正

3ヶ月の開校準備を経て平成12年4月に開校

し、単位制の新入生に、学年制である前任校

定時制（統合・募集停止を受けたＢ高校定時

制の在校生一括転学）の2年生から4年生まで

の在校生全員を受け入れ、単位制と学年制が

混在する体制によってスタートしました。（B
高校定時制教員8名の内、4名が人事異動によ

る赴任）

新設校で教育をする過程の中で、平成10年5

月20日に是正指導が入って2年目を迎えていて

も、府中地区の定時制教育は何ら改善がなさ

れておらず、旧態依然の制度を逸脱した組織

環境にあったことが明らかになりました。

このことは、是正指導の真っ直中にあり県

教育委員会に向けて表面だけを繕い、これを

隠れ蓑にしていたと考えられます。

従って、単位制新設校の基盤の確立と併せ、

公正・中立をベースに透明性を前面に押し出

し、総てを明らかにしながら是正を図る取り

組みにも傾注しました。

その例として（抜粋）、

1)組合対応の是正

法規法令に基づいた学校経営を行い、一切、

組合への根回しはせず、組合主導の学校運営

は行わないことを明確に全職員に公言。

県教育委員会の学校視察に対して、組合と

の事前打ち合わせや要望を出すことを禁止。

2)制度を逸脱した教科科目指導の是正

学習指導要領を無視した科目の設定や「現

代社会」のフィールドワークを中心とする教

育内容から教科書指導へ是正。

「日本語教育」と称して、非常勤講師を正

規の授業をさせないで帰国生徒の通訳。

3)悪しき病弊の是正

始業式・終業式の廃止、総合体育大会参加

に対する練習時間確保の2週間授業カットま

た大会参加の翌日は公欠扱い、宿泊合宿指導

準備のための1週間授業カット、文化祭準備

のための3週間授業カット、文化祭における

生徒会の募集停止・統廃合の「反対看板」・

「反対のぼり」等の掲示、募集停止・統廃合

の LHR等での指導、未成年者の喫煙の容認、
授業時数無確保、本人に渡らない無償配布の

教科書、怠っている教科書中心の指導、テス

トを行わない評価点、組合主導論者・同和教

育基底論者の特権意識等々。

新設校開校以来、事あるごと一括転学を受

けた前任校より異動してきた教員から、「今

までは、こうしていた」という要望を出して

きた中で明らかになりました。

学習指導要領から逸脱し、築き上げてきた

定時制教育の継承を掲げ抵抗しておりました

が、教育を正常化していくために様々な抵抗
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を顧みず強力に是正し、教育の再生を図る学

校づくりをしてきました。まさに、「混迷す

る教育からの旅立ち」といっても過言ではあ

りません。

心に一筋の光

1)恩人1

平成11年12月27日校長辞令交付日に、当時

の県教育長の言葉に心を大きく動かされまし

た。

「皿田さんしんどいのは分っているが、楽

しみながら学校づくりをすればいいよ。好き

なようにしてもよい。失敗したら俺が責任を

取るよ」

この言葉には、うっ積していた重しが取れ

ました。つまり、学校づくりは、その環境に

いる者が、ましてやトップが夢を描かなけれ

ば、すばらしい学校づくりは出来ないという

示唆をいただいたのです。

また、『学校づくりの真なる真理追究』と

でもいえますが、常に夢を描いていれば、学

校づくりが出来るという喜びが感じられる教

えでもありました。

『道つけば拓かれ、道あれば栄える』と考

え、その道の一歩をつける喜びは、何ものに

も替えがたいものでありました。

学校の常識が、社会の非常識にならない環

境づくりを創造するには、法規法令に基づい

た学校経営・運営を行い、県民・地域・保護

者に対する学校教育の説明責任を果たさねば

なりません。つまり、内輪の理論や論理は通

じないということです。

また、一つの運動団体等に片寄った学校経

営・運営や教育をすることは、公正・中立性

が求められる公教育の目的は達することは不

可能であり、県民・地域・保護者から信頼・

信託の回復を図ることもできません。

そのため、学校組織のあり方として、校務

運営規程の徹底や主任制を機能させる態勢を

強化していきました。主任は調整型の人選は

避け、年令に関係なく主任としての資質を基

に、徹底した校長権限で命課をしたのです。

また、「主任」という固有名詞を付けて呼ぶ

環境づくりと主任の机の配置を教頭に隣接す

る前出しを行い、形の上からも環境整備いた

しました。このことで、教員の主任に対する

意識の変化を見ることもできました。

是正指導前、職員会議は最高議決機関の発

想を基に、校長権限を剥奪し、その他、校内

人事委員会（人）、校内予算委員会（かね）、

校内建設委員会（もの）が組合によって支配

されていたといっても過言ではありません。

このことから、職員会議の位置づけを明確

するため、「みんなで相談して、みんなで決

める」という考えを排除し、校長の職務の補

助機能として、校長の執行を助ける内部的な

機関にしました。

従って、校務運営会議をベースに基本的に

は部会で連絡・調整を図り、定例職員会議を

排除し、校長の権限で必要に応じて招集をか

ける態勢を確立したのです。

あくまでも、連絡調整する場とすることを

徹底し、質問を受けるかどうかは、校長の事

前調整を必要としました。従って、決定機関

としては職員会議ではなく、校務運営会議を

最大限重視する組織にしていきました。

また、校内人事委員会、校内予算委員会、

校内建設委員会は校長権限の範疇で処理して

いくため組織から全て排除したのです。

2)恩人2

平成12年1月18日に、一本の電話が入りま

した。募集停止を受けた前任校定時制の校長

から、定時制教員の開校準備に対する兼務辞

令の申請に対する問い合わせが、当時の教職
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員課長からありました。

「校長先生、前任校の校長先生から兼務辞

令の申請が出ているが、いかがされすか」

新米校長である私は即答を避ける優柔不断

な回答をしていました。すると、「前任校の

校長先生の意見を聞いているのではないので

す。芦品まなび学園の校長先生の考えを聞い

ているのです」

私は、全身に冷水を浴びせられたような思

いに駆られました。

管理職としての責任と権限の重さを自覚し

て、校長本人の意思で決断することが、学校

経営において、いかに大切であるかというこ

とを教えられたのです。

このことから、「兼務辞令の拒否」を明確

に意思表示しました。この意思表示が過去の

定時制教育からの柵を断ち切ることを可能に

し、単位制として新設校の教育内容の確立を、

大きく前進させることを可能にしたのです。

管理職の権限が、明確に打ち出せる学校づ

くりを、力強く前進させる一歩をいただいた

といえます。

このことから、校長は強い信念と明確な経

営理念を持って、組織の方向性を策定し、常

日頃より筋を通した一定の発言様式・行動様

式を明確に示す言動と組合の批判や中傷攻撃

に躊躇することなく、毅然として公正・中立

な学校運営を行う努力をしてきたのです。

3)恩人3

平成12年2月9日の人事ヒアリングの中での

ひとこまで、「新しい学校で、新しい制度を

導入して希望に燃えた生徒の受け入れをする

決意をしており、是非、意欲に燃えた若い先

生方を配置してもらいたい」と、お願いをし

ました。

これに対して人事係長は、「総合的に判断

しているが、今は迷っている」。

この言葉から、私自身、感じ取ったことは、

他力本願ではなく、トップとして人材の育成

をすることが大切であり、校長としての職務

でもあると感じ取りました。

そのために、自ら求める戦略的な人材育成

に力を入れてみようと決意を新たにしまし

た。

まず、研修体制の環境づくりをしていく、

それは、長期研修等への積極的な推薦と教育

センター講座へ全員受講の研修参加体制の確

立を求めました。

また、主任を中心に、各分掌における校内

職員研修の定着や年間を通じた全教科の公開

研究授業の確立、そして、国・県の指定事業

を積極的に導入し、ここでは、一部の教員の

請負ではなく、組織として全教員で取り組む

態勢と地域を取り込んだ「指定事業実践報告

会」の確立を図りました。

平成13年度から平成14年度まで、独自の校

内目標管理（平成15年度から全県公立学校に

目標管理導入）の定着を図る実践も行い、授

業のあり方を問う教員自身の自己評価に、学

校評価連絡協議会を設置し、外部学校評価を

導入し地域の意識を教員に認識させる取り組

みをしました。

ここでは、目標管理によるマネジメント手

法において、数字合わせのための成果ではな

く、いかに教員自身に「やる気」を起こさせ

るかを求める自主的成果主義として導入した

のです。

4)恩人4

平成12年4月21日の県校長会での忠告を、

当時の県校務指導監から耳打ちされました。

「皿田さん、福山地区の校長先生の中に、

あんたが校長になったことを快く思っていな

い校長先生がいるが、気にせず学校づくりを

してもらいたい」。
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この言葉をもらったとき、「命をかける決

意はできています」と答えました。

『世の中の人は何とも言わば言え、我が為

す事は我のみぞ知る』（坂本龍馬）の言葉を

心に落としており、また、この新設校が失敗

に終わりますと、次に県教育委員会が推進し

ようとする今後の教育改革に大きな影響を及

ぼすため、『命』という言葉を発したのです。

つまり、単位制高校の確立という新設校の

重責を自覚せざるを得ませんでした。

そのため教育の方向性を明確にし、より教

育内容の深化を図り、制度に載って新しい発

想を基に行動を起こし、学校の特色づくりを

求める環境づくりが必要と考えました。

学校のコンセプトは、教育課程からくる教

育内容を明確にし、旧態依然とした教育から

の脱却をして、県民や地域にアピールしてい

く特色のある教育活動を確立することにあり

ました。

それによって、「今、何が出来るか」を自

問しつつ、アイディアを具現化するために、

素早く、わかりやすく、大胆に行動を起こす

ことに集中をしておりました。

その背景に、広島県内初の単位制高校を確

立するために、どんな障害があっても、これ

を乗り越えて、定時制のイメージを変え、教

育改革を具現化するという強い意欲を持ち続

けることができたといえます。

完成度の高い単位制を求めて

教科・科目の選択肢を積極的に導入し、年

次の枠組みを排除した教育課程の編成の確立

に努めました。

単位制の原点でもある74単位修得による3年

修業を可能にし、無学年制における単位履修

と年次・部を超えた選択システムを導入した

のです。この背景に、基礎・基本をベースに

多様な選択科目を設定し、標準および発展科

目を設定することにより、個々人のライフス

タイルに応じた科目が選択でき、自ら時間割

の作成も可能にすることができました。

また、無進級制度によって、単位の履修と

修得を異にする単位修得制度を確立させるこ

とができたのです。

柔軟な単位認定の積極的な導入では、過去

在籍した他校の修得単位の認定や実務代替、

高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検

定）の他、学校外におけるボランティア活動

・インターンシップ、高大連携・高専連携、

公民館サークル活動に会員として参加すれば、

単位認定する「学校外における学修等の単位

認定制度」の導入による単位認定を可能にし

ました。

また、2期制に伴う半期完結型単位認定や半

期分割型単位認定を導入し、4月・10月入学、

3月・9月卒業を具現化できたのです。

その他、「総合的な学習の時間」の地域人材

活用の導入や生涯学習機能を背景とする学者

融合の取り組み、および聴講生制度の積極的

な導入を実現させることができました。

この聴講生制度は、単位制制度を活用して、

リカレント教育の一役を果たす学校づくりを

追求することを可能し、地域の教育力を積極

的に導入する受信教育と、地域参加型教育と

して聴講生制度の導入による学校教育の地域

に対する発信教育としての生涯学習機能を確

立することができたのです。

平成12年度の開校当初の聴講科目は「情報

処理」「文書処理」の2科目でありましたが、

平成13年度以降は地域のニーズが高くなり、

「自然観察」「実用化学」「レクリエーション

・スポーツ」「音楽Ⅰ」「美術Ⅰ」「書道Ⅰ」「中

国語」クロスカルチャーコミュニケーション」

「家庭看護・福祉」「生活園芸」「簿記」「文書
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処理」の12科目に増やしました。

また、聴講生制度は、正規の授業の中で生

徒と聴講生が共に学ぶものであり、生徒には

地域住民の「真剣に学ぶ後ろ姿」を見せなが

ら学ぶことの大切さを体感させ、社会人と共

に学び合う生涯学習の在り方を考えさせる教

育効果をもたらしました。

教員の意識変革

教員の行動ポイントとして、「自己の教育の

古い体質の先例主義や既成概念を破壊する」、

「追い詰められたときにこそ、新しい知恵が

創造できる」、「出来ない説明よりも、やる方

法を考えることに労力を注ぐ」、「パーフェク

トではなく、とにかく行動を起こすことであ

る」、「心配の先取りをしないことである」、「言

い訳をしないことである」、以上のような行動

ポイントを基に、あらゆることにスピーディ

ーに対応し、知恵を絞って新たな価値を創造

していくことが大切であると考えます。そし

て、教員一人ひとりが、高い識見と教育力を

持って、自ら積極的に行動が取れる資質を養

うことが必要といえます。

これらの行動ポイントを背景として、地域

・保護者などから、更なる信頼・信託を確固

たるものにしていくことです。

教員の教育力・指導力のポイントは、教員

は常に一専多能を自ら求めていくことを忘れ

てはなりません。つまり、教科の専門性を追

求すると共に、生徒指導・クラス運営・クラ

ブ指導など、多様な能力が求められるからで

す。

そこには、洗練された高い教育理念を持つ

ことが大切です。学校の本来の姿は、「行ける

学校」から「学びたい学校」へ、そして、洗

練された高い教育理念をもった教員集団に変

貌を遂げることによって、「どこで学ぶか」か

ら「誰に学ぶか」という意思ある学びの実現

ができると考えます。

社会の宝を育てる教育の追求は、人間の理

想を目指して行うものであり、生きる力と自

律を養う教育をしていくことにあると思いま

す。

そのためには、教員として教育の尊厳さを

自覚し、洗練された教育理念と高い教育力・

指導力を身に付けなければなりません。

おわりに

新しい学校づくりの中で、信頼の回復と地

域における存在価値を新たに築くことに傾注

してきました。そこでは、「破壊から創造へ」

という考えの基に、学習指導要領に基づいた

単位制という、新しい教育課程からくる教育

内容を求めていきました。

今川義元と「桶狭間の合戦」で、織田信長

に城に立て籠もることを重臣が進言した時、

信長は、『人、城を頼らば、城、人を捨てせん』

として、攻撃に打って出ました。

まさに、当時の4年間は、本丸も、山城も持

たず、攻めることのみの学校づくりと言って

も過言ではありませんでした。

このことは、統合・募集停止を受けた4校定

時制の取り組んできた、旧態依然とした教育

内容の「城」に頼り、それに甘んじて安住し

ていたならば、新設校の存在価値は失ってい

たでしょう。

その「城」に頼らず、新しい城である「単

位制という新しい教育」を創造する行動を起

こし、教育という「夢を描き」、「夢を追い」、

当時の県教育長の「楽しみながら学校づくり

を…」の心理を追求したのです。

その一歩を踏み出したことから、全てが

動いたと確信をしております。

混迷に喘いでいた教育が蘇ると共に、一
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種の定時制教育の幕開けでもありました。

この背景には、先生方個々人も、自ら研鑽

・努力して、教員としての教育理念の資質向

上を図り、本物の教育力・指導力を身につけ、

「新しい学校や新しい教育を、創造するのだ」

という、やる気と情熱をもって、今までの既

成概念の殻を破る勇気と実行力が原動力にな

ったいえます。

常に変化を遂げている社会にあって教育に

はゴ－ルはありません。

そのためにも、定期的に見直しされる学習

指導要領の改訂と同様に、教育課程は、年度

により常に点検・見直し、改善を図っていく

ことは必要不可欠と考えます。

『教育は国家百年の大計』です。

『未来からの旅人』であり、『社会の宝』で

ある生徒への教育を実践するためには、是非、

気力と情熱とやる気をもって、行動を起こし、

あらゆる事象に『仕事をやらされている』と

いう受動的な考えから、自ら積極的に『仕事

をする』という、能動的な行動へ、さらなる

努力をされることを祈念しております。

『道がつけば拓かれ、道あれば栄える』とい

う言葉を信じ、『我が道は一を以て、これを貫

く』という信念の基、すべては一歩より始まる

という想いの中で、新設校の取り組みを行って

きたのです。
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「『新しい学び』へ 開智の挑戦

―4・4・4制、異学年齢学級、習熟度別グループ授業、

パーソナルの時間等、開智独自の教育実践―」

開智学園総合部 校長 那須野 秦

はじめに

こんにちは。開智学園の那須野でございます。

お疲れのことと思いますが、午後に向けてのち

ょっとした時間としてお使いいただければと思

います。

開智のの取り組みということで、少しご案内

させてください。特にこれを使って段取りよく

説明しようと思っていません。今日ここに立っ

て、皆さんのご様子をうかがいながら、何か一

つでもためになるものがあればと、そのように

思っています。

まず、開智学園、開智と言っても、ほとんど

ご存知ないのではないか、これを心配しており

ます。どういうところかといいますと、都内に

向かって言いますと、JR 線をずっと上ってい
くか、あるいは大宮まで出ていただいて、そこ

からまた東武野田線というので横に走るので、

保護者の方もこう言います。｢大宮まではたま

に買い物に行ってもいいけれども、そこからま

た野田線に乗ってというのはどうかな｣という

形で、場所がどこにあるのかということ自体、

周知するのが大変だなというところで、教育実

践を行っているという学校です。

私自身は静岡のほうで教員をしておりまし

て、私立の教員をしばらくやっていまして、公

立に移って、これからやろうかなと思っていた

ところへ、「埼玉で学校をつくるので、一緒に

やらないか」と誘われて、女房に相談したので

す。「埼玉の方でこんな話があるんだけど、ど

うかな。僕はあまり気乗りしないんだけど」「い

いんじゃないの。都内の方へ行ってみようよ」

ということで、ぽっと出てきて、中高一貫の準

備室という形で、開智に入りました。

これは大変だったですね。埼玉第一高等学校

というのが、その前の校名としてはあって、そ

の学校自体、私は存知上げないのですが、教員

と子ども達が本当に懸命に取り組まないと、学

校の運営自体が難しい学校だったように聞いて

います。そこが中高一貫をつくるということで、

私、結局1年はほぼ授業もせずに、募集活動と

いうことで懸命に回りました。｢埼玉第一です

が…｣、ほとんど塾は相手にしてくれないわけ

です。そこにもってきて、初っ端から何とか結

果を出す子ども達を集めなければいけないとい

うことで、懸命に中高一貫の立ち上げをやりま

した。

その立ち上げの1期生とともにずっと上がっ

ていって、その1期生は、運よく面白い子が何

人か出まして、1年目の子ども達から東大が2名

出た。それをバネに、昨年あたりかなり結果を

出してきていると思います。東大も17名出しま

したし、医学系、薬学系もかなり出て、総計分

母ですると、たぶん関東エリアでもトップ層の

学校に入ってきたかなと思っています。

その子ども達と、じゃあねといって、今度は

小学校の建屋に入ってきた。私、高校が一番長

うございましたので、中学生を見たときに、「ト

ムとジェリー」じゃないかと思ったんですね。
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あら、これは大変だな、と。それがまだまだ十

分ではないうちに小学校を見たのものですか

ら、これはどうしたもんかなと思ったのが正直

なところです。けれども、何とか小学校を総合

部ということで立ち上げていこうということで

動き出しました。

いろいろな学校を見て、参考にさせていただ

きながら、それをアレンジしてつくり込んでい

った。今、これから教員になる若い人は、たぶ

ん小学校免許を持っていたほうがいいと言われ

る時代です。つまり、小・中・高、特に関西エ

リアというのは動きが早くて、小学校を立ち上

げるよといって、私どものほうにも立命館さん

とか、あるいは同志社さんとか、学校を見にき

てもらって、話をしていて、次の次のステップ

では小学校をつくり込んでいるのです。早いな、

関西は、と思ってびっくりしました。ですから、

たぶんこの動き、小・中・高の一貫の教育は、

全国的なうねりになっていくのではないかと思

います。

Ⅰ．4・4・4制、異学年齢学級

小学校を立ち上げようといったときに、いろ

いろな学校を見たのです。ものすごい校舎。東

北へ行きますと、ご存知のように、私どものメ

インの校舎よりも、廊下のほうがすばらしいの

ではないかという東北のパイロットスクールを

見にいって、びっくりしました。そういうとこ

ろへ行くと、いろいろあるわけです。10年前で

すと、国際教育エリアとか、何とかエリア。当

時、びっくりしたのは、学級をほとんど構成し

ない学校というのが10年前ある一部で考えて受

けていたようです。行くと、ロッカーがあるの

です。ロッカーがあるのですが、そこのところ

がホームルームだというわけです。子ども達は

ホームルームとしてのロッカーは持っているけ

れども、それぞれが個として成立していて、1

時間目は国際教育エリア、2時間目は数的何と

かエリアという形で、移動して学習をする。こ

れがメインという話があった。

それを見たときに、ぼんやり考えていた異学

年齢学級をつくるのだったら、そのスペースだ

けではなくて、そこにいろいろやることを埋め

込んでいったら面白いのではないかという発想

が、自分の中で固まっていきました。結局、私

達は子どもを伸ばせばいいわけです。伸ばすた

めに何が一番必要かという考え方をしたとき

に、学校への要請として高まってきている要求

を構成すればいい。ご存知のように、ものすご

い要求があります。そんなのに一々応えていた

ら、体が幾つあっても足りない。それもやりま

す、これもやりますというのはうそです。だと

すると、当時、何が一番大きな要求かなと思っ

たとき、やはり子どもの経験知の低さ。それが

しっかりないと、土台がないから、上へ積み重

なっていかないと思います。

要請として、私達のころには、年代的に大き

く言うと同じだと思いますが、地域でかなり遊

んでいましたよね。地域で遊んでいた人数とい

うのは、皆さん方の頭にぽっと思い浮かべる人

数って何人くらいですか。地域で朝から晩まで、

夜、｢何々ちゃん、帰りなさいよ｣と言われるま

で、ずっと遊んでいました。何人ぐらいが平均

値だと思いますか。私のころで恐らく7後半ぐ

らいが平均値だと思います。そこでたくさんの

経験をして理解したことというのが、自分の原

形となっている。これは恐らく確信が持てるこ

とだと思います。その当時、たくさんの経験し

たこと、上からは叩かれ、下からは突き上げら

れ、大変な思いをしている。そういう当たり前

のことが、今、なかなか成立しないですよね。

だったら、異学年齢の学級を学校としてつくっ

てしまったらどうかと思って、やってみました。

異学年齢。

これは感想だけ申し上げますと、プライマリ

ーと私達は呼んでいる小1から小4の部分です

と、これは当たり前ですが、自然な形で毎日が

フィールドワークみたいなのです。うちは4・4

・4といって、朝、ホームルームに行くと、小1

から小4がいるホームルームに行く。1時間目と

2時間目と3時間目は集団の時間。これは小学校

5年から中学校2年でも同じことをしています。
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朝、行くと、4学年がまとまっている。その4学

年で様々な動きをつくっていますが、基本的に

学習は、1時間目の集団と2時間目の集団、つま

り1時間目の英語と2時間目の数学、3時間目の

国語の集団は全部違う。20名の少人数に分かれ

ていく。その子にとっていうと、1時間目、2時

間目、3時間目、4時間目の集団は全部違います。

こういう形で運営をしているのですが、異学

年齢の動きというのは、やってみて、セカンダ

リーと言われている小5から中2の段階の動きは

すごく面白いです。小1から小4は、ほっておい

ても化学反応を起こして面白い。難しいと言わ

れている年齢のときに、いろいろ仕掛けてあげ

ると、本当に面白いです。

個人的には、高校でもやったらどうかなと思

うときがあります。ただし、高校はかなりの学

習集団として組織されています。例えば、開智

でも、上に上がれば上がるほど、学習の集団が

小さくなって専門化していきますので、完全に

学習集団となっています。うちは4・4・4と言

っていますが、いわゆる4・4・3・1です。最後

の1年は、やはり予備校といえば予備校ですね。

そういう形で運営していますので、最後の高校

生のところで異学年齢の集団をやるのはなかな

か難しいのですが、私は個人的には、今、一番

求められているのは高校生のところかなとも思

います。

Ⅱ．開智独自の教育実践

1.組織を学びリーダーを育てる｢異学年齢学級｣

子どもを伸ばすためにどうしたらいいかとい

うことで、幾つか考えてやっています。一つつ

くったのが、異学年齢の Team をつくりまし

た。異学年齢の Team です。先ほど申し上げ

ましたように、小1から小4、小5から中2という

集団をつくって、それがいわゆる学級になって

います。学級という呼び方になっています。そ

の学級で様々な取り組みを、実際に行ってみる、

これをやっています。

例えば、Team で「道徳」を行っています。
外部から、時に先生方が訪ねて見えることがあ

ります。関東の幾つかの学校と親しくさせてい

ただいて、見に来ていただいて、何だかんだと

話をすることがあるのですが、まず「Team 道
徳」のところでご覧いただくと、皆さんこうい

うことを仰います。「あれっ、それぞれの Team
でやっていることが全部違いますね。その辺は

難しいのではないですか、具体的には」と仰い

ます。

うちの場合には、Team で課題を見つけて、
その課題を一つ一つ検討していくことも、日常

の「道徳」の中に入っています。ですから、Team
によって課題は違いますので、出てくることも

違いますので、それぞれ Team で「道徳」を

構成してやっています。

その中には、例えばプライマリーでいいます

と、これも「道徳」と位置づけてやっているの

が、「Team 集会」という呼び方になっていま

す。1年生から4年生の子ども達が1時間、授業

をつくる。自分達でテーマを設定し、例えば学

校のほうから「挨拶をしよう」というアナウン

スを出したことは1回もありません。子ども達

はどうするかというと、自分達が、何か挨拶を

したいなという感じになってくると、「挨拶を

しよう」というテーマで集会を持つ。集会を持

って、前に出てきて、子ども達が劇をやります。

例えば、挨拶をすることによって、うまく遊び

に入れてもらえる例と、挨拶をしないことによ

って、なかなかうまく人間関係がとれないとい

うような例。これも実際に1時間かけてやって

みて、1年生から4年生、全員が活動して、みん

なで集会を持って、学級へ戻って話し合ってく

ださいまでで、1時間持つ。これも一つの「道

徳」と考えてやっています。

最近よく、受け売り的になることが多いので

すが、環境問題ということで、Team でそれぞ
れ考えてやってみたり。一番近々で見たのは、

セカンダリーという小5から中2のところでやっ

て、この前、面白いなと思って見ていたのは、

1学期に子ども達が教科のアンケートをとりま

した。1学期に教科のアンケートをとって、1学

期の終わりに担当の教員と Team の代表者と
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教科についての話し合いを持った。それを

Team に返してはいるのですが、さて、なかな
かそうはいっても、うまく燃えてこない、成立

しないような授業もある。どうするかというこ

とで、Team で話し合っている様子を先日見ま
した。やはり面白いですね。

例えば、ある Team に行ったら、そこは1学

期から Team カラーはオレンジで、オレンジ

のシャワーをかなり浴びられている。つまり、

やったアンケートは全部、教室掲示の中で子ど

も達に返していって、子ども達はそれをちゃん

と読んでいる。読んでいるなあということがよ

くわかるような「道徳」の時間を教科授業とと

もにつくっていこうということで話をしている

状態。

あるいは、隣のクラスに行きますと、実際に

学習してみようよ、言葉でなくて、とにかく学

習してみようといって、10分間ぐらい学習をし

てみる。やはり僕達はやればできるじゃないと

いう体験をもとに、そこから話を進めていく。

なかなか面白い内容です。

それができるのはなぜかと考えたときに、う

ちの場合、Team 合宿ということで4月にスタ

ートします。Team 合宿というのは、勉強合宿
です。プライマリーはやりません。セカンダリ

ー、あるいは学校として単位でいうと、高校生

の最後は、学校全体でずうっと年間合宿をして

います。Team で合宿をする。うちは4月に行

っています。総合部は4月にその合宿を行って、

2泊3日です。学年が上がると長くなって、神戸

の勉強合宿もあるのですが、総合部の年齢のと

きには、学内での勉強合宿で4月、スタートし

ます。勉強するだけです。普通の1日が終わっ

て、子ども達は宿泊施設に移動して、そこから

また新しい夜の学習が始まる。子ども達は何を

思っているかわかりませんが、非常に楽しいと

言って学習しています。

その中には、当然、5年生から中2という差が

ありますから、同じことをやるときもあれば、

結果として学び合いになるときもあります。中

2は小5に教えたり小6に教えたりするのが楽し

そうです。あるいは、小5、小6も、中1、中2の

お兄さん、お姉さんに質問をして答えてもらう

のがうれしそうです。もともとそういうことが

好きなのかもしれませんが、楽しく勉強合宿で

スタートします。

そして、Team の学習会というのを、これは
適時、Team 担任の判断でやっています。今の
ところ、九つある Teamのうち、Teamの学習
会を開いているのは3Team だけです。そうい

うことが何となくできている形をもう1回、「道

徳」の時間の最初の10分でやってみようか。そ

うすると、僕達できるじゃない。でも、できて

いない授業もあるのだよねという話にしてい

く。否定するのではなくて、肯定的な面を出し

ながら、「道徳」の時間を進める。

ある Team に行ったら、「表現」を取り入れ

ています。「表現」というのは、例えばですが、

子ども達に｢この授業は、言葉にするとどうい

う感じ｣「こそこそこそだよ」「わさわさわさだ

よ」と、子ども達はそのように解するのです。

それをベースにして、小さなショートの劇をそ

の場でつくっていく。つくり込む中で、「道徳」

の時間として展開していく。

そういうのが意外とできるのはなぜかという

と、話が十把一絡げになってわかりにくい部分

があると思いますが、Team で｢表現｣という時
間をつくっています。これは年間を通じてつく

っています。プライマリーもセカンダリーも、

一つの Team で一つの演劇を―今、演劇と限

定しています。演劇をつくる。脚本も自分達で

とりあえずは最低限つくる。もちろん、あるも

のをアレンジしてもいい。舞台も自分達でつく

る。衣装も自分達で考える。監督も自分達の中

から選ぶ。全部自分達でやります。

劇自体はそんなに大したことない。観る人が

観れば、「何だ、これは。これできちんと教育

していると言えるのか」と言われるくらいの程

度です。だけども、子ども達がどこかで光り輝

いていて、かつ自分達でつくりますから、責任

はあるし、意欲は十分あるのです。

そういう「表現｣という時間を1年間通じてや
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って、演劇のプロに来てもらってやってもらっ

たり最初の頃はしながら、先生方も演劇集団が

やる指導の練習をやってもらいながら、最近は

自分達でやっていますが、そういう形で体験的

にやってみる。子ども達と投げて返して、投げ

て返してというようなことを日常的にやってい

る。

やっていると、それを教科に戻したときにも、

何とかついてくる。これを言葉で表現してみよ

うぜ、あるいは前に出てきて「君、何々先生の

役で、最初の2分やってみてよ。どんな授業な

の？」、そうすると、その子どもが始める。周

りからやいのやいの入るわけです。｢そんなん

じゃないだろう｣と。そのような「道徳」を展

開しているクラスもある。

もう一つのクラスを覗いてみると、これは数

学をやっているのです。数学をやっているとい

うのは何かというと、子ども達からどんどん意

見を出してもらう。｢先生、あの授業、全然う

るさい｣「みんな好き放題しゃべっているよ」

と言うと、教員のほうで、「そうか。でも、そ

うするとあれだな、わかったことが一つあるね。

緊張してしまって、誰も何も一言も発しないよ

うな、そんな授業ではないということだけは、

ここでみんなわかったね」なんて言いながら、

少しずつ論理展開を筋立てて子ども達に持って

いくというようなことをするとか、様々な道徳

的なアレンジがあるわけです。そのような

Team の動き、「Team 道徳」という形で動か

している時間があります。

「Team体育」というのをやっています。Team
で体育をやる。担任が体育をやります。そうす

ると、委員会活動と結びつきながら、面白い展

開があります。例えば、廊下を走らないという

ことをこちらからアナウンスするのではなく

て、子ども達が廊下を走らないためには何をし

たらいいだろうということを考える。考えると、

例えば廊下に造形物をつくって置けば、走りに

くくなるだろうという発想が出てくる。あるい

は、Team 対抗の何々大会、スポーツ大会みた
いなのを企画して、実行させてくれよと来る。

「よし、わかった。やってみようね｣という話

をする。

どういうことが起こるかというと、外で異学

年齢で戦う集団になって、単純なことでいいで

すよ、例えば大縄跳び、そういうことに熱中す

る。当然、中2や中1は勝ちたい。小3、小4も勝

ちたい。小1、小2を小5、小6を鍛えなければな

らない。けれども、うかうかしていると、小5、

小6のほうが上というよりも、小2だって小4よ

りすごい子は何人もいない。

結局、走らないようにしようではなくて、外

で大縄跳び大会をやりましょうというのが、中

でぶつかる可能性を限りなく低くする方法だと

いうことで、子ども達が誘導してくれる。それ

に我々が乗っかっていく。このような形で、例

えば委員会と「Team 体育」が融合して、学年
の大きな動きになっていく。「すごいね、君達」

というような形。これがまた集会につながる。

もちろん「Team の時間」というのは持ってい
ます。｢表現｣の時間があって、｢ Team 道徳｣

があって、Team でやる「パーソナル｣という

時間を持っています。

2.自ら学ぶ力を育成する「パーソナルの時間」

「パーソナル｣という時間は、子ども達が小1

からずっと自分達で、最初は4時間やっていま

したが、教科のほうからの突き上げも厳しくて、

今、2時間になっていますが、2時間、自分で学

習を組み立てるという時間として持っていま

す。

これも開校時に、幾つかの大学を一生懸命回

らせてもらいました。トップと言われている幾

つかの大学に行って、無理して教授にお会いす

る時間をつくっていただいて、｢いやあ、自分

達は新しい学校をつくろうと思っているのです

が、先生だったらどういう時間をつくりますか｣

と、何人もの方に聞きました。トップ校でもこ

う言いました。つまり、我々のところに来てい

るのは、情報処理の力はすごい、テストを出せ

ば各校のトップの子ども達が来ています。でも、

自分で問題を立てることができないのです。こ
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の傾向が各大学、共通でした。どうしたらいい

だろう。思い切って、時間を子ども達に投げて

みる。計画のところから、全部あなたが考えて

やりなさい。何をやってもいいのですと言って、

始めます。

最初の年は、普通これは反対されてできない

のですが、小1から小5の同時募集で、複学年募

集に成功しました。埼玉の淑徳のカワゴエ先生

などに本当にお世話になって、いろいろなとこ

ろの反対もあったのですが、教育委員会も全部

回って、自分達は異学年齢をやりたいのだ、ぜ

ひお願いしたいということで、結局、時間がか

かりましたが、ようやく議会を通って、みんな

オーケーだということになったので、1年から5

年の複学年の同時募集をやりました。最初は面

白かったです、1年生から5年生へ行くわけです。

何でそんな話をしたかというと、一番パート

ナーができなかった学年が5年生なのです。4年

生でのパートナーなんて言われても、どうしよ

うもなかったです。「先生、どうしたらいいの。

何したらいいの」と。一番できたのは、新1年

生です。新1年生が先生です。見てこいと。君

達は、与えられて何かやるとか、まとめるとか、

問題を解くとか、そういうことはできるけれど

も、見ろと。1年生達は勝手にやっているので

す。外で遊んでいる子もいれば、本を読んで読

書会をやっている子もいれば、何か物をつくっ

ている子もいれば、お父さんお母さんがつくっ

てくれた問題をやっている子もいれば、英語が

好きだという子もいる。

小1から5時間、英語の時間を持っています。

オール・ネイティブの時間。小5から6時間です

が、小6からは3時間、3時間です。3時間ネイテ

ィブ、3時間日本人教師、そのうちの1時間は日

本人教師指導ですから、オールでいうと4対2、

2時間ネイティブがセカンダリー。プライマリ

ーの5時間はオール・ネイティブです。3時間が

セマンティック・ユニットといって、テーマ学

習。あとの2時間はアートとミュージック、TT
です。ネイティブと音楽の先生、ネイティブと

美術の先生、それで5時間やっている。そうい

うことで、英語の学習をしようという集団がで

きる。ちょっと大きくなると、数検集団ができ

る。漢検の集団ができる。様々な集団がそれぞ

れ自分で勝手なことをやっている。

ただし、計画書は担任のところへ集約される。

そして実行して、チェックしてということです。

中には、小1からそんなことをやるのかと。家

庭に迷惑をかけるではないかとか、いろいろな

こともありましたが、それぞれ Team でこな

して、自分達の「パーソナル｣をつくっている。

セカンダリーになると、それが探究という形

になります。恐らく先生方のところでも盛んに

やっている部分だと思いますが、探究の時間が

あります。自分でテーマを決めて、1時間探究

を重ねて、そして中間発表から、最後は製本ま

で持っていくというところへ、「パーソナル｣の

時間が収斂されていく。

つまり、Team という時間の中で学ぶものは
ものすごくたくさんあるというのは、やってみ

るとよくわかります。子ども達がどういうふう

に孤立化しているかというのが、すごく見えて

くるのです。我々が当たり前だと思っているこ

とが、既に当たり前ではなくなっているという

ことです。必要な経験をしていない。例えば、

こういう経験をしていない子は、徹底的にだめ

です。逆説的になりますが、「入れて｣と言って、

｢ダメ｣と言われたことがない人が増えているの

です、端的に言うと。そういう子ってこれから

何を学ぶかといったら、ほぼ絶望的です。そう

いう経験をしていない子が一体何を学んで、ど

ういうことになっていくかというのは目に見え

ている。

面白いのは、小1あるいは遅くとも小5ぐらい

から、そういう経験をたくさんさせてあげない

といけないと思います。何かをやればトラブる

わけです。誰かが何かをやりたいと思えば、ト

ラブります。問題が発生するに決まっている。

例えば劇をつくるといったって、40人の思いが

違う。小1から「リーダーズシアター」という

形で、音読劇をやっています。かなり丁寧に1

年かけて、「言葉」ということでテーマ学習と
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してやっていますので、小1でもなかなか手強

い。何かやろうと思っても問題が常に発生する

装置になっています。いろいろな場面がありま

すから、それを一つ一つ解決していかなければ

ならないとなっていくと、大変ですが、保護者

の方々の理解をなかなか得られない部分もある

けれども、そういうことで過ごしていくと、何

かいい形のものにつながってくるのかなという

感じは持っています。開智の「道徳」という価

値観です。

だいぶお疲れでしょうから、学校が違う方と、

後ろの方でも結構ですが、ペアをつくっていた

だければと思います。隣の方で結構です、自己

紹介をしてみてください。もしかしたら、時間

が経っていますが、初めての方で、まだお話を

したことがないとしたら、3人でも結構です、

隣の方とちょこちょこという形で、「ふだんは

こんな授業を展開している那須野です」と。私

でしたら、「何回研究授業をやっても、おまえ

の授業は遊びが多過ぎて話にならないなと言わ

れている那須野です」、この一言で結構でござ

います。お疲れの場合はもちろんやっていただ

かなくて結構です。隣の方とアイコンタクトが

もしとれたら、あるいは中心になっている方は、

指導されている方だと思います。「こんな指導

をした何々です」と一声かけてもらえませんで

しょうか。二人顔を見合わせていただいて、一

言で結構です。両方やっていただきたいのです

が、まずお一方、こういう形でやっていただけ

るとありがたいです。ちょっと時間をとります。

ありがとうございました。こんな授業をやっ

ているということを本当はアピールして、三つ

ぐらい挙げてもらって、「私の授業はこんな授

業だ」と、そこでインタビューをとって、「こ

ういう授業ですよ」、ワーッというふうに持っ

ていきたいところですが、ここは責任取ってい

ただきまして、どんなお話をされたでしょうか。

○受講者 教師としての姿勢はどうかなという

のを、私は確認しました。

○那須野 ありがとうございます。

代表して一声いただきましたが、自分の教師

としての姿勢をある言葉にして発してくれたん

ですが、何となくわかるのです、ちょっと見て、

話をちょっとしただけで。ああ、魅力的な人だ

な、ということがすぐわかると思うのです。よ

く子ども達にも、実際朗読をやるときにも、正

解はもちろんないです。正解なんかあるわけは

ありませんね。またこの時代ですし。そうする

と、子ども達というのは意外と応えてくれる。

例えば、今のペアで、今度は逆に、ここ3カ

月以内で、管理職の先生は、担当の教員の先生

を褒めたことについて、教員の皆様は、教務を

中心として学校の中核の皆様だと思いますが、

子どもを褒めたことについて、今のペアの方に

少しお話しいただけませんか。

ペアの方は、「そうですか」と黙って聞いて

あげてください。「それはね」とか途中で言わ

ないで、「あ、そうですか」とにこやかに聞い

ていただく。子どもを褒めたら、これはたぶん

得意だと思いますので、10や20ではないでしょ

う。そんなことはないですよね。私も褒めたこ

とと言われると、あれっ、ぼくは褒めたかな、

ああ、きのう褒めたなと思い出しますね。

きのう、新聞づくりを5年生がやっていまし

て、5年生が新聞をつくるのですが、かなり本

格的につくるのです。大判でほぼ現物と同じ形

で全員でつくります。ある会社に行って広告を

とってくる。パワーポイントでプレゼンをつく

って、企業に行って広告をとってくるのです、

小学校5年生です。5,000円です。結構本気にな

って、相手にしてくれることが私の出している

条件です。相手に失礼にならないように、小5

だからではなくて、一流の企業へ行って、そこ

の営業担当が相手にしてくれることをやってこ

いということだけ指示しています。結構やりま

すよ。すごいパワーポイントをつくっています。

近くに東武動物公園というのがあるのですが、

そこへ行って、「この時期からこの期間まで、

子ども達は無料というのを勝ち取ってきた」と

いってくるのですが、それは相手の営業の一つ
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の手段だよねと、そういうこともあります。

あるいは、楽天という企業に行って、「楽天」

は、公用語が英語ですから英語でプレゼンをす

るという感じでやっています。大体、成績中位

クラスの子が、「やりたい、やりたい」という

子が多いのですが、その子達が英語でプレゼン

にいく。プレゼンにいって懸命にやりきるので

すが、向こうが本気になって英語で返してくる

と、答えられない。でも、その子達は間違いな

くこれから伸びますよね。その悔しさったらな

いでしょう。自分が一生懸命やっていって、や

っと相手にしてくれて英語で返してくれた、そ

れに答えられなかった私って何？という問題提

起は、かなり根深く突きつけられていますから、

その子達は間違いなく伸びると思います。

そういうことでいくと、最近褒めたのは、一

昨日の朝、子どもが新聞記事の取材だといって

自分のところに訪ねてきて、「開智の建築につ

いて10項目質問があります。お答えください」

といって、10項目話しました。きちんとした態

度で、考えもまとまっていて、質問の意味もよ

くわかりましたので、「私はあなたを尊敬しま

す。この時間を共有できたことをとてもありが

たく思います」というふうに返すことができた。

相手がすばらしかったから、だから自分も一生

懸命10分間共有したけれども、君のおかげだね

という形で、褒めたといえば褒めました。

さて、皆様方、先ほどの反対になっていただ

いて、ここ3カ月以内に生徒さん、あるいは担

当の先生に「ありがとう」と言った、あるいは

褒めていただいたことがありますかということ

で、少しお話しいただけますでしょうか。これ

も45秒程度とりたいと思います。

ご協力ありがとうございます。教員というの

は、飲み会などで見ていて、いつも、この人達

はすごいなと思う瞬間があって、それは果てし

のない物語なのですよね。皆さんそうでしょう

が、教員の飲み会って、子どもの話題でずうっ

としゃべっていますね。これはすごい。これは

もう能力ですね。

保護者のほうからよくクレームがあったりす

ると、私、クレーム担当者ですので行って話を

するのですが、「先生達はすごいよ、と。皆さ

んのお子さんのことで朝まで話す。わかります

かという気持ちで、すごく尊敬しているのです。

たぶんこんなことを話し出すと、また止まらな

くなってしまいますので、一言。申しわけあり

ません、前にいる方。

○受講者 私は普段の授業でやった小テスト

で、やさぐれていた子達がきちんと満点をとっ

たので、それを授業中に褒めたという話をしま

した。

○那須野 満点をとって褒められたら、またや

ろうかなと、こういうことだと思うのです。そ

うやって話しているときに、「ああ、そう」と

聞いてもらえるのは、すごくうれしいことのよ

うですね。

子ども達にもいろいろな形で話をしています

と、｢何かほかほかした気持ちになったね」と

話をするのです。「道徳」のときは、結局、何

が正解かというのは一切ありませんよね。君達

もそういう気持ちになって友達のことを考えて

いるあなたがいるということ、このことが最高

価値なのだ、と。すべて大体それでやっていま

す。そうでないと、意欲、好奇心というのは生

まれてくるはずがないということです。

重点6項目ということで、うちは全部これに

つながっていると思っている項目があります。

一つは、意欲、好奇心を持つということです。

自己肯定観をしっかり持ってくださいというこ

とで、ずっとやっています。開校8年ですが、

禁止事項等をこちら側から出したことは1回も

ありません。それはどのように工夫しても、こ

ちらの都合になります。私としてはこうしてく

れたらありがたいなとか、そういうことはいっ

ぱいあります。100でも200でも挙げろと言われ

たら挙げられるぐらい、いっぱいあります。こ

うしてくれたらいい、こうしてくれたらいい…。

でも、それは大人の都合だ。こちらから出さな

いということを、何を言われても通しています。

「開智というのは放任じゃないの」「しつけ
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をしないのではないの」と言われてもいいので

すか。しつけなんかこちらが踏み込んでいいの

ですか。そうではないですよね。見通しを持っ

て、子ども達をどういう形で信じるかというこ

とについては、いろいろな方策があるけれども、

しつけを学校は、何をしたっていうんですか、

という感じで、反対はありますが、意欲、好奇

心が出てくる場所はそういうところでしかない

でしょうという形でやっています。

それから、脳の機能を高めるというのが、う

ちのメインテーマです。脳の機能を高めるため

には、一つはトレーニングがあると思います。

あると思いますが、脳の機能を最高に高める場

所というのは、これは全教員が一致してくれと

いうふうにお願いしています。それはトラブっ

たときです。トラブったときしか本当には伸び

ない。これはなかなか難しいです。今もたくさ

んトラブっています。

ややもすると、トラブると誰かのせいにした

くなったり、分析したくなったり、これは親が

問題があるからだ、あるいは教師の問題がある

からだ、あるいは社会全体がこういう動きであ

るからだ、システムがこうだからだ。それぞれ

に正しい分析なのかもしれません。しかし、そ

れは私達に最終的には返ってくる。何よりも子

ども達がどうやって受けとめるか。そのためだ

けに我々はいるのでしょう。それが脳の機能を

高める最高価値だということで、トラブルはウ

ェルカムということで、失敗してということを

限りなく言っています。

あとは思考、推論の仕方ということです。こ

れはかなり中心のテーマですが、やっています。

何をやっているかというと、うちは学年という

のがものすごく薄い学校です。普通の学校は学

年で回っています。私は公立でやっていて、公

立は一番そうだったのですが、学年が学校みた

いなものです。学年主任がいて、その主任がし

っかりしていて、構成員の中に2人優れた人が

いれば、その学年は大丈夫。逆は、とんでもな

い1年になるのです、子どもにとって。そのく

らい学年で動いているというのが一般的な学校

のあり方だということで過ごしてきました。自

分も学年を持っていますし、学年でいろいろな

ことをやるのが楽しかったし、先生方と話をし

たり、計画したり、実行したりするのが楽しか

った。

でも、うちは学年は非常に薄いです。Team、
Team、とにかく Team でやっている。Team
が窓口ですという形で、担任のところ、そこが

一番大きいですね。

3.フィールドワーク・体験テーマ・探究テーマ

学年というのは、極端なことを言うと、やる

のは二つだけです。フィールドワークとテーマ

学習です。これは非常に珍しい例だと自分では

思っていますが、12年間一貫してテーマ学習を

持っています。1年生は「生活」。これは今、「言

葉」ということに重きを置いています。｢リー

ダーズシアター」という朗読劇。この朗読劇は

朗読で構成する劇ですから、受け手の側がやり

手の側よりもしっかりしていないと、成立しな

い劇です。なぜかというと、言葉だけで全部や

る。「おむすび、ころころ」と言ったら、全員

が「ころころ」とやらないで成立しないという

意味で、想像力で成立させるような劇だと思っ

ていますが、それを1年間かけてやっています。

2年生のときには、｢遊び｣という形で1年間取

り組んでいます。｢ネイチャーゲーム｣というこ

とで、これは教えてもらいながらですが。これ

もそうですが、子ども達は遊んでいないです。

つまり、遊びの中には工夫というようなものの

すべてがありましたね、私達のときには。例え

ば、遊びを楽しく成立させるためだったら何で

もやりましたね、遊びの中で。自分が楽しくな

るためには、相手との力の差があればハンディ

キャップをつけてでも、「僕は片足けんけんで

いいから」とか、様々な工夫をして、とにかく

自分が楽しくなるためには何でもやった。でも、

子ども達は意外と本当には遊んでいない。大問

題です。

論理矛盾ですが、｢遊びを、さあ、やろう」

と言っているわけです。その時点で、本来ダメ
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です。いいか悪いかといったら、そんな論理矛

盾はないです。遊びというのは、｢さあ、遊ぼ

う｣と言って遊ぶわけではなくて、誰がトップ

ではなくて、権力関係も全くなくて、自由で、

だから遊びで。最終的には、あなたに責任があ

ると言われるだけ。これが遊びだと思います。

こうなったら論理矛盾だろうが何だろうが、

遊び。やたらな遊びを自分達で考えて、何もな

いところで遊ぶ。遊べないのだったら、ネイチ

ャーゲームでその協会の方々に来てもらって、

最初は一緒に遊んでもらって、そこからネイチ

ャーゲームで、とにかく遊ぶ。2年のときに出

かけるので、雪の世界で遊ぼうぜといって、自

分達で全部遊びを企画して、それを持って出か

けるのです。めちゃくちゃな遊びですが、遊び

を考えて。3年は米づくりということでやって

います。裏の水田を借りて、農家の方と一緒に

米づくり。4年生のときには、物づくり。何か

物をつくるということで。物づくりで成立して

きた国ですから。物をつくるということの中に

は、すべてがありますからね。

自分が何者かというと、その限界みたいなも

のは、物づくりから知る人が多いと思います。

私は、すごく時間をかけて戦車のプラモデルを

つくって、スイッチを入れて動かなかったとき、

そのとき自分が何者かということを本当に知り

ました。ああ、僕って救いようのない不器用な

やつなんだ、じゃ、どうして生きるか、という

ことをそこから考えるのです。そういうことっ

てあって、自分と向き合うということが、手作

業で様々なものをつくり込んでいくことで、初

めて自分が気づく。そういう機会が本当になく

なってきてしまった。これは大変なことだとい

うことで、物づくりを今やっています。なかな

か難しいですが、とにかく手で物をつくる。

5年のときには、新聞。売れる新聞をつくる。

今、100円で売っています。大体100円ぐらいの

価値はあるかなと。広告もとりにいって、時々

断られるのが面白い。丁寧に断ってくれる。つ

まり、本気で相手にしてくれるということです。

だから、僕は褒めてあげます。「よーし。そこ

までやって断られたのは、どうだ、相手の営業

の担当のどこが出てきた｣｢営業部長さんが出て

きてくれました｣｢そうか、部長が来てくれたか。

よかったな。断られて何ぼだ」というような新

聞をつくっています。

6年のときには、テーマが「交流」というこ

とで、自分達で交流のテーマを探します。年に

よっていろいろ違います。地域づくりの年もあ

れば、とにかく交流であればいいということで

やっています。新聞から交流を探してくるグル

ープ、交流について考えるグループ。

今、一番できていないのは、隣の子と交流が

できない。隣の子と交流ができないのだったら、

どうやって「私達」という世界に行けるのです

か。どうやって「全」という世界に行けるので

すか。これは行けるはずがない。何年かして隣

にイスラム圏の人が住んだら、どうするつもり

だという話をよくしています。そんな遠い未来

ではないのだよ。その隣の同質のある異質を理

解できなくて、本当の異質をどうやって理解す

る自分が成立するかということを、がんがん、

やいのやいの言っています。6年は「交流」で

す。

7年は、「仕事」という形で一つのグループを

つくってやっています。仕事を通じて考えよう

というワークをしています。今、一番面白いと

ころです。つまり、今までは何か仕事があって、

それに対して自分を適応させるということで何

とかしのいだけれども、これからは違うでしょ

う、と。これから世の中をつくっていく仕事っ

て、何？そういう一番面白いところにいるのだ

から、それをやらない手はない。

学内の仕事に目を向けて、お金がない学校で

すので、できるだけみんなでやろうやと。直す

ところはみんなで直そう。ペンキ塗るところは

みんなで塗ろう、そういう仕事を探せ、実行し

ろというグループをお願いしています。

もう一つ、今年は、8年生。8年で、最初の年

の1年生が出ていく年ですので、一貫部と合流

する年になります。合流に向けて全精力を注い

でいくというグループ。その中心には3つぐら
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いのテーマ。もう一つは、次の年、フィールド

ワークでどこへ行くかを研究する地域探究とい

うグループ。7年生は3.5くらいの比率でやって

もらっています。8年生は探究の中間まとめと

いう形の学年ごとのテーマ学習とフィールドワ

ーク。

1年生は、1泊でとにかくお泊まり。自分の役

割を果たす。2年は2泊で雪の世界へ行って雪の

遊びを考える。3年、5年、7年は野外活動。こ

れは大学を回っていろいろと聞いて、「先生だ

ったら学校で何をやりますか」と聞いたときに、

これだなと思った答えはこうでした。

「あなた方、外へ出て行くでしょう」「はい。

4泊で考えてください。予定調和的にやるのだ

ったら、やめなさい。全く予定調和のない、ち

ょっと怖いけれども、子ども達に全部放り投げ

て、1日過ごさせるという覚悟があるのだった

ら、野外活動がいい。外へ出ていって、1日自

分達で企画して、失敗して、こうでもないああ

でもないといって、やいやいやってくだされば」

と言われて、「わかりました。思い切ってやっ

てみます」と言ってやり出したのが、3、5、7。

都合3回の野外活動です。全部自分達で準備し

て、テントも張って、食材も考えて、コンテス

トをやって、まき割りから全部自分達で準備し

て、考えていって失敗する、こういうことをや

っています。

自分がやってきたのはどちらかというと、「早

くしろ、飯食えなくなるぞ」とか、あるいは飯

づくりで遊んでいる子に、「ふざけてんじゃな

い」と文句垂れてみたり説教してみたり、そう

いう野外の活動が多かったのです。今はかなり

子ども達が自分達でやっている姿を追っていっ

ています。

もちろん、危ないときには係の先生だけでは

足りませんので、フィールドワークの得意な方

の集団にちょっと手助けしていただいてやった

りしています。特に3年生は、かなりドウジン

のところですので、湖にこぎ出そうかといって

「オー」なんて言っていますが、こぎ出して帰

ってこられないと大変なことになりますので、

ちゃんとシフトは引いて、その中で大いにやっ

てもらったりしています。

4年生は農業体験ということで、ある地域に

出かけていって、とにかくそっちの爺ちゃん婆

ちゃん、おばちゃんおじちゃんと触れ合う。民

宿ですから、民宿の方々には、こうお願いして

います。「自分の子どもだと思って、何でも言

ってください。めちゃくちゃ悪いことをしたら

怒ってください」。今年あたりはかなり面白か

ったようです。爺ちゃん婆ちゃんなり、父ちゃ

ん母ちゃんというのは、結局、自分の子どもに

は何を言っても受け入れてもらえないみたいで

す。何も聞いてくれない。それを突然あらわれ

た子ども達が、「へえっ、おい」って聞いてく

れるので、かなり長い時間付き合わされたと。

お爺ちゃん、お酒が回って大変だったという話

もあるぐらいで。交流ができる。そんな形で4

年はやっています。

6年は、海。とにかく海の生き物と対話する

ということで、面白いです。自分が行って見つ

けてきたところで一番面白かったのは、海に36

5日出ていっている自然の探究者というお爺ち

ゃんがいて、その人と知り合って、「ああ、こ

こはこいや」「あ、そうか。絶対来ますよ」と

いって。でも、隣には東大の理科研究施設が併

設してあって、そこにもお邪魔したいといって、

そこにも行った。

東大の先生は、「ああ、あのお爺ちゃんね。

どうしようもないね」と言うわけです。爺ちゃ

んに聞いたら、「ああ、ダメダメ。あんな東大

なんかダメ」と言うわけです。子ども達はその

どっちも体験するのです。どっちがいいと聞い

たら、みんなは「お爺ちゃん」といいます。な

ぜかというと、その場でウニをむいてくれた。

食べさせてくれるということで、これは圧倒的

にお爺ちゃんの勝利だったですが。

でも、そういう対極にある研究者のところで

お互いに話ができたり、あるいは質問できたり

する時間がとれる。海というのは非常にいい教

材です。山に比べると非常に探究が楽しくでき

ます。
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8年は、自分達で企画する旅です。北海道に

行こうが、沖縄に行こうが、海を渡ろうがそれ

はいいけれども、説得する材料をきちんと準備

してくれという形でお願いをして、つくってい

ます。

学年はだから非常に薄いです。その二つしか

ないです。週2時間しかありません。その中で

問題も発生することもありますが、うちは学年

は薄くやっています。そのかわり「Team の時
間」というのを手厚くやって、異学年齢での活

動を徹底して保証している。それが必ずや学力

を伸ばすと信じています。

先ほど申し上げましたように、これで4・4と

きて、中高一貫の中3と合流します。非常に心

配していました。何を心配していたかというと、

合流したときの学力差です。言ったら悪いです

が、見かけ上の学力差はあるに違いないと思っ

ています。なぜかというと、うちに来る子ども

達というのは、大体小学校4年生から塾へ行っ

て勉強しているのです。4、5、6、少なくとも5

年、6年と徹底して、お父さんお母さんと食事

をしなくても塾に行って徹底してやってきてい

る子ども達です。それに対してうちは、外へは

行くわ、一応勉強はやっていますが、解法のた

めの何とかというのはやっていませんので、圧

倒的に見かけ上の学力は普通そっちが上で、引

け目を感じてしまうと思っていたのですが、意

外とそうではない。もちろんテストをやると、

一貫部に来ている子どものほうが上のことが多

いです。

けれども、成績上位者、上位何名とやると、

トップのほうは総合部出身者ということが多い

です。今年も1位と3位、4位あたりは、総合部

出身者で埋めています。非常に力強い学力とい

うのですかね。いろいろなタイプの子がいます。

とにかく家庭科も全部完璧でなければ嫌という

女の子とか、やや適当な男の子とか、いろいろ

いますが、そういう形で学力を保証していく、

子どもの伸びを保証していくということでいう

と、これからですが、頑張ってやっていかなけ

ればという責任を痛感しています。

Team という形で、私どもとしてはベースを
つくって、そして個に焦点を当てています。何

年何月に生まれたというのは変えられないです

が、現住所というのは恐らく幾らでも変わって

いくし、近未来的には何年生だからこのことを

習うとかいうことは、恐らくなくなっていくの

ではないか。私達はトライしましたが、それは

認めていただけませんでした。それはダメだよ、

勝手な飛び級みたいなことは構造的に許されま

せんよと、その辺は認めていただいておりませ

んが、やれることはやっています。英語なんて

いうのは全然関係ないわけですから、そのあた

りでかなりやれることを進めていこうかなと思

っています。何か成立してきたときにあわてな

いように、一番根源的なことから物を考えてい

く。普通に考えて、どう見てもこの学年の子よ

りも下の子のほうが論理構成が上だ、理解能力

が非常に高いということも間々ある。だったら、

そういうふうに応えてあげないといけないとい

うことで研究を重ねています。

あと、うちの面白いところは、自分が経験し

た中で言いますと、ここまで自分達で運動会を

つくっている学校を知らない。運動会自体は、

見に来ると、何だ、これは、というぐらいしょ

ぼいです。見ている人は面白くないのではない

かと思うぐらい、しょぼい。けれども、最初か

ら最後まで全部自分達で、今年は Team によ

って担当を替えました。この Team は会場の

準備、この Teamは接待、この Teamは何々、
全部 Team で確定してやっています。1年生か

ら8年生までが、Team で燃えていくというよ

うなことをやっている。全部自分達でやってい

る。そのために運動会があるのだろうと思って

います。

もう一つ、開智発表会というのがあるのです

が、これも辛気臭いといえば辛気臭いです。お

となしいといえばおとなしい、派手さがないと

いえば派手さがない、地味といえばダイレクト

に地味。だけども、そこで準備している1年間

の学びを集約して、みんなに知らせたいんだ、

見てほしいんだ、という気持ちは、子どもの中
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では非常に熱いものがある。これが質的に一歩

ずつ上がっていく唯一の方法だろうと思いま

す。つまり、何かがあって、これが突然飛躍す

るということはないだろう。地味だと言われよ

うが何だと言われようが、指導しないと言われ

ようが、とにかく子ども達が自分達でつくって

いく正味のものを信頼して教育活動を地道に進

めていくということ以外、自分達の進む道はな

いのだろうと思ってやっています。

4.一人一人の学力を最大に伸ばす「習熟度グル

ープ授業」

習熟度みたいなこともやっています。習熟度

で今トライしているのは、自分の目の前にいる

子どもに適する視点をつくりましょうというの

を数年前から徹底してやっています。ですから、

その集団によって全部テストが違う。評価もそ

の集団でやってくれと言っています。ですから、

一番下のクラスの評価点でいうと、10段階の7

と、一番上のクラスの4という子が生じてしま

うということもあえてやっています。トータル

としては、5段階に直したときに、あまり激し

く下にならないようには気をつけてねぐらいは

言っていますが、思い切ってそれぞれの集団に

対して最適なテストと言っています。それがよ

しんば教科書レベルになろうが、やむなしと言

っています。

今、ミニマムはあるけれども、それにこだわ

っていたら、その子がつらかろう。そういう集

団があるのだったら教科書レベルでいってく

れ、そしてそれを評価してくれ、と。その子が

伸びる時間というのは、もしかしたら高1の夏

休みかもしれないではないか。そのときに困ら

なければいい。今、できる・できないというこ

とよりも、そういう必要になったらそれをやっ

てくださいということで、先生方は大変でしょ

うけれども、それぞれが全部自分の担当のテス

トをつくり、そして自分の評価を相手に伝え、

これは保護者に納得してもらわないととんでも

ないことになりますので保護者と連絡をとり、

こういうことですということで、今、始めてい

ます。全教科というのはなかなか難しいので、

今やっているのは数学だけです。

習熟度自体はなかなか難しいですね。つまり、

目的が単一であって、極端な話、中学受験のト

ップ層をさらに3分割するということだったら、

うまくいくに決まっていますが、学校というの

はそういう場所ではありませんので、当然なが

ら習熟度というのは問題を抱えて、試行錯誤を

して、ただひたすら繰り返して、どんなうまい

方法があるのかな、何かないような気もして、

難しいですが、とにかくやるのだということで、

子どもに最適なものをということでやっていま

す。

結果的に、うちが投げている平均が、普通示

されているもの掛ける1.25だったり、1.45だっ

たりすればいいなという程度のことしか今はで

きていないのが実態です。補習もかなり強烈に

一貫部ではやっています。

うちの一番の特徴というのは、上位層ほど塾

へ行っていない。それで今出している結果だと

いうのは、これは結構――自分は反対していた

のです。つまり、面倒を見過ぎるというのはよ

くないとずっと主張していたのですが、結果と

しては徹底して面倒を見て、上位層がずっとく

っついてきて、夜、一緒に学習して、そして自

分の目指したトップ校に入っていくという姿を

見ていると、自分のやっていたことは、もしか

したら半分以上間違いだったのかな、そんなも

の自分でやるものだ、そのためにやっているの

だと言っていたのが、今の現状から言うと間違

いだったなと深く反省しています。

先生方が朝晩、徹底して指導を繰り返してい

る。学校として何かできる子をねらって引っ張

り上げるということは全くやっていません。絶

対やるといったら、やる。自習室はずっと開い

ていますし、夜も8時、9時まで、残りたい子は

やっている。休みのときも来ている。みんなで

実績を上げていく。薬学系もかなり手厚くなっ

てくるのではないかと思います。早慶も非常に

手厚くなってきました。そういうことで学校全

体が伸びていく。
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さらに、本物の学力は何かということで突き

詰めていこうというのが、学校の姿勢です。き

ついですが、本物はどこにあるのだということ

で、徹底してみんなで探求していければいいな

と思っています。

4・4・4ということで言うと、4・4・4のよさ

というのは、途中で、音が好きだといったら、

グーっと音の世界へ入っていってしまうことが

許されることが一番の魅力だと思っています。

例えば、ゲームが好きというのだったら、いい

です、それは。与えられたゲームが好きという

のは、そんなことは何の意味もないでしょう。

音が好き、聞くのが好きというのはいいですが、

自分で音をつくるところまでいって、あるいは

自分でゲームって何だろうというところまでい

って初めて意味があるとすると、分断されると

なかなかそこは行けない。そんなところまで行

って帰ってくる余裕はないです。高校なんて2

年半ですから、そんなところへ行ってしまった

ら、そのまま終わりです。どんなに能力があろ

うとも。だけども、4・4・4というのは1回ドー

ンと好きになって、ゆっくり帰ってこれます。

高1の後半、高2の初めぐらいまでに気がつけば、

大体の子は何とか、自分の好きなことにボカー

ンと行っても。しばらくの間、シンカイブ然と

してやっているわけです。必ず戻ってくるとい

うのはわかりますね、見ていると。あ、この子

は戻ってくる。そういうことが4・4・4の魅力

かなと思います。

おわりに

概略を急ぎ足でお話し申し上げました。自分

の感覚からすると、高校生が今本当に求めてい

ることが、その中にあるような気がします。自

分も高校が一番長いものですから、高校生が一

番好きですし、やりやすいです。だけども、そ

このところで使えるソースが、小学生や中学生

からいっぱい教えてもらっているような気がし

ます。もし今、自分があのころの高校の教師に

戻れたら、あの子達にやってあげられることが

もっとたくさんあったのだなということを非常

に思っています。「おまえら、やっておけ」と

いうふうに過ごしていたことのいかに多かった

かということを強烈に反省している状況です。

時間のほうもちょうどいいようですので、も

し何か使えることがありましたら、ぜひ使って

いただければと思います。いろいろご迷惑をか

けました。ありがとうございました。



- 124 -

「カリキュラム開発とその評価」

筑波大学人間総合科学研究科 准教授 根 津 朋 実

はじめに

こんにちは。根津と申します。よろしくお願

いします。

先ほど、名簿を拝見しました。校長先生、教

頭先生、あるいは教務部長の先生、そうそうた

る方々がいらっしゃいますので、むしろ私がい

ろいろと教えていただきたく思いますが、1時

間半おつき合い願います。

唐突ですが、模擬試験を実施したいと思いま

す。実は、免許更新制の講師を担当しており、

そちらと本日の内容が若干重なりましたので、

このような趣向を考えました。

1.「模擬試験」

では、問題用紙と解答用紙をお配りします。

時間は別途指示します。

補足しますと、免許更新制では大体この倍ぐ

らいの分量のものを最初にお配りし、その後で

解答、解説をします。

まず試験、その後答え合わせとなりますが、

行き渡りましたでしょうか。それでは今から5

分、お時間を差し上げます。のちほど、Ａ4、1

枚の正答がありますので、そちらを参考資料と

あわせてお配りします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【模擬試験：問題】

問1 次の文は教育課程の定義について述べたも

のです。以下の問1-1、1-2に答えなさい。

教育課程とは、( ① )の訳語として使われて

いる用語である。( ① )の語源は、( ② )語の

「④ currere」であり、もともとは、「( ③ )」

を意味し、「人生の来歴」という意味も含んで

いた。

問1-1 ①から③にあてはまる語句を、カタカ

ナまたは漢字で記入しなさい。

問1-2 ④の読み方をカタカナで書きなさい。

問2 以下の文は、「2008年3月に告示された学習

指導要領」について述べたものです。正し

い内容が書かれているすべての文の番号

を、解答欄に記入しなさい。

(1)中学校と高等学校とで、「部活動」が必修

となった。

(2)小学校5年生から、「英語活動」が必修と

なった。

(3)小学校「総合的な学習の時間」は時数が

削減され、1998年告示の3割以下の時数に

なった。

(4)小・中・高等学校の学習指導要領が、「官

報」に告示された。

(5)中学校の内容として、イオンや二次方程

式の解の公式が「復活」した。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（5分経過）

はい、時間です。ここですぐ答え合わせでも

いいのですが、せっかくの機会ですので、お隣

の方、あるいは前後の方とお話し合いの上、答

案を良いものにしていただく時間をとります。

なお、｢問1｣はヒントの出しようがないものも

あります。｢問2｣、｢すべての文の番号｣とある

のですが、実は正しいものは一つしかありませ

ん。

では、5分差し上げますので、座席を移動し

たり、話し合ったりして結構ですので、口と手

を動かしていただきく思います。
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もちろん模擬試験ですので、いろいろ資料等

をお持ちの方は、ご覧いただいても結構です。

（5分経過）

はい。ここで5分です。あと1分ほどで解説に

移りたいと思います。

2.模擬試験の解答と解説（その1：問2）

｢問2｣から解説をします。

まず、問題文中「以下の文は、『2008年3月に

告示された学習指導要領』」とは、どういうこ

とでしょう。今日この場には、中学校、あるい

は高等学校の先生がお集りかと思います。今回

の学習指導要領改訂は、オンライン版でも見ら

れますが、冊子体に一つ大きな特徴があります。

小学校版には、幼稚園教育要領と中学校学習指

導要領がついています。そして中学校学習指導

要領には、これも同じく幼稚園教育要領と小学

校学習指導要領がついています。ところが、20

08年3月には高等学校の学習指導要領がまだ出

ていません。告示はもう1年後です。ですから、

「2008年3月に告示された学習指導要領」とは、

小学校と中学校の学習指導要領を指す、となり

ます。高等学校の学習指導要領は、冊子体を見

ますと、中学校の学習指導要領は含まれていま

すが、小学校は含まれていません。このように、

1冊の学習指導要領の中に、関連法規等は載り

ますけれども、他校種の学習指導要領が含まれ

る形式は、あまり見ません。これが何を意味す

るか、となりますと、小・中・高の一貫制に結

びつくだろう、と理解できます。

さて、問2の(1)番です。「中学校と高等学校

とで、『部活動』が必修となった。」、これはあ

り得ません。教職の授業で「部活動は教育課程

外」と言うと、学生は驚きます。「部活動で休

日出勤しても先生の手当は安い」と話すと、も

っと驚きます。高校生時代にあれほど打ち込ん

だ部活動が先生のボランティア精神によって支

えられていた、という内幕を、生徒は理解して

いません。かつては部活動とクラブ活動とがあ

り、両者を同様に扱う時期もありましたが、今

の学習指導要領や教育課程で、部活動は正課外

です。ただ、総則にごく一部、記述されていま

す。とはいえ、必修になったわけではない。そ

こで(1)番は正しくない、となります。

問2の(2)番、正式な名称は｢英語活動｣ではあ

りません。｢外国語活動｣です。学校教育法施行

規則、学習指導要領でもそうですが、教科名も

｢外国語｣で、｢英語｣ではありません。学習指導

要領の「外国語」のところ、「指導計画の作成

と内容の取扱い」に、「外国語科においては、

英語を履修させることを原則とする」というた

だし書きがあります。英語の先生はご存知かと

思います。小学校でも、｢英語｣ではなく、｢外

国語活動｣といいます。しかも、これは教科で

はなく、｢活動｣という言葉がつく。検定教科書

もないわけです。新しく教科をつくるのは、国

家的な大事業です。検定教科書の作成もそうで

すし、教員の養成は大学の課題となります。小

学校の英語ですから、中学校と同様というわけ

にもいかないでしょう。となりますと、誰が大

学で小学校の英語の授業を担当するか、そこか

ら始めないといけない。私の憶測に過ぎません

が、将来的に、英語は小学校の一教科になる可

能性が高いでしょう。ともあれ、問題文(2)の

「小学校5年生から」、学年は合っていますが、

｢英語活動｣ではない、｢外国語活動｣が正しい、

となります。

次は(3)です。「小学校『総合的な学習の時間』

は時数が削減され」、「3割以下の時数になった。」

というのは、いくらなんでも減らし過ぎだろう

と。大体、週あたり3コマあったものを、1コマ

減らして、2コマになった。減らした1コマは、

小学校5、6年生で、実質的に｢外国語活動｣にな

ったともいえます。「やはり総合学習は失敗だ

った、時数を削るべきだ」、「詰め込みへ転換だ｣

等と宣伝されますが、まったく逆の見方を「総

合的な学習の時間」の関係者は持つようです。

よくこれだけの削減幅で済んだ、まだ時間数が

残っている、という。

もうひとつ、学習指導要領には目次や並び順

があります。1998年版では、「総合的な学習の

時間」が目次にありませんでした。総則の中に
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入っていたのです。今回、「総合的な学習の時

間」が目次として独立しました。さらに、「特

別活動」よりも並び順が前にきました。義務教

育でいえば、学習指導要領の目次は、各教科、

｢道徳｣、（小学校の場合｢外国語活動｣があるわ

けですが）、そして「総合的な学習の時間」、｢特

別活動｣となります。ともかく、(3)の「小学校

『総合的な学習の時間』は時数」は減ったので

すが、3コマのうち1コマ減で済みましたので、

「3割以下の時数になった。」というのはおかし

い、となります。

(4)番は、先ほどのとおり、2008年に告示さ

れた学習指導要領は小学校と中学校だけです。

高等学校の学習指導要領はまだ告示されていま

せんでした。「官報に告示された」という箇所

は正しいですが、高等学校の学習指導要領はま

だ出ていなかったので、全体として誤りとなり

ます。

そして、(5)番です。「イオンや二次方程式の

解の方式」、私は中学校で学んだ世代です。「復

活」と書くのは少々ためらいもあります。見よ

うによっては、復活ではない、というお叱りを

受けるかもしれませんが、(5)番は極端に間違

ったことを述べたわけではない。一度消えたも

のがまた現れたという意味では、復活と呼べま

す。そこで問2の(5)は、正しいとします。

いかがでしたでしょうか。

3.自己紹介

今、レジュメでいいますと、｢0. 模擬試験｣

が終わったところです。「1．自己紹介｣を飛ば

して、「2．模擬試験の解答と解説」に少し入り

始めています。前後しますが、自己紹介をさせ

ていただきます。私は根津朋実という人間です、

専門がカリキュラムの評価と開発ということ

で、今日こちらにお招きいただいたと思ってい

ます。略歴や著述等はレジュメをご覧下さい。

そもそも「教育課程」と｢カリキュラム｣とい

う言葉、どうして二つあるのか、そこだけご説

明すれば、90分のお時間が終わる気もします。

いわゆる教育内容が「教育課程」という言葉に

あたるかと思います。この分野の専門学会とし

て、｢日本カリキュラム学会｣があります。この

学会が発足して20年以上経ちます。創設時に、

名称を｢日本教育課程学会｣にするか｢日本カリ

キュラム学会｣にするか、という議論があった

そうです。そのとき、「カリキュラム｣と｢教育

課程｣という言葉は違う、ということで、会の

名称は｢教育課程｣ではなく、｢カリキュラム｣と

いう言葉が採用されました。その理由は、もう

少し後で詳しく説明します。

4.模擬試験の解答と解説（その2：問1）

今度は「問1」の解答と解説に移ります。答

え合わせと解説です。「次の文は教育課程の定

義について述べたものです。」というところで

す。

「教育課程」とは「カリキュラム」の訳語と

して使われている言葉です。外国語の「カリキ

ュラム」を「教育課程」という言葉に翻訳した

のは、明治の初めごろです。そのときは、主に

大学の「カリキュラム」をどう日本語にするか

ということで、｢学科課程｣や「教育課程｣とい

う言葉が、翻訳としてありました。当時の英和

辞典に出ています。

行政の言葉として「教育課程」という言葉が

広く用いられるのは、明治よりもっと後です。

戦後、最初の学習指導要領は1947年版、昭和22

年版ですが、このころ｢教科課程｣と言っていま

した。どうしてこうなったかといいますと、当

時は連合国に占領されていましたが、学習指導

要領の中には、教科しかなかったのです。いわ

ゆる教科外活動がないのです。

1947年、もう一つ忘れてならないのは、6・3

・3制、厳密には6・3制です。以前、中央教育

審議会で9年制義務教育学校という言い方がさ

れていましたが、今その議論は足踏みしている

感じがします。小中一貫教育や、学習指導要領

に異校種のものが含まれるという事情を考える

と、校種間の連続性、これを接続と言いますが、

接続が重視されていくのかなと。そうしたら、

6・3制は時代遅れだ、という議論が出てもおか
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しくない。ジュニアハイスクールと言っても、

英語圏でこの制度が普遍的ではなくなってい

る、という状況もあります。

さて、昭和26年（1951年）、60年前ですが、

ここで｢教育課程｣という言葉に改められます。

その理由は、今で言う「特別活動」にあたる部

分が入ってきたからです。そこで、教科と教科

外とを併せ持つものとして｢教育課程｣という言

葉が採用された、となります。ここからです、

文部省が「教育課程」という言葉を広く使うよ

うになったのは。でも、「カリキュラム」では

なかったのです。このころはいわゆる生活カリ

キュラム、経験カリキュラム全盛の時代で、実

践ではカリキュラム研究が流行しました。○○

プラン等、各種のプランが試みられた時代です。

続く1958年(昭和33年)版の学習指導要領は、

連合国の占領が終わり、再独立後の初の学習指

導要領です。特設「道徳」が導入された学習指

導要領です。47年版、51年版は、「試案」でし

た。従っても従わなくてもいい、という性格の

緩いものですが、58年版からそうではなくなり

ました。

5.カリキュラムと教育課程

次に、｢カリキュラム｣の訳語として使われる

語ですが、行政では｢教育課程｣という言い方を

してきた。一方、｢カリキュラム｣の語源はラテ

ン語です。ラテン語の currere は「クレーレ」
と読むのですが、それが｢問1-1｣、「問1-2」の

解答です。もともと｢レースコース｣を意味しま

す。

問題文中には「人生の来歴」という意味も含

んでいたとありますが、今でもこの意味は残っ

ていまして、「履歴書」を「CV」と英語で略す
のですが、「カリキュラム・ヴァイティー

（curriculum vita(e)）」、あるいは「カリキュ
ラム・ヴィータ」と言い、ラテン語に由来する

言葉です。｢ヴィータ」は、「ヴァイタル・サイ

ン」というように、「生きる」に関係する言葉

です。造語ですが、ヴァイタミン、ビタミンと

いう語もあります。生きてきた履歴、足跡、コ

ース。「生きてきたコース」ということで、「履

歴」という意味が出てきます。「カリキュラム」

一語でも、「履歴」という意味がなくはないの

ですが。

このように、今でも「カリキュラム」という

言葉には、学校で教える「教育課程」に含まれ

ない意味がある。そこから言えるのは、「カリ

キュラム」は、「教育課程」という言葉よりも、

指す範囲がかなり広い、ということです。二つ

の語の関係を説明したのが、次の表です。

表の左側から説明していきます。まず「教育

課程」ですが、特徴は行政の言葉、法律の言葉

であると。大まかにいいますと、文部省、文部

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

教育課程 カリキュラム

特 徴 行政、法律の用語。 研究、実践の用語。

教科と教科外活動に大別できる。 例：日本カリキュラム学会

範 囲 学習指導要領にもとづき、各学校が編成す ①計画・実践・経験

る。 ②国・地方・学校・教 師・学習者の、各

レベル・範囲にわたる。

重 点 計画・立案段階。 実施・評価段階。

関連語 学習指導要領、検定教科書、 学校に基礎をおくカリキュラム開発、履歴

ナショナル・スタンダード、 （CV）、隠れたカリキュラム、研究開発学
教育課程行政、教育課程実施状況調査、 校制度、SSH・SELHi、等々。
等々。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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科学省は教育課程行政で「カリキュラム」を使

わず、「教育課程」という言葉を使い続けてい

ます、大学は例外として。それは法にそう書い

てあるからで、法に「カリキュラム」という言

葉は見当たりません。「課程」の「課」の字は

「ごんべん」です。「コース」という意味です

ので、「ごんべん」の｢課程｣です。もう一つの

特徴として、教科と教科外活動とで「教育課程」

になるわけです。両輪です。教育課程という語

が指す範囲とは、法的性格を持つ学習指導要領、

これにもとづいて各学校が編成するもの、とな

ります。

学習指導要領は教育課程の基準ですが、他に

二つのものの基準となります。一つは検定教科

書、もう一つは大学入試センター試験です。セ

ンター試験は学習指導要領に準拠するとされま

す。学習指導要領は｢コース・オブ・スタディ

（course of study）｣という英語の訳で、最初
は｢学習指導の手引き｣と訳されていたそうで

す。のちに法規を整備する際、｢手引き｣では少

々格好が悪いので｢要領｣にした、という関係者

による当時のエピソードが残っています。

「教育課程」という言葉の場合、重点は相対

的に計画立案段階におかれます。記憶に新しい

ところでは、例の「未履修」が該当するわけで

す、｢ペーパーの上では｣という。大学の授業で、

学生に｢高校時代の時間割を持ってきてくださ

い｣と課題を出します。すると、さっと持って

くる学生と、「母校に聞いたのですが、ちょっ

とそれは出せないと言われて」と言う学生がい

ます。どういう意味だろうと思っていたらあの

騒動で、妙に納得したものです。ともかく、教

育課程という言葉では、どちらかというと計画

立案段階が重視される。事前チェック、という

考え方です。

関連語は、学習指導要領、検定教科書。見よ

うによってはナショナル・スタンダード、国が

決めた最低基準という見方もできます。関連す

る言葉として、教育課程行政があります。「教

育課程実施状況調査」というものがあり、学習

指導要領の定着具合を見る調査です、最近の報

道ではあまり見ませんが。どちらかというと、

例の「全国学力・学習状況調査」のほうが、ク

ローズアップされています。

さて、教育課程に比べると、「カリキュラム」

という言葉はもっと範囲が広いわけです。特徴

として、どちらかというと「カリキュラム」は

研究、実践の言葉です。学術団体の名前も、｢日

本カリキュラム学会｣です。カリキュラムとい

う語が指す範囲ですが、計画段階だけではない。

実践段階、あるいは経験段階まで入ってくると

ころが、この言葉の一つの特徴です。

昔は PDS と言っていましたが、最近聞かな
くなりましたね。昔は PDS、｢プラン・ドゥ・
シー（Plan-Do-See）｣です。最近は、｢プラン
･ドゥ･チェック・アクション（Plan-Do-Check
-Action）｣。PDCA サイクル、という言い方に
しておきます。｢シー｣と言うと、計画して実践

して、あとはぼうっと眺めている感じですので、

そうではなく、ちゃんとチェックして、その後

はアクションを起こしなさい、と。本によって

は、アクションにかえて「インプルーブメント

（改善）」とも言います。評価をしたら、何か

しなさい、ちゃんと手を打ちなさい、という趣

旨です。この考え方がいいかどうか、いろいろ

議論はあるところですが。

このサイクルの全部に、「カリキュラム」は

かかわります。まず、計画レベルの「カリキュ

ラム」、年間指導計画レベル。次に実際に行っ

ていること、そして評価し、どうやって改善す

るかという改善策、これら全部を「カリキュラ

ム」と呼べます。幅広い言葉です。しかも表の

「②」のように、国レベルのカリキュラムもあ

れば、地方レベルのカリキュラムもあり、学校

を単位としたカリキュラムもあれば、先生の中

にあるカリキュラム――教えてきた、経験から

学ばれるカリキュラムもある。学習の履歴とし

て、学習者にもカリキュラムが残るわけです。

つまり、「カリキュラム」のほうが、「教育課程」

という言葉よりも、範囲が広いといえます。

6.カリキュラムの関連語（1）：潜在的カリキュ
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ラム（hidden curriculum）、SBCD等
表中、「カリキュラム」の重点は、実施や評

価段階のところ、先ほどの「プラン・ドゥ・チ

ェック・アクション」で言えば、「ドゥ」から

後の手続きにあります。実施して、どうだった

か「チェック」し、改善する。これらを指して

「カリキュラム」を使うことが多い。しかも、

学習指導要領や年間指導計画には表れない部

分、それらを「ヒドゥン・カリキュラム」と呼

ぶ場合があります。校風や、雰囲気です。いわ

ゆる「隠れたカリキュラム」です。「潜在的カ

リキュラム」と訳す場合もあります。これは、

「教育課程」と訳しにくい部分です。私だけか

もしれませんが、理科の先生というと、一定の

イメージがあります。白衣を着て云々、という

感じです。同様に、数学、家庭科、国語、音楽、

等々の先生。そういったイメージは、経験によ

り育まれるもので、そこから生徒は何事かを学

びます。他に、学校の立地、制服―標準服と呼

ぶ学校もありますね、服装、行事や先輩後輩関

係、それらも大きな影響力があります。これら

は「教育課程」の中に表面化しづらいものです。

これらを、「ヒドゥン・カリキュラム」と呼ぶ

のです。

「カリキュラム」の関連語にある、学校に基

礎を置くカリキュラム開発―横文字ばかりです

みません、もともと「スクール・ベースド・カ

リキュラム・ディベロップメント（school －
based curriculum development）」という英語
を日本語に訳し、ここ30数年使われてきた言葉

で、頭文字で「SBCD」と略します。これは、
各学校がカリキュラムの開発の主体である、と

いう考え方です。学習指導要領に沿って検定教

科書で授業を進めるだけでいいという意識では

困る、という意味です。皆様には、このあたり

わかりやすいところかと思います。公立の学校

では、少々難しく、各学校で自前のカリキュラ

ムを作ってくださいとなりますと、混乱します。

文部科学省が専門家を集めて作った学習指導要

領をしのげるわけがない、という認識が強いよ

うです。実際には、例えば「総合的な学習の時

間」や学校行事の大部分は、「学校に基礎をお

くカリキュラム開発」です。各学校独自の条件

や特色を活かした教育活動は、「カリキュラム」

と呼べるのです。

7.カリキュラムの関連語（2）：研究開発学校制

度、SSH、SELHi等
関連語の「履歴」は、先ほど説明し、「隠れ

たカリキュラム」も、今説明をしました。

残る関連語は、「研究開発学校制度」です。

文部科学省は、次々と改革を進めているように

見えますが、改革にあたって必ず基礎となる資

料を作成します。「生活科」、「単位制高等学校」、

「総合学科」、「中高一貫」、いずれも導入に先

立ち必ず実験校を設け、報告書を求めます。「研

究開発学校制度」は、その実験校の一種です。

どういう制度かといいますと、学習指導要領に

よる制約がない。研究期間の3カ年、学習指導

要領を堂々と度外視してよろしい、という制度

です。今は確か、最大で年数百万円の予算が使

えるはずです。その制度によって、例えば新し

い教科をつくるという類の実験を、10年ぐらい

複数の学校で蓄積し、これらの実践を資料とし

て、次の学習指導要領改訂に活用する、という

事業です。

裏を返せば、今、研究開発学校がどういう実

験をしているかを見れば、次の学習指導要領改

訂の流れをある程度読めるかもしれません。も

ちろん、改訂に反映されない実験もあります。

一ころ多かった研究課題は、脳科学でした。先

ほどふれました小学校の「英語」も、この制度

が基礎にあります。実験校は2パターンの「英

語」があるようです。一つは活動中心、今の「外

国語活動」のパターン、もう一つは完全に「教

科」として「英語」を学ぶパターンです。教科

書をつくって、テストして、という。他に「福

祉」もあります。高等学校の「福祉」ではなく、

義務教育段階の話です、小・中学校からの「福

祉」。いずれは、年金制度、少子高齢化や子育

て支援を扱う教科が、新たに設けられるかもし

れません。そういった研究開発が取り組まれて



- 130 -

います。

さらに、ご関係の高等学校の先生もいらっし

ゃるでしょう、「スーパー・サイエンス・ハイ

スクール」です。SSH。これは「研究開発学
校制度」を下敷きにできた制度です。「研究開

発学校制度」は、ここ40年ぐらいの歴史がある

のですが、SSH はだいぶ新しいです。文部省

と科学技術庁が一緒になって文部科学省になっ

たのが平成13年1月ですか、もう10年たちまし

た。それ以降の制度です。SSH は予算規模が

大きく、そのため成果の評価も厳しいと聞きま

す。

私の知るところでは、筑波大学附属駒場中高

等学校、ここが SSH です。筑駒、つくこまと
略します。ここ10数年ほど、筑駒に携わってお

ります。男子校、中高一貫で、戦後にできまし

た。最近、SSH の潮流は、グループ学習と海

外進出、国際交流です。現在は、ノーベル賞研

究者を呼んで話を聞くという段階を超え、生徒

が活動し、各種の学力五輪にも出場します。筑

駒の生徒は数学オリンピックや化学オリンピッ

ク等の常連ですが、先生はほぼ何も教えていま

せん。先生も、自分がよくわからないことを生

徒がやっている、と言います。生徒のクラブが

勝手にどんどん進めていくのです。ここが面白

いところです。また、国際交流という点で、大

きな予算があるならば、海外での研修や、英語

で発表させるという事業も、SSH では重視さ

れています。

SELHi（セルハイ）、「スーパー・イングリ
ッシュ・ランゲージ・ハイスクール」、これも

SSH とよく似た制度です。勤務校に経験した

学生がたまにいるのですが、どこが SELHi だ
ったのかよくわからないという声が多いです

ね。SSH に比べると、通常の英語の授業の一

環という実践が多いからかもしれないですが、

「あまり英語をやった記憶がない」と学生が発

言しますので、「でも君のところ、SELHi だっ
たんでしょう？」という話になります。

表中に書きませんでしたが、近年増えている

のが、「教育課程特例校」です。研究開発学校

や SSH、SELHi は予算がつくので、校数に限
りがあり審査も厳しいわけですが、「教育課程

特例校」は予算がつきません。特例として、学

習指導要領によらない教育課程の編成のみ認め

られる、という制度です。これは、旧「教育特

区」、構造改革特区の教育版ですね。「特区研発」

（とっくけんぱつ）とも呼んでいました。旧教

育特区制度の運営は、文部科学省ではなく、旧

内閣府でした。主眼は構造改革ですから、規制

緩和の一環です。自治体設置の学校は丸ごと認

定を受ける、有名なのは東京都品川区のケース、

小中一貫や「市民科」で有名です。取り組みの

内容として多いのは、小学校の「英語」です、

1年生、2年生から開始する。あるいは、小中一

貫で新教科をつくる、という内容が目立ちます、

例えば伝統芸能を教科として扱うわけです。そ

の大半が、「総合的な学習の時間」にかえて新

しい教科を設ける、というパターンです。「教

育課程特例校」は義務教育の学校が多いかとい

うと、近ごろはそうでもありません。中学校や

高等学校でも認定を受ける動きがあります。

8.カリキュラム開発とその評価（1）：卒業生調

査

カリキュラム開発といいますと、一から新し

いものをつくるのもそうですが、今のカリキュ

ラムを見直し、チェックし、アクションを起こ

すところから始める、という方法もあります。

私は、カリキュラム評価は点検だと思っていま

す。評価の仕事は、シンプルです。良いか悪い

か、悪かったらどこを直すか、これだけです。

そう言いますと、客観性はどうかという話にな

るのですが、どこの学校でも使える評価項目は、

無難すぎてあまり意味がない。その学校ならで

はという「使える」評価項目のほうが、実際的

です。その意味で、主観性が見直されつつあり

ます。どこの学校でも使える評価項目は、一般

的すぎる場合がある。それぞれの学校に役立つ、

良さをあぶり出せる評価項目を開発し、データ

があるといいのではないかと。

二つ、カリキュラム評価の方法をご紹介しま
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す。

一つは、先ほどお話ししました筑駒（つくこ

ま）の話です。私が大学院生のとき、前身校含

め筑駒の卒業生約7,000人、そこから標本抽出

して、卒業生調査を実施しました。卒業して20、

30年たっても、中高一貫校で6年、または高校

から3年過ごした経験が、色濃く残るとわかり

ます。筑駒の場合、受験勉強ばかりかというと、

そうでもないのです。卒業生が何を高く評価し

たか。「中だるみ」です。中学3年から高校1年

にかけて無気力になって、何にもやる気がなか

ったけれども、そのとき焦らずじっくりやれた

のがよかった、と卒業生はいうのです。生徒は

高校3年生の11月まで、学校行事に参加します。

受験勉強は塾でやるからいい、というのです。

学校では受験勉強よりも、行事で得たものが大

きいという結果でした。

また、筑駒の先生が感覚的に思っていたのは、

中学から6年間いる生徒と、高校から3年間いる

生徒とでは何かが違うと。お話を聞くと、必ず

この話になります。筑駒では高入（こうにゅう）

や外部生と呼んでいました。中学校から6年間

いる子は、「内部」という言い方でした。「内組」

（うちぐみ）とも言っていました。両方の卒業

生に、100点満点で駒場の教育を評価すると何

点ですかと尋ねましたら、ほぼ同じで平均約80

点でした。ところが、評価の理由、中身が違う。

高校から入った生徒は、大学進学が目的です。

中学校から来た生徒は、そうでもないのです。

女の子がいないところで、好きな部活や行事に

打ち込んで、6年間伸び伸び過ごせてよかった、

と。だとすると、中学校からの「別学」は、重

要な選択肢としてあり得るのでは、と思います。

中等教育の一時的な「別学」は、一概に否定的

な経験ではなく、メリットがあるかもしれない。

勉強できる男子生徒の場合、共学ですと女子生

徒との間でぎくしゃくするケースも見聞きしま

すが、中高で男子しかいなければ、案外気楽に

過ごせるかもしれません。関連して、筑駒は今

後、別学にすべきか共学にすべきかと質問しま

したら、結果はほぼ49対51、僅差だったと記憶

します。

調査からわかったのですが、卒業して1年、2

年より、10年、20年と社会に出た卒業生に尋ね

ると、意外な結果が出る。筑駒の調査は量的に

行ったのですが、特色ある取り組みをされた場

合には、各世代の卒業生にお集まりいただき座

談会を開く試みも、面白いでしょう。これも立

派なカリキュラム評価です。「在校時、何が一

番印象に残っていますか」、こういう聞き方で

す。「何が今の自分の人生にとって役に立って

いますか」、これこそカリキュラムです。学ん

だものが、その後、どう使えるのか、使えない

のかを見極めるのは、こういった方法でも明ら

かにできます。客観的に数字で何％でという方

法は、短期的な成果には向いていますが、長期

的な質の部分については、掘り下げてじっくり

聞かないとわからない部分があります。

9.カリキュラム開発とその評価（2）：チェック

リスト法

カリキュラム評価のもう一つの方法が、資料

にありますチェックリスト法です。これは私が

外国のものを翻案しました。「概要・コメント

は箇条書きでいいです」、「評点は主観的で構い

ません」、「気楽に記入してみてください」とい

うものです。

右側にある10点満点の評点は、客観的な情報

や裏づけを、さほど気にする必要はありません。

個人の主観で結構です。イメージとしては、映

画を観たとき、5点満点でいうと3点ぐらいかな

と、そんな感じです。本等、いろんなレビュー

もありますね、星が幾つ、といった。一見、「え

っ、これで使えるの？」と思いがちですが、意

外と使えます。重要なのは、一人で評点をつけ

ても意味がない。いろいろな立場の人に記入し

てもらい、突き合わせると、デコボコがわかる

のです。先ほど、カリキュラム評価は点検だと

言いました。もう一つ、評価にはコミュニケー

ションという機能があります。数字をポンと出

しておしまい、ではなく、さあそこからどうし

ようか、という議論につながっていきますので、
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■カリキュラム評価のためのチェックリスト
概要・コメントは箇条書きでいいです。
評点は主観的でかまいません。
気楽に記入してみてください。

項 目 概要・コメント 評 点

１ 評価しようとするカリキュ

ラム（実践）は、どのようなも

のですか。 ／１０

２ どうしてこの実践を行おうとし

たのですか。

／１０

３ この実践は、誰に直接働きかけ

るのですか。また、間接的には誰に

影響を及ぼしますか。 ／１０

４ この実践を行う上で、必要な「も

の」「こと」（場所や機材、知識等も

含む）は何ですか。 ／１０

５ この実践の目標（ねらい）は何

ですか。

／１０

６ 「５」で示した目標を達成する

ため、カリキュラム上（学校経営上）、

どのような工夫や手続きを行いまし

たか。 ／１０

７ この実践の結果はどうでした

か。また、どのような手だてで明ら

かにしましたか。 ／１０

８ この実践に、どのくらい＜お金、

時間、人手、会議、場所、手間＞等

をかけましたか。 ／１０

９ この実践の代替案はあります

か。また、他校の実践等と比べてみ

ましたか。 ／１０

１０ 他の学校でこの実践を行える

と思いますか。また、それはなぜで

すか。 ／１０

１１ １～１０の評点を足すと、何

点ですか。 ／100

１２ この実践はどこをなおすとよ

くなりますか。また、どこが優れて

いますか。

１３ この実践は、どのように外部

に報告・発信されますか。

１４ 以上の１～１３の評価結果

を、他に評価する人は誰ですか。

記入日： 評価者：
感 想：

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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評価にはコミュニケーションが欠かせません。

さて、1番から14番までの項目には、それぞ

れ意味があります。項目を読んでみます。

1番は、まず「評価しようとするカリキュラ

ム（実践）は、どのようなものですか。」とな

るわけですが、こうした研修ですと、参加者が

それぞれの実践を持ち寄ってくる場合がありま

す。割と見かけるのは、学校行事です。教科は

試験があるからいいのだ、ということで、学校

行事や、特別活動といった、教科外の部分をお

書きになる方が多いです。

2番は、「どうしてこの実践を行おうとしたの

ですか。」これは、背景や理由です。「学習指導

要領が改訂されるから」というお答えもありえ

ますし、「うちの学校を活性化させたいなと思

って」という場合もあるかもしれません。

3番です。「この実践は、誰に直接働きかける

のですか。また、間接的には誰に影響を及ぼし

ますか。」と。これは消費者、顧客と呼ばれる

項目です。どれくらい実践の受け手を意識する

かという内容です。その影響を、どう考えてい

るかと。

4番です。「この実践を行う上で、必要な『も

の』『こと』」、それは何か。条件整備、資源の

問題です。一定の広さの場所がないとできない、

特殊な機材や知識が必要、そういった類です。

5番、「この実践の目標（ねらい）は何ですか。」、

しばしばこの5番が非常に重要なように言われ

るのですが、1、2、3、4番までの背景の部分が

きちんと記入できないと、なかなかこの5番は

書きづらいところがあります。

6番、「この目標を達成するため、カリキュラ

ム上（学校経営上）、どのような工夫や手続を

行いましたか。」。具体的な手だてです。

7番、ではその「実践の結果」はどうだった

のか。書きづらいところでしょう、データがな

い場合も多いですから。どう結果を把握するか、

説得力のあるデータをどう持ってくるか、とい

うチェックポイントです。先ほどデータとして

の感想文というお話をしようと思っていまし

た。5点が何人、何%という方法だけでなく、

文章で学習者に書かせると、案外書けるかもし

れません。

8番、「この実践にどのくらい〈お金、時間、

人手、会議、場所、手間〉等をかけましたか。」、

コストの問題です。コストはお金だけでなく、

こういう手間暇の問題が大きい。各種の研修で、

書けないのがここです、「わからない」と。何

回会議を開いたか、何時間ぐらい取り組んだの

か、どれくらいお金がかかったのか。そこが、

「見える化」という言い方もありますが、「可

視化」です。データ化してみると、何か見えて

くるかもしれません。

9番、代替案はあるのか、ほかの実践とくら

べてみたのか、というところです。

10番は9番と似ていますが、別です。他校で

同じ実践を実施できるか。一般化の問題です。

11番は、1から10まで足すと何点ですか、100

点満点で書いてくださいという趣旨です。合計

で何点、と点数が出ます。この点数自体、さほ

ど意味はありません。点数を他の人と突き合わ

せて、「やっぱり○○先生はこっちを低くつけ

るのですね」とか、「△△先生はこういうふう

に考えているんでしょうけど、私は考えつかな

かったですね」というところが出て、そこが面

白いというわけです。ですから、一人で客観的

にという方法とは、随分違います。それぞれの

主観を持ち寄って大人数で評価する、そのほう

が実は有益な情報を得られる場合があるので

す。

12番から14番は、ここまでの項目に比べると

扱いが軽いので、評点に入っていません。

12番は、改善点と優れているところです。

13番は、校内の研修等の発表もあるでしょう

が、そうではなく、校外に向けての発信です。

今でしたら、インターネットの利用もあり得る

でしょう。メールマガジンという方法もあるか

もしれません。学術学会での発表、書籍の出版

や、学校通信という手段もあるかもしれません。

14番、その実践を他に評価する人は誰ですか。

評価者が一人であれば、評価の結果を補強する

必要があるでしょう。一人では、その人の立場
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でしか、ものを見られないからです。

おわりに

カリキュラムの開発には、大きく分けて二つ

の方法があるとされます。一つは、工学的接近

と呼ばれる方法です。もう一つが羅生門的接近

と呼ばれる方法です。

工学的接近は、一見「科学的」です。行動目

標が重視されます。これは、はっきりと行動で

成功失敗がわかるよう、一般目標を「○○がで

きる」という行動目標に変換し、その行動目標

に合わせて教材を構成する、という段取りです。

授業研究の形式は、はっきり意識されていませ

んが、工学的接近、アプローチにもとづく場合

が、よくあります。この接近法は、「科学的な

正しさ」に重点を置くわけです。唯一絶対の正

解を前提にできる場合は、工学的接近が向くで

しょう。この工学的接近は、教科の内容に関す

る専門家を重視します。ですが、行動目標、工

学的接近は、1960年代から1970年代にかけて、

批判の対象となりました。その背景には、公害

や戦争といった政治状況、社会状況が、カリキ

ュラムの開発や評価にもっと反映されるべきで

はないか、という発想があります。この批判が、

もう一つの羅生門的接近へと結びつきます。

羅生門的接近は、より創造性を重視します。

加えて、いろいろな人が集まってみないとわか

らない、多数の人の目を通す手続きが重要とな

ります。羅生門的接近の場合には、アートとい

いますか、そういう「わざ」につながる創造的

な開発に向きます。この「羅生門」、黒澤明監

督の映画です。芥川龍之介の小説「羅生門」で

はないのです。芥川で言えば「藪の中」、犯人

が誰かわからないという、あの短編小説です。

それを原作としたのが映画の「羅生門」です。

アメリカのある研究者が、黒澤映画にちなんで

羅生門という名称を用い、それが日本で広まっ

たという流れがあります。先ほどのチェックリ

ストは、羅生門的接近を意識しています。いろ

いろな人が、様々な立場でかかわるのが面白い、

だから、数学の授業を英語の先生が見ても役立

つはず、という発想です。数学の授業は数学の

先生でないと正当に評価できないのか。そんな

はずはない、英語の先生が生徒役として聞いて

理解できなければ、生徒はもっとわからないだ

ろう。そういう発想です。ですので、人々の中

には、当然素人も含まれることになります。

これらの接近法、アプローチは、当然、指導

観や評価観も違います。車の運転を習う場合、

まず工学的接近で学ばないと、困るかもしれま

せん。羅生門的接近により、創造性豊かにブレ

ーキを踏まれても、ちょっと...。

取りとめのない話になりましたが、休憩をと

り、その後、質疑応答に移ります。

質疑応答

質問がもしございましたら、今お話しした内

容にかかわること、あるいはそうでないことで

も結構ですので、できる範囲でお受けしたいと

思います。いかがでしょうか。こういう場合に

名簿が役に立ちます。今日は10月28日、28番の

方、いかがでしょう。よろしくお願いします。

感想でも結構です。思いつかない場合は、1か

ら73までの番号を一つ言っていただきたいと思

います。

○28 63番、申しわけありません。

○根津 63番の方、いかがでしょう。

○63 先ほど話題にされておりました教育課程

特例校制度の申請をしている大学附属校です。

当校は、未履修から逃れるというわけではなく

申請しているのですが、IT 授業、イマージョ
ン、英語を使ったすべての教科の授業をしてい

るということで、国際化とのかかわりのところ

の申請ができる学校ということでやっておりま

す。未履修ではありません。以上です。

○根津 ありがとうございます。教育課程特例

校の場合には、そういう特徴のところですね。

他に何かございますか。どうぞ。

○ Y1先生、ありがとうございました。私、も
う少し聞きたいなと思ったところは、10年たっ

たころの卒業生の方の座談会でもしたら、これ

も一つの評価になるのではないかというお話だ
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ったのですが、その部分。それから、先生の研

究の中で、新入生、高入生の違いですか、筑駒

の場合、高入生は大学進学が目的であるが、中

入生はそうではないということであったと思い

ますが、そうではないところがどんなことだっ

たのかという点と、10年たったときの調査で、

興味深いところをもう少し伺えればと思いま

す。

もしこれを私どもで実践するときに、座談会

のメンバーの選び方は何かあるのでしょうか。

私達、10年後、20年後とか、50年、60年たった

ときに、そのときに来ていただいた方に座談会

することは比較的簡単なのですが、それでは少

しバイアスがかかってしまうのかなという思い

もあります。それでもよいのかどうか、そのあ

たりを教えていただければと思います。

○根津 後のご質問からいきたいと思います、

バイアスがかかるほうが面白い、と考えます。

それだけ有名人ということかもしれませんの

で。あと、卒業生調査で難しいのは、学校が大

嫌いだった人は質問紙を送っても回答しない

し、母校にも来てもらえないという課題があり

ます。

先ほどの座談会、筑駒でも実施しました。そ

のときは同窓会にお願いして、各期から一人、

どなたか推薦してほしいという方法をとったの

です。こうしますと、連絡がとれる人の中で、

あの人がいいのではないか、あの人がうちの期

の代表だ、という声が、必ず出てくるのです。

筑駒の場合、中学から120人、高校から40人追

加で合計160人です。そのうちどのくらい連絡

がとれるかは「期」によってまちまちなのです

が、大体絞られてきます、彼だったらうちの期

を代表して言ってくれるだろう、と。その方々

が当然、バイアスがかかっていると同時に、そ

の方が一番そのときの筑駒らしさを残してい

る。むしろそこに面白みを見出していこう、と

いう発想です。

もちろん他の方法もあるでしょう。無作為に

くじ引きをし、当たった方にお願いする方法で

す。が、それより、あの人だったら大丈夫と言

われたほうが、背負うものが違うといいますか、

座談会としても〈やはりあの人が来たか〉とい

う雰囲気になると、うまくいく気がします。

もう一つ、10年たったところでという話です。

私が直接関係したわけではないのですが、研究

室の関係者が、小学校の英語に関連して卒業生

に話を聞く、という調査を実施しました。その

ときにも、やはり学校の協力が不可欠だったそ

うです。ですので、学校が同窓会と良好な関係

を保っていて、同窓会がきちんと名簿を管理し

て、同窓会からの働きかけに快く応じてくださ

る OB、OG がいる、というあたりが、必要な
条件かと思います。

中学入学の生徒についてです。筑駒の学園祭

が秋に行われ、3日間で約1万人が来ます。私も

初めて行ったときにびっくりしたのですが、中

学受験を考える保護者とそのお子さんが、たく

さん来るのです。学校行事を見て、この学校に

入りたいと。学力一辺倒ではないのです。また、

体育の先生によれば、筑駒の生徒は、中学入学

時は中学受験の影響で、体力的には都の平均を

下回る。それを6年かけて体育の授業と部活で

徹底的に鍛え上げる。すると、高校を卒業する

ころには、都の平均をはるかに超える。そうい

った部活動の役割は、高校入学者とは異なるで

しょう。

さらに部活は、単独加入ではありません。平

気で二つ三つ、かけ持ちをします。テニス部を

やりながら、鉄道研究会をやって、たまに数学

研究会に顔を出す。これがわりと普通です。そ

うすると、異学年で幅が広い関係ができる。筑

駒名物の一つは、囲碁です。「駒場棋院」とい

う生徒の団体があり、中学校1年生だろうが、

高校3年生だろうが、強い者が1番という実力の

世界です。そういう集団内の切磋琢磨というの

は、数学オリンピックにも通じるわけです。学

年ではない。どれだけのユニークさを持ってい

るかというところで、生徒がお互いを見ている。

しかも、学校行事が非常に多く、いろいろな

役割があります。リーダー形成という点から見

ますと、頻繁にリーダーが変わります。6年間
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のうち、必ずどこかで一度は長のつく仕事を任

されることになる。リーダーをやってみて、大

変だと思う経験と、大変だったから今度はあの

リーダーを支えてあげようという両方の経験

を、6年間でできるわけです。もちろん高校か

ら入ってきて、厚い信頼を得る生徒もいるわけ

ですが、中高6年間という長さからすると、3年

間は短い気がします。あっという間な感じすら

します。特に高校3年生では、受験が入ってき

ますので。

そういったところが、受験学力プラスαの部

分で、受験生が筑駒を選ぶ理由かと感じていま

す。

お答えになりましたでしょうか。ありがとう

ございました。他にいかがでしょうか。

○ Y2先生、どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。

先ほどの話にあったチェックリストがありま

す。羅生門的接近というのを興味深く聞かせて

いただいたのですが、例えば学校行事で、教員

間でチェックリストを使ったとします。先生は、

本や映画のレビューの星をつけるという言われ

方をしましたが、例えば担当者の評価と、それ

以外のあまりかかわらなかった教員の評価が大

きく乖離しているようなことは、よくあること

だと思います。そういったときの対処として、

今後にどう活かしていったらいいのかなと思っ

たので、聞かせていただければと思います。よ

ろしくお願いします。

○根津 ありがとうございます。そこがチャン

スだと思うのです。羅生門的接近が面白いのは、

これはある強盗殺人事件の話ですが、目撃者の

証言がまるで違って、何が正解かわからない。

今お話しになった学校行事ですが、行事の全体

を見た人は、恐らく誰もいないのです。例えば

体育祭としましょうか、「体育祭はとてもよか

った」という人と、「まあ例年どおりじゃない

かな」という人とで、温度差があるでしょう。

すると、そこでコミュニケーションの機会が生

じるわけです。「自分はすごくうまくいってい

たと思ったけど、あの人からするとそうじゃな

いんだ」、「自分は今回、例年どおりだと思って

いたけど、この先生にしてみると、こんなに思

い入れがあったのか」、その違いにお互い気づ

くことに、意味があると思います。

重要なことは、評価は多様であっていいので

す。いろいろな見方があっていい。ところが、

意思決定は違います。評価の後でアクションを

起こすには、みんなで一緒に認識して実施しな

ければいけない。認識の統一、共有はよく言わ

れるのですが、前段階として、みんな違う物の

見方をするという当たり前のことを、どう理解

するか。チェックリストは、そのためのツール

ですね。ですので、これが唯一絶対の評価だ、

というものではなく、「あ、誰々先生、やはり

ここのところだったんだ」という、お互いの違

いがありえます。行事の途中や、行事が終わっ

た後というとり方をしてみると、ご自身でも違

いに気づくかもしれない。チェックリストは、

業務日誌のようにも使えるのです。日付、「記

入日」ですね。あと、「評価者」、「感想」も、

そういった意味で、主観的な情報をできるだけ

盛り込むための手がかりです。

見方の違いを生むためには、教育実習生のよ

うに、その場に不慣れな人がいると、楽です。

あるいは、保護者の方々や生徒でもいいのです。

いろいろな立場の人に少しずつ何か書いてもら

い、それらを集めると思わぬ全体像が浮かび上

がる、という事態に至る。そういった意味で、

チェックリスト法は情報の多様性に重きを置く

わけです。

ただ、先ほど申し上げましたように、どこか

ねらいを定めてやはりここだ、と決める手続き

は、一通りしかない。それは運営を実施される、

責任を持っている方が行うべき重要な仕事だろ

うと思います。そう考えてみますと、評価を行

う分掌、データをとって、ああだった、こうだ

ったねという役割と、評価結果をもとにどう実

行に移そうかという役割とは、分けたほうがい

いかもしれません。使う頭が違いますので。こ

んなところでよろしいでしょうか。

私の信条として、必ず時間前に終わらせるこ
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とにしております、そろそろお時間かと思いま

す。どうもありがとうございました。

（根津付記：再録に際し、文意が通るよう、大

幅な加筆修正や文の入れ替え等を施しました。

また、ご質問いただいた方々のお名前やご所属

は仮名としました、ご了承下さい）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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「教育課程と評価について」

関東学園大学附属高等学校 教諭 吉 田 明 稔

はじめに

皆さんこんにちは。大変お疲れのところです

が、少し時間をいただいて、「研究発表Ⅱ」と

いうところで説明をしていきたいと思います。

私は、関東学園大学附属高等学校に赴任して

17年がたつ、地歴科の日本史を専門にした教員

です。たまたま教務ということと、あと開催県

群馬、この後、桐生第一高校も発表されるので

すが、2校が担当県の担当部会ということで、

今回発表することになりました。つたない発表

になるかと思いますが、短い時間おつき合いを

いただければと思います。よろしくお願いいた

します。

お手元に、クリアファイルに入ったパワーポ

イントのレジュメと、あと中学生向けの「やる

気にオン」と書かれている冊子があるのですが、

それが本日の配付資料となっております。

1.学校紹介

まず、教育課程の説明をする前に、学校の概

要を簡単にご説明したいと思います。

本校は、昭和33年4月に創立しました普通科

男女共学校、1学年の定員は240名になっており

ます。関東学園大学附属高等学校という名称で

すので、学校法人は学校法人関東学園となりま

す。同じ法人内には、関東学園大学、関東短期

大学、あと聴覚障害を持った子ども達に言語教

育の研究、あるいは実践をしているヴェルボト

ナル研究所を同じ敷地内に併設しております。

校訓は、敬和・温順・質実ということで、そ

の校訓に基づいて求める生徒像は、人の気持ち

を尊重し、可能性を信じて物事に一生懸命取り

組む生徒となっております。

コースですが、普通科の中に特別進学コース、

いわゆる特進コースと、進学コース、二つのコ

ースを設置しております。これは私立高校であ

れば、特進コース、進学コースという形では目

新しいところはないのですが、特進コースは、

国公立大学と難関私立大学の進学を目標とする

生徒を対象としたコース、2年生より文系、理

系に分かれます。

進学コースは、私立大学から就職までを進路

目標とする生徒を対象としたコースということ

で、2年生より文系・理系・資格取得系に分か
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れます。この資格取得系というコースについて、

後ほど教育課程の特色ある部分ということで、

説明をしていければと思います。

二つのコースがあるのですが、1年生のとき

の教育課程は同一教育課程になっています。こ

れは1年生から2年生に上がるときに、コース変

更が可能になるような形で同一のカリキュラム

を組み、2年生以降は、特進コースは進学コー

ス＋3単位ということで、1週間35単位で授業を

編成しております。

こちらのスライドですが、一見何かなと思う

スライドですが、中学生の学校案内に載せてい

る表になっています。どんな学力の層が本校に

来ているのかといったときに、我々教員側では、

オール3とか、オール4とか、評定がオール5.0

というような数字を使うと、あ、大体どれぐら

いの層が来ているんだなと想像がつくのです

が、中学生やその保護者にそういう数字を出し

ての説明がなかなか難しいものですから、中学

校の学習を中学生がどれぐらい理解しているの

か、中学校の授業が「よくわかる」「わかる」「少

しわかる」「頑張ればわかる」。それで君達はど

うかなということを使って、ああ、自分はどれ

ぐらいなんだなという形で、この言葉をつくる

までに、広報担当の教員と随分時間をかけたの

ですが、これを使うことによって、自分でもこ

の学校に入学すれば、こういうコースに行ける

のだなというある程度の目安が立てられるとこ

ろに役立っていると思います。

「よくわかる」というのはオール5の子から、

「頑張ればわかる」というオール3を切ってし

まう子まで、本当に幅広い生徒が在籍している

学校です。

これは特進コースの2年、3年に上がってきた

形ということで、2年生から文系で、進路先は4

年制大学のみという形で、先ほどの説明を図式

化したものになります。

特進コースの特徴ですが、4点挙げさせてい

ただきました。

一つ目は、部活動、学業の両立ができる。こ

れは特に地方というか、進学実績を上げようと

思っていらっしゃる学校の中には、特別進学コ

ースに入る子は部活動ができなかったりという

のがあるような学校も聞いております。そんな

中で、本校は部活動と学業両方やる。そんなと

ころから、進学実績を上げようというのが、ま

ず1番にきております。

二つ目は、少人数選択別クラスということで、

特進コースは、入学生の状況にもよるのですが、

学年1クラスの年があったり、あるいは2クラス

になってしまったり、定員とか、人員確保の部

分で年によってクラス編成が変わってきます。
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なので、その学年によって、2年、3年以降の選

択科目によっては、かなり少人数の授業が存在

してきてしまっております。例えば理科の物理

であった場合には、生徒2人でも授業を編成し

てやっているようなところもあります。これで

希望が少ないから、物理を化学にしなさいとい

うのはしていないということです。

三つ目は、学習効果を高めるコンピュータ活

用ということで、下のほうに写真がありますが、

真ん中の生徒がパソコンに向かっている映像と

か、左側の写真はコンピュータ上に英語の文章

が出ているディスプレーの画面があります。こ

れはコンピュータ活用ということで、本校は英

語の教員が50分の授業の中で、500単語のテス

トの採点が一緒にできてしまうというソフトを

つくり、生徒が昼休みであったり、放課後に自

分で50分500問の単語を覚えています。自学自

習をするソフトによってさらに大きな成果を上

げているということで、コンピュータ活用も行

っているということです。

四つ目は、教育顧問による教員指導力の向上

です。地方にある私立高校で、ましてやそんな

に規模が大きくない本校では、進学実績を上げ

るような授業を展開したり、あるいは課外授業

ができる教員が限られてきます。これは公立高

校になりますと、伝統があったり、あるいは先

輩の先生がいたり、あるいは実績のある、指導

力のある先生方が転勤してきて、後輩に指導し

たりということが可能になるのですが、小さな

私学になりますと、なかなかその部分が大変だ

ということで、教育顧問という形で、主に進学

校の校長先生、あるいは教頭先生、進学実績を

出された学校から、国、数、英、理、社会を招

き指導を受けています。私は日本史の教員です

が、週1時間ぐらいずつを、その先生が私と一

緒に教室に行って、授業を観察して、「こうい

うふうにやったらいいんだよ」というところの

アドバイスを受けながら、我々の指導力強化に

つなげるような指導を受けております。

私も自分の授業がいいのか悪いのか、なかな

か自信がない中で、人に見せるのが結構恥ずか

しい部分があったのですが、顧問の先生に見て

いただくことで、自信が持てたり、あるいはい

ろいろな部分で新しく知る部分があって、非常

にいい効果が出ているかと思います。それとと

もに、進路指導であったり、あるいは教育相談

等のアドバイスが同時に受けられるようになっ

ております。

進学コースは、2年生から文系・理系、資格

取得、幅広い進学、進路目標がありますので、

特徴としては、個別のきめ細かな進路指導とい

うことで、以前、「総合的な学習の時間」で、

福岡のある高校が、進路学習に力を入れて話題

になったことがありますが、その流れから、進

路学習に力を入れよう。個々の進路志望をかな

えてやろう。これが一番の目標と特徴になって

おります。

進学コースの特徴

l進路実現ささえる進路指導

l高･短･大連携プログラム

l資格取得（情報・商業・保育）
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そんな中で、高・短・大連携プログラム、資

格取得、このあたりの学園全体の悩みであった

り取り組みの部分で、後ほど紹介していければ

と思います。

部活動の活躍ですが、本年度、平成23年度、

全国レベルで活躍している部活動を紹介したい

と思います。

まず水泳部ですが、今年、岩手で行われまし

た北東北インターハイ、山口で行われました「お

いでませ！山口国体」、この二つの大会で、女

子50ｍ自由形で第1位になった生徒が在籍して

おります。インターハイでは高校日本新記録と

いうことで、来年のロンドンオリンピックに出

場を目指している女子生徒がいて、この子が特

進コースにいて、文武両道を実践している生徒

になります。

地元ではかなり有名人で、先週は地元館林の

一日警察署長にも任命されました。

そのほか、レスリング部は、今年、大阪で8

月に行われましたグレコローマンの全国大会に

出場しました。

また、文化部のほうでは、和太鼓部が、全国

総合文化祭の吟詠剣詩舞部門で、文化連盟賞を

いただきました。和太鼓部なのに吟詠剣詩舞と

いうのはおかしな感じがするのですが、和太鼓

を中心にしながら伝統芸能に取り組んでいる部

活で、昨日も群馬交響楽団が演奏した八木節を

地域の伝統芸能としてお祭りで発表したり、あ

るいは剣舞に取り組んだり、そんなような活動

もあわせてしていて、たまたま総文祭では吟詠

剣詩舞部門ということで出場させてもらいまし

た。明日も京都で行われる国民文化祭に招待さ

れて出場することになっております。

弁論の部ですが、これも8月の全国総文祭の

弁論部門ということで、こちらは群馬県の大会

を2年連続で総文祭を優勝して、今年出場した

様子です。この子も特進コースの生徒です。

2.特色のある教育課程の編成

本題に入りますが、特色ある教育課程につい

てということで、本校は群馬県館林市というと

ころにあります。館林市は、なかなかご存知な

い方が多いと思います。ニュースなどでは、「日

本一暑いまち」ということで、熊谷市が全国最

高を持っているのですが、今年の夏の最高気温

は館林が熊谷に勝ったかなとか、そういう部分

で暑さが誇れると思います。

場所ですが、地図を用意させてもらいました。

今、先生方がいらっしゃる高崎市というのは、

水色の部分です。昔はこんな大きくなかったの

ですが、最近、箕郷町とか、榛名町とか、地元

の人間でないのでよくわからないのですが、市
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町村合併して、榛名山の山頂まで高崎市だと聞

いて、私も群馬県人としてびっくりしているの

ですが、随分北のほうに広がっています。今、

一番南のほうに我々はいるのですが、そこから

東のほうに50km ぐらいのところにあるのが館

林です。赤いところです。このすぐ南が熊谷あ

たりですが、この辺が暑いところです。

我々の高校が存在するところは、邑楽館林地

区という館林市が、邑楽郡という中にある、大

泉、千代田、邑楽、明和という四つの町に囲ま

れた地区にあります。ものすごい県境です。北

に栃木、南に埼玉、東に茨城ということで、昔、

私が赴任した頃には、県外から通学する生徒も

非常に多くて、私が知っている限りでは千葉の

野田市あたりから通学をしていた生徒がいた

り、茨城のほうから通学する生徒もいたのです

が、最近は県を越えて本校に入学する生徒が少

なくなってしまいました。

実際、本校に在籍している生徒のほとんどが、

邑楽館林地区から通学しております。群馬県全

体というか、特に邑楽館林地区の特徴は、その

地区の中学生の約9割は公立高校へ進学してし

まいます。残りの1割の生徒がうちの学校へ来

たり、あるいは県外の私学に出て行ったりとい

うことで、私立学校への進学を決意させるのが

非常に難しい地域です。伝統ある公立高校があ

ったりとか、あるいは授業料の無償化、私学に

は奨学支援金が出ておりますが、なかなかその

部分が中学生保護者に行き渡らない中で、公立

高校がかなり有利な状況で進んでいる地域だと

いうことです。

この地域には、六つの公立高校があり、本校

を入れて七校です。邑楽館林地域には普通科の

男子進学校、普通科女子進学校、普通科男女共

学校、あとは実業科の農業科、商業科、工業科

を持つような男女共学校が二校あります。それ

ぞれ県境ということで、県外の高校も視野に入

れながら募集活動をしていかなければならな

い。ただし、公立志向の中で、生徒確保は難し

い。その中で、カリキュラムに特色を出して、

なおかつ生徒が集められるかというのはなかな

か難しいです。

なぜ本校に来ないのかというのは、ある程度

予測はつきます。公立高校のほうが授業料が安

いとか、あるいは群馬県は公立のほうが人気が

あるからというのは想像はつくのですが、裏づ

けがなかなか得られないものですから、今年度、

こんな形で「環境向上アンケート」というのを

実施しました。言葉の意味がわかりづらいので

すが、簡単に言いますと、本校を併願の入試形

態で受験した併願合格者です。合格しても、公

立高校に受かってしまえば、そっちに進学して

しまう中学生が、第1回特待入試ということで

数えますと、1,300人ぐらい受験する中で1,000

人は公立高校に行ってしまう。他の学校に進学

した1,000人の高校1年生の子達にダイレクトメ

ールを送りまして、アンケートをとりました。

1,000名に送り、どれぐらい戻ってくるのか

なと思ったのですが、200通くらい戻ってきま

した。それでいろいろ分析をして、今、どこの

学校に通っているのかとか、本校の学校見学会

に何回ぐらい来てくれたのか、あるいは本校を
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受験した理由はなぜかとか、本校に入学しなか

ったのはなぜかというのを聞いたのです。

そうすると、本校を受けた子がどれぐらい公

立学校に行っていて、どれぐらいの学力がある

かというのをそこで知ることもできました。こ

こに挙げさせていただいたのは、本校に入学せ

ずに、他校になぜ入学したのか。ベスト3がこ

れです。圧倒的に「公立に合格したから」。根

本的に私立志望ではないというのが、ここで裏

づけられました。これは想像つくのですが、「公

立のほうが授業料が安いから」。三つ目は、「普

通科しかないから」。以前はうちの学校でも、

工業科、自動車科、商業科があったのですが、

今は普通科だけになってしまいまして、専門的

な資格が取れないのであれば、実業高校に行っ

たほうがいいという結果も出てきました。

これらをもとにして、公立高校、本校では「競

合校」と呼んでいるのですが、そちらと同じカ

リキュラムを編成していたのでは勝ち目がない

です。どこかで何か特色を持たないといけない

ということで、法人全体で考えれば校舎をきれ

いにしたりとか、突出した部活動があるとか、

あるいは宣伝するものがドーンとあって、私学

で高い授業料を払っても入学してくれるという

学生がいればいいのですが、それもなかなかな

いものですから、であれば公立高校とは違う視

点で、違いのある教育課程を組めないかという

ことになりました。そこで、本日は2点、高・

短・大連携プログラムと資格取得ということで

説明をしていきたいと思います。

(1)高・短・大連携プログラム

まずは高・短・大連携プログラムの説明です

が、この目的は、最終的には本校の入学者が増

加してくれるというのが目標ですが、これは法

人全体で取り組むということです。系列の大学、

短期大学、それらを巻き込んで、全体で取り組

もう。これは同じように、高校の入学生が少な

くなっていれば、大学、短大だって入学生が少

ないのです。そういう部分で、一緒に取り組め

る何かをということで設定させていただきまし

た。
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授業科目は、先ほどの普通科進学コースの資

格取得コースの中にあります。授業科目として

は2年次の専門科目家庭科「発達と保育」「児童

文化」、それぞれ2単位、3年次は学校設定科目

として「大学授業」「短大授業」、それぞれ2単

位です。

「発達と保育」「児童文化」は保育系という

ことで、家庭科専門科目になりますので、あま

り目新しいところがないのですが、目新しいと

ころを挙げるとすれば、本校は、関東短期大学

のこども学科、単科の短大になっていまして、

同じ敷地内にあります。ですので、高校の授業

に短大から教授に来てもらったり、あるいは短

大に生徒を連れていって、短大の先生に講義を

してもらったりしながら、家庭科の教員ととも

に TT を実施して、資格取得のほうで連携しよ
うということです。

短大の保育実践室というところで、子ども達

への読み聞かせの実践をしていたり、あるいは

右側の写真は粘土ですが、小麦粉で、子どもが

口に入れても危険ではない粘土をつくって、ど

んなものがつくれるのだろうかということをや

っています。

次の写真は、離乳食をつくったり、あるいは

赤ちゃんにミルクをあげている様子ですが、座

学ではなかなかできないものが、短大と TT す
ることによって実践できる。

「発達と保育」「児童文化」は、4名の先生が

入れかわり立ちかわり期間を区切って、特に「発

達と保育」の部分は、心理分野の担当の教授の

先生が半年来ます。「保育」の部分は保育専門

の先生が来たりというふうに、4名の先生で担

当しております。

単位認定については、高校での中間・期末試

験を家庭科の先生がつくって、それを短大の先

生に見てもらいながら、採点・評価はお互いに

し合って、それぞれ評価、単位を認定しようと

いうことで、「5」「4」「3」「2」「1」をつけてお

ります。

もう一つ、「大学授業」「短大授業」というこ

とで、3年生の学校設定科目になります。系列

の大学は隣の太田市というところにあるのです

が、そちらのほうに移動して、大学生と一緒に

授業を受けたり、あるいは短大生と一緒に授業

を受けたり。先ほどの「発達と保育」「児童文

化」は高校生だけなのです。先生が代わってい

るだけなのですが、こちらのほうは学生と一緒

に受ける。「大学授業」は平成17年度から、「短

大授業」は平成21年度から実施しております。

「大学授業」の流れですが、お昼休みにスク

ールバスに乗り込みまして、てくてくとキャン

パス内を歩いていって、大学生と一緒に学食で
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御飯を食べて、講義を受けて、学校に帰ってく

る。これを1年間繰り返しているわけです。

単位の認定ですが、基本的には高校での単位

認定と大学での単位認定をしております。高校

での単位認定は、高校で成果が満足できると認

められたときに、単位を認定する。わかりづら

いのですが、評価は基本的に行いません。「成

果が満足」というのは、出席とか、授業態度と

いう部分で評価をさせてもらっています。

特に「大学授業」は、単位認定のところにも

つながるのですが、「大学授業」の場合は大学

での単位が認定されたときには、もし学園大学

に進学した場合、入学した後に、大学1年生の

ときにその授業が免除になります。大学生と一

緒に授業を受けながら、前期と後期の大学生の

試験も、大学生と一緒に受験をさせているので

す。

大学生の前期試験は夏休みにありますし、後

期試験は3年生の家庭学習の期間にあるもので

すから、当日行かなかったりとか、そういう生

徒には高校での単位は認定しない。ただ、これ

は卒業認定の単位数には含まれておりませんの

で、生徒には「しっかり取りなさい」という指

導しかしていないのですが、そのような形で活

かすことができるので、大学のほうでは附属か

ら行った場合には、若干メリットがあるという

ふうになっております。

「短大授業」のほうは、平成21年度からにな

りますので、単位認定はやっていなくて、基本

的には一緒に授業を受けているだけという形に

なっております。

その他の「高・短・大連携プログラム」は、

「職業講話」と書いたのですが、これは、関東

学園大学のいろいろな分野で精通されている実

務経験のある先生方を招いて、「職業講話」を

行っています。オリエンタルランドで東京ディ

ズニーランドをつくったときのプロジェクトチ

ームに参加していた先生を招いたり、あるいは

サッカーの J リーグ設立に貢献された先生を
招いたり、あるいは群馬県の県警本部、これは

捜査一課、刑事課ですが、そこの刑事部長をさ

れていた先生を招いたり、あるいは JTB で営
業実績のある先生方を招いたりしながら、興味

の持てる職業教育も連携しながらやっておりま

す。それと学内進学で進学した場合には、受験

料、入学料、授業料半額の免除という措置はあ

ります。

(2)資格取得

資格取得は、ここに挙げたような資格を取る

ということで、特に目新しい資格はないので、

省略させていただければと思います。

「保育」のほうも、保育技術検定を3級まで
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取らせるような努力をしているということで

す。

3.評価について

最後の評価ですが、どこで評価するのかとい

うのは非常に難しいです。本当は「大学授業」

や「短大授業」「高・短・大連携プログラム」

に関しては、この授業を受けたから、学園大学

に進学した者がものすごく増えたのか、短大に

進学した者がものすごく増えたかというのが出

れば、評価になるのですが、実はそういうこと

はないのです。内部進学者が増えたというのは

ありません。

ただ、一つここで評価を見つけるとすれば、

「大学授業」は平成17年度からになりますが、

18年度から急に4年制大学の進学率が上がるの

です。その後、50％台、40％がありますが、60

％近くになったりしていく中で、専門学校進学

が50を超えてきているのです。主に資格取得コ

ースで、「大学授業」に行っている子は、当初、

大学希望の子ばかりなのかなと思ってつくった

のですが、実際には専門学校希望者や就職希望

者も含まれているものですから、そういう科目

で大学生と一緒に授業を受けることによって、

4年制大学に行きたいと思い、そういう部分で、

四大進学者が増えたところは評価になると思い

ます。

資格取得に関しては、他の実業高校と大きく

違うのは、例えば簿記の資格は2年生から選択

で入るというところなので、実業高校は1年生

から資格取得をさせるのに、2年生から資格取

得に取り組ませて、なおかつ3年生の1学期に就

職や推薦で行く生徒は、そこまでに資格を取ら

せなければならないので、そういう部分で赤字

で書かせてもらったのですが、2年生1年間だけ

で両方1級を取れた生徒が出たのです。今の3年

生ですが、この生徒は2年生で両方1級に合格し

て、関東学園大学に進学してくれるので、こう

いう生徒が1名出たのは非常にいいなと思いな

がら、挙げさせてもらいました。

おわりに

短時間なので、羅列的に説明をさせてもらっ

て、わかりづらい部分もあったかと思いますが、

終わりに、この後、平成24年度、来年度は理科

と数学、25年度から教育課程が学習指導要領の

関係で全面移行になります。群馬県は、平成29

年度に中学生がものすごく激減するという、そ

れが6年後に控えております。そのときまでに

ある程度の入学生を確保しないと、学校の存続

が危ぶまれる、それぐらい激減する年が来るの

です。そのようなところを後に控えているとい
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うのを自覚しながら、25年度の教育課程を、特

に資格取得の部分をもう少し充実させて、さら

に上位層は上位層で特進コースに学ばせて、幅

広い生徒を受けて入れていきつつ、進路実現を

させていけばと考えて取り組んでおります。

短い時間でありましたが、ご清聴ありがとう

ございました。これで終わりにしたいと思いま

す。
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「教育課程と評価について」

桐生第一高等学校 教諭 岡 山 敏 明

はじめに

皆さんこんにちは。桐生第一高校の岡山と申

します。群馬大会の最後の発表となります。も

とより大した発表はできませんが、短時間おつ

き合いください。

これから本校の教育課程とその評価について

の発表をさせていただきますが、その前に、簡

単に本校の概要を説明させていただきます。

1.学校の概要

本校は、桐生市の市街地に位置し、桐生川と

いうきれいな川と吾妻山との緑と水に囲まれ

た、非常に環境のよいところにあります。1901

年に創立以来、社会に役立つ人間の育成という、

建学の精神に基づいて、すべての人にはすばら

しい人間性と可能性があり、それを発見し磨き

高め、真に社会の信頼に足る人物を育成するこ

とを目的に、「自ら成すことによって学ぶ」と

いう実学実践の教育理念で、心身ともに健全で、

人間性豊かな生徒を育てることを目指してきま

した。

2.特色ある教育課程

(1)科・コース・系の編成

それでは、本題の教育課程とその評価につい

て発表させていただきます。

本校では、生徒が興味・関心を持って学習や

学校生活に取り組んでいけるよう、基礎学力の

向上の上に、ご覧のように、普通科と調理科の

2科を設けています。普通科の中には、特別進

学コース、進学コース、進学スポーツコース、

総合コースの4コースを設置しています。

さらに、総合コースには6つの系、情報ビジ

ネス系、生産科学系、デザイン美術系、生活教

養系、福祉教養系、保育心理系を設置して、そ

れぞれ特色を活かした教育課程を作成していま

す。

この中で、普通科の4つのコース、それから

調理科については、入学時に編成をしてしまい

ます。そして、6つの系ですが、これについて

は1年生のときに、各系の授業を体験させます。

そして、さらに保護者に対してもガイダンスを

行った上で、2年に進級するときに、生徒の希

望に合わせて、人数制限をしないで、そのとき

の生徒の目標や興味・関心のあった系を選択さ

せています。

ただし、一度選択した系については、2年、3

年と継続して行う授業がありますので、途中で

の変更は認めていません。各系でそれぞれ特色

ある専門科目、学校設定科目を設置して、専門

的な学習をして、各系に応じた免許や検定等の

取得、合格を目指しています。

このクラス編成についても、系ごとに情報ビ

ジネス系のクラスという形ではなく、1組、2組

という形で、その1組の中にすべての系の生徒

がいるというクラス編成をしています。生徒は

指定された時間に、指定された場所に移動して、

その授業を受けるという形で、授業を行ってい

ます。

(2)各科・コース・系の紹介

それでは、各科・コース・系について、簡単

に説明をさせていただきます。

まず調理科です。調理師養成に主眼を置いた、
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本県唯一の学科です。高等学校卒業を基礎とす

る調理師養成機関で、卒業と同時に調理師免許

が取得できるようになっています。高等学校で

一般教養科目を学んだ上で、調理師になるため

の専門科目を習得して、基礎知識の徹底した幅

広い見識を持った調理師を養成しています。

授業は、実技を多く実施しており、基礎理論

から和食、洋食、中華料理の実習、さらには特

別食という広範囲な学習をしています。

専門科目として、いろいろな調理師免許取得

に必要な科目を学習しています。

努力目標として、調理師免許の取得はもちろ

んですが、調理師技術検定の合格、食育インス

トラクターの取得も目標としています。

次は、特別進学コースです。多くの私学も設

置していると思いますが、国公立大学・難関私

立大学を希望する生徒を対象として、主要5教

科に主眼を置いて、少人数のクラス編成できめ

細やかな学習を行って、補習授業、模擬試験等

を随時行ない、大学の合格を目指します。努力

目標としては、希望大学への合格はもちろんで

すが、さらに英語検定や漢字検定などの2級以

上の合格も挙げています。

次に進学コースです。特別進学コースほどの

学習指導まではいきませんが、私立大学や短期

大学の進学希望者を対象としたクラスです。特

色としては、第2外国語に「中国語」を履修し

ております。努力目標として、先ほどの特別進

学コースと同じように、希望大学への合格、そ

して英語検定、漢字検定の準2級合格を挙げて

おります。

進学スポーツコースです。こちらも多くの私

学さんでも設置していると思いますが、得意競

技でさらに自己の能力や技量を練磨して、体力

と技術を向上させ、全国大会に出場できる選手

の育成を中心としたクラスです。同時に、習熟

度別のクラス編成をして、基礎学力の向上を目

指して、大学進学にも力を入れております。特

色として、「選択実技」を履修させております。

努力目標としては、普通救命講習の修了を挙げ

ています。

以上が、調理科、普通科の中の三つのコース

ですが、これから紹介します、総合コースの各

系を本校として特色ある教育課程として、挙げ

させていただきます。

まず情報ビジネス系です。情報処理の基礎と

技術を習得させて、情報化社会に相応した人物

の育成を図っています。専門科目として「簿記」

や「情報処理」など、ここに挙がっているもの

を履修させています。努力目標として、情報処

理、簿記能力、工業簿記、ワープロ実務、IT
活用などの、各種検定の3級以上の合格を目指

しております。

生産科学系です。これは工業部門と農業部門

のものづくりに関して、基礎知識や技能を習得

させ、幅広い職場で役立つ人材育成を図ってい

ます。専門科目として、農業分野では、「環境

科学基礎」、「グリーンライフ」などがあります。

工業部門としては、「溶接技術」、「都市環境」

などがあります。努力目標として、ガス溶接技

能講習、アーク溶接、研削砥石の修了証の取得、

それから危険物取扱者の資格取得、また農業分

野でいえばエコ検定の合格を挙げております。

次にデザイン美術系です。絵画や創作を中心

に芸術分野で幅広く活躍したいという生徒の夢

を育む系です。専門科目として、「絵画」、「デ

ザイン技術」、「クラフトデザイン」、「映像メデ

ィア表現」などを履修しております。こちらの

努力目標としては、画像処理技術検定などを挙

げております。

次に生活教養系です。こちらは実生活での技

能と教養を育みます。授業では礼儀作法や和洋

裁、手芸、編物、着付け、育児、料理など、多

方面のことを学びます。中でも和洋裁では、自

分の求める服飾をデザイン、創作し、身に着け

たファッションショーを毎年開催しておりま

す。専門科目として「服飾文化」、「被服製作」

等を履修しています。努力目標としては、被服

製作技術、ファッション販売能力等の検定の合

格を目指しております。

次に福祉教養系です。高齢化社会に伴って、

これからの日本に欠かせないものになってくる
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介護、福祉の基礎を中心に学習し、ボランティ

ア精神を兼ね備えた心身ともに豊かな人材を育

成することを目指しています。専門科目として、

「社会福祉基礎」や「基礎介護」、「社会福祉実

習」など、様々なものを履修しています。努力

目標としては、訪問介護員養成研修修了、福祉

用具相談訪問員の取得、さらに福祉住環境コー

ディネーター検定の合格などを挙げておりま

す。

最後に保育心理系です。心豊かな保育者とな

るために、様々な実習と児童心理を学んで、保

育系大学や専門学校進学を希望する生徒を対象

に、愛情いっぱいの保育者の育成を目指してい

ます。専門科目として、「発達と保育」や「児

童文化」「保育技術」などを履修しています。

努力目標としては、保育技術検定の合格、普通

救命講習の修了などを挙げています。

以上が各系の概要説明です。

下記が本校の教育課程表になります。

平成23年入学生　教育課程表

文 理 文 理工 理看 文 理 文 理 文 理工 理看 文 理

国語表現Ⅰ 2 2 2 2 2 2 2 2 簿記 6 6
国語総合 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 情報処理 4 4
現代文 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 経済活動と法 2 2

古典 4 4 4 4 4 4 4 生活産業基礎 2 2
実用国語 2 課題研究 4 5
日本語探求 3 3 発達と保育 4 4

世界史Ａ 2 2 2 2 児童文化 4 4
世界史Ｂ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 家庭看護・福祉 2 2
日本史Ａ 2 2 服飾文化 2 2
日本史Ｂ 4 5 4 4 4 4 4 4 4 被服製作（洋裁） 6 6
地理Ａ 2 2 2 2 2 2 被服製作（和裁） 6 6
地理Ｂ 4 5 服飾手芸 2 2
世界史探求 4 4 児童心理 2 2
地理探求 2 2 児童福祉 2 2 2

現代社会 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 保育技術 4 4
政治・経済 2 3 3 調理基礎 3 2

現代社会探求 2 2 食文化概論 1 1

数学Ⅰ 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 衛生法規 1 1
数学Ⅱ 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 公衆衛生学 3 3
数学Ⅲ 3 3 4 4 3 栄養学 3 3
数学Ａ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 食品学 2 2
数学Ｂ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 食品衛生学 3 3
数学Ｃ 2 2 2 2 食品衛生学実習 1 1
数学探求 2～4 4 2 3 2 2 調理理論 5 5

理科総合Ａ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 調理実習 9 9
物理Ⅰ 3 3 3 3 保健体育 3 3

物理Ⅱ 3 3 4 3 情報 情報と表現 4 4

化学Ⅰ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 社会福祉基礎 2 2
化学Ⅱ 3 3 4 4 3 社会福祉制度 2 2
生物Ⅰ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 基礎介護 2 2
生物Ⅱ 3 4 社会福祉援助技術 2 2
生物学探求 3 3 社会福祉実習 2 2

保健 体育 7～8 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 社会福祉演習 2 2

体育 保健 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 体育理論 2 2 2

音楽Ⅰ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 選択実技Ⅰ 4 4 4
美術Ⅰ 2 2 2 2 選択実技Ⅱ 4 4 4

オーラル･コミⅠ 2 2 2 2 2 2 2 2 選択実技Ⅲ 4 4 4

英語Ⅰ 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 構成 2 2
英語Ⅱ 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 絵画 2 2
リーディング 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 デザイン技術 2 2
ライティング 4 5 5 4 4 4 コンピュータグラフィック 2 2
現代英語 2～3 3 2 ビジュアルデザイン 3 3
中国語 2 2 2 2 クラフトデザイン 3 3

家庭 家庭基礎 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 映像ﾒﾃﾞｨｱ表現 2 2

情報 情報Ａ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

総合的な学習 3～6 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

環境科学基礎 2 2
グリーンライフ 2 2
デザイン技術 2 2
溶接技術 2 2

職業技術 4 4 小　　　　計 99 99 96 96 96 93 93 87 87 87 87 87 87 90
都市環境 2 2 ホームルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
リビングデザイン 2 2 合　　　計 102 102 99 99 99 96 96 90 90 90 90 90 90 93
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進学スポーツ
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普通科
調理科教科 科　目

標準
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普通科
特別進学

普通科
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教科 科　目

標準
単位
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福祉教養 保育心理

普通科 普通科 普通科
調理科進　学 進学スポーツ

情報ビジネス

（3）系の時間割

先ほどの各系の授業の組み立てですが、2年

次に週6時間、3年次には週10時間、それぞれの

系の授業を行っています。現在、2年生では、

木曜の丸一日を使っております。3年生では月

曜の5・6限、火曜の1・2限、そして金曜日1日
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を使っています。2年生も3年生も、それぞれ1

日その系の授業だけを行う日を設けており、本

校では木曜日を「2年の系の日」、金曜日を「3

年の系の日」という形で呼んでいます。

（4）進路状況

次に、進路状況ですが、調理科は卒業後、さ

らに上級の資格を取得するために、桐丘学園系

列の桐生大学をはじめとする上級学校へ進学し

たり、また県内外の調理関係への就職をしてお

ります。

また、特別進学コース、進学コース、進学ス

ポーツコースも、桐生大学や桐生大学短期大学

部への進学はもちろんですが、そのほか県内外

の国公立、私立大学等へ多くの生徒が進学をし

ています。

そして、系でいいますと、生産科学系は、や

はり工業系の大学等への進学、そして各種製造

業への就職をしています。

デザイン美術系では、桐生大学短期大学部は

もとより、美術系の大学や専門学校へ進学して

います。

福祉教養系も、やはり福祉系の大学や専門学

校、そして県内外の福祉施設へ就職しておりま

す。前述しました生産科学、デザイン、福祉に

ついては、大体半数以上が選択したコースや系

に関係した進路を決定しています。ただ、情報

ビジネス系、生活教養系及び保育心理系につい

ては、必ずしも系に関連した進路へ進んでいな

いのが現状です。

これについて、進学については大体関連した

ところへ行っていますが、就職については、ど

うしても県内に関連した企業が少ないというこ

とで、本人が希望しても進路変更を余儀なくさ

れてしまっているということがあると思ってい

ます。

3.評価（アンケートより）

評価ですが、本校では年に一度、生徒、保護

者、そして教員を対象とした学校評価アンケー

トを実施しています。その学校評価アンケート

の中から、特に今回の教育課程に関してのポイ

ントを抜粋し、それを考察させていただいて評

価とさせていただきたいと思います。

まずアンケート結果からいいますと、生徒か

らの教育課程の評価としては、多くの生徒が自

分の選択したコース・系の授業内容について

は、満足をしているようです。そして、意欲的

に学習、系の努力目標に取り組んでいるようで

す。

ただし、それぞれ進学という面については、

多くの生徒が希望校等に合格して、十分な結果

を出しているのですが、資格や免許等の取得と

いう面では、まだまだ十分な結果を出せていな

いのが現状です。

保護者からの評価としては、生徒同様に、コ

ース・系の学習内容、その取り組みには満足し

ているようです。生徒が目標に向かって学校生

活に臨んでいるという考え方をしているようで

す。

また、生徒が取得しようとしている免許や資

格についても、本校は普通高校ですが、普通高

校でもこれだけのものが取得可能であるという

ことについては、非常に満足しているという結

果が出ております。

最後に、教員の評価ですが、生徒達が選択し

たコース・系の授業内容に対しては満足して取

り組んでいるととらえているようです。そして、

なかなか合格率は向上しませんが、意欲的に資

格や免許の取得等の目標に向かって、学校生活

を送っているととらえております。また、特色

を持たせた科目を教員側として教授するに当た

っても、意欲的に授業を行っているということ

がわかります。

以上のアンケートの結果より、生徒、保護者、

教員が3者の立場で、教育課程についてはほぼ

満足しています。特色を活かした教育課程につ

いては、それなりの成果を上げているのではな

いかと思います。
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4.課題

最後ですが、今後の課題ということで、3点

について考えてみました。系の選択をするに当

たって、人数制限をせずに行っています。その

ために、その年、その年によって、系の人数が

増減をします。それに伴いクラスも増減をして

しまうために、なかなか一定しないという点。

そして、クラス数が変わってしまうことによっ

て、専門教科の教員確保が非常に難しいという

ことがあります。また、今年は少なかった、来

年は多い、次の年に少なくなってしまうという

ことになると、生徒に整える施設や設備の充実

に対しての経費がかかってしまうという課題が

あります。

履修時間への対応ですが、普通科の授業の中

に、先ほど話しましたように、専門教科を16時

間取り入れています。そのために、主要5教科

に対する時間が十分にゆとりをとって行えない

ということで、選択した系と大きく異なる系統

の大学等へ進学する場合に、入学試験等に十分

に対応できなくなってしまうことが起こり得る

可能性があるのではないか。

今後もこれらの課題点を十分に考え、より充

実した教育課程の作成に当たっていきたいと思

っております。

おわりに

以上で発表を終わりにさせていただきます。

最後までお聞きいただきありがとうございまし

た。
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関東学園大学附属高等学校 校長 根 岸 弘

私学教育研究の全国大会が群馬県で行われた

ことを喜ばしく思うとともに、参加いただいた

方々、講演・発表をいただいた先生方さらには

関係各位のご支援に対し感謝申しあげます。

教育課程は学校教育のまさに骨組みであり、

それぞれの学校が私学としての特色を織り込

み、どのような生徒を育てるかがこれにかかわ

っております。それ故、教育課程は常に手を加

え精査することが求められています。

そのような中、平成21年3月に高等学校の新

学習指導要領が告示され、数学・理科について

は平成24年度からの学年進行で実施することに

なりました。これに伴い平成27年度大学入試セ

ンター試験では数学・理科で新たな出題がなさ

れることになり、その編成には各校ともご苦労

なさったことと思います。

平成23年度6月17日に大阪で行われた日本私

学教育研究所実施の私立学校専門研修会・教育

課程部会に参加した先生方からは、新教育課程

の編成とセンター試験への対応等々、アンケー

トからその関心の高さと編成への迷いを知るこ

とができました。

このような中でこの部会を担当することにな

り、教育課程の重要性に対しての思いが積もる

ばかりで、いかに部会構成をするか迷いが続き

ました。しかし、新たな取り組みをするのは「人

である」と考え、これを一つの焦点としました。

指導者がいかなる思いをもって骨組みを作るか

が必要条件であろうと考えたのです。その思い

の先には、広島県で初めて単位制を導入した「芦

品まなび学園高等学校」初代校長の皿田氏がい

ました。骨組みを作るのは人であり、その思い

が教育課程に魂を入れるのではないかと思いま

す。もう一つの焦点は、カリキュラムとは何か

です。今回はこれを十分条件として部会を構成

しました。

皿田先生の講演は、カリキュラムへの豊かな

肉付けのご苦労と心構えを、筑波大学の根津先

生からはしっかりした根拠（論理）に基づいた

カリキュラムの捉え方をお話しいただきまし

た。さらに研究発表として、開智学園の那須野

先生からは縦横の発想のみならず高さを加えて

の空間を感じさせる｢新しい学び｣を、さらなる

発表は本県の桐生第一高等学校・関東学園大学

附属高等学校の独創性のある豊かなカリキュラ

ム編成とその取り組みが紹介されました。

長時間にわたる部会も、席を立つ人もなく、

意義ある時間となったと確信しています。会の

結びに、次年度開催の岩手県からの出席者5名

の紹介には、もろもろの思いと期待をこめた大

きな拍手が贈られました。スタッフの顔に笑み

が窺え、新たな経験と感動が教師を大きくして

くれた一瞬でもありました。

このたびの部会に参加いただいた先生方と関

係各位に改めて感謝を申し上げ、総括といたし

ます。

ありがとうございました。
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1 研究目標 事務室が変われば、学校も変わる

2 会 場 エテルナ高崎「5階ティラーレ」

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月日

受 部 閉
会 研究

10月28日 開 基調講演 講 演 昼 食 分 科 会 会
会 演習

付 式 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 高崎商科大学附属高等学校 理事長・校長 森 本 純 生

基調講演 演 題「選ばれる私学をめざす組織づくり―学校改革とリスクマネジメント」

講 師 聖光学院中学高等学校 理事長・校長 工 藤 誠 一

講 演 演 題 「大型温泉旅館の破綻と再生から学ぶ魅力づくりと意識改革」

講 師 ㈱星野リゾート・トマム 代表取締役総支配人 佐 藤 大 介

研究演習 ―講義と演習―

テーマ 「明るい接遇で学校を楽しく」

講 師 高 崎 商 科 大 学 短 期 大 学 部 教 授 大 津 ゆ り

分 科 会 テーマ 「学校事務の質の向上と今日的な課題対応について」

① 学校窓口としての接遇（コミュニケーション力・傾聴力・マナー・電話の

対応・クレーム対応）

② 情報の管理（個人の情報・セキュリティー）

③ 保護者・近隣への対応（危機管理能力の向上・リスクマネージメント）

④ 学校事務・業務の効率化（就学支援金手続き・補助金申請）

⑤ 教員とのコミュニケーション・信頼関係づくり（カリキュラム・経営への

参画・生徒募集）

⑥ 協力的な職場環境の構築〈協調性・やる気の向上）

Ａグループ 司会：常 見 憲 男（常磐高等学校 法人本部長）

助言指導：正 村 幸 雄（学校法人鹿児島学園 理事長）
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Ｂグループ 司会：塚 越 隆（常磐高等学校 事務長）

助言指導：森 本 純 生（高崎商科大学附属高等学校 理事長・校長）

Ｃグループ 司会：加 島 勝 一（高崎商科大学法人本部 課長）

助言指導：工 藤 誠 一（聖光学院中学高等学校 理事長・校長）

Ｄグループ 司会：石 川 貞 雄（高崎商科大学附属高等学校 事務長）

助言指導：富 本 道 宣（富本教育研究所 所長）

部会閉会式 総 括 高崎商科大学附属高等学校 理事長・校長 森 本 純 生

専門委員長挨拶 聖 光 学 院 中 学 高 等 学 校 理事長・校長 工 藤 誠 一

閉会のことば 常 磐 高 等 学 校 校 長 髙 山 幸 索

5 運営委員（順不同）

委 員 長 森 本 純 生（高崎商科大学附属高等学校 理事長・校長）

副委員長 髙 山 幸 索（常磐高等学校 校長）

委 員 金 井 誠（高崎商科大学附属高等学校 副校長）

石 川 貞 雄（高崎商科大学附属高等学校 事務長）

加 島 勝 一（高崎商科大学法人本部 課長）

栗 原 恒 典（常磐高等学校 教頭）

塚 越 隆（常磐高等学校 事務長）

常 見 憲 男（常磐高等学校 法人本部長）

6 専門委員

委 員 長 工 藤 誠 一（聖光学院中学高等学校 理事長・校長）

委 員 森 本 純 生（高崎商科大学附属高等学校 理事長・校長）

正 村 幸 雄（学校法人鹿児島学園 理事長）

富 本 道 宣（富本教育研究所 所長）
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「選ばれる私学をめざす組織づくり

―学校改革とリスクマネジメント」

聖光学院中学高等学校 理事長･校長 工 藤 誠 一

聖光学院校長の工藤です。今日は、54年目を

迎えた私どもの学校の歴史を振り返り、その中

であった危機、改革について少しお話しして、

現在取り組んでいることについてもお話しした

いと思います。

私学というのは様々な職務を経験した者の集

まりというのが特徴であると私は思っていま

す。学校の事務職になるつもりはなかったのだ

けれどもという形でなっている方々、教員にし

ても、当初は司法試験を目指していたとか、元

々音楽家や作家を志望していたとか、そういう

ケースが多いのではないかと思うのです。どち

らかというと、公立の学校の教育者であるより

も、自由の効くは私学の教育者を志望したとい

うことなのでしょう。こういった多様性という

ものが、私学の特徴をくんでいるのかなという

ように私は感じるわけです。

私どもは首都圏の学校ですが、採用に携わる

と、最初から私学の教員になりたいという人が

このごろ目立って増えています。それが本当は

いいことなのかなと思ってしまいます。こうい

ったことからも、これからの私学はどうなって

いくことが大事なのかなと、私自身感じるとこ

ろがあります。

もう一つ、やはり学校というのは、美しい夢

や気高い理想が語られるべき場であると、私は

基本的には思っています。私学ですから、どう

しても経営が重要になりますが、そこで主人公

となるのは未来の時代を担う子ども達です。そ

の子ども達が夢を持てなければ将来はないわけ

ですから、学校はその中でどのような形で運営

されていくべきなのかが大きなテーマになると

私自身は考えています。

私どもの学校は、神奈川県横浜市中区―場所

的には、外人墓地や港の見える丘公園から一駅

離れたところの昭和33年に創立されたカトリッ

クのミッションスクールです。どのような学校

のカテゴリーにあてはまるかというと、カトリ

ックの学校であり、日本有数の進学校といって

いいと思います。私どもの学校は東大の合格者

数は全国でベスト10に入っていますので、私自

身校長をやっていても、毎日のように来年東大

に何人合格できるかを考えます。そういった部

分がないと学校はやっていけません。私学の小

さい学校であり、私は経営者であると同時に教

師でもあります。また10月から学校法人の理事

長にも就任することにもなりました。校舎建て

かえに20数億お金がかかる。今までの理事長は

80歳ですから、借金の保証人になるためになっ

たようなものなのです。
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このような経緯から、教育者としては子ども達

に対して、「本当にこの学校で過ごしてよかっ

たな」「僕達はこの学校で愛されていたのだ」

と思って卒業してほしい。そして、できれば卒

業式の日に、「お父さん、お母さん、今まで月

謝を払ってくれてありがとう」といって卒業式

の日を迎えてほしいなと思っています。

もう一つは何かというと、私どもの学校、先

生はほとんど辞めません。大体40年勤続で勤め

ていくわけです。そうしたとき定年を迎えた日

に、「お父さん、本当にいいところへ勤めたね」

と言われて先生達が退職していくのが大事かな

と考えています。私は、たまたま校長という役

職をやってはいますが、私立の学校で校長にな

ろうと思う人はほとんどおりません。

公立の学校の場合であれば出世競争もあるで

しょうが、私学の場合にはそれはない。作家志

望だが、ひとまず先生をやっておこうかなどと

いった、夢をもちながら職に就く部分があると

私は思っております。

そういった中で言うと、先生達はその学校に

一生をかけてもいる。それに対して経営者とし

ては、ここへ勤めてよかったなと思ってもらい

たい。ですから、学校というのは、本質的には

夢みたいなきれいごとが語られる場であると言

えます。そのことに対して、「学校に勤める、

教員であることを全うし、それに向かって日々

を過ごせる」というのが、私達の毎日の生きが

いになっていかなければならないのではと私は

思っております。

3月11日に東日本大震災がございました。そ

の直前の2月半ば、福島県の協会さんに頼まれ

て磐梯熱海温泉で話をさせていただいきまし

た。一泊させていただいて、大七酒造のお酒を

飲んで、おいしいなと思って帰って来ました、

1カ月もたたないうちに福島も大変な被害に遭

われているということがありました。今もなお

東日本大震災は日本の中で大きな影響を及ぼし

ています。

そんな中で私どもの学校は、6月5日から8日、6

月8日から12日、生徒40名ずつ80名を岩手県の

宮古へ被災者のボランティアに行かせました。

全校の中で高1、高2に呼びかけまして、200名

ぐらいの生徒が応募してくれ、その中から選び

ました。やはり今こうした日本の状況の中で、

その姿をどうしても子ども達に目の当たりにし

てもらいたいという思いがありました。同時に、

6月5日から8日、8日から12日というのは平日で

す。ちょうど連休が終わった後にボランティア

をおこない、行かせられるというのは、公立で

はかなり難しいです。教育委員会に具申しても、

返事が返ってくるのは1年後ぐらいでしょう。

けれども、私学であればそれができる、現実に

はできました。私が率先してやろうといったこ

とですから、できるわけです。

そして、このことは非常に意味があったなと

思っています。私自身も1日おくれで出かけま

した。夜行のバスに乗り、朝、子ども達と合流

しました。到着した被災地の姿を目の当たりに

見て、山田線の焼けただれた駅舎、そして周り

はすべて瓦礫になっている。また事前に用意す

るものを尋ねると、防塵マスク、かなり厚での

ゴムの手袋、靴の中に鉄板の中敷きを用意して

くださいと言われたので、それら持参し、宮古

市街の側溝のヘドロ除去などを生徒と一緒に行

いました。

そのときに、ヘドロが入った土嚢を絶対手で

抱えて持たないように、こうやって持ち上げて

くださいと言われました。側溝にあるのは下水

も全部一緒のヘドロなのです。ですから、汚染

されたものとかバクテリアなどが入っているお

それもある。聞いたときに、これが被災地の実

態だと痛感しました。

ヘドロを掘ると、アクセサリーが付いたまま

の携帯電話であるとか、学級通信が入ったファ

イルであるとか、そのようなものが出てきます。

そういったものを実際見ると、この持ち主はど

うなっているかということに思いを馳せてしま

う。周りに家はほとんどありません。そういっ

たところどころに花が手向けられている。多分、

そこにおいては、そこに住まわれた方が津波に

流されたのだろうなということが実感するわけ
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です。

そんな町でありながら、ボランティアに行っ

たという私達の姿を見かけると、町の人達がご

苦労さまと声をかけてくれたり、笑顔で我々を

迎えてくれたりします。あらためて「私達は人

々との連帯が大事なのだ」ということを知るこ

とができたと思っています。

考えてみれば、「人間が一人で生活できるよ

うになること」が文明の発達であると言われて

いました。しかし、その文明の発達というのは、

逆に、人々と人々の間でのぬくもりとか連帯と

か、そういったものを喪失させていたのではな

いかな、と私自身は思っています。このことは、

私学はどういう教育をするのかということと密

接につながると私は思っています。考えてみれ

ば、「平等と社会的統合」を目指すことこそが

公立学校の使命ではないでしょうか。小学校に

しろ、中学校にしろ、義務教育によって日本全

国が共通の言葉で話せるし、あるいはお店でお

金を払い、お釣りは幾らかという計算もでき、

お互いにわかり合えるのです。そのような平等

と社会的統合の原理を目指すのが公立の一番の

使命であると私は考えます。

では、我々私学が目指すのは何かといいます

と、「自由と社会的多様性」だと思うのです。

公立は平等ですが、我々私学というのは自由な

のです。その中で、社会的な多様性を生まなけ

ればならない。世界人権宣言の第26条第３項に

は、「親は、子に与える教育の種類を選択する

優先的権利を有する」とあります。これは「子

どもが受ける教育は公立なのか、私学なのかを

選ぶ権利は親が優先的に持っており、国家より

優先する。」ということなのです。つまり、民

主国家であるということは、私学が存在すると

いうことでもあるのです。

我々がなぜ補助金をもらえるのかを考える

と、一つの方向に教育が行かないように、公立

とは違った形の私学が存在することによって、

結果的には国民に利益をもたらすことを意味し

ています。ですから、私学というのは「自由と

社会的多様性」が原理であり、いつも私のテー

マにありますので、今回のようなボランティア

のようなことも私学はやったほうがいい、やる

べきだと私自身は思っています。「自由と社会

的多様性」―これこそ私学にとって失ってはな

らないのではないかと私自身思っています。

そうした中で、私どもの学校はどのような形で

進学校として歩んできたのか。大学進学状況の

変遷と、その際に学校で起きたことについて少

し触れたいと思います。

私どもの学校は昭和33年に1期生を迎えまし

た。神奈川県内には、もう一校、カトリックの

学校としてよく知られている進学校がありま

す。栄光学園という学校で、養老孟司先生や、

細川護煕元首相も、栄光学園の出身であります。

私どもの学校よりも10年前に創立した学校で

す。

同じカトリック校ですから、栄光の校長先生

とも懇意にしています。私どもの初代校長はブ

ルーノ・カロンという修道士で、外国の修道会

が開いた学校なのです。私は、実は日本人で初

めての校長です。36歳で事務長を務め、42歳で

教頭、48歳で校長になりました。私は、もとも

と一般教員ですから、ただの卒業生です。

初代校長ブルーノ・カロンが創立当時に当時

の栄光学園校長に挨拶に行ったところ、栄光学

園で180人東大に合格したら、聖光学院での合

格は１人だろうと言われたのです。そう言われ

て、33歳と血気盛んだった初代校長ブルーノ・

カロンは、とにかく1人でも多く合格させるよ

うに頑張れと皆を鼓舞したそうです。それが私

どもの学校の、活力の原点になっていると思い

ます。

そして昭和39年、1期生卒業時には東大に1人

合格している。やはり、その部分で頑張ったの

です。その後、現役、OB ありますが、東大に
入っています。その後、栄光学園と入試日を同

じ日にして、受験生に、どちらを選びますかと

いう姿勢を明確にし、いわゆる追いつけ追い越

せという形で進んでいくわけです。

ところが、そうした私どもの学校も昭和44年、

危機を突然迎えます。9月に初代校長ブルーノ
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・カロン先生が交通事故を起こしてしまう。そ

れが死亡事故だったので、職を辞さなければな

らない。たいへんワンマンであり、またカリス

マでしたから、徐々に今までの不満というのが

噴出してきます。原因はどこにあったというと、

組織がつくられていなかったのです。だから、

カリスマによる個人商店が、必然的に組織化の

道を歩まなければならないという事態にうちの

学校は直面するわけです。当然ながら、どうし

ても混乱が起きる。そうなると、学校の中から

誰かを代わりにもってくるのは難しいわけで

す。ですから、外部から教頭や事務長を呼ぶと

いう形にするしかない。そうすると、昔からい

る教員と対立することになる。大体どこでもお

定まりの構図です。

私どもの学校は、聖光学院中学高等学校で中

高一貫校です。全くすべてが一つ。職員室も一

つですし、校長も教頭も一人一人という形です。

生徒数が1,350、職員は専任が63名、事務職員、

養護、全部で15名ぐらい。講師入れて80～90ぐ

らいの職場です。

そうした中で一番有効な方法は何かというこ

とで、中高を分離統治するわけです。そうする

と、ポストがすべて倍になります。教頭が2人、

校長は1人です。部長が皆2人ずつになる。修学

旅行、卒業式、それぞれ分離統治することにな

りました。

最初は、そうした対面的な手法で秩序が徐々

に戻り始めました。けれども、そういった中で、

生え抜きで創立からいるような先生などは反発

し、言うことを聞きません。その先生を解雇す

る。ですから、私が校長になって初めにやった

ことは何かというと、和解でした。私も教え子

としてその先生をよく知っていますから、もう

いいよということで水に流してくれて、50周年

の記念史には原稿を寄せてくれ、その後の学校

行事にも来てくれるようになりました。校長と

して、そういったことはまず先にやらなければ

いけないと考えていました。

中高を分離して困ったことがもう一つありま

した。高校を教えられない先生が中学にたまっ

てしまうということです。私どもの学校では、

生徒からの評価にも耳を傾けます。質問や問題

に解答できない教員などを生徒は信頼しませ

ん。実際にそういう先生がいた時代もあるので

すが、授業の部分で高校では勤まらない教員が

出てきてしまいました。

このような面が高じて、学校の将来的な発展

が危ぶまれる状況にまで追い込まれました。そ

ういう状況下で、トマス・トランブレ校長に交

替します。この先生は、修道士でフランス系カ

ナダ人なのですが、ずっと高校3年生の英語を

教えられていた。外国人が進学校で、英文法を

も含めた英語を教えられるというのはたいへん

なことなのです。身長は180センチ以上あって

ブロンドの髪でスタイルもよいので、説明会を

やればお母さん達が、「あんな映画俳優みたい

な校長先生のところだったら生徒を入れたい」

とたいへんな人気がありました。

学校の将来についていつも考えていた先生です

から、思い切って分離統治されていた中高を一

つに戻します。校長交代に組織の改革、学校の

移転問題も絡み、内部では大いなる争いがあり

ました。結果的に、トマス先生は昭和59年に3

代目の校長に就任します。

ところが、その数年後、トマス先生が解任さ

れます。校長は移転反対でしたので、一部の移

転推進派が巻き返しを謀ったのです。そういっ

たことで学校はまさに大混乱になりました。そ

んな中で、保護者がトマス先生のことを一番支

持してくれていたということが大きかったと思

います。PTA 会長、後援会、卒業生みんなが
支持しました。ですから、先生達も心強くなる

という部分があり、結果的にトマス先生が校長

職に戻る形で、事態は収束します。

その後、結果的には私が引き継ぐことになる

のですが、それからずっと考えたことは何かと

いうと、やはり一連のこうした混乱は、しっか

りとした学校経営と東大への進学実績を挙げる

ことで払拭するしかないということでした。

ライバル校である栄光学園の東大の合格者数は

平均して50人前後です。それに対して私どもの
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学校は昭和39年から昭和50年代まで東大合格20

人を超えたのは一度しかありません。ですから、

我が校との差は歴然としており、大きく差が開

いていました。時代的にも日本が高度経済成長

を遂げて、中学入試というのがブームになり始

めていた時代ですから、そのような部分に助け

られた部分も大きいと思います。

その際に何を売り物にしたのかというと、「生

活指導をきっちり行うカトリックの学校」とい

うことを売りにしました。今でも私どもの学校

のことを称して、「受験少年院」だというよう

に揶揄されることもあります。決してそういう

つもりはないのですが、生活指導は厳しい、受

験の勉強ばかりさせられるという、その当時の

イメージがずっと残り、なかなか払拭できませ

ん。だから、東大は少なかったけれども、225

人ぐらいから早慶には毎年100人ずつ確実に合

格するようになったこころから、私どもの学校

経営も安定してきたのかなと思います。

そういった意味で、トマス校長が復職された

ときに、私と私の恩師である前の校長と二人で

考えたことは、どうしたら聖光学院を安定した

経営の軌道に乗せていくことができるかという

ことでした。

そうした二人でやってきたことの中の一つ

に、入試の回数を2回にするというのがありま

す。

このことは、私どもの大学入試の結果にも直結

しています。初めて2回入試を実施した学年の

東大合格者数は30です。2回入試を実施して以

降、東大合格者数は30を越えているのです。こ

れは、制度変更の効果が如実に現れた結果かな

と思っています。

ところが、順調に結果が出てくると、教員か

ら、勉強は生徒が自律的にやるものなのだとい

う考えが出てきて、高校の指導課程をもとに戻

そうとする意見が出てきました。

もう一つは2期制への対応です。3期制から2

期制にすれば授業日数を確保できるから変えよ

うということで、実際に変えたのです。あわせ

てクラスも、高校2年生から文系、理系には分

けるけれども、選抜クラスと一般クラスという

成績別クラス編成をやめて、フラットにしよう

ということになりました。これについては、そ

れぞれの学校のお考えですから、それぞれの学

校で決めていただければよいことです。うちの

学校はやめました。その理由は、3期制を2期制

にすると試験の回数が一つ減ります。定期試験

が減ると、中学生は勉強しなくなるのです。だ

から、仮に2期制にしても試験の回数を減らさ

ないほうが、中学生には多分よいのだなと考え

ます。

とりわけ影響が出るのは、中1、中2です。具

体的にいうと、生徒は本校に入るために小学校

4年から塾に行きます。その結果、中1、中2に

なると気が緩んでしまいますから、試験がない

と勉強しなくなり、だれてしまう。こういう状

況をみて、これはよくないなと思いました。

またもう一つは高2で成績順によるクラス分

けをしないと、中高一貫教育の場合、いわゆる

中だるみになってしまいます。でも、高2で成

績順によってクラスを分けられるとなると、中

3の終わりから高1ぐらいで勉強に対する取り組

みが変わるのです。ですから、これはそのほう

がいいなということで、以前の方法にすぐ戻し

ました。

これらのことから言えるのは、学校関係者で

あればおわかりいただけると思うのですが、変

えるべきことは1年ちょっとでも変えるといっ

たように、危機に対する対応策をただちにとる

ということです。3期制にしても、高2からの成

績別クラス編成にしても、すぐ戻しています。

そもそも学校というのは、割合時間をかけて検

討して、もし変えようとするならば3年先、4年

先で変えるのが一般的です。それをすぐに変え

る―これが私どもの学校の強みだと思っていま

す。ですから、冒頭にお話しした震災ボランテ

ィアもできたと思います。

3月11日に震災が起きて、6月5日から8日の時

期におこなうというのは、間髪を入れずに決め

たからです。そうした部分で、運営のスピード

感というのは私学に求められることだと私は思
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っています。公立学校や教育委員会の人達では

難しいのではないでしょうか。

朝令暮改ということではなく、中身の云々と

いうよりも、早く変えられるというのも一つの

戦力なのではないかなと私は思います。状況を

見極め、どうやって動くことができるかという

ことが重要であろうかと思います。

そういった中で、私どもの学校もトマス校長

が戻ったときに校舎の改修を行います。結果的

に十数億の借入金が残ってしまいました。修道

会のほうでも混乱はもう嫌だということで、私

は修道会から頼まれて、事務長になります。私

は、請われた仕事を断ることは余りなかったの

ですが、そのときはどうしようかなと思いまし

た。結果として事務長になるのですが、前歴を

知らない新入生の保護者は私のことを工藤さん

と言うのです。私は23歳から先生ですから、先

生としか呼ばれたことがありません。それが「さ

ん」と呼ばれたときに、何と言ったらいいので

すか、微妙な違和感や葛藤を覚えました。

でも、逆に先生と呼ばれると変だなと思った

りもしました。私はもう先生ではないよ。たい

へん複雑気持ちにさせられます。今の自分も教

育者だけれども、経営者なのだなと見直します。

何ともいえない宙ぶらりんさを抱えてきました

というのが本音なのです。だから、どこかで泣

いている。不思議な自分の立場を今でも思いや

っています。多分その結論は生涯出ないのでは

ないかなと思いますが、事務長を経験して本当

によかったなと思っています。借り入れもした

し、大変だからやってくれと言われて、それで

引き受けることになりました。

最初にやらなければならないということは組

合との団交をしなければならない。相手は全部

私の恩師なのです。今までの関係はリセットし

て臨みました。相手がもうやめましょうという

までずっとやるのです。建築関係の住民との交

渉も、向こうが帰れというまでずっといる。水

分の摂取を控え、じっと座っていられるように、

粘り強く応対する。そういったこともあって、

でも、譲るべきところは譲りました。相手側の

プライドもありますから、私自身は礼を逸して

はいけないところは心がけたつもりです。そう

いった意味でわかっていただいた部分もあって

か、徐々に問題は解決していきます。

あとは校舎改築に伴う借入金の返済をしなけ

ればなりませんでした。私は、学校はもっとお

金があると思っていたのですが、いざ金庫をあ

けてみたらあまり金がないので驚いてしまいま

した。なぜかというと、建て増しを繰り返して

いましたから、どんどんお金を使っていたわけ

です。結果、必然的に使えるお金がなかったと

いうのが実態でした。ですから、総額13億の借

金があったということなのです。

そのためボーナスを払う日にちや給料の支払

いシステムを変える、一般的なシステムに改め

る、現金ではなくて振り込みにするなどという

ようなことを事務長としておこないました。

同時に事務のことも合理化を推進しました。

例えばコンピューターで入力するときに定型仕

分けを入れておき、その月を呼び出して登録す

る。光熱費とか水道代とか数字が違うのは全部

1円で登録しておいて、後で番号を呼び出して1

円のところに金額を入れればよいようにする。

一々借方、貸方打っていたら事務は大変です。

また日本私学教育研究所の学校事務の委員を

やっていた時代に、コンピューターの講習をや

っていました。そのときに OCR を使った事務
処理をしばらくやったことがあります。マーク

シートを使うというのは学校になじまないので

す。それはなぜかというと、よく模試などでは

マークシートを使いますが、シートの紙代を学

校では負担できなせん。それは模擬試験ならば、

受験料明細の中にそれが入ります。しかし学校

の中であの上質で高価な紙を使って生徒が試験

をやったり住所の登録をしたりとか、そういう

のは困るわけです。

ところが、学校の場合、必ず印刷機があるか

ら、一般的な印刷用紙を使ってできるのであれ

ば、非常に合理化しやすくなります。そういう

ことを全部研究して、それができるようになる

までには随分苦労しました。皆さんに OCR と
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いう機械も買いました。ですから、うちの学校

は、例えば生徒の住所の登録とか、そのような

ものは全部 OCR でやるようにしています。事
務職員が全部打つということはありません。そ

のような合理化を結構おこなったわけです。

もう一つ、例えば印刷室はかなり充実させま

した。私どもの学校の印刷室というのは、町の

印刷屋と何ら変わりません。オフセットもあれ

ば、丁合機もあれば、無線つづり機もあるとい

うくらいで、町の小さな印刷屋よりもうちのほ

うが設備は整っていると思います。また印刷専

門の職員は、いつも自衛隊に頼んでいます。こ

ういうオフセットが使える印刷屋と同じぐらい

できる人を雇うときには、自衛隊の研修をさせ

て、採用するわけです。自衛隊は自分のところ

で教材をつくるので、たいへん大きい印刷所を

持っているのです。そこで研修させて、使える

ようにして雇用します。ですから、普通の印刷

技術を持っているのと同じレベルになっている

わけです。

なぜそこまでするのかというと、私どもの学

校は聖光学院のテキストはつくりません。テキ

ストがあるとマニュアルにもなってしまいま

す。ですから、テキストを学校でつくってしま

うと、予備校なども熱心な人がつくって、それ

を教員が使うことになるわけです。ですから、

うちは教員にオリジナルのテキストをつくるこ

とを奨励しています。そのかわり学校で教材と

して製本します。というわけで学校の中に印刷

所があるのです。そして、定年になったら、そ

のテキストを持って塾で教えなさいと私は言っ

ているのです。こういう部分はあっていいので

はないかなと思います。

それから、私どもの学校は、初代校長がワン

マンでカリスマでしたから、基本給以外に多種

多様な手当がありました。100種類ぐらい手当

があったのですが、それも整理しました。今は

10種類ぐらいしか残ってはいません。思い切っ

て変えました。

それから、女性の職員の方も大勢いらっしゃ

いますけれども、基本的に教員は男性しかいま

せん。養護教諭は女性です。たまたまそうなっ

たわけですが、今のところ積極的に若い女性の

先生を採ろうとは余り思っていないです。それ

はなぜかというと、若い女性の先生が入ってく

ると、教頭はどの先生が彼女のところに行った

かを監督することが仕事になってしまうからで

す。冗談ではなく、実際にそのようなところが

あるとよその学校でもお聞きしています。

また男子校なので、お母さんが割と若い女性

の先生に対してジェラシーをお持ちになる。男

の先生のほうがお母さん達の当たりがやわらか

いことも理由の一つです。

そういう学校ですから、給料以外、いわゆる

小遣いになるように、いろいろな手当は袋で別

に出していました。ですから、勤続25年になる

と金一封を出すのですが、それも現金で出しま

す。これは、自分で使ってもいいし、家族に渡

してもいいよという意味です。ただ、最後に年

末調整の源泉の総額には入れ、調整と課税は済

むようにしていますが、それも小さい学校だか

らできるのです。やはり、そのような部分でお

互いが理解し合うことが大事ではないかと考え

ています。

話は戻りますが、中学入試を2回やるように

なってから、東大はずっと30人以上合格してい

ます。その間、私自身は平成17年に校長に就任

します。それ以降、周りの学校の東大合格者数

も増えてきているので、30名ではなく50名以上

合格することを目指しなさいということを保護

者の皆様や職員に言っています。私が校長に就

任してからは安定的に40人の東大合格者が出て

います。

私が校長になって迎えた新入生が6年目にどう

いう数字が出すのかというのは、当然世間でも

進学塾でも注目しているわけです。この47期生

というのは65人が東大に合格します。この時点

で神奈川のトップになりました。ところがすぐ

翌年、栄光さんに抜かれましたから三日天下に

なりましたが、とりあえず結果は残せたという

ことでしょう。

こうした部分というのは制度の維持がききま
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せんので、私自身がやっている部分で、多様性

という部分をある程度徹底しなければいけない

なと考えています。6年間をどう使うかという

中で、情操教育を中心にした自由に発想できる

ようなことをやって、そして後半でしっかりと

勉強するというようなやり方をする。それから、

先にこういうことをしますということをまず自

分で言ってしまい、それに近づけるようにとい

うことで周りを努力させる。それから、一番大

きいのは、生徒が元気にならないといけないと

いうことで、生徒が自由に勉強できる空間をつ

くってきたつもりです。セミナーハウスみたい

なものがありまして、そこは年末年始とお盆以

外はずっと開けておき、そこで生徒達が自由に

勉強できるという環境づくりもしました。

一つ一つの学年ごとに6年間をかけてやって

いるということなのです。なるべく多く宿泊を

伴う行事をおこなったりして、中高6カ年の中

での中だるみにならないように気をつけていま

す。ですから、中3とか高1という時期では学期

に1回ぐらい割合で宿泊を伴う行事に連れてい

きます。先日も志賀高原に高1で行きましたが、

1月には、また志賀高原で中3のスキー教室をお

こないます。あるいは3月にはニュージーラン

ドに行ったりします。ですから、年間50日ぐら

い私は学校にいません。10月はずっと毎週毎週、

今週は協会の仕事ですが、生徒の宿泊行事につ

き合って出かけるというようなことをしている

わけです。そうした中で、安定した形は出来て

きたかなと思っています。

ただそうした中で、今、私が思うのは、そう

いった目標とはまた違う現実があるということ

です。現在、私立中学校のブームというのは、

首都圏においてもかなり陰ってきています。こ

れは事実です。たとえば入試相談会などをやる

と、高校が使用している学校のブースに並ぶ人

がちょっと増え始めている。中学校は増えてい

ない。やはり就学支援金の問題があって、高校

は無償というような部分が影響しているのかも

しれません。

そうした中でも、私どもの学校が目指す教育

をきちんとし、かつ教職員を食べさせていかな

ければいけないということがございます。

現在、私どもの学校へ通ってくる生徒の中で、

遠方では、行田市、沼津市、蓮田市、千葉の白

井市、そういったところから通っている子もい

ます。それから、単身残留の家庭というのもあ

ります。お母さんと子ども、それで言うと沖縄

県、新潟県、北海道北見市、西伊豆町、お父さ

んだけ残っていて、お母さんと子どもがこっち

に来て、学校の近くに住む。そういう子もいる

わけです。中には長崎県から来ている子もいま

す。

ですから、まだまだそうした形で、私学に通

わせたいという部分のニーズはあるのだなと思

っています。そういう中で、神奈川においては、

港北ニュータウンというのがあります。私は、

港北ニュータウンを制する者が神奈川県私学を

制すると思っていましたが、これが大きく崩れ

ました。それはなぜかというと、港北ニュータ

ウンは、専業主婦の町なのです。旦那さんは地

方から出てきて高学歴、かなりの給料を得て、

一戸建てを建てて、奥さんは専業主婦という家

族構成でした。ところが、今は雇用の流動化が

激しいですから、金融機関とか、そういったと

ころに普通に勤めているということでない限り

は、お父さんがリストラになると、収入は何で

得るか。そういう問題に直面してしまう傾向が

あります。

それより強いなと思われるのは、川崎市に武

蔵小杉というところがあります。ここは湘南新

宿ラインの電車が停車する。新宿、渋谷、品川、

羽田空港にたいへん近い。もう一つはバブルが

はじけて東京都内の地価が下がって、ビジネス

需要も減ったので、そういったところにマンシ

ョンが林立しています。そこに住む人達、ある

いは武蔵小杉に住む人達の特徴は何かという

と、夫婦でキャリアなのです。例えば旦那さん

がどこかの官僚、奥さんが医者とか、日銀であ

るとか、といったケースです。夫婦で2,000万

円以上の安定した収入がある。だから、扶養家

族が一人増えても大丈夫といった感じの層で
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す。そういう人達というのは公立ではなく、私

学に通わせる。そして、子どもも割と多いので

す。これは、子育て支援の制度も充実している

からなのですが、こういう家庭に合わせた学校

づくりということは今までしてこなかったわけ

です。

また練馬区から一本で来られるように交通が

たいへん便利になってきていますので、そのよ

うな形の変化があります。そういった家庭の子

に来てもらえるような学校にする。夫婦でキャ

リアの世代になってきたわけですから、保護者

会を平日にやるということはあり得ません。土

曜日の午後とかにやらなければなりません。

もしくは学校に食堂があって当たり前の時代

です。お母さんがお弁当をつくりたいと思って

も、つくれないときがある。食堂があると安心

してもらえます。あるいは1年間の予定を年度

が始まる3月に渡します。そうすると、出張と

かあったりしても、これはどっちが行くかとい

うことがあらかじめ決められるわけです。そう

した配慮が大事だと思います。

もう一つ、中学1年、2年のときにはきちんと

宿題を生徒に出すことが大切です。小学校のと

きは、4年、5年、6年生と、私学受験のために

塾に通わせます。そうすると、夜8時、9時に迎

えに行けばいい。でも、その間、自分達が見て

いないときに何をやっているかというと、勉強

をやっているのがわかります。けれども、中学

入試が終わって進学したとあと、幾ら職住近接

といっても、帰宅するのが遅くなることもあり

ます。その間、学校が終わっての時間をどう過

ごしているのか、親御さんは心配になります。

ですから、そうしたときに、やるべきことがあ

るというのはたいへん大事なことで、きちんと

宿題を出すということです。やはり、そういっ

たことを私どもとしては体制としてつくってい

るということです。

もう一つは、この方達は、ある程度お金を使

ってもよい教育を受けさせたいという気持ちが

あります。ですから、私どもの学校では、いろ

いろな形で体験できる機会をつくっているとい

ます。今、私は、全員を連れていくのは無理に

しても、25時間かかる小笠原に行くとか、そう

いう形のものを考えています。私どもの学校で

は聖光塾と称しているのですが、いろいろな機

会を与える、そういう場面をつくるということ

に重きを置いています。

ただ、そうした中でも押さえなければいけな

いことは何なのかというと、3月10日に保護者

がスーパーマーケットに買い物に行けるという

ことです。3月10日は東大の合格発表の日です。

そのときに買い物に行けるかどうか。結果がよ

くないと行けないわけです。東大に限らず、私

自身は、たとえ校内順位が200番であっても早

慶に合格できるようにさせてあげたいという気

持ちを持っています。結局最後のところでは、

そういったことが大事かなと思うのです。

冒頭ども申し上げましたように、学校という

ところは美しい夢や気高い理想が語られる場で

なければいけないのではないかと私は思いま

す。同時に、学校の中では子ども達に対して温

もりを伝えていくのが大事であると思います。

ですから、今日、これから後の研修でどのよう

に保護者に対応するかというのもあると思いま

す。私どもの学校では、事務所に「面談の場所

はどこですか」と親が受付に尋ねますと、その

ときにどんなに忙しくとも、事務職員が必ず面

接室のほうまで親を案内するようにしていま

す。親御さんというのは、近所に住んでいるわ

けではないですから、ほとんどが電車で時間を

かけて学校に来るわけです。そこまでの間いろ

いろな話もできるだろう。ですから、一人一人

来た人を案内するようにしています。大変でも

それをやります。

その中で、母親との信頼関係やコミュニケー

ションも築けてきます。お母さんが忘れた弁当

を届けに来た。授業が終わるまでまだ30分ほど

あるから、「届けてあげます」といって預かり、

届けに行きます。そこから「受付の○○さんが

わざわざ教室まで届けてくれた」と交流や信頼

も生まれるわけです。その点は、きちんと生徒

にも出てくるものです。また私も常々、そうい
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うことが大事だよということを言っています。

それから、私自身は、生意気なようですけれ

ども、「報・連・相」は大嫌いです。「報告、連

絡、相談」のことですが、そんなのはいらない

と言っています。若い教員にも「いろいろな危

機のときに自分で判断し実行できなればダメ

だ。とにかく自分でやってみなさい。失敗した

らそこから考えてまたやり直せばいい」という

ように言っています。生徒達にも同様です。「そ

んなことをやっていたらだめなんだ。自分で考

えて行動できる力を身につけなさい。」―私ど

ものような学校の教育というのは、「報・連・

相」になってはいけないと考えています。

ただ、そういったものが成り立つためには、

学校の中で子ども達に温もりを伝えるのだ、子

ども達を愛するのだということが大事なのでは

ないでしょうか。マザーテレサは、このように

言っています。

毎日毎日、マザーテレサの修道会のシスター

達が枯れ立った町へ出て食事を与えます。その

食事を与えるときに、ただ、食事を同じ量だけ

与えるのだったらロボットでできるけれども、

あなた方は、与える人達に対して微笑みをもっ

て与えましたか、声をかけましたか、短い言葉

で、あるいは手を握り、肩に触れ、温もりを伝

えましたか。こうマザーは言っています。学校

の教育も、やはりそうした部分が大事なのでは

ないでしょうか。

今日、私達一人一人は親から生まれて一番年

をとる日であります。と同時に、今日より若く

なる日はないわけであります。ですから、今日

は一番若い日であります。youngest of my life
ということではないかなと思っています。

私達は毎日仕事をしていますが、仕事という

ものは、ただすればよいというものではないと

思います。その仕事のために使った時間、その

時間は実は私達の命の使い方である―そのよう

に思っております。祈ったところで神様を変え

ることはできません。でも、祈りというものは

自分を変えることになっていると私は思ってい

ます。

最後になりますが、皆様と一緒に祈りたいと

思います。望んで与えられた仕事でなくても、

与えられた仕事を果たす力を神様お与えくださ

い。どうもご清聴ありがとうございました。
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「大型温泉旅館の破綻と再生から学ぶ

魅力づくりと意識改革」

㈱星野リゾート・トマム 代表取締役総支配人 佐 藤 大 介

はじめに

皆さんこんにちは。北海道からやってまいり

ました。結構講演はさせていただいております。

先週は、青森県の中学校の校長会でお話をさせ

ていただいたのですが、先生とか、学校の人達、

50人、100人に囲まれるというのは、全く気分

のいいものではないのですが、ドキドキしなが

らお話をさせていただければと思っています。

講演する際に、2人の講演の中で、その一つ

の大体後ろ側をやることが私は多いのですが、

前の先生との整合性がとれているか、いつもド

キドキしながらお話を聞いておりますが、今日

の工藤先生のお話とは全くずれていないです。

「ホウレンソウ」の｢ソ｣ぐらいは似ていると思

いますので、そこら辺は共通する分もあるかと

思いますので、お聞きいただければと思います。

本日のお話の内容ですが、私は先生と呼ばれ

るのは慣れておりませんし、講師ではなくて、

参考事例のお話だと思っていただければと思い

ます。先ほどちらっと、「人の不幸は蜜の味」

ということも出ておりましたが、古牧温泉とい

う青森にある巨大旅館がつぶれた。何でつぶち

ゃったの？というところのお話。これは人の不

幸なので、皆さん楽しくお聞きいただけるので

はないかと思います。

そこから私は5年間、青森におりまして、震

災後、お客さんがほぼ戻ってきて、満足度もと

れるような状態になった。そのお話をして、現

在は北海道のほうですが、ここも今、立て直し

中です。古牧温泉を事例にしながら、なぜつぶ

ちゃったの、それを立て直すときに何を大事に

してきたの、という話をしたいと思っています。

魅力づくり、満足度向上、生産性向上、それに

当たっての組織づくりをお話ししたいと思って

います。

私自身は、先ほどのお話でいくとすれば、崩

れの人間なのかもしれないと思います。理工学

部で建築学科です。高校時代は早稲田大学高等

学院という附属高校で、中学校から入試のとき

はめちゃくちゃ勉強しました。ところが、入っ

たらパチンコと麻雀しかしなかった。見事に崩

れていきまして、そのまま楽して、理工学部に

附属で上がっていきました。父が建築士だった

ものですから、建築学科に進みましたが、見事

5年間勉強して、留年して、商社に入りました。

総合商社の三井物産というところで人事部を担

当し、そこで人の大切さをすごく学びました。

その後、営業でニューヨークに行くことになっ

て、退職して、今は星野リゾートという会社に

いるところです。
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1.星野リゾートとは

最初の1年間は、ここから近い軽井沢の本拠

で1年間、アルバイトで、若い女の子に怒られ

ながらフロントで働いていましたが、1年後か

ら青森の再生ということで社員になって、社員

になって2カ月後に総支配人というめちゃくち

ゃな人事が行われながら、そこから5年間。そ

して、昨年の11月からアルファリゾート・トマ

ム、この10月から星野リゾート・トマムとなり

ましたが、そちらの総支配人をしております。

私どもの会社は星野リゾートという会社で、

最近、社長がしょっちゅうテレビに出たりして

おりますが、リゾートの運営会社です。あまり

所有はしていなくて、これから出てくる古牧温

泉は、ゴールドマンサックスという外資系の会

社の持ち物です。私の扱っているトマムもまた

別の者が持っていて、我々は運営に特化してお

ります。全国で今、25。沖縄にも3件増えてお

りまして、どんどん増えていっています。

2001年から軽井沢が、「リゾナーレ」という

山梨県にあるリゾートホテルの再生に乗り出し

て、その後、「アルツ磐梯」という福島のスキ

ー場、あるいは「アルファリゾート・トマム」

というスキー場、そして温泉旅館の再生も取り

組んでおります。で、「星のや軽井沢」という

のができて、今、「星のやシリーズ」で「星の

や京都」、今度は「星のや竹富島」なんていう

のもあります。多種多様なところでやっており

ます。

いろいろなものをやっております。ビジネス

ホテルと違って、各施設ごとに違います。「何

で」というと、お客様のニーズは、その地、そ

の地によって全然違います。全国行けば行くほ

ど、その地らしさを味わいたいというのがニー

ズです。ビジネスホテルの場合だと、いつも同

じ家のように寝たいということで、基本的に統

一されていますし、昨日泊まらさせていただい

たメトロポリタンさんも、全国というか東日本

エリアにありますが、大体同じようなつくりに

なっていたりします。様々な地域体験をすると

いうのがリゾートの大切なところです。

先ほどの先生が黒板に書かれたものを、早速

写真にさせていただいたのですが、公立の場合

は平等と社会的統合というお話が出ておりまし

た。これはどちらかというとビジネスホテルな

のかもしれない。同じように快適に、どこに行

っても同じように、東横インだったら東横イン

で同じようにしたい。

ところが、リゾートホテルというのは各地、

各地で違います。どちらかというと自由で社会

的多様性、私が言いたいのは多様性です。各地

域、各地域でならなければいけない。星野リゾ

ートの場合は、星野リゾートと名前がつくから

には、約束することは二つ。学校でいったら、

一つは学力向上というのがあるのでしょうが、

我々でいったら一つは質が高くなければいけな

いです。これはビジネスホテルも共通かもしれ

ない。もう一つが、地域独自の魅力です。その

地らしさの魅力を出すことが、我々にとっては

とても大事です。これを見出していかない限り、

つぶれていってしまう、淘汰されていく。｢大

型ですよ｣｢グランドホテルですよ｣と言ったっ

て、つぶれてしまいます。

その中で、私の仕事って何をやっているのと

いうと、バブル期につくられた、ちょっと宣伝

が入りますが、バブル期につくられたホテル、

あるいはスキー場、プール、雲海テラスなんて

最近人気になっていますが、こういったところ

の再生の仕事です。

総支配人という立場の仕事は何、というと、

苦しくなったホテルを立て直し、たくさんのお

客様に来ていただく、その先頭に立つ仕事です。

こう言うと、よくわらないです。置き換えると、

私の仕事は、サッカーチームでいえば監督の役

目です。選手でもないです。オーナーでもない。

監督です。ザッケローニ監督と同じです。

私の仕事はこうです。戦略づくり。どうやっ

たらお客さんが来てもらえますか。「行ってみ

たいな」と思う魅力をつくること。そして、来

ていただいたお客さんに喜んでもらう。満足度

を向上する。「よかった。このリゾートに来て。

また来たい」と思ってもらう。
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この二つは混同されやすいのですが、違いま

す。「行ってみたい」というのと、「行ってよか

った」というのは別物です。

3番目が、生産性・収益性。工藤先生も経営

がお得意と仰っていましたが、どちらかという

と金勘定の世界になります。これもなければい

けない。大体、破綻したリゾートホテルという

のは無駄が多いです。ここも直さなければいけ

ない。こっちだけやると、どちらかというと旅

館コンサルとか、コンサルのお仕事になってし

まいます。私は実際に入って、監督と一緒にな

る。評論家でもないので、やらなければいけな

いのは、それをやってくれるスタッフ達をつく

ること、人をつくることが、何より私の仕事で

す。今日の話は、この両方について触れたいと

思っております。

『星野リゾートの教科書』という本が出版さ

れています。これは星野リゾートに一銭も入ら

なくて、日経 BP が儲かるだけですが、『日経
トップリーダー』に掲載された話から、ここに

取り込まれています。星野リゾートは、最近、

リゾート界ではいろいろ注目されていますが、

社長がカリスマで、天才的で、いっぱいアイデ

アが出てくるわけではないです。私が入って「す

ごいなあ」と思うのは、「社長がすごいなあ、

天才的だな」というよりも、社長はきちんと教

科書通りやっている。ものすごく教科書通りで

す。マーケティングにしろ、生産性向上にしろ、

あるいはスタッフのモチベーションアップにし

ろ、『ハーバード・ビジネス・レビュー』に書

いてあったり、コトラーだったり、最近だとピ

ーター・ドラッカーがはやっていますが、そう

いったものをきちんと理解して、それを実際に

落とし込んでいる。そこが実は注目されている

強みで、ぽっと出のやり手という感じではない。

そこが私は社長を信頼しているところですし、

我々の経営というのは決して突拍子もないこと

をやっているのではない。逆にいうと、メーカ

ーだったら当たり前のことをやっている。それ

を旅館業界、リゾートホテル業界はめちゃくち

ゃ後れていたということとご理解いただければ

と思います。ということは、教科書通りやって

みようということであります。

2.古牧温泉の破綻「古牧温泉は東北新幹線八戸

開業で成功したのか」～古牧温泉破綻の真実～

今日のお話は、古牧温泉という青森にある温

泉旅館の再生のお話です。まだまだ再生の途中

です。が、「しの字」回復で、震災の影響にも

めげず、今、好調にお客様が戻ってきていると

ころです。

こういった素敵なところですが、昔は「古牧

温泉 古牧グランドホテル」という名前でした。

一世を風靡した。グランドホテルなんて日本中

どこへ行ってもある。ところが、大体破綻した

のが10年、20年前からです。｢グランドホテル｣

という名前がついているところが破綻しまし

た。ここは北東北ナンバー1のホテルでした。

一時期は年間100億を売り上げていました。結

婚式だけで10億円近く売り上げる。北東北でナ

ンバー1と言われていたホテルです。

位置は、青森県の中でいうと、十和田湖が真

ん中にあり、奥入瀬渓流、青森空港、八戸。先

ほど先生が仰った宮古は、もうちょっと南です。

久慈。岩手からちょっと入ったところ、三沢と

いうところにあります。

巨大です。でかいのです。東京ドーム18個分

のでかい土地に、公園を築きました。渋沢栄一

の秘書をやっていたという杉本行雄さんという

方が、ワンマン経営者で、カリスマ経営者だっ

たのですが、彼が一代で築き上げた。すごい人

です。その人が築き上げた巨大リゾートでした。

この中には、第1グランドホテル、第2グラン

ドホテル、第3グランドホテル、第4グランドホ

テル。これをどうやって立て直すのだろうって、

私が専務のところに行ったら、「おまえ、行け」

と言われてしまって、今に至っていますが、全

部で330室ありました。客室はいまいちです。

昔は、30年前は一流だったのですが、それがそ

のまま陳腐化してしまった。食事会場も取り立

てて魅力があるわけでもなかった。

1973年、私が生まれたのが1975年なのですが、
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その2年前に古牧グランドホテルというのがオ

ープンしました。ここに「大岩風呂」というの

ができて、第2、第3、第4、そして奥入瀬渓流

グランドホテル、奥入瀬渓流第2グランドホテ

ルと、急成長を遂げた。カリスマ社長です。す

ごい社長です。

それから後を継いだ。バブルが崩壊するころ

から傾き始めていた。ところが、救世主があら

われます。今日も皆さん、利用されてきたかも

しれません。こちらは上越新幹線ですが、東北

新幹線が、それまで岩手の盛岡までだったのが、

八戸まで延びてきます。新幹線開業というのは、

地方の悲願なのです、大体。開業すれば何かい

いことが起きる。経済効果が起きて、経済交流

が起きて、交流人口が増えます。観光はいける

のです、そのような雰囲気が出ます。実際、そ

れは半分当たり、半分幻想なのですが、それに

賭けている。

この間の12月4日、新青森まで開業したので

すが、その前に八戸まで開業しております。新

幹線は救世主だったのか。外的要因で、観光客

が増えるなんていうことを期待した。学校の場

合には、突然生徒が増えるなんていうことはな

かなかないでしょうが、我々の場合は、新幹線

によって増えるかもと期待感が出たのですが、

実際どうだったかというお話をします。

これが売上と稼働率のグラフです(略)。一番

左側が1995年、このときは絶頂期から下り始め

たときです。60数億円の売上。稼働率は60％超。

100％に越したことはないのですが、旅館で60

％を超えているというのは結構優秀です。週末

は埋まるが、平日は埋まらないというのが旅館

の特徴ですので、50％超えていれば、うまくや

ると黒字が出るようなところです。悪くはない

です。

このころ、プロが選ぶランキングで、日本一

になったりしています。ところが、それはいろ

いろな根回しをして、影響力があるとそういう

ことができてしまうのです。10年間、1位をと

り続けました。

実態は、10年連続日本一の宿と言いながら、

売上は落ちてきています。稼働率の落ちより、

さらに売上が落ちている。どういうことか。単

価も落ちている。1人当たりの値段も落ちてい

る。安売りをし始めたのです。

｢日本一の宿｣というのを売りにするのです

が、お客は減っている。バブルが崩壊したのは

確か。バブルのせいにしたのはいいのですが、

とにかく減ってきてしまった。「やばい、やば

い」と。新幹線が来るのは2002年。「それまで

もたないぞ、どうしようか。安売りだ」と。何

と「3,000円1泊朝食付」なんていう激安プラン

を売り出しました。数を稼ごう。お客さんが飛

びつきました。「あ、そんな安いの」と。昔は1

万5,000円、2万円の世界だった。これが95年ぐ

らいには1万2,000～1万3,000円になってきてい

る。｢あの古牧が3,000円で泊まれる。行こう、

行こう。家族で行こうよ｣と。テレビ CM もじ

ゃんじゃん地元で流して、地元でとっていた。

最初は東京に流したら値段が下がってしまうか

らといって、地元でやりました。ところが、結

構来たのです。

98年から99年、お客さんが減ったのが戻りま

した。稼働率が上がった。「よし、お客さんが

増えたし、もっともっとやろう」といって、CM
もじゃんじゃん出して、どんどん稼働率が上が

ってきました。新幹線が開業するときには、稼

働率90％。「よかった。お客さんが戻ってきて」。

東北新幹線開業特集なんていうのが地元の新

聞で組まれるのですが、既に準備完了、勝ち組

だと新聞には書かれていた。ところが、新聞に

載るのは稼働率で賑わっているのですが、売上

です。売上は確かに下げ止まりました。よかっ

た、よかった。

でも、よく見ていただきたい。98年から99年、

稼働率が上がって、売上とんとん。お客さんが

増えて、売上が下げ止まったで喜んでいいかと

いうと、そんなはずはないです。売上減収で、

お客さんが多いということは、出迎えの人数が

増える。部屋清掃が増える。そして、料理の原

価も上がる。すなわち、98年から99年で、経営

はもっと悪化してしまっている。なのに安売り



- 172 -

を続けた結果、稼働率90％で、昔に及ばないと

いうことになりました。開業しますが、その後、

ドーンと。結局、自転車操業だったのです、こ

の上澄みで、2004年に経営破綻したのですが、

2005年に1泊朝食付プランをやめると、こんな

状況になりました。経営破綻。総額220億円の

負債を抱えて、民事再生となりました。

何でつぶれたのということですが、当然、市

役所などで社長が挨拶します。カリスマ社長の

息子です。強権政治だったのです。その中で、

結局、ぼろぼろになっていた。国が滅びかかっ

ていたと同じように、おかしくなっていった。

その社長が記者会見すると、「景気低迷です」

と言い訳をします。あるいは、「団体客から個

人客に移って、団体客が来なくなった。外部が

悪いのです。外的要因です」と言っていたので

す。

私が最初に派遣されて、調査しなければいけ

なかったのは、「本当なの、それ。何が根本原

因なの。本当にそれが原因だったら、立て直ら

ない。あきらめるしかない。でも、行ってみま

した。広くて、ぼろぼろで、これは無理だと思

った。ただ、調べれば調べるほど、何だ、やる

ことやってないじゃないか。これはやれば復活

するぞ、チャンスあるぞと思いました。

① 顧客志向の不足

その三つの根本原因。まず一つ、顧客志向の

不足。よく言われる、おもてなしが足りないと

いうものです。ゲストをこなす、捌くの発想に

なっていた。とにかく入ってくればいい。お金

が集まって、入ってきて、それをこなせばいい。

スタッフが悪かったわけではないです。スタッ

フには、本当に「ありがとう」と言ってもらい

たい。でも、格安でスタッフの人数が削られて、

お客さんがたくさん来る。結果的に、こなす、

捌くしかない。

例えば、我々がアンケート調査をしたら、お

もしろいコメントが出てきた。｢朝食のリンゴ

がまずい。青森に来たのに、リンゴがまずい｣。

何でだろうと調べてみると、適当に仕事をやっ

ていたわけではなくて、スタッフは残業代も減

らされながら、人も減らされながら、リンゴを

むかなければいけない。ピークで千人泊まるの

です。千人分のリンゴをむかなければいけない。

人が足りない。朝からむかなければいけない、

あるいは前日の昼からむかなければいけない。

茶色くなってしまいます。茶色くならないよう

にするために、塩水につける。今、もっといい

のが出ていますが、薄い塩水につけておくと、

茶色くならない。

ところが、当時は、おいしいリンゴを出して

喜んでもらうというのが仕事ではなくて、千人

分のリンゴを並べるというのが仕事だった。い

わゆる、捌く、こなす。しょっぱいリンゴだっ

た。そんなことが起きていた。お客様でなくて、

ワンマン経営者を見ていた。

3番目、実は数字の話ですが、お客様が満足

しているかどうか、数字で測るものがなかった。

アンケートをやっていなかった。

4番目、全く別の話です。スタッフは頑張っ

ていました。偉くなればなるほど、休みがなく

なった。その結果、他の良い旅館に行ったこと

がない。良いサービスを見たことがない。ディ

ズニーランドも行く暇がない。グループで奥入

瀬渓流ホテルなんてありましたが、奥入瀬渓流

は中学校以来、行ったことがないと、40歳のス

タッフが言うわけです。良いサービス、何が良

いのかを知らないということ。

5番目、他の部門のことは知りません。どう

いうことかというと、縦割りです。フロントは

フロント、レストランはレストラン、調理は調

理。仲悪いのです。フロントが忙しい時間は3

時とかなのです。その時間帯、レストランは休

憩をとっているのです。レストランが忙しい時

間の7時とかっていうのは、フロントは人が余

っています。「あいつら、いつもサボりやがっ

て」みたいな、そういう壁ができています。結

局、レストランのことがわからないフロントが

お客さんに質問されても、「よくわかりません」

になってしまう。そんなことが起きていた。お

客様を大事にしないということが、一つ目。

② 収益性志向の低さ
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二つ目、収益性志向の低さ。先ほどのグラフ

が示しているのですが、売上高と稼働率のグラ

フはすぐ出てきたのですが、コストとか、収益

のデータが出てこなかったのです。稼働率、売

上高優先。安値が唯一の武器だが、採算性を無

視していた。3,000円1泊朝食付で来たお客さん

が、何と無料で十和田湖の観光ができてしまう。

大人気で、お客さんが来る。お客さんが来て、

喜んでもらって、儲からない。赤字が増える。

そもそも収益情報を管理・共有していないか

ら、儲かっているのか損しているのかわからな

い。調理長は、会社がつぶれたというのを、奥

さんからの電話で知った。何か怪しいとは思っ

ていたけど、調理長に奥さんから電話がきて、

「あんた。テレビであんたの会社、つぶれたと

言ってるよ」と。どんな状況なのか、赤字なの

か黒字なのかも全然知らない。

先ほど言ったフロントとレストランと調理が

ばらばらだから、みんなそれぞれ人を抱えます。

生産性が低い。非常に無駄が多い。なんてこと

で、利益を大事にしなかった。

例えば3,000円1泊朝食付プランですが、彼ら

は3,000円だけで儲けると思っていなかったの

です。夕食を食べるはずだと。だって、お母さ

んは“楽”したいから来る、ゆっくりしたいか

ら来るのです。3,000円で来るのですが、3,000

円の夕食を食べて、しかもビールなどを飲んで、

飲み放題、1,575円。安いでしょうと。和食膳

になるかもしれないし、お土産を買っていけば、

1万円ぐらいになるのだ。これが前の経営陣の

主張でした。

実態はどうだったか。きちんとお客様のデー

タを見ていないから、こういうことが起きます。

めちゃくちゃ持ち込み。お弁当を家でつくって

持ち込んでくる。あるいは、ガスコンロと肉と

野菜を切ったのを持ち込む。あるいは、「すい

ません、台車貸してください」と言われて、フ

ロントでお出迎えすると、炊飯器があって、中

にといだ米が入っている。お部屋までご案内す

る。電話がかかってくる。「すいません。はし、

あります」「すいません。グラス、貸してもら

えます」「お皿、貸してもらえます」「すいませ

ん。大きいビニール袋、あります」。渡す。全

部無料です。チェックアウト、お支払い3,000

円。生ゴミと汚い皿が残っている。コストはか

かる。そんな状態に陥ってきました。結果的に

つぶれてしまったということです。

③魅力発信力の弱さ

3番目、これは今日のお話にも絡むと思いま

すが、おもてなしと、もう一つ大事なのは、「行

ってみたい」と思うことが大事です。学校の場

合も、まず入学試験を受けてみたいと思うとい

うことが大事です。入って、東大に行けた。こ

れはいいのですが、入ってもらわなければ、東

大に行く教育もできないわけです。入ってもら

い、来てもらう魅力。それが魅力発信力です。

自分達の売りは何なの。我々は「コンセプト」

と呼んでいますが、高級ステーキ店に対して、

吉野家のコンセプトは何か。｢早くて、安くて、

うまい｣です。これがうちの売りだ。うちの売

りって何なのという、その軸がしっかりしてい

なければ、お客さんも来ないです。

BMW とプリウスは全然違う車です。BMW
は、エコカーでハイブリッドである必要がない

のです。カッコよく、スポーティーにと。あま

り燃費のことは気にしない。プリウスは燃費が

大事。そういった違いがあると思います。その

売りは何なのか。

古牧温泉は、「安いですよ」で売りになって

しまったし、お客様が望むものではなくて、社

長の望むものをやった。社長が「こうやれ」と

言ったら、こうやっていた。

あとは広告ばかり出していて、「来て、来て、

来て」だった。青森には酸ケ湯温泉という有名

な温泉がある。あるいは、青荷温泉という「ラ

ンプの宿」があります。ここの広告なんて見た

ことがないです。CM なんて見たことがない。
でも、お客さんで賑わっている。古牧温泉は、

月に1,600万円、広告費を使っていました。魅

力あるところは、広告費がなくても、いろいろ

な媒体が取り上げてくれる。そういったことを

しなかったということがあります。
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お客様が減ってきます。施設として古くなっ

ていますから、満足度が落ちる。満足度が落ち

て、お客さんが不満に思って、減る。本来は逆

に満足度を高めることが、めちゃくちゃ大事な

のですが、それをせずに安易に、利益が減った

ので、びびって値段を下げる。一時的にお客は

戻るかもしれませんが、単価は下がっているわ

けです。利益が上がらない。また利益が減って

しまうわけです。

値段を下げるのは無理だから、どうしよう。

よし、人を削る、あるいは料理の原価を削ろう

と。サービスを低下させてしまう。サービスを

低下させると、ますます満足度は落ちていって

しまう。お客さんは減ってくる。あるいは単価

も減る。ますます利益が減って、つぶれてしま

いました。このパターンです。本当は逆を追っ

ていかなければいけないです。満足度を高めて、

サービスをよくする。で、値段を上げてと。

3.旅館・リゾートの運営において重要なこと

経営の基本だと思いますが、まず来てもらう

魅力をつくらなければいけない。先ほど出てき

た事例でいうと、プリウスは、ハイブリッドで

快適で、ハリウッドスター達が乗っている。是

非買ってみたい。今や大型のアメ車ではなくて、

みんなエコなのだ、エコなのだ、買わなきゃっ

て。買ってみると、実際はすごく快適だ。品質

が高いからだ。その品質を高めてあげることも

大事です。この二つは、金をかければできます。

例えば、古牧温泉では、「大間のマグロ、食

べ放題、3,000円」とやります。行ってみたい

魅力を出して、食べたらおいしいです。ところ

が、利益が出なかったら、つぶれてしまうわけ

です。利益を出すというのが同時に必要で、収

益性を高めなければいけない。ムダを徹底的に

排除することが大事で、生産性を高める。これ

をやっています。旅館はすごくこれが後れてい

た。トヨタなんか無駄なくつくる工場の仕組み

ができています。

例にとりますと、カローラという車が昔、一

世を風靡しました。ところが、彼らは魅力づく

りのために、どんどん進化していって、新しい

車づくりをして、今、プリウスにたどり着いて

いる。それを満足させて、無駄ムダも削って、

利益が出て、また新しい車を開発する。

ところが、古牧温泉は、昔のカローラが安い

ですよと言って、今、売っているようなもので

す。そうではない。我々は魅力をつくっていか

なければいけないし、来たお客さんに満足して

もらわなければいけない。それと同時に、無駄

も排除していかなければいけないというのが、

経営の基本だと思っています。

日本の製造業は世界で一流ですが、観光産業

は三流だった。商品企画力だったり、それを発

信したり、生産性が製造業は高いのに対して、

観光業は残念ながら後れています。だから、僕

みたいな素人が来て、こんなふうに偉そうに話

せるのです。僕は自動車業界に出てこんなこと

は話せないはずです。でも、それだけチャレン

ジする環境にあるし、魅力もあるし、日本は観

光で生きていく。ものすごくポテンシャルのあ

る産業ではあると思っています。

4.古牧温泉再生の具体的取り組み

①魅力づくりと魅力の発信～コンセプト策定と

その具現化～

実際、私はどういうことをやってきたのか。

我々星野リゾートでどういうことを古牧温泉の

再生でやってきたかということですが、先ほど

言ったコンセプトをつくっていかなければいけ

ないです。昔は、「超大型旅館で、大きくて、

公園がありますよ。それが安いです」となって

いたのを、払拭しなければいけない。そのため

には、まず狙う相手を絞らなければいけない。

誰を狙うのですか。

｢どういうお客さんに来てほしい？｣と言う

と、苦しい経営者ほどこう言うのです。｢誰で

もいいんです｣｢誰でもいいから、お客さんなら

来ていただきたい｣と言う。ところが、「誰でも

いい」というものほど、誰も買いたくない、誰

も行ってみたくない。絞らなければいけない。

事例でいうと、昔はコーヒーといえば、「ポ
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ッカ」か「ダイドーブレンドコーヒー」だった

わけです。誰もが飲んでいた。今はこれより売

上があるコーヒーって、このコーヒーです。｢ワ

ンダモーニングショット｣。何かというと、「朝

専用缶コーヒー」といっているのです。自動販

売機で売っていて、自動販売機は24時間売って

いるにもかかわらず、朝だけ。しかも、朝のサ

ラリーマン、OL に買ってほしい。忙しい時間
なのだけど、朝、出勤がてら買って、さっと飲

んでほしい。その瞬間だけに絞っています。そ

の結果、「スッと飲めて、キリッと苦味！」、朝

すっきりしたいというニーズに応えた。ゆっく

り、ゆったり、コーヒーで休憩しようではない

のです。「朝、スッと」。それを狙ったところ、

「朝専用缶コーヒー」と書いて、「朝、じゃ買

おうか」となって、売上が上がった。こういう

ふうに絞ることが大事です。

私も大好きです、工藤先生も大好きなようで

すが、お酒が大好きでございまして、昔だった

ら、「ラガー」「黒ラベル」だったかもしれない。

王道の商品があった。ところが、今はそれに対

して｢キリンラガー｣も「プレミアム缶」がある、

「一番搾り」が出たりとか、あるいはうちはど

っちかというとこっち派ですが、お金がないの

で｢発泡酒｣というのが出て、知恵と工夫をした

り。「発泡酒」は安いだけではなくて、「お父さ

ん、ちょっと健康に気をつけなさい」と言われ

ると、「糖質ゼロ」という、ちょっと味は落ち

るかもしれないが、機能性を高めた商品。｢ラ

ガー｣が王道だけども、細かい。さらには、「の

どごし〈生〉」がいい。

あるいは、「アルコールが入ってなくても飲

みたいんだ、ビールを」という需要に応えるた

めに、「フリー」というのも売れている。今の

世の中、結構絞って、ここが売りだよというと

ころの商品が売れるようになってきた。

その上で、ではどう戦うのかというと、素材

の良さを見直そう。こだわりだったり、違い、

自分達の売りって何なのということを大事にし

なければいけない。我々は、星野佳路だったり、

私のように外部から来た人間がそのコンセプト

を決めたのではなくて、優れた古牧グランドホ

テルに前から勤めていたスタッフ達に、全国を

見に行かせました。東京から離れていて、古牧

温泉と同じように大型旅館で、古牧温泉とは違

って成功しているところ、例えば和倉温泉の加

賀屋さんだったり、鹿児島からいらっしゃって

いますが、指宿の白水館であったり、北は敦賀

さんであったり、そういうところを見て回る。

そういうところを見て回ると、「いや、おも

てなし、すごいな」「お姉さんの接客、すごい

な」「鹿児島の魅力を出してんだ」と、よその

良さもわかるんだけども、「待てよ、うちボロ

ボロだけど、うちの温泉の泉質って、すごくい

いよね」とか、「加賀屋に行ったら、結構、全

国から中居さんが集まってるけど、うちはみん

な南部弁で訛ってるよね」とか、違いが見えて

くるのです。その自分達の強みであったりとい

うのも生かしましょう。集めました。

南部、津軽、下北という、青森県は三つの地

域に分かれます。言葉も違いますが、その中心

地に位置できる。｢広い公園もあるよね、うち

って｣「博物館があって、その中に古い収蔵品

があるよね」「豊富な湯量、しかもすごく泉質

の良い温泉があるよね」「スタッフ、訛ってる

んだよね。みんな訛っていて、何言ってるかわ

からない」「祭り文化が地元にあるよね。青森

の文化っていいよね」、こんなことに気づきだ

した。

そこで生み出されるコンセプトは、自分達の

強みは何で、お客様に何を提供するのか。うち

はこれが一番強いんですよと。先ほど言った吉

野家だったら、「早くて、安くて、うまい」、こ

れが強みです。豪華ではないです。あるいは、

プリウスと BMW を出しました。BMW はカ

ッコ良さです。これに対してボルボという車は、

彼らは安全だと。ターゲットはファミリー。う

ちの強みは安全なんだ。だから、サイドエアバ

ッグを先につくる、安全に特化するということ

をやっていく。自分達のこだわりです。

こういうことをやると、大体、地元の旅館さ

んも、「いや、うちは何もない。良いよね、お
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たくはいろんな施設があって、公園があったり

して」「おたくはお祭り棟があって良いですよ

ね」「おたくは豪華な客室があるから良いです

ね」と、他のいろんな良い色ばかり見えてくる

のです。でも、青森はぼろぼろだった。人も疲

れてしまっていた。

そのときに大事なことは、この間、誰かに言

われたのですが、クレヨンに例えると、「他は

みんな何色もあって良いよね、美しい絵を描く

に当たって｣｢いろんな色があって良いよね、お

たくの色はきれいだね｣と言いますが、そうで

はなくて、何色あったってしようがない。それ

によって絵が描けてなくても、なくてはいけな

い。自分の色は何色なのかということを、僕は

ひょっとしたら緑と白しか持っていない。その

二つで描ける絵を描こうぜ。何色もないと悩む

のではなくて、緑と白があるではないか。それ

で描ける絵って、何？そうすると、青葉の絵を

描けるかもしれない。そこが我々の売りだよね。

黒しかない。黒では絵が描けない？水墨画的

な絵が描けるかもしれない。しっとりした絵が

描けるかもしれない。それが売りだよと。

ついつい、いろいろな色があったりすると良

いし、他の色をまねしたくなるのですが、自分

達しかない、例え色が少なくても、それが売り

になること気づくことがスタートラインになり

ます。

我々の「青森屋 古牧温泉」の場合は、前は

「古牧グランドホテル」だったのですが、最後

行きついたコンセプトは、「のれそれ青森」。「の

れそれ」とは津軽弁で｢目いっぱい｣です。たぶ

ん工藤先生は、昨日、のれそれ飲まれたのだと

思います。そういうふうに使うようです。「の

れそれ飲むべえ」と言うと、めちゃくちゃ飲も

うぜと。

実は古牧温泉のポテンシャルと青森県の魅力

と一致しているよね。夏祭り、海の幸、山の幸

を提供できる。郷土料理もあるし、湯治という

文化もある。その温泉は、うちはすばらしいよ

ね。自然もある、公園もある。スタッフは方言

を喋るよね。そういったものを売りにしていこ

うではないか。だから、我々は青森文化を徹底

的に体感できる旅館になりましょうと。

行っていただくとわかるのですが、スタッフ

のサービスはまだまだ洗練されていないです。

全然今一かもしれない。でも、めちゃくちゃ青

森です。青森らしい。グランドホテルではない

です。豪華なシャンデリアは要らない。きれい

になる必要も、きれいになったほうが良いので

すが、それよりも優先すべきことは、俺達は青

森らしさを出すことを徹底的にやろうぜと。

実際、ハードを改革していきます。でかいカ

ッコ良い宴会場があったのですが、古くなって

しまった。年に数回しか使わない、今一だった。

競争力もない。青森市内のほうがよっぽど良い。

そこをどうしようか。ではここにしかないもの

をつくろうといってつくったのが、「みちのく

祭りや」という青森の祭りをテーマにしたレス

トランをつくって、ねぶた（青森）、ねぷた（弘

前）、三社大祭（八戸）の山車を並べて、ここ

でお囃子をする。スタッフが覚えてお囃子をす

るし、青森郷土の料理を出して、三味線民謡シ

ョーをやろうぜ。これは加賀屋さんでできない

です、絶対に。青森でしかできない。ここで勝

負しよう。豪華な、すてきな宴会場だったら、

加賀屋さんに勝てない。でも、これはここでし

か絶対できないのだと。

「大岩風呂」というお風呂がありました。新

しくお風呂をつくったのですが、昔は、日本一

の大岩風呂というのが人気だったのです、30年

以上前は。ちょっと陳腐化して、古くて。でっ

かいお風呂なのです。滝まである。滝も全部温

泉なのですが、よくこんなのをつくったなとい

う。岡本太郎監修らしいですが。

時代がたって、アンケート調査をとってみる

と、スタッフ達は、「これが売れているんです」

と言うのですが、実際には暗くて、遠くて、寒

くて、今一だ。これを直そうと思ったら、10億

かかる。これは無理だ。閉鎖しよう、捨てる覚

悟をした。

もう一つ温泉がありました。内湯で、「瑞鳳

浴殿」というのがあった。悪くない温泉なので
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す。外の景色も見えて悪くないのですが、ただ、

問題点が幾つかあった。パッと見て、青森っぽ

いとは思わないと思います。魅力として青森ら

しさがないというのと、もう一つ洗い場が足り

ていない。結果的に不満を持っていた。機能的

な不足と魅力を何とか解消しよう。これはリニ

ューアルしよう。もっと魅力的にしよう。

となると、みんなで考えるわけです、スタッ

フ達で。パートのおじちゃん、おばちゃん、夜

中しか来ない清掃のおじちゃんに来てもらっ

て、青森らしい温泉って考えてみよう。「何？」

というと、星野佳路も私もわからない。でも、

みんな知っているのです。「あ、酸ケ湯温泉と

か、谷地温泉だよね」「鄙びてんだよね。何か

薄暗いんだよね｣｢青森はヒバだよね｣。誰から

もジャグジーという声は出てこないです。「青

森らしいというのは、熱湯とぬる湯って、湯治

場で二つの違う温度のお風呂に入るんだよね」。

でき上がったのが、このお風呂です。開放的

だったのをわざわざ下げて青森っぽくして、外

は見えるのですが、オール青森ヒバにして、熱

湯とぬる湯という二つの浴槽をつくることで、

ジャグジーはないが、「青森に来たな。青森の

湯治文化だな」と感じてもらえる温泉になった。

露天風呂もやりました。露天風呂はこんな感

じだった。実際、岡本太郎監修で、岡本太郎が

つくった、謎のカッパの像があったのです。こ

のお風呂も問題点があった。これも青森らしさ

が感じられないのと、広さが不十分。あと深さ

が70㎝あって、溺れるという問題点がありまし

た。これは経営者が、回転率を高めるために、

わざとそうしたという。顧客満足度とはかけ離

れたことをやっていたのです。

これをリニューアルするに当たっては、こう

いうお風呂です。これは何かというと、外につ

くるのだから、青森の自然を表現しようではな

いか。ここはコイが泳いでいます。コイにえさ

をやれるお風呂なんてなかなかないです。ここ

をじゃぶじゃぶ歩きながら行くのですが、十和

田湖、奥入瀬、八甲田、美しい水と緑を一番表

現できる形はどうしたらいいのだろうというこ

とで、池の中に浮かぶ「浮湯」というのをつく

ったりしました。

名前も変えました。それまで「古牧グランド

ホテル」だった。でも、我々が売っているのは

グランドではないです。我々が売っているのは

青森らしさだということで、グランドホテルを

統合して、「青森屋」という名前に変えた、青

森を売っているのだから。最初、スタッフから

抵抗がありました。旅行会社は、売りやすいと

いって喜んでくれた。「青森だから、『青森屋』

ですよと言える」。

同時に、選択と中止です。全部変える金なん

てないです。あまりお金を出してくれないです。

その中で、捨てるところは捨てる。あきらめる

ところはあきらめるというのも大事でした。｢お

祭り広場｣なんていって、「じゃわめぐ広場」と

いうところに、昔の博物館にあった展示物をや

ったり、民謡ショーをやったり、「南部裂き織

り」という地元の織物でこういった看板をつく

ったり、昔懐かしい雰囲気を出した。博物館に

あったものを廊下に展示したりしています。

だんだん宣伝になってきまして、話がみんな

青森に行ってほしいなという思いになってきま

した。売店もこんな感じです。

ロビーもリニューアルしました。ロビーはこ

んなぼろぼろだったのを、青森らしくしようと

いうことで、こんな感じになったりしています。

バイキングレストランもそうでした。これだ

け青森を売ると言っていたのに、前のバイキン

グレストランはこうだったのです。世界のバイ

キング食べ放題。違和感がありますよね。青森

を売っている旅館なのに、世界のバイキング食

べ放題ですよと。そこなのです。ここに違和感

を感じるときに、だんだんその“らしさ”が出

てきて、その違和感を排除していかなければい

けない。

昔はこういうきれいな豪華なところだったの

ですが、遠かったり、いろいろ機能的な問題が

あった。よし、青森らしいものをつくろう。青

森らしさって何、青森の魅力って何？ 郷土料

理と新鮮な野菜だ、お母さんの温もりだ、“か
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っちゃ”（お母さん）だ。それを表現しようと

いってリニューアルすると、こんな形になった。

入口に“かっちゃ”がいて、割烹着を着て、

野菜が並んでいて、井戸があって、それを目の

前で切っているのです。｢人件費がかかるんじ

ゃないですか｣、前から裏でパートで来ていた

おばちゃんなのです。その人が割烹着を着ると、

「新鮮ですね」と言われてしまう。そんなバイ

キングレストランをつくったりしました。

地元の高校と組んで、ゴボウアイス、ジャガ

イモアイスというのを出しました。これはもと

もと地元に「田舎スイーツコンテスト」という

のがあって、僕はその NPO の理事長になって
しまったのですが、準グランプリだったのです

が、そこで最高評価を得た。地元の素材を使っ

ていて、青森らしさ。三沢はゴボウの産地です。

日本で一番とれるゴボウの産地。そのインパク

トがあって、かつ何よりもおいしい。これはう

ちのコンセプトにばっちりだよねということ

で、このアイスをバイキングでもこういった形

でお出しして、バニラ、ストロベリー、抹茶の

間にコボウを入れた。

これが難しくて、青森のホタテアイス、イカ

アイス、長イモアイス、ゴボウアイスとやると、

お客さんは「食うものがなかった」と言うので

す。では、ストロベリー、バニラ、チョコ、抹

茶とやると、「地元のものが食べたかった」と

言う。この間に1個、コボウアイスを入れると、

ちょうどいいということも、やりながら気づい

ています。

「朝もぎまんま」なんてやりました。お客さ

んに自分で野菜を採ってきてもらい、自分で切

っていただき、お金をとるという商売です。ち

なみに、これは私の娘でございまして、かわい

い娘です（写真略）。お金もないので、モデル

も自社調達です。

青森らしい、曲がり家みたいなところがある

ので、そこで朝食を食べる。朝食1,500円、プ

ラス1,500円です。昔だったら1泊朝食付の値段

で、朝飯しか食えない。でも、お客さんは喜ん

でくれるし、これで取材がとれるのです。こん

な青森らしいことをやっていますよと。広告費

を払わなくても、東京から取材陣がやってきて

くれる。

ばかばかしい宴会芸ですが、スコップ三味線。

これはスコップをたたいているだけです、音楽

に合わせて。めちゃくちゃ人気です。これもス

タッフ達が楽しむということがすごく大事で

す。世界大会があって、優勝しました。世界大

会といっても、99％青森県民なのですが、アメ

リカ人が1人参加したということで、世界大会

になった。第5回までやっています。

我々が約束しているのは、最初に申し上げま

した質が高いだけではなくて、地域の魅力をつ

くることが大事。我々は青森らしさを売ってい

こうということをすごく大事にしています。京

都にも旅館がありますが、京都は京都らしさを

売っていかなければいけないです。

今度、沖縄・竹富島にも出ます。そうすると、

島文化を売っていかなければいけない。竹富島

でねぶた祭りを見たって、「何じゃ、それ」っ

てなるわけです。そこら辺、自分達らしさを出

すのがすごく大事です。

その時に大事なのが、これはちょっと学校で

は別かもしれません。五感で伝えるということ。

味だけではないです。よく芸能人がテレビ番組

で、10万のワインと500円のワインを区別でき

ないのと一緒ですが、意外と人間というのは五

感で感じています。好きな彼女と一緒にピクニ

ックに行ったときのおにぎりは、コンビニのお

にぎりだっておいしいのです。高級な米を使っ

ているかどうかではなくて。そのシチュエーシ

ョンで伝えてあげる、五感で伝えるというのが

大事。例えばバイキングレストランでも、「の

れそれ食堂」という意味はこうですというのを、

マットにつくってあげたりとか。

あるいは、「雪見こたつ馬車」なんていうイ

ベントをやっていますが、ちゃんちゃんこを着

せて、馬に乗ってというと、途端に青森らしい

わけです。コスプレというのはすごく大事で、

これもうちの息子だったりするのですが（写真

略）、こうやって衣装を着せさせると、途端に
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大評判です。先ほど出てきたこれも、お子様に

着せたり、お母さんが着たりすると、それだけ

でなりきってしまう。そういった視覚だったり

聴覚が結構大事だったりします。

そのときのポイントですが、1回つくれば終

わりではないです。常に進化し続けることが大

事で、どうしてもハードに頼りがちですが、さ

っきハードが出てきましたが、ハードをつくっ

た後が大変です。ハードをつくるために、どう

したいのかと考えるのが大変です。成功してい

るところは、みんな継続的に進化している。先

ほど取り上げましたトヨタもそうです。ユニク

ロも、最初はフリースからスタートしたのです。

フリースが爆発的になって、その後、ヒートテ

ックだ何やらっていろいろ出てきた。常に新し

い魅力をつくり続けることが絶対的に大事なこ

とです。

その意味で参考になるのが、こちらです。北

海道、旭山動物園です。旭山動物園は今、200

万人以上を集めていますが、一時は20数万にし

か来なくなってしまって、つぶれるかという危

機になった。それが200万人集まったのは、豪

華なハードを一気につくったわけでも、新幹線

が来たわけでも、何か変わったわけでもないの

です。地道に一歩一歩変えてきた。96年に26万

人ぐらいまで減ったのが、そこから徐々に、「と

とりの村」、「もうじゅう館」で猛獣が見られる

ようになって、「さる山」「ペンギン館」といろ

いろなものをやってきました。上がっていった。

その軸となったのが、彼らもやはりコンセプ

トを明確にしたのです。うちの動物園の売りは

こうだろうとか、どんな動物がいるというもの

ではなくて、うちは行動を見せるのですと。確

かサンディエゴの動物園から学んだはずです

が、こんな動物がいます、パンダがいますよで

はなくて、うちのアザラシはこう泳ぎます、ペ

ンギンはこう歩きます、オランウータンはこう

やって木を渡りますと。何がいるではなくて、

見せることに特化しよう。ご飯を食べますよと

いうところを見せる。それを変革のコンセプト

にした。それに特化したら、いろいろな取材が

来たり、「あそこはおもしろいよね」「ただ、動

物がいるのを見るのではなくて、いろんな動物

の姿を見れるよね」。

それを毎年のように、鳥は飛んでいるものだ

から、飛んでいるように見せるために工夫をし

たし、オランウータンは檻の中で座っているの

がオランウータンではなくて、木を渡っている

のがオランウータン。それを見せるために、わ

ざわざそれが通れる道具をつくったりした。ア

ザラシなんて有名ですね。継続的進化をしてい

くことが大事です。

例えば、ゴボウアイスも、最初はカップアイ

スだけだったのを、シューアイスなんていうの

を高校生なりに進化をさせて、またパブリシテ

ィをとっている。「あ、ゴボウアイスはいいよ

ね」となっていくということです。

あとパブリシティをとるときは、「1,000個販

売達成」といって、マスコミを呼んでやる。無

料です。当然、このプレゼントは、箱に長イモ

とゴボウが入っています。

ということで、後ほどお読みいただきたいの

ですが、テキストに「開業の効果／魅力を常に

進化させよう」というのが、まとめて入ってい

ますが、成功しているところは、例えばヨーロ

ッパの老舗ブランドであったり、いい酒蔵さん

だったり、あるいは京都の和菓子屋さんだった

り、生き残っているところほど進化し続けてい

ます。NHK の「プロフェッショナル」で京都
の和菓子屋さんが出ていましたが、確か源氏物

語の話かなんかをどう入れていくかということ

で、知恵と工夫を練られている方でした。京都

から学ぶことはすごく多いです。

その次のポイントです。盗んでしまえ。魅力

を一から開発するのは結構難しいのです。一か

ら学校の魅力を開発するのも、結構大変かもし

れない。それは自動車メーカーでいったら、全

く自動車の知識がなくて、自動車がよくわから

ないけど、自動車を突然つくるなんてそんなこ

とできないわけです。低燃費の部分だって真似

ることはできる。成功事例を堂々と参考にする。

成功事例だけをそのまま真似たら、それはた
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だのパクリです。それに自分達らしさを入れる。

例えば、「みちのく祭りや」というさっき出て

いた、ねぶた祭りとかのショーレストランです。

これはもともと、僕が今いるアルファリゾート

・トマムに「よさこい」のショーレストランが

ありました、「祭りや」というのが。バイキン

グとよさこいが楽しめる。ところが、僕は青森

の支配人として、「これはパクれるな。結構お

客さんが一緒になって喜んで踊ったりしてくれ

る」「まてよ、祭りは青森だろう。青森のねぶ

たの山車があって、お囃子があって、しかも三

味線があって民謡があったら、青森のほうがい

いんじゃないの」ということで、青森らしいも

のにした。

あるいは、「のれそれ食堂」という青森らし

いバイキングレストラン。これも一からつくる

のは大変で、バイキングのノウハウを知るなら、

いいところへ行こう。品川プリンスの「ハブナ」

ってどうやらいいらしい。全国いろいろなとこ

ろに行ったのですが、その中で参考になったの

は、品川プリンスの「ハブナ」。ここは女性客

に人気。20代、30代の女性客が彼氏を連れてき

たり、あるいは女性同士で来て喜んでいます。

人気のポイントは、入口を入るといきなりあ

る、このケーキコーナーです。ドキドキしちゃ

う。｢キャー、すごい。後で食べようね。別腹、

別腹｣と言いながら、先にカニとか、寿司とか、

さんざん食べます。その後、ケーキを食べる。

ケーキを食べて、戻ってきて、出口がここにあ

るのです。ここを見ながら、「いやあ、あれお

いしかったね。あれ食べた」って品評会をしな

がら、最後にみんなの記憶にあるのです。「ハ

ブナ」のデザートはすごいというのを、入ると

き、出るときに、必ず確認していく。これ、バ

イキングでは大事ではない？ということに気づ

いた。バイキングって一品ごと説明できないの

です。バイキングレストランの入口のインパク

トは、めちゃくちゃ大事ということに気づいた。

もう一つ、ドリンクを売るのにどうしたらい

いのだろう。ここはワインタワーがあるのです。

彼氏がいると、ついつい見栄張って買ってしま

うわけです。「これもいいな。よしパクろう」。

青森でやる。青森のターゲットは、60代、70

代です。それにケーキなんかやったら胸やけ起

こして大変なことになります。なので、どうし

たか。我々のターゲットに合わせて、このノウ

ハウを生かしたらどうなるかというと、入口の

インパクトだから、入口に井戸をつくって、野

菜を並べようと。わざわざここを通して、ここ

の売りはケーキではなくて、ここは野菜なのよ。

野菜がいいのよと、すり込ませましょう。入口

に入ってきて、「ああ、野菜切ってるのね。新

鮮ね」と言う。帰りに、必ずこの井戸をさわっ

ていきます。記憶に残るわけです。「ああ、あ

そこ、野菜がおいしかったね」。野菜は限界率

が低いのです。経営にも効いてきます。それが

ないと、「天ぷら、ないの」「ステーキ、ないの」

になるのですが、野菜料理を主にしたと喜んで

もらえるのですが、何より入口が大事というこ

とを学びました。ワインタワーなんてカッコい

いものでなくて、地酒ブースをつくる。こうい

うバーができる。

あるいは、「雪見こたつ馬車」なんて青森っ

ぽいのです。これは由布院の馬車からです。馬

車っていけるのだ、成功するのだ、お客さんの

人気が出るんだ、お金出してでも乗るのだ。こ

れをそのまま馬車持ってきたら、「あ、由布院

の真似ね」と思われるわけです。そこに青森ら

しいものは何？雪でしょう、寒さでしょう。「な

べっこだんご」っていうおやつもいいかもしれ

ないね。ちゃんちゃんこ着せようか。方言で案

内しようかというと、途端にこういう「雪見こ

たつ馬車」になる。いいところに自分達らしさ

を加えてあげる。それによって勝てるものにな

ってくる。

日本の車メーカーはそうです。フォードとか、

海外の自動車のノウハウを学びながら、低燃費

というので最初、地位を築いていったはずです。

あるいは、無駄なくつくる。そういったことが

大事かもしれないです。

ということで、「成功事例」＋「独自色」が

成功確率の高いオリジナルになりますというの



- 181 -

が、私の成功の方程式だなと思っています。独

自性がなかったらアウトです、猿真似なのです。

他のうまくいっているところを見ると、うちの

ほうがいいというプライドが出てくるのです。

「うちはこんなところがいいよね」と気づいて

くる。現場のスタッフほど気づきます。

ということを繰り返しながら、我々は魅力を

つくって、来てもらう。あるいは、満足度を高

めていったり、ムダをなくすのですが、これは

やはり製造業が進んでいますから、星野リゾー

トは製造業から学ぶことがめちゃくちゃ多いで

す。ちなみに、星野佳路の奥さんは日産の副社

長で、一昨日も NHKニュースに出ていました
が、女性経営者としてもトップクラスのようで

す。製造業のマーケティング手法、生産性向上

手法は、すごく我々は学べるなと思っています。

というのも参考事例に、私がたまたま地元の新

聞で書いたのも入っておりますので、是非ご覧

ください。

② お客様満足度の向上～変革し続ける顧客志

向の自律型組織～

満足度が落ちていた2008年1月です。どちら

かというと、私は先にリストラのほうをやりま

した。給与変革をやったり、閉鎖するところは

閉鎖したりと。満足度は次だと思っていて、体

制が整っていないときに、ちょうどいいメール

がきました。少しずつハードの改装が決まって

いたのですが、2008年1月に届いた旅行会社か

らのメールです。JR 東日本びゅうという旅行
社ですが、そこの事業部からのメールです。「お

世話になっております。びゅう事業部の○○よ

りメールが入ったと思いますが、今回の件が本

当ならば、お部屋の対応といい、フロントの対

応といい、日常行われていると思われても仕方

がありません」「せっかくリニューアルして、

ホテル名を変更しても旧態依然のままでは、商

品設定を考えなくてはなりません。今後は大丈

夫なのでしょうか」、こういうことでした。事

実それぐらいのレベルだったのです。

調査してみると、こうだった。到着時の挨拶

が事務的だった。みんなパソコンを見ながら、

「いらっしゃいませ～～」。「おお、居酒屋か何

かか」という。なぜか、「せ～」が伸びている。

「いらっしゃいませ～～」と言う。

チェックインは3時ですが、2時に着いてしま

った。「すいません。ちょっと早く入ったんで

すけど、佐藤です」と言う。そうすると、「チ

ェックインは3時でございます」、追い返してし

まった。「すいません、また出直してきます」。

正しいことを言っているのです、チェックイン

は3時。結局、4時まで待たされた、清掃が遅れ

て。

料理を食べてみたら、説明がいいかげんで、

「これ、何ですか」と聞いたら、「よくわかり

ません」と言われてしまった。「異物が入って

いる」と言ったら、誠意がなかった。「料理な

んか食ってられっか。明日、他の観光地で楽し

もう。少しぐらいどっかいいところを紹介して

もらおうか」って、フロントへ行って、「どっ

かいいところあります」と聞いたら、「よくわ

かりません」と言ってしまう。些細なことなの

です。これが根っこにあった。

これに対して、スタッフにチェックインの挨

拶は、マニュアルでこれが大事です、挨拶はこ

うですというのも大事です。そういったマニュ

アルをつくってあげるのも大事。ただ、それを

一つ一つ私がつくるわけにいかないです。論理

も大事ですが、共感しなければいけない。みん

ながわかりやすいような価値観を伝えなければ

いけない。うちのリゾートの価値観の一つが、

「顧客は大切な友人」というのがあります。「お

客は友人、社員は家族」というのが、我々の大

事な価値観です。「お客は神様」というのがよ

くありますが、我々は「大切な友人」と言って

います。

これは実際に青森の古牧温泉で使った、スタ

ッフ向けにやった資料で、ここからスタートし

ます。みんな、「顧客は大切な友人」と考えて。

さっきのクレームのメールも見せました。

みんな、こういうのを考えてみようよ。あな

たにとってとても大切な東京に住む友人が、あ

なたのうちにわざわざ遊びに来ます。遊びに来
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るんだよ、東京から。新幹線代3万円以上払っ

て。しかも、あなたのうちに1万円払ってくれ

るのです。その東京から3時間以上かけて新幹

線でやってきた友人が到着したときに、何て言

う。「いらっしゃいませ～～」と言うの。言わ

ないでしょう。「よく来たねえ、お疲れさま。

新幹線、どうだった。思ったより早かったでし

ょう。あなたのためにおいしい料理を用意して

いるから。その前に、疲れてるだろうから、早

くお風呂に入って」と言うでしょう。何より労

るでしょう。よく来たねと言うでしょう。何で

それができないの。友達があなたのうちに来た

時はお金を払わないかもしれないが、お客さん

はあなたの給料まで払ってくれる。友達だった

らやるということをやってごらんよと。

当初、友人は、新幹線の時間で3時頃に着く

からねと言っていました。今日は、お昼までご

近所さんが来て、散らかっています。3時に来

るから、3時までに片づければいいやと思って

いた。ところが、2時過ぎ、ピンポーンってチ

ャイムが鳴った。どうやら友人が早く着いたよ

うです。「ごめん。新幹線1本早く乗れたから、

早く着いちゃった」と友達が言った。どうする？

「3時と言ってたでしょう。3時に来て」って

言うの、友達に。言わないでしょう。「あ、そ

う。早く着いたの。よかった。で、ごめんね。

今まだ片づいていないの。すぐ片づけるから、

ちょっとだけ待ってくれる」って、申しわけな

さそうに言うでしょう。慌てて片づけるでしょ

う。あるいは、何とか早く入れてあげようと思

うでしょう。もし部屋が片づいていたら、入れ

てあげるでしょう。何でそれが友達だったらで

きるのに、できないの。

友達が到着したとき、外は大雨で、あなたの

友人はずぶ濡れです、どうしますか。タオルを

渡しますよね。「風邪引くから、拭いて、拭い

て」と言う。ところが、当時の古牧温泉のスタ

ッフに、「どうする」と言ったら、「いや、タオ

ルはクリーニング代50円かかるんですよ」と言

ってしまうわけです。途端にここでコスト意識

を発揮してしまう。友達だったらどうするとい

う判断をする。

あなたは友人に地元の食材をふんだんに使っ

て豪華な料理を用意してください。友人からア

ピオス（ほといも）を、「これ、何？」と聞か

れました。どう答えますか。料理を出している

のです。「ほといもというのはね、栄養価が高

くて、畑のバイアグラっていうんだよ」と、そ

ういったストーリーを言いながら、友達だった

ら言うはずです。ところが、この時は「わから

ない」と言ってしまうのです。おいおいおい、

友達が来たのに、何かわからないものを食わせ

るの。違うよね。

「デザートに、ちょっと硬い何か入っている

んだけど」って、友人はたぶん申しわけなさそ

うに言う。どうするの。「ごめんね」って謝る

でしょう。なぜできない。

振り返ってみて、あなたはお客様を大切な友

人として接していましたか。クレームの大部分

は、大切な友人として扱わなかったことが原因

です。わざわざ来てくれた、あなたにとっても

大切な友人です。もっと関心を持ち、もっと親

身にと。これをやった途端、結構スタッフの動

きが良くなりました。自分で判断していいんだ。

友達だったらやっていいということをやってい

いのだと。イメージしやすくなったのです。

例えば、奥入瀬渓流へ行こう。外は雨。チェ

ックアウトするお客さんがいる。ビニール傘が

ある。お客様が傘をどうしても欲しがっている。

さあ、どうするか。ばあちゃんの形見だったら

渡さない。ビニール傘だったら、友達だから渡

すじゃない。いいよ、渡してしまって。そのと

きに、一々許可なんてとらなくていいから。そ

の基準が友人だったらするレベルだよというこ

と。チェックアウト時に、「よく来たね、あり

がとう」と言うわけです。その一つの基準が大

切な友人ということです。これは一つの事例で

すが、共感なくして論理は通じない。自分で判

断をしてほしいと思っています。

③ 生産性の向上（ムダの排除）～マルチタス

クへの挑戦～

持続させるためには利益が重要。観光業界で
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ついつい誤解されるのが、「観光を高めるのは

おもてなしだ」と言ってしまうのです。確かに

おもてなしなのです。だから、「ただでもいい

ですよ」「安くしよう」という圧力がかかりや

すいです。安くして、利益が出なくなって、一

瞬喜んでもらえるけど、その先のお客さんに喜

んでもらえなくなります。3,000円1泊朝食付で

喜んでもらっても、つぶれたら意味がないので

す。我々はきちんと利益を出して、それで再投

資することで、また持続可能になるし、喜んで

もらえる。その投資先は、まずオーナーに返さ

なければいけない。僕らは3分割。オーナー、

スタッフ、そしてお客様。お客様には値下げ還

元ではなくて、その利益でリニューアルする。

新しい魅力をつくる。もっと良くしてあげると

いうことを繰り返す。それがすごく大事なこと

だと思っています。

利益を出す工夫なのですが、旅館の場合、ば

らばらです。「私、フロント、何年やっていま

した」とか、大型のシティホテルもそうですが、

「ベルボーイを何年やっていました」、お出迎

え担当、接待担当。ところが、お客さんという

のは、チェックインの前に夕飯を食べません。

フロントはフロント、お出迎えはお出迎え、接

待は接待とプロのようになるのですが、かなり

ムダが多いのです。

フロント。チェックインの時間、3時から5時

というのは、スタッフ10人必要ですが、7時以

降要らないのです。ところが、フロントしかで

きないから、7時、8時でも残っているのです。

あるいは、中抜けさせて、朝来て、昼休憩させ

て、夜来させる。いい人材来ないのです、そん

なきついところは。無駄が多いし、スタッフの

モチベーションが低くなる。

我々は、「マルチタスク」と言っています。

これはメーカーでも同じことを言っています。

「多能工化」ということです。ある人に依存し

なくて、全部複数こなしてやります。例えば先

ほど出てきた「みちのく祭りや」というのは、

お祭りショーレストランです。調理もします。

料理も提供します。踊ります。笛を吹きます。

笛を吹くためのプロを雇って、調理人を雇って、

接客要員を雇ったら、利益出ません。全部やら

せます。

まず出社すると、調理をやります。あるいは、

半分の人材は客室清掃にいきます。その後、お

出迎えにいきます。お出迎えに行った後、会場

セッティングをして、休憩をした後、料理を提

供して、「おいしく食べていってね」と言って、

ショーに出ます。で、終わって帰る。大変そう

ですけど、1時出社で、11時に帰れるのです。9

時間で帰れる。旅館は朝6時に来て、夜10時に

帰るというのが結構多いのです。それが良い人

材を生んでいないのですが、そういった効果が

あります。

もう一つは、お客さんに寄り添っています。

例えば、チェックインのときに、お客さんが誕

生日だとか、「今日の夕食、祭りやで待ってい

るからね」と言ってご案内できる。あるいは、

今日、お婆ちゃんの誕生日なんだよと言ったら、

何かサプライズをすることができる。

あるいは、料理を提供します。文句が出るか

もしれない、クレームが出る。「これ、おかし

いんじゃないの」と言われる。旧来型だと、そ

れを調理に言う。調理は「そんなことで、おま

え、何がわかるんだ」と怒る。ホールが黙って

しまう。

ところが、この場合だと、うちのスタッフが

自分達でつくっていますから、何が悪いかわか

っているから、何がいけないのかって、すぐ謝

れるし、翌日からすぐ改善することができる。

プラスにもなるということで、我々はマルチタ

スク化をどんどん進めています。こういった生

産性向上の仕組みが必要です。

ここに戻っていくのです。来てみたい魅力を

つくる、満足度を高める、そして生産性を高め

るということです。

それを言うのは簡単なのです。僕が全部マニ

ュアルをつくって、「こうしなさい」と言った

ら簡単かもしれない。いやあ、簡単ではないで

す、ここは大変ですとなると、大事なのはやは

り人なのです。スタッフなのです。スタッフが
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勝手にやってくれるようにならなければいけな

い。工藤先生と一緒なのは、いかに僕が楽でき

るか、外に行けるか。いなくて回るかという状

況に持っていくのが大切です。組織づくりは、

人づくりです。

5.組織づくり、人づくり

①目指す組織は、自律型サッカーチーム型組織

我々が目指す組織はどんな組織かということ

ですが、二つの事例です。僕は阪神ファンです。

さっきサッカーで言いましたが、二つともいい

スポーツです。どっちがいいスポーツかと言え

ない。だけど、我々のサービス業というか、旅

館業においてはどちらかです。私の会社が目指

すのはこっちです。どっちがいいか、白黒つけ

る気はさらさらない、甲乙つける気はさらさら

ない。我々が目指すのはどうかというと、通常

の会社ですと、ピラミッド型の組織です。社長

がいて、上司がいて、スタッフがいてと。一々

お伺いを立てる。先ほど工藤先生が仰った「ホ

ウレンソウ」をしてやる。

例えば、お客様がスタッフに、「すいません。

今日お婆ちゃんの誕生日なので、夕食のとき何

か喜ばせてあげたいんですが、何かできますか」

と言う。そうすると、上司に報告する。「ちょ

っとお待ちください」「課長、何か喜ばせたい

と言ってるんですけど、やっていいですか」と

言う。課長は部長に「いいですか、これやっち

ゃって」って。そんなことをやっていたら、お

客さんは何て言うか。「いいです、いいです」

って言ってしまうのです。そんな面倒な時間が

かかることは。すぐ応えてあげるようにしてお

かないといけない。

あるいは、業務外に、娘さんが体調を崩して

しまった。「病院を紹介してもらえます。送っ

ていってもらえます」「少々お待ちください。

課長に送っていっていいか確認してまいりま

す」なんて言っていたら、時間がかかってしよ

うがない。それをさっさとやる。すぐ自分で判

断してほしいのです。

ピラミッドだと、どうしても一方通行、ある

いは時間がかかってしまう。ではなくて、我々

はこういう組織になっています。総支配人がい

て、ディレクターというキャプテンみたいな存

在がいて、あとはプレーヤーという、フラット

な組織です。お客さんから何か言われたら、そ

れは自分で判断していく。後から報告すればい

い、後から。自分で判断していいよと。

野球の場合だと1球ずつサインが出ます。ピ

ッチャーとキャッチャー間もそうですし、バッ

ターの場合も、次はバントだ、打て、hit & run
だなんて、指示が監督から出る。それは間があ

るからできるのです。私が前にいた会社は、間

があるからできるのです。ちょっと持ち帰るこ

とができる。

ところが、サービス業の場合は、目の前のリ

クエストに対してすぐ応えてあげなければいけ

ない。サッカーと一緒です。サッカーでパスが

きた。「監督、次、パスしましょうか。シュー

ト打っていいですか。センタリング上げましょ

うか」なんて確認していたら、ボールとられて

しまう。自分で判断して、パスするのか、セン

タリングするのか、シュートするのか、決めな

いといけない。それが連続しているのが、全く

うちと一緒です。我々が目指す組織というのは、

自由に、相互でコミュニケーションする。1人1

人が自律的に動くサッカーチーム型組織を目指

しています。

好きに動いていいわけではないです。強いサ

ッカーチームほど戦略が理解されています。守

りなのか、攻めなのか、相手情報を知っていま

す。我々の相手というのは、お客様です。お客

様の情報を知っている。みんなが自由にカバー

し合う。空いた穴のところ、スペースには埋め

る役目が出てくる。それを自分達1人1人で判断

する組織を目指しています。

②フラット組織実現に必要なこと

環境も整えてあげなければ、やれと言っても

できないわけです。目的、何が大事なの、目標

が明確であることが大事だし、権限委譲を進め

て、ミスを責めずに、チャレンジを奨励する。

あとはスタッフが自分で判断できる。サッカ
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ーチームでいったら、相手チームの情報が一々

監督に聞かなければ出ないのだったら、そのサ

ッカーチームは弱くなるわけです。ディフェン

ダーだったらディフェンダーが相手チームの攻

めのパターンを知るのは、コーチから聞くのか、

スコアラーから聞くのか、いろいろなアクセス

ができなければいけない。自由にアクセスでき

るということも大事ですし、意見は、言いたい

ことは言いたい人に直接言えるようにしよう。

うちは、基本的にさんづけです。支配人と呼

ぶなと言っています。大体失敗する事例という

のは、社長の思いつきだったり、僕の思いつき

でやるのは失敗します。そのときに、悪いのは

社長なのですが、スタッフもそれをいいことに、

言い訳をします。「だってこれ、社長がやれっ

て言うんだもの。わがまま言うんだもの」。失

敗しても、責任をとらないわけです。

そうならないように、何を言っているのか、

みんなで議論しましょう。誰が言っているか、

部長が言っているかは、関係はない。それが本

当にお客様のためなのか、我々のコンセプトに

合っているのか、我々の価値観に合っているの

が大事。となると、やはりコンセプト、行くべ

き方向は何なのか。我々が大事にしている価値

観は何なのか、それを支えるシステムが大事で

す。先ほど先生が仰っていましたが、印刷所を

つくる、あれは一つのシステムだと思います。

それを支えるためのサポートと、価値観はこう

なのだ、自分達でつくるのだという価値観が大

事だったりします。

我々はもう一つ、感情的に訴えるとともに大

事なのは、満足度調査を数値化して、わかりや

すくしている。お客様には A4、4枚分も書いて
もらいます。でも、回収率は20％です。それを

例えば、「滞在の満足度はどうでしたか」「料理

の味はどうでしたか」「レストランのスタッフ

はどうでしたか」というのを、点数で7段階評

価します。「大変満足」「満足」「やや満足」「ど

ちらでもない」「やや不満」「不満」「大変不満」、

これを点数化すると、グラフができてしまうの

です。我々は半分が「大変満足」になろうとい

うのが目標です。

支配人が言ういいサービスと、現場が思うい

いサービスと違ったりするわけです。でも、一

番いいサービスは何というと、お客さんが良い

と思うサービスなのです。お客の声に素直にな

ると、支配人の言うことは納得できないが、お

客さんが言っているなら、従おうかとなる。

これはホテル間の比較ですが（グラフ略）、

全体満足度の点数はどうでしょうか。上の青い

のが「不満」です。赤い丸が「大変満足」の度

合いです。他の施設と比較できるよね。あるい

は、料理の満足度は低いが、フロントの接客は

いい。料理を立て直そうぜと。改革の優先順位

づけもできてしまう。数値化することがとても

大事です。

もう一つは、時系列で判断できます。前より

良くなっている。モチベーション維持にもつな

がる。数字でわかることが大事ですし、東大合

格者数が一つのわかりやすい数字なのかもしれ

ない。その数字を示してあげることもとても大

事で、それによって成長だったり、悪くなった

のを実感できます。

ここから観念的というか、僕の思いも入って

きます。スタッフを育てるに当たって、すごく

大事にしているのは、やはり施設だったりリゾ

ートだったりをスタッフが愛さなくて、お客様

が愛してくれません。我々、研修でよく使うの

は、「スーパーの女」という伊丹十三監督の映

画です。「正直屋」というつぶれそうなスーパ

ー。そこのパートのおばちゃん達は、自分達の

スーパーが今一なものを扱っていたり、賞味期

限を偽装していたりするのを知っているから、

自分のお店で買わないのです。そんなところに

お客さんが来るはずがないのです。自分のとこ

ろが好き、自分のホテルが好きとならなければ

いけない。幾ら満足度が大事、あるいは幾ら収

益が大事と言ったところで、好きでないところ

のために働こうなんて思いません。愛してもら

わなければいけない。

と同時に、私の場合は、大体つぶれた旅館、

つぶれたリゾート、あるいはうまくいっていな
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いところにも行きます。うまくいっていないか

ら、スタッフはダメなのかというと、絶対そん

なことはないです。能力的に低い人もいるかも

しれない。でも、その能力を出し切るチャンス

をもらっていないのです。スタッフはできない

のではなくて、どうやっていいのか知らない。

「なぜできない」と言ったって無意味などころ

か、逆効果です。やってみようよ、こういうや

り方があるんだよ、コンセプトというのはこう

なのだ、マーケティングというのはこういうの

だというチャンスを与える。

ただし、その時にどうしても再生における失

敗事例です。再生コンサルが入って、失敗する

事例が多いのです。何かというと、教科書通り

のことを押しつけるから。財務諸表を見たらこ

うですよ、ここをコストカットすべきですとか。

でも、動いているのは実際人なのです。で、評

価制度も変えたりしなければいけない。評価制

度はこれが正しいではなくて、どうそれを伝え

て、どう納得して、よし働こうと思うことが大

事なので、コミュニケーション、共感なくして

論理は通じないというのをものすごく痛感して

います。ここを配慮するのが大事です。

ザッケローニ監督も、コミュニケーション。

どうやって選手に伝えるのか。正しい戦略があ

るだけではなくて、それを伝えて、納得して、

選手にどう落とし込むかということがとても大

事。そのためにはものすごく粘り強く話さなけ

ればいけないし、痛みを伴うときほど丁寧に話

をしなければいけない。

その行き着く先ですが、私は最初の1年は軽

井沢にいました。軽井沢は先行しています。こ

このスタッフ達はすごいなと思った事例をご紹

介します。

私が入ったとき、26か27歳で入ったのですが、

その時に23歳の女性スタッフと25歳の女性スタ

ッフがフロントにいました。別にマネジャーク

ラスでない。一般社員です。プレーヤーと我々

は呼びます、一般社員を。その日は2月で、軽

井沢は雪が降っていました。寒い日。ホテルブ

レストンコートというところですが、そこのチ

ェックインは3時です。ところが、12時過ぎ、

女の子を連れた3人の家族がいらっしゃった。6

歳の女の子を連れてきた。「すみません。ちょ

っと娘が熱出しちゃって、早くチェックインで

きます」ってフロントにやってきた。

フロントのスタッフはどうしたか。先ほど、

顧客は友人だったらどうすると話しました。一

々、上司に「12時半ですけど、入れていいです

か」なんて確認しない。すぐ、「ああ、そうで

すか。わかりました。すぐお調べします。大丈

夫です。お子さんは大丈夫ですか。病院かなん

か必要だったら言ってくださいね」と言う。

とりあえず部屋に入る。これはお客さんが望

んで、それに対してマニュアルを超えてご案内

した。すばらしいですね。部屋から電話かかっ

てきた。「ごめんなさい。御飯も食べられなか

ったんだけども、もし何か食べられるものはあ

りますか。ルームサービスとかあります」。ブ

レストンコートにはレストランが1カ所。今、2

カ所に増えましたが、あります。そこはルーム

サービスをやっていない。フロントの女性スタ

ッフが受けた。後ろにマネジャーがいるのです

が、マネジャーに一々確認せず、「はい、すぐ

にレストランで用意します」「何号室のお客さ

ん、娘さん熱出しちゃって、何かすぐつくって

持っていけるものない」って言う。

そうすると、受けた向こう側のスタッフも、

確かパートのスタッフだったはずですが、「わ

かった、何とかする」、一々上司の許可なんか

とらない。マニュアルから外れる行為です。で

も、友達だったらそうするよね。お金ももらえ

ばいいのです、その分。そこのお金はもらう。

それを望まれて、料理も届けた。

そして、数分後。また電話かかってきた。「や

っぱり、ちょっと熱が上がっちゃってるんで、

病院に連れていきたいんですが、病院に連れて

いってもらえます。ちょっと車じゃないんで」

と言われた。たまたまマネジャーが隣にいたん

だけど、若いスタッフが「行ってください」「わ

かった、行くよ」。その状況を判断して、この

人、暇そうにしているから、この人を使うのが
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いい、「あなた、行ってきて」ということにな

る。それを自分で判断して、コストだったり、

今日はチェックインはがらがらだし、行けるな

と思って判断して、上司というか、ディレクタ

ーになりますが、命令する。行く。これもお客

さんから望まれて、臨機応変に対応した。僕は

脇で見ていたのですが、「すげえな」と思った。

ここまでは、実はお客様に望まれてやってい

ることです。それを超えて、その2人のスタッ

フ達は何をしたか。ブレストンコートというの

は、お部屋が全部コテージです。雪が降ってい

ました。お客さんは、娘さんが心配でしようが

ないから、一緒に軽井沢病院に行きました。お

客さんがいない。ところが、さっきの23歳と25

歳の女の子が、割りばしと画用紙で何かやって

いるのです。「何やってんだろうな。確かに今

日は暇だけど、遊んでて何してんだろうな」と

思ったら、「ちょっとフロント見ててください」

と言われた。「何だろう」と思ってのぞいてみ

ると、コテージのところに雪だるまをつくって、

割りばしで差して、「早く良くなってね」と書

いてある。それは自分で判断している。勤務時

間中です。でも、今だったらやっていいし、勝

手にやってもいいし、お客さんに喜んでもらえ

るし、コストも割りばしと画用紙だったら、や

っちゃってもいいよねということを、一々上司

に相談しないでやってしまう。それがスタッフ

達が楽しくてしようがない。そんな環境だった

のです。「これはすごいな。こういうスタッフ

をどうやったら増やせるんだろう。やっぱりチ

ャレンジさせるしかないんだよな」と思ってい

ます。

違う言い方をすると、1人1人が旅館のお上に

なってほしい。旅館のお上は、お客さんの状況

を見て自分で判断します。やれることをやって

しまう。金勘定を考えています、頭の中で。金

勘定とお客様の喜びと両方考えている。みんな

がお上になったら相当強いんじゃないのと思う

わけです。

その時に、僕らがもう一つ大事にしているの

はプロセスです。大体そういうことは、やって

みないとわからないのです。雪だるまも何て思

われているかわからない。その時のケースは、

めちゃくちゃ子どもが喜んだし、「また具合が

良くなったら来ますね」ってリピートしてくれ

るわけです。それは感動しますよね。その時に、

やってみなければいけない。ただ、正しい手順

と議論、そして共感を有すれば、いろいろなこ

とは大体うまくいく。ただ、100％成功しませ

ん。

そういう意味で言うと、シュートを打たなけ

れば入らない。挑戦しましょうと。僕らは意外

と失敗してもいいのです。メーカーだったら、

失敗製品を売ったりしたら大変な問題になりま

すが、我々はクレームを受けますが、改善がす

ぐできます。

スタッフによく言っているのは、絶対成功す

るということをやるのは、これは作業です。で

も、仕事というのは、60％成功できるようなと

ころまで詰めていく。でも、70％いくかいかな

いかで、「よし、やろう」という決断。そこま

での準備と決断が仕事ですよと。私もそうです

し、星野佳路という社長は、常に仕事をしてい

る。彼がやったことは全部成功しません。何割

か失敗します。その決断をするということ、そ

の準備をすること。50％の成功率を60％以上、

7割、8割に高めていくということと、やると決

めることが仕事なのだよ。それを自分達でやっ

てごらん。シュートを打っていいから。失敗し

たら、同じ外すことをしなければいいからとい

うことを伝えています。

その上で、よくチャレンジしたと褒めること

がめちゃくちゃ大事です。褒める。「よくチャ

レンジした」「よく上達した」と。いつも20分

遅刻してくるスタッフが、5分遅刻でやってき

た。「おまえ、よく早く来たな」と一旦褒めて

やる。叱るのですが。

それよりも、何かお客様を喜ばせようとか、

こうやったらコスト削減できるのではないか

と、考えて、考えて、6割いけるかなと思った

のは、まずチャレンジしよう。チャレンジしな

いで、言われたことだけやる人については評価



- 188 -

をしませんと言っています。

もう一つが、これは技術者に多いのですが、

できない理由を探すのはプロフェッショナルで

す。先ほどの「みちのく祭りや」というレスト

ランをつくったときも、ねぶたの山車を入れる

と言ったら、「いやあ、そんなことやったら床

が抜けますよ」とか言うわけです、「荷重が」

とか言って。あるいは、レストランに井戸をつ

くると言ったら、「いや、配管的に無理ですよ」、

無理な理由はこれこれですと。あるいは、ショ

ーレストランで、よさこいをお客さんも踊ると

いうのは、「いや、うちは年配層が多いから、

踊らないですよ」と、できない理由を並べ立て

ます。「どうしたらできるか考えてごらん」と

言うと、うっと詰まってしまう。

「わかった。できない理由は、あなた達はプ

ロだね。すごいと思うよ。で、どうやったらで

きるの」「問題は何々ではなくて、どうしたら、

に変えてよ」と言っています。できない理由は、

聞き流します。どうしたらできるかが見つから

ないときに、あきらめようぜと。できない理由

があるからやめるのではなくて、どうしたらで

きるか、見つからねえな、しようがない、これ

は無理なんだなと、そういう判断基準にしたり

しています。

再生旅館の場合は、やはり頑ななスタッフも

いたりする。それを最初から色分けするつもり

はないですし、最初に思ったのとは違う形で花

開く方もいっぱいいらっしゃる。それは年配と

か、若いとか、関係ない。だけども、そのため

に我々は変わるというチャンスを与えるし、変

わってくれとも言い続けなければいけない。変

わってよと。時間がかかるかもしれない。時間

かかってもいいから、変わる努力をしてよ。そ

れが嫌なら去ってね。十分チャンスを与える。

去らないとお互いにとって不幸だからと。その

環境を整備していきます。

最初は、数年は退職が出ます。その時に、選

別して退職していくのではなくて、合わないと

思って退職していってもらうなら、OK としよ
う。去っていったら、その分採用できるのです、

価値観の合う人を。採用はめちゃくちゃ大事で

す。私も星野佳路も採用にめちゃくちゃ力を入

れているし、あれだけ星野佳路がテレビに出る

理由は、採用のためなのです。「あ、こういっ

た会社があるのだ。こういった産業があるのだ。

ここはポテンシャルがあるんだ」と思われたい

からです。

事実、私も最終面談をしていると、高校生の

ときに「プロフェッショナル」の第1回を観て、

ああいう会社があると思って、受けたいと思っ

ていましたという大学生が来たりするのです。

我々は採用するに当たって非常に苦労する産業

ではあるのですが、訴えていきたいと思います。

あとはポジティブです。僕は悪くいうと、い

いかげんです。「やろうよ。いいんじゃない、

やっちゃって」というのが多いです。「やっち

ゃおう、やっちゃおう。いいんじゃない」、そ

の時にチェックするのは、プロセスが正しいか

どうかということを確認しながら、成功するか

どうかわからないが、そこまでやったらいいん

じゃない、やってみようと。やってみてダメだ

ったら、もう1回やり直して、違うことをやろ

うということです。そうすれば絶対成功するぜ、

よくなるぜと前向きに思い続けることが、とて

も大事だったりします。

6.他の事例との共通点

これは他の事例から学ぶということと、コン

セプトだったり文化の大切さですが、衆議院選

挙で、長野県小諸市が開票作業を46分で終わっ

た。すごいのです。生産性を高めて、早く発表

できることは、有権者の満足度にも貢献する。

見ていくと、小諸市では迅速化は既に文化と

して定着している。文化、価値観だったりコン

セプトだったりする。早くしようよということ

を、みんなが合意している。

2番目、開票の早さで定評のある東京都府中

市といった先進地から学んだ。パクっているの

です。パクった上で、自分達らしく、途中から

リストバンドを入れた。過去に汗がついた投票

用紙が計数機に詰まって、作業が滞った経験を
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踏まえて、新しく違うのを入れるのです。その

時に大事にしたのが、自分の仕事だけをすれば

よいのではなくて、1人で何でもこなし、みん

なでやるという意識が浸透しているからでき

る。これは我々にとってのマルチタスクです。

目標を設定して行政事務に取り組む。1人で何

役もこなすのはとても大事です。

最後に、市職員が部や課の枠を超えて、コン

マ1秒縮めるためにどうしたらよいか考え、総

がかりで取り組む。誰か偉い人が決めるのでは

なくて、みんなが決める。そこには上も下もな

く、改善点をみんなで考える。これは通常の業

務に活かせる。ちょっと違う参考事例ですが、

行政の事例でもこういったことをやっています

ので、我々と共通するなという事例としてご紹

介させていただいて、追加の資料とさせていた

だきました。

おわりに

最後になりますが、トマムは私が就任したと

きに、恥ずかしい話ですが、かなり社員のモチ

ベーションが落ちていました。だから何とかし

なければということで送り込まれたのですが、

支配人だったり総支配人と呼ばれる経営陣に対

する不信感が強かった。何よりも「上」という

言葉が、ものすごく出ていたのです。これは変

えなければいけないぞ。先ほどのようなサッカ

ーチーム型にしなければいけない。プロ野球で、

「監督が馬鹿だから負けるのだ」って、昔、有

名な監督批判がありました。そんなところは絶

対勝てっこないです。

そういう中で、僕がトマムのスタッフ達に、

最初、ちょうど1年前に話したことです。約束

とお願いです。約束、私は耳を傾けます。情報

を公開します。プロセスを共有する機会を増や

します。最終方針は責任を持って決断します。

痛みを伴う改革では、徹底して説明します。お

客様を幸せにしながら、我々が幸せになる環境

をつくります。お客とオーナーがよければいい

んだなんていうことは絶対ない。やはり俺達が

楽しくなければダメだと。それは僕が約束する

から。最後、痛みを伴うことも決断するし、責

任はとる。

お願い。そのかわりにみんな、自分達が主役

として積極的に意見を発信し、行動してほしい

です。変革を起こすときは、絶対に遅れます。

あるいは、失敗も起きる。そういったことが起

きるのは覚悟してほしい。必ず前に進むけど、

真っすぐは進まない。そういうことが必ず生じ

るから。だけども、それをやろうという情報発

信はするし、責任をとるから、みんなで合意し

たことは守ってほしいです。何よりも、トマム

を自らつくることを楽しみ、トマムを愛してほ

しい。これが僕からのお願いです、ということ

で、1年たった。ようやく今、みんな動き出し

た。もう一歩、もう一段上にいかなければいけ

ない。残念ながら、トマムに今年、去年、おと

とし来られた方には、たぶんご不満を与えてい

ると思います。来年よくなりますから、また来

ていただければと思っています。

そういった意味で、私がしている仕事は、本

当に人づくりです。リーダーづくりだし、スタ

ッフが働ける環境、自分達で動ける環境をつく

るのが私の仕事でやっておりますし、そういっ

た中、私にお声がかかる業界は、なぜか教育業

界が多くて、そこには共通することも多いので

はないか。私自身が学ぶことが非常に多いと思

っております。

最後に、修学旅行も結構受け入れております

ので、何かご用命がありましたら。こういった

人づくりをテーマにした修学旅行ができないだ

ろうかということも考えてりしていますので、

これも1年後ぐらいに新しい旅行が出てくるか

もしれません。是非お問い合わせください。

ということで、お話を終わりたいと思います。

本日はありがとうございました。
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―講義と演習―

「明るい接遇で学校を楽しく」

高崎商科大学短期大学部 教授 大 津 ゆ り

初めまして、よろしくお願いいたします。午

前中、すばらしいお話が続いた後で、そして名

簿を拝見させていただきますと、皆さんお偉い

方ばかりなので、お昼のお弁当が喉を通らなか

ったぐらい緊張しております。私がお話しする

ことは皆さんがご存知のことばかりかと思いま

すが、復習のつもりでお聞きいただければと思

います。それから、中学生や高校生に指導なさ

るときに、参考にしていただければと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

まず、このお話をいただいたときに、タイト

ルをどうするかということで、悩みました。事

務局が良くなれば学校も良くなる。では、いい

学校とは何だろうかと考えました。いい学校と

は、在学中も卒業してからも、みんなが楽しか

った、いいなと思って気楽に帰って来られるよ

うな、楽しい場所ではないかと思いました。

私どもの大学短大は、学生、職員、そして教

員、みんな仲がいいです。すごくフレンドリー

で楽しい大学で、昨日は2名の卒業生が来まし

たし、先週は、文化祭とかそういう特別な時で

はないのに7人のグループが遊びに来たり、卒

業生がしょっちゅう来ます。もちろん在校生も

来るのですけれども、「失恋しちゃった」「転職

したい」「上司にいじめられた」「新しい彼氏で

きた」とか、いろいろなことで学生や卒業生が

訪ねてくれます。それは、やはり大学に戻って

くると何か安心だし、楽しいし、ホッとすると

いうすごくいい絆があるのだと思います。

早速、私の学校自慢をさせていただきたいの

ですけれども、今年、就職が大変なときでも96

％の就職率でした。でも、それは3月の時点で、

6月ごろになりますと、お試し期間で働いてい

た学生も正社員になったりして、ほとんどの学

生が満足のいく就職をさせていただいておりま

す。明るく素直で、とてもいい学生が多いので

す。

午前中に佐藤さんが「お客様は友人」と言っ

ていらっしゃいましたけれども、友達ではない

のですが、私達教職員も、まるでお母さんの気

持ちで学生を見ています。そして、何か間違っ

たこととか、よくないことがあったときに、「だ

から、私達が必要なのよ」と言います。「みん

なが何でもできて、パーフェクトだったら、教

職員は必要ないでしょう？足りなかったり、弱

かったり、思うようにいかなかったりするから

こそ、私達は存在する理由があるのだから、ど

んなことでも心配しないで相談してね」といつ

も言っております。

私はこちらの大学に移って7年ほどたちまし

た。今日の司会者も、いつも笑顔で感じよくて、

この7年間、ただの一度も嫌な顔を見たことが
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ないのです。それは、彼だけではなくてほかの

人も同じです。

私は朝4時半に起きて東京から新幹線で通っ

ています。寒いとき、暑いとき、結構疲れます。

事務局で出勤の印鑑を押さなければならないの

で、朝、扉をあけ、「お早うございます」と入

っていくと、「お早うございます」と明るい挨

拶が返ってきます。それだけで、元気で頑張れ

るぞと思います。ですから、挨拶はとても大事

だと思います。

今日一番最初の「好印象を相手に与えるポイ

ント」の前に、ちょっと申し上げたい。私ども

の短大では、三つのことを教えています。一つ

目は「その場に相応しい挨拶をしよう！」挨拶

は、やはり本当に大事ですよね。

以前にほかのところで働いていたときに、最

初は誰も挨拶をしてくれませんでした。これで

はいけないと思って、スクールバスの運転手さ

ん、カフェテリアの人、お掃除の担当者に、「学

生に挨拶していただけますか。相手から挨拶が

返ってこなくてもいいから、挨拶していただけ

ますか」とお願いしました。大体、みんなが挨

拶をするようになるのは7月ごろでした。

こちらの高崎のほうにお世話になることにな

って、スクールバスもないし、どうしよう。誰

に挨拶をお願いしようかしら、朝の指導をお願

いしようかと思っていました。ところが、第1

日目から知らない学生、四大の学生、新入生、

在校生、いろいろな学生が、こちらから挨拶す

る前に「お早うございます」と、挨拶をしてく

れました。ですから、挨拶の指導をしなくても

いいくらい、挨拶のいい大学です。自慢ばかり

してごめんなさい。

二つ目は「誰とでもコミュニケーションでき

るようになろう。」自分の好きな人、友達とだ

けではない、誰とでも。ちょっと困っているか

なと思う人がいたとしたら、考える前に、親切

にぱっと手を出したりできるように、誰とでも

コミュニケーションできるようにしましょう。

コミュニケーションというのは、やはりとて

も大事なことです。耳が聞こえない方やお話の

できない方ともコミュニケーションできるよう

に、「手話コミュニケーション」という科目で

手話を学んだり、車いすの扱い方を全員ができ

るようにしたり、目のご不自由な方を見かけた

ら、「ちょっとお手伝いしましょうか」と申し

出ることができるように練習をしたり、そのよ

うな授業も行っております。

三つ目ですけれども、（小さな黒い点が書い

てある大きな紙を見せながら）「これは何が見

えるでしょうか。小さい黒い点が見えますよね。

私は、この黒い小さい点ではなくて、できれば

白い大きな紙も見えるよ」と言っていただきた

いのです。私が小学校のときにアメリカ人の神

父さんから、これを見せられました。「みんな、

何が見えるの？」と言われました。みんなは「黒

い丸、黒い丸」と言ったのですけれども、私は

ちょっとへそ曲がりだったのか、「白い大きな

紙が見えます」と答えました。

ずっと忘れていたのですが、今、それを思い

出して、本当に小さなこと、自分の足りないと

ころ、人の嫌なところ、自分の住んでいる地域

のマイナスの面、学校の嫌なところ、こんな小

さなことかもしれないけれども、この黒い丸み

たいな、マイナスのところに目がいってしまっ

て、こんなにたくさん大きな白い部分、いいこ

とがたくさんあることを私達は忘れてしまいが

ちだと思います。

それなので、三つ目、「いいこと探しの達人

になろう」ということを大事にしています。い

いこと探しは、とても難しいかもしれないです

ね。ついつい悪口を言いたくなってしまったり、

天気が悪いことが嫌だったり、嫌なことを言い

たくなったりします。小さなことだけれども、

嫌なことばかりに目がいって、集中してしまう

ことがあるから、周りにある白いところ、たく

さんいいところを探しましょうよということを

授業でやっています。

「いいこと探しの達人になろう」ということ

を行っているので、私は、学生からスーパーウ

ルトラプラス思考とか言われているのですけれ

ども、やはり同じことだったら、嫌なことでは
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なくて、いいことだけ考えて、スーパーウルト

ラポジティブシンキングでいったほうがいいで

すよね。この三つを柱にしながら授業を行って

おります。

いい印象を相手に与えるポイントというのを

考えてみました。どうしたらいい印象を与えら

れるか。やはり近づきやすさ。窓口などにいた

ときに、何かあの人怖そうだな、話しかけたく

ないなと思われたらとても困りますよね。「大

丈夫なんじゃないかしら。あの人には話しても

いいんじゃないかな」。大事なことは、やはり

見たところがオープンであること。話しかけに

くいとか、閉鎖的ではなく、オープンだったら

いいですね。

では、ちょっと表情を研究してみましょう。

オープンな人に見えるか、あるいは閉鎖的か、

この人に何か聞いたら怖いかな、親切に教えて

くれないかもしれないなと思ってしまったら、

新しいコミュニケーションはできません。だか

ら、やはりオープンだったらいいと思います。

それには何といっても大事なのがボディーラ

ンゲージ。ボディーランゲージの一番は何でし

ょうか。やはり、微笑みではないでしょうか。

いい印象がない相手であっても、やはり、微笑

んでしまいましょう。では、ちょっと違うこと

をやってみます。

○大津 工藤先生、お早うございます。

○工藤 お早うございます。

○大津 といって視線を合わせずに、「工藤先

生、お早うございます」、どんな印象がします

か。

○工藤 嫌われていると思います。

○大津 そうですよね。やはり視線を合わせな

いと、何か冷めたいな、近づきがたいなと思っ

てしまう。だから、気に入らない人には挨拶し

たくないなと思うかもしれないけれども、先に

挨拶して、にこっと笑ったほうが勝ちですよね。

だから、誰かに会って、気に入らないなと思っ

ても、「お早うございます」と言って、微笑ん

でしまいましょう。そうすると、自分のことを

好きになってくれないかもしれないけれども、

絶対にコミュニケーションは始められるので

す。始まらないことには何もならないので、や

はりいいコミュニケーションを始めましょう。

ちょっとお手元にある「表情」というシート

を見てください。へんてこりんな顔が五つ並ん

でいます。そこに目と口をちょっといたずら書

きしていただけますか。こんな立派な大人の方

に落書きみたいなのをお願いして恐縮ですが、

ちょっと書いてみてください。お願いします。

今書いていただいたの、こういうのと二つの

表情があるとします。こっちの笑顔は、ストレ

ッチング、体を動かしてストレッチすると体に

いいように、顔の表情もストレッチしましょう。

こっちはギャザリング。この中に女性は7人し

かいらっしゃらないけれども、女性の方はギャ

ザースカートをはかれますか。こういう真っ直

ぐな布を縫います。きゅっと縮めると、ギャザ

ースカートになるのですけれども、このごろの

若い人は余り知らないです。こうやって、きゅ

っと真ん中のほうに寄せます。こういう表情を

ギャザリングといいます。どうせならギャザリ

ングではなくて、ストレッチングの表情でいる

ようにしたら、オープンな感じがして近づきや

すいのではないでしょうか。

先ほど工藤先生は、この辺の肉（顎の下）が

邪魔だから、つい上を向いた角度になってしま

うけれども、これは気をつけたほうがいいなと

仰いました。やはり、あごの角度によって印象

が変わってしまいます。だから、学生を相手に

していたり、保護者の方を相手にしたときに、

この方だったら安心していろいろな相談に乗っ

てもらえるなと思っていただけるような角度の

研究、これもやはり大切なことではないかと思

います。

こういった顔は安心メッセージですよね。こ

の人だったら安心して自分のことを話せるか

な、子どものことを相談しても大丈夫かなとい

う安心メッセージを送るには、やはり何といっ

てもほほえみ、ストレッチングの表情が大事で

はないかと思います。

身だしなみが整っていると、相手は健全な感



- 193 -

じがするし、歩き方とか姿勢、そういったもの

も安心メッセージになると思います。

2枚目を見ていただくと、表情はどうでしょ

うか。お隣の方と表情などをちょっと見ていた

だけるとありがたいのですけれども、どうでし

ょうか。どんな表情でしょうか。ストレッチン

グのいい表情していただけますか。どうかな。

これ、ちょっと恥ずかしいからスキップしまし

ょう。

では、姿勢はどうかな。ある時、「ホスピタ

リティーとは何か」という会に参加していて、

立ったときに写真を写されたのです。そうした

ら、あごがちょっと出ていて、ぽっとおなかが

出て、変な立ち方をしていました。これは大変

だと思って、翌日から歩き方教室に通いました。

歩く姿というのもとても大事です。ちょこちょ

こと歩く。学生など若い子はすごくきれいに着

飾っている。だけど、膝を曲げて、内股でちょ

こちょこ歩いている学生がいる。私達は、鏡の

あるすばらしい教室があるので「みんないい女

に見せるために格好よく歩こう」といって、姿

勢をチェックしたり、歩き方を研究したりして

います。

やはり仕事をするときに、何となくしょぼく

れて、元気なさそうな人よりも、動作がきびき

びしていて、いろいろお願いしたら、うまい具

合にいくのではないかしらと思う印象を与えた

ほうが絶対に得だと思います。

この歩き方、どすんどすん、きょろきょろ、

こちょこちょとか、いろいろな歩き方をしてい

る人が結構いますので、「人のふり見て我がふ

り直せ」ではないですけれども、ちょっと歩き

方を考えたらいいと思います。

3番目、アランの言葉とレジュメにタイトル

を書きましたが、言葉はわざわざ印刷しません

でした。というのは、私がとても好きな言葉な

ので、皆さんにも覚えていただきたいと思った

からです。アランはご存知ですよね。1951年に

亡くなったフランスの哲学者で、本名は Emile
Auguste Chartierというのですけれども、ア
ランという人の『幸福論』を読みました。何か

幸せになるのにいいフレーズはないかしら、幸

せになりたいからいいメッセージはないかし

ら。探したらあったのです。

「すべての不運や、つまらぬ物事に対して、

上機嫌で振る舞うことである」。何か嫌なこと

があっても、上機嫌で振る舞ってしまうといい

のです。「上機嫌の波はあなたの周囲に広がり、

あなた自身をも軽やかにしてくれるだろう」と

言っています。

「機嫌がいい、機嫌が悪い」ということは、

とても大事なことではないかと思います。機嫌

の悪い人がいて、嫌な暗いムードだと、それも

伝わってしまいますよね。だから、よくないム

ードというのは、人にすごく伝わってしまうか

ら、自分からいいムード、元気なムードを発信

できるようにしたらいいなと思います。

アランは、こうも言っています。幸福の秘訣

は、自分自身の機嫌だと。「不機嫌な自分に負

けてはいけない。不機嫌というものを相手にし

ていなければ、そのうちに犬が犬小屋に帰って

いくように、自然に不機嫌なものは消えてしま

うから、不機嫌にならないようにしようね」と

いうことを言っています。

そして、人というのは、うれしいとき、幸せ

を感じるとき笑いますよね。だから、本当は機

嫌が悪くても、ちょっと無理してでも笑って笑

顔でいると、それがだんだん自分の幸せな気持

ちになっていくから、笑顔を大切にしましょう

ということです。やはり、うれしいと笑ってし

まう。今日も皆さん、午前中、随分笑っていら

っしゃいましたね。工藤先生がおもしろい話を

してくださって、みんなはとても笑いましたね。

笑っていると、さらにそれが楽しくなって、い

い感じになるので、本当は気分がよくないなと

思っても、笑顔でいるように努めると、幸せの、

若さのホルモンが出てきて、脳にもいいそうで

す。いろいろと脳のことを書いている茂木さん

という方が、「プラス思考でいいことをたくさ

ん考えると、脳の中にいいホルモンが出て元気

になる」ということを書いていらっしゃいまし

たけれども、やはり笑顔はすごく大事にしたい
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と思います。

次に、「興味を示す」。やはり人間は、自分に

興味を持ってもらいたいのです。無視されたく

ない、興味を持ってもらいたい。では、人の話

を聞くときはどうしたらいいでしょうか。何と

なくではなくて、やはりうなずいて、「そうで

すね、」「ああ、そうだったんですか」というよ

うに相槌を打ったらいいと思います。沈黙が続

いてしまったりすると、ちょっと気まずくなっ

てしまいますよね。

そして、これは本当に大事なアイコンタクト。

アイコンタクトはとても大事で、目は口ほどに

物を言うと。恋をしたときも目にそれが表れる

ように、やはり目というのはとても大事です。

アイコンタクトをすると、自分にちゃんと関心

を持ってくれているなということがわかりま

す。ですから、アイコンタクト。

例えば私は出席をとるときに、「○○さん」「は

い」、「○○さん」「は~い」。「あれ、寂しいな、
やはり返事をするときは私の目を見てください

よ、お互いに今日もいい授業にしようよ、楽し

いことを一緒にしようよという気持ちを込めて

私の目を見てください」と言います。何となく

返事をしてしまわないで、返事一つでも、お互

いにいいメッセージを送り合うようにしましょ

うと言っています。

そうすると、インターンシップに行ったり、

仕事に行ったときに、ただ、「いらっしゃいま

せ」と口先だけで言うのではなくて、相手に本

当にいいときを過ごしていただきたいとか、本

当にありがとうございましたという気持ちを目

に込めるというのは、とても大きな目力。目力

とこのごろよく言いますけれども、目力という

のはとても大事だと思うので、アイコンタクト

に気をつけるといいと思っています。

それから、なるべく相手の名前を覚えましょ

う。名前を覚えるのはなかなか難しいです。

短大生はみんな同じようなファッションで、同

じようなメークしていて、同じような洋服を着

て来ます。

私の授業は週に2回、ホテル関係の授業をする

ときとホスピタリティーの授業のときは、スー

ツを着て、ヒールのある靴を履いてきてもらい

ます。やはり着ているものによって感じが違い

ます。ファッションとか動作とか、そういうの

も大事だから、だらっとした格好をしないよう

に、今はやりのスパッツとか、ジーンズではな

くて、きちっとした服装をして、ちょっと踵の

ある靴を履いて、姿勢を正して授業に出てもら

っています。文句も随分出たりするのですけれ

ども、そうすると、座り方も「おなかを出して

座らないで、ちゃんとひざとひざをつけて座り

ましょう」と指導がしやすくなりますから、や

はり服装というのもとても大事だと思います。

スーツを着るということに抵抗がちょっとある

のですけれども、スーツで赤い髪の毛だとおか

しいので、今、髪の毛の色も7番よりも黒くと

か、うるさく指導しています。

というのは、インターンシップを帝国ホテル

やニューオータニのような一流のところにもお

願いしているので、インターンシップに出すと

きには大学の代表として出すので、個人のアル

バイトだったら何でもいいということではない

ですけれども、大学の代表として出すためには、

きちんとした教育をしなくてはいけないので気

をつけております。

行った先で、どこへ行っても、「とてもいい

学生さんですね、素直で明るくて」と言ってい

ただいて、そのままニューオータニに就職が決

まったり、いろいろな一流企業に採っていただ

いたりしております。スーツできちんとしてと

いうのは、学生には結構嫌がられるのですが、

それはとても大事なことだと思いますので、附

属高校でもマナーの指導を厳しくしていらっし

ゃるようですけれども、短大でもマナー教育に

力を入れております。

あと、会話。私などもそうですが、まどろっ

こしくいろいろ話されると、つい結果を「こう

なんじゃないの」と言いたくなってしまいます

けれども、相手の話の腰を折らないように、ち

ょっと我慢強く聞くといいと思います。

ここの項目では「興味を示すこと」。相手に
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興味を示す。そうすると、相手もこちらに興味

を示してくれます。やはり自分から興味を示す。

学生でも、誰であってもそうですけれども、自

分から興味を示すことが大事ではないかと思い

ます。興味を示すことで相手が理解してくれる。

こちらから興味を示すことによって、相手も理

解してくれるのではないかと思います。

そして、次の「話題を提供する」。これも大

事です。話題のところで私がいつも思うのは双

方向です。一方的でない、演説調ではない、命

令調ではない。演説調だと、相手に傾聴、一生

懸命聞いてくれることを無理強いしてしまうこ

とがあるので、一方的でなく、傾聴モードを強

いることなく、お互いにキャッチボールできる

ようにしたらいいと思います。

そして、「その場に合った話題」も大切です。

全然関係ない話題で、その場の空気を壊してし

まうことがないようにしたらいいと思います

し、日常的なたわいもないことを話すのも、安

心感を与えるのでいいかなと思います。

そして、いつも思うのは「相手の関心を確か

めながら話す」。これも大事ではないかと思い

ます。相手がゴルフに関心が全然ないのに、ゴ

ルフの話ばかりされても困るし、やはり相手に

関心があるかどうか確かめながら話すことも必

要だと思います。授業のときは学生にとってつ

まらない話もしなくてはならないけれども、そ

うではないプライベートのときに、興味のない

話ばかりされたら学生も嫌になってしまいま

す。ですから、相手の関心をちゃんと確かめな

がら、相手に興味を持ってもらえるようなこと

を話すというのは、とても大事ではないかと思

っております。

その次、「自己開示する」。これはカウンセリ

ングの言葉です。自分をオープンにすることで

す。やはり自分が心を閉じていたら、人とのコ

ミュニケーションはうまくいきません。自分を

見せるということがとても大事ではないかと思

います。中には閉鎖的で、自分のことを何も話

さないで、相手に質問ばかりしている人もいま

す。でも、自分を見せる。そうすると相手に安

心感を与えます。だから、やはり自己開示、自

分を見せる。そして、自分の基本的な情報、ど

この出身ですとか、そういう簡単なことでいい

ので、基本的なことを話すのも大事かもしれま

せん。名前以外何も話さないというのでは、ち

ょっと困りますね。

そして、会った途端ではないかもしれないけ

れども、自分の失敗談とか、そういうのをちょ

っと交えると相手も安心するかもしれない。も

しもパーフェクトで立派な人だと思われてしま

うと、人は心を開きにくいので、ちょっと失敗

したこととか、自分のマイナスの点などを話す

と、案外会話が弾んで、いいコミュニケーショ

ンがとれるかもしれません。

ですから、ここで言いたいことは、少し控え

目に、でも、もっと知りたい。話していて、こ

の人、たいしたことない、つまらないと思われ

ないように、難しいけれども、相手にもうちょ

っとこの人のこと知りたいなと思う好奇心を掻

き立てるように話したらいいのではないかと思

います。何もかもわかってしまったら、この人

はこれだけだから、つまらないなと思わせない

ように、もう少し話してみたいなと好奇心を掻

き立てるようにできたら、とてもいいのではな

いかと思います。

どんどん来てしまいましたけれども、持ち時

間が余りないですね。皆さんにいろいろやって

いただく時間がなくなってしまうので、大急ぎ

で。

次の3V5S。3V というのは、皆さんも、メラ
ビアンの法則というので勉強なさっているので

はないかと思うのですけれども、Visual、見た
目です。服装、動作、姿勢、歩き方とか目から

見えるものがいろいろありますね。もちろん、

さっきやっていただいた表情とか。メラビアン

という人は、一番最初に印象に残るのは見た目

が50何％だというように言っています。

あと、Vocal。声のスピード、語調、高低、
大きさ、声もいろいろあります。そういったも

のも相手に合った、そのときの場所に合った、

「挨拶はいつも大きな声で自分から」と習った
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からといって、静かにしなくてはいけないとこ

ろでは余り大きな声で話されたりすると困るの

で、やはり場所をわきまえましょうということ

を言っています。

Verbal は、言葉、話の内容。この三つがメ
ラビアンの3Vと言われています。
5S というのは、私が考えたものですけれど

も、人と会うとき、接遇であっても、プライベ

ートで会うときでも、やはり五つの S という
のは大事にしたいと思っています。

英語と日本語が一緒になっているのですけれ

ども、やはり①「親切な気持ち」でいたい。仕

事のときは②「スピード」がないとまずいです。

もたもたしていて、ゆっくりしていてはいけな

いから、やはり接遇であっても何であっても迅

速に行いたいと思います。スピード。あとは何

といっても③「スマイル」、④「誠実」です。

そして、情報などが間違っていたらまずいから

⑤「正確さ」。これ全部Ｓではないかなと思っ

て、日本語と英語が入りまじっていますけれど

も、この5Ｓというのを大事にしています。誰

にでもにこにこスマイルで親切にしましょう。

仕事はスピーディーにちゃんちゃんとやってい

きましょう。そして、正確な情報を相手に伝え

ましょう。こんなことを気にしております。

その次は、感じのよい話し方についてです。

話し方のときのポイントで私がちょっと気に入

っていることがあります。声のスピード、語調、

高低、大きさ、こういうことに気をつけるのは

大事ですけれども、皆様に声をちょっと出して

いただきたいと思います。

5本線があります。音符です。ドミソ。皆様、

ちょっと子どもじみていて申しわけないですけ

れども、好きな言葉は何かありますか。いい言

葉、何でもいいです。挨拶、ありがとうござい

ます、お早うございます、こんにちはでも何で

もいいです。ドの音で言っていただけますか。

では、「ありがとう」と言ってください。

では、ミの音で「ありがとう」と言ってくだ

さいますか。工藤先生、ソの音で。（工藤先生

ソの音で「ありがとう！」と言ってくださる）

そうなのです。「お早うございます」、「こん

にちは」、「ありがとうございます」というとき

に、ちょっと頭の隅とか、心の中で「ソ」の音

を思い浮かべる。そうすると、何かはっきりと

伝わるということに長年いろいろやっていて気

がつきました。特に「ソ」の音を思い浮かべる

と、電話でも、挨拶でも感じよくなるなという

のを発見しました。これ、いかがでしょうか。

教科書とか、テキストとか、接遇の本に書いて

あるわけではないのですけれども、それを実践

していて、結構いいかなと私は思っております。

その次、皆様、よくご存知のことばかりです

けれども、「聞き上手になる」には・・・。

さっきも申し上げたように、「そうですね」と

か、「そうですか」とか、相槌を打ちながら焦

らずに。そして、私はよく思うのですが、わか

らないとき、わからなくていいと思います。わ

からなかったり、聞き取れなかったり、今はや

りの言葉で意味がわからなかったり、そんなと

きは、わからないと言いたくはないのですが、

勇気を出して質問する。これは、聞き上手の大

事なことではないかと思います。わからないこ

とは質問する、そして確認することが大事なこ

とではないかと思います。

そして、話し方のポイントとしては、ご存知

のとおり、正しく、わかりやすく、曖昧な表現、

○○なはずですとか、○○だと思いますとか、

そういうことは言わないで、わからなかったと

きには、「只今調べてお答えいたします」とい

って、きちっと調べたらいいと思います。あと、

自分から名前をきちっと名乗るのがいいと思い

ます。

対面応対のマナーについては、お配りした資

料を見ていただくと、いろいろなクレームが書

いてありますので、後でお時間のあるときにご

覧ください。クレーム対応、来校されたときと

電話のときに、このようにしたらどうかという

のを自分なりに考えたものをおつけしておきま

した。

対面のマナーというと、挨拶、笑顔、自分か

ら声をかけるのが大事ですね。お待たせする場
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合は、ちゃんと丁寧に理由を言ったほうがいい

と思います。電話の場合の注意点をひとつ。私

はある大使館に電話しました。何と40分ずっと

待たされました。学校でもお待たせしていると

きは、間で今どういう状況かという事をちゃん

と知らせたらいいと思います。つい、ほかのこ

とに忙しいので、「少々お待ちください」とい

って、そのままにしてしまうことも結構あるの

で、お待たせしない。お待たせする場合は、そ

れをちゃんと丁寧に相手に伝える。保留にする

場合は、前後に挨拶をするだけでなく、長くお

待たせしている場合は途中でも状況を伝えるこ

とが大事だと思います。

また、電話は3回以内に受話器をとるとよく

書いてあります。私は、せっかちなもので、1

回鳴るとぱっと出るのですが、息子に「相手の

心の準備ができないから、余り早くとり過ぎな

いほうがいいよ」と言われました。そういうこ

ともありますね。かけた途端に、「はい」と出

られるより、やはり2、3回鳴ってからの方がい

いのではないかと思います。

クレーム対応に関しても、感情的にならない

ように、相手のクレームを受けとめて、問題解

決をしていく。やはり最後にいい感じで終わる

ようにしていけばいいと思います。

「報・連・相はくそ食らえだ」と、さっき工

藤先生は仰いましたし、佐藤さんもそう言って

いらっしゃいましたけれども、やはり「報・連

・相」も大事なことがいっぱいあると思うので

す。学校でそれがなかったら、困りませんか。

やはりある程度、好き嫌いをしないで、「報・

連・相」も食べましょう。私は、この年になっ

て老眼鏡かけていないのですが、ホウレンソウ

をよく食べているからです。これは冗談ですが

…。

におい、加齢臭、気になりますね。特に電車

に乗ったりすると、整髪料が強過ぎて、うっと

なったりするようなこともあるし、煙草を吸う

方なども、煙草のにおいがあると思います。今

年入ってみえた私の同僚の先生、とてもいい先

生なのですが、ちょっと私が困ったなと思うの

は、煙草を吸う方なのです。でも、彼は自分で

気がついて、いつもミントをポケットに入れて、

私と会う前には必ずミントを食べて、煙草のに

おいをさせないように気遣ってくれます。やは

り口臭とか、においというのもとても大事だと

思います。

また、距離というのもとても大事だと思いま

す。余り近過ぎるのも困るし、余り遠いのもよ

くないし、1.5メートルぐらいがいいと言われ

ています。広い部屋で、こっちからこっちで話

すのも、エレベーターなどで、たくさんでいる

ときはいいですが、たった二人で余り近過ぎる

と気持ち悪いし、やはり人間関係も、そのとき

の状況に合った距離をとるというのもとても大

事ではないかと思います。

あと、先入観です。これはテレビで言ってい

たのですけれども、ある人を紹介するときに、

「雑誌の編集者の女性です」といって紹介する

と、インテリかなと男性は思うそうです。同じ

人を「幼稚園の先生なんですよ」と紹介すると、

きっと優しいのではないかと思ったりする。だ

から、新しいどなたかと会うときは、先入観を

余り持たないようにする努力も大事ではないか

と思います。

私は弾丸トークと言われているのですけれど

も、本当にどんどんしゃべってしまって、相手

のことを余り考えていないようで申しわけない

のですが、最後に、「ゲーテのように暮らそう

よ」を提案します。ゲーテは偉大な人ですよね。

今の学生で知らない人もいるのですけれども、

ゲーテほど偉大な人も、「涙ながらにパンを食

べ、枕を涙でぬらしたことのない人に何で人生

がわかるだろうか」と言っています。私は高校

3年のときにそれを読んで、それから悩むこと

がいっぱいあるときに、ゲーテみたいな偉大な

人だって、そうやって悩んだのだから、まして

普通の自分が悩むのは当たり前だと思いまし

た。

高校を卒業するときに、自分の好きな言葉を

何か書いて出すのがありました。そのときに、

この言葉を書きました。私の人生、うん十年、
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いつもこれを思っています。

「気持ちよい生活を送ろうと思ったら

済んだことはくよくよせぬこと

めったに腹を立てぬこと

いつも今を楽しむこと

とりわけ人を憎まぬこと

未来を神に任せること」

この「済んだことはくよくよしない」、どう

したらいいか。私が考えたことは、自分で「く

よくよタイム」というのを作りました。電車の

中でも、歩いていても、「どうしよう、あんな

こと言わなきゃよかった。馬鹿なことを言っち

ゃった」、「あんなことしなきゃよかった」とく

よくよする。私は、「くよくよタイム」にまと

めてくよくよしようと思います。例えば今日の

11時から11時10分までをくよくよタイムに決め

てそのときにくよくよしようと思って、他の時

にはくよくよしないことにする。そうすると、

11時頃にテレビを見ていたり、電話がかかって

きたり、メールをやっていたり、くよくよしな

いで済むこともありますので、このくよくよタ

イムというのはとても役に立つと思うので、是

非やってみてください。

「めったに腹は立てぬこと」。今日、私は腹

立ててしまいました。というのは、様子を見な

がら皆さんに資料をお配りしようと思ったの

で、「配らないで、私が配るから」とお願いし

ておいたのに全部机の上にあったので、ちょっ

と頭にきてしまった。本当にだめだなと思いま

した。めったなことに腹を立てぬということで、

この2年ぐらい一度も腹を立てていなかったの

に、今日はうっかり腹を立ててしまったと思っ

て、すごく反省しております。ごめんなさい。

昔、子どものときに見たドナルドダックの漫

画で、ドナルドがホテルのベルボーイをやって

いました。「お客様は神様です」と言われて、

怒りたい、怒りたいけれども怒ってはいけない。

1、2、3、4と10まで数えて怒りを抑えるのです。

それを小さいときに見たので、私は怒りたくな

ったときは、ドナルドの顔を思い浮かべながら、

1、2、3、4と数えることにしています。これ結

構効きます。

それから、私は込んだ電車で来るのでぶつか

られたりするのですが、そのとき腹を立ててし

まう。「何よ、この人、ぶつかっても謝らない

で」とか、「込んだ電車は不愉快だわ」と思っ

てしまう。そのとき、いいことを考えました。

「ぶつかった人のエネルギー、いい運を私はも

らっちゃった」と思うことにしたのです。この

人の持っているいい運やエネルギーを私はもら

ってしまった、そのように思うと、ぶつかられ

ても、混雑な電車も気持ちよく過ごせます。

それから、「いつも今を楽しむこと」。一人で

両親を介護していたことがあったのですが、そ

のときに遅ればせながら大学院に行っていたの

で、毎日がへろへろになるぐらい大変でした。

高崎ではなくて、埼玉の方へ通っていたのです

が片道2時間かかる。でも、10分、自分の夢を

見る時間を作ろうと思って、「クオリティータ

イム」というのを考えました。バスに乗りかえ

るのに待ち時間が10分あるので、そのときにド

トールに行って、安いコーヒーを飲みながら、

「これ、私のクオリティータイム、どんな夢を

描こうかしら」と思いました。

これを教えてもらったのは、ユダヤ人のおば

あさんからでした。ある時私はパリのオペラ座

の近くを歩いていました。ロワールのお城のポ

スターがあって、それを赤毛のアナ・ロエベル

という女の人が見ていました。フランス語は上

手ではないのですが、ボンジュールか声をかけ

てしまいました。知らない人ですが、一人で旅

をするより二人だと安いから、二人で旅行しよ

うということになりました。ホテルでくつろい

でいる時に、彼女には入れ墨があることがわか

りました。何かなと思ったら、ナチスの収容所

にいたそうです。お兄さんも両親も殺されてし

まったかどうかわからない、いつ自分の番が来

るのだろうかと毎日心配していたそうです。

でも、そのとき考えたそうです。悩んでも苦

しんでも一日。それなら戦争が終わったときに

何をしようかということを考えて、自分のクオ

リティータイムを毎日作りながら、考えながら、
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プラス思考で…それで弁護士になろうと決めた

そうです。決めた途端に戦争が終わって、助か

ったそうです。60歳まで働きながら勉強して弁

護士になって、お休みをとってパリに来たとい

うときに会いました。そのアナという人のこと

を思うと、どんなに悲しい辛いことでも、収容

所と比べれば、みんな、すごく幸せではないで

しょうか。だから、毎日、私は新幹線から外を

見ながら、「新幹線で通えるなんて、何てあり

がたいことかしら。こうやってきれいな緑が見

える、目が見えるのは幸せだな」と思うので、

毎日すごくハッピーです。今を楽しむことです。

その次、「とりわけ人を憎まず」。これ、とて

も難しい。やはり気に入らない人がいる、意地

悪な人がいる、腹が立つことも多い。でも、そ

のとき考えました。勝手にその人のシナリオを

つくってしまうのです。きっとこういうことで

苦労しているに違いない。だから、私に意地悪

をして、それで憂さを晴らしているに違いない

とか、勝手にシナリオをつくることにしました。

そうすると、その人を憎んだりしないと思いま

す。

最後に、「ラッキーな毎日、幸せな一年を」

というプリントをご覧ください。これを一年の

始めに学生に配ります。これは、私ではなくて、

藤木さんという方が書かれた『そんな生活をし

ていると運が逃げますぞ』という本から抜粋し

てきたので、後でお時間があるときに読んでい

ただきたいと思います。

あと7分しかないので、ゲームはできないか

な。5分だけください。

資料の中に「未知の人取材ゲーム」というのが

入っていますのでご覧ください。これは今から

20年近く前なのですけれども、そのころは文科

省ではなくて文部省だったのですが、レクリエ

ーションインストラクターの資格を取るときに

何かゲームを考えないといけない。どうしよう

かと思いました。日本人は知らない人と話すの

が結構苦手ではないでしょうか。だから、取材

ゲームというのをして、みんなで取材しあった

らいいのではないかと考えてました。もう長い

間やっているのですけれども、これをオープン

キャンパスで致します。一人で参加する人もい

ます。そこで、取材ゲーム、「今から15分の間

に5人の人を取材してください」と言ってゲー

ムをします。高校生だと、質問は血液型、好き

な芸能人、好きな食べ物、何でもいいのです。

一緒に質問を作ってゲームを始めると、初めは

いやいやでも「私は新潟から来ました」とか、

「好きなタレントは」などいろいろ話します。

そうすると、一人で来た高校生が、模擬授業の

後何人か一緒になってティータイムに行きま

す。そして、次のオープンキャンパスには「こ

ういうのやるから来てね」というと、知り合っ

たばかりの高校生同士が「じゃぁ、来ようか」

といって次のオープンキャンパに来てくれま

す。

このゲームを本当は皆さんにやっていただける

といいのですけれども、時間がないのでご紹介

だけさせていただきました。是非やっていただ

きたいと思います。

ここ10年以上、初級公務員の研修をしている

のですが、「うちの上司にやってくださいよ」

などと頼まれて、50代、60代の部長さん達の研

修もやっているのですが、一番よかったのは、

取材ゲームでいろいろな人と話せたことだと言

われますので、これを利用していただけると、

いろいろないいコミュニケーションが広がると

思います。

たわいもないことをお話して、お役に立てた

かどうかわかりませんけれど、みなさんがます

ますお元気で、お幸せな毎日をすごされますよ

うに祈っております。

どうもありがとうございました。
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「学校事務の質の向上と今日的な課題対応について」

① 学校窓口としての接遇（コミュニケーション力・傾聴力・マナー・電話の対応・クレーム対応）

② 情報の管理（個人の情報・セキュリティー）

③ 保護者・近隣への対応（危機管理能力の向上・リスクマネージメント）

④ 学校事務・業務の効率化（就学支援金手続き・補助金申請）

⑤ 教員とのコミュニケーション・信頼関係づくり（カリキュラム・経営への参画・生徒募集）

⑥ 協力的な職場環境の構築〈協調性・やる気の向上）

法人管理事務運営部会では、午前中の基調講

演と講演、午後の研究演習を受けて、最後のプ

ログラムとして、上記のテーマについて分科会

を行った。テーマは、「学校事務の質の向上と

今日的な課題対応について」とし、上記の①か

ら⑥までの小テーマを各グループごとに絞っ

て、協議がなされた。また、本部会のテーマで

ある「事務室が変われば、学校も変わる」をテ

ーマとして協議を行ったグループもあった。

司会は、Aグループは常磐高等学校法人本部
の常見憲男部長、Bグループは、常磐高等学校
の塚越 隆事務長、Cグループは高崎商科大学
法人本部の加島勝一課長、D グループは高崎
商科大学附属高等学校の石川貞雄事務長が担当

し、それぞれコメンテーターとして、学校法人

鹿児島学園の正村幸雄理事長、聖光学院中学高

等学校の工藤誠一理事長・校長、高崎商科大学

附属高等学校の森本純生理事長・校長、富本教

育研究所の富本道宣所長にご参加いただいた。

なお、本報告では、分科会ということで、忌

憚なご発言を求めたため、都道府県名、学校名、

氏名に関しては、公表せず、かつ協議内容の一

部を紹介する形とした。

各県での事務職員を対象とした研修会の実施状

況について

ほとんどの都道府県は学校事務については行

われていないが、少数ではあるが、大阪、鹿児

島のように私学協会が中心となって行われてい

るところもある。

就学支援金に関する事務の研修会について

は、私立(私学団体)ではなく、各都道府県が説

明会という形で行っている。鹿児島県が3回ほ

ど実施前に私学団体で実施している。東京は私

学協会が事務の取扱業務に関するアンケート調

査を行い、都の担当へ集計結果を提出した。そ

の結果かどうかは分からないが、助成金が出る

ようになったということである。

事務職員の事務室以外の業務

ある県では、事務職員が外に出る機会が全く

ないということで、修学旅行(引率)の派遣して
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いる。事務職員が教員と共に仕事をし、お互い

の仕事を理解し合え、効果的でなようである。

また、複数の学校が事務職員にクラブ(部)活動

の顧問等をお願いしている。問題は事務の業務

への影響であるが、問題のある学校もあるが、

うまく調整している学校も多い。ある学校は、

部活の顧問というより、長期休暇等で業務に支

障が出ないよう、3年ごとに業務をローテーシ

ョンしているという学校もあった。

クレーム対応について

クレーム対応については、多数が、基本的に

は事務では職員室となっている。ただ、電話等、

事務が学校窓口となっているので最初の一言は

事務がまず受けてやりとりするから、事務の言

葉が不十分だったりすると、問題が大きくなっ

ている場合もある。

なお、事務か教員科の問題で、クレームでは

ないが、授業料の滞納についての催促について

の話題も出されたが、ある学校の事例では、事

務局が中心にやるべきか、学年あるいは担任が

やるべきかというのはかなり微妙な問題で、事

務局は、家庭の事情なりは担任のほうがよく知

っているから教員がやってくれと言い、教員は、

生徒指導を教育の面では言うが、金の話をした

ら子どもとの信頼関係が壊れるからやりたくな

いという。その辺をうまく役割分担して、事務

的にできることは事務局でお願いしますと言っ

ているがも、担任が入ったほうがいい場合には

担任が入るとのことである。

事務職員と教員の役割分担・仕事の分担につい

て

教員の事務室への仕事の依頼が急を要する場

合が多いことに対して、各校の様々な事情も考

慮しながら、問題点が指摘された。例えば、出

納に関することが多い。事務室の業務が煩雑で

あることが要因となっていることから幾つかの

辞令が出された。

①業務カレンダーをつくり、ルーチンワークに

関しては全部カレンダーを確認しながらやって

いるとのこと。

②インターネットバンキングを取り入れ、模試

の代金等を先生方が集金していたのを銀行振込

みにし、振込状況等を全部学校でインターネッ

トを利用して見ることができるようにした。た

だ、先生方からは見れないようにしているため、

それをプリントアウトして先生方へ状況を報告

している。

③事務職と教員がお互いの仕事を理解するため

に、毎朝、朝礼を行い、そこに事務職員も全員

出させて、一緒に教員の一日の仕事、事務の一

日の仕事を報告させている。(本件は幾つかの

学校も同様なことを行っているようである。)

時間外の事務室の体制について

学校終了後（17時以降）の管理について、各

校の実情が聞きたいということで、次の2つが

あげられた。

①事務室・法人室と職員室だけ独立してセコム

を入れ、機械警備は完全に分けている。教室は

自由に、最後の教員が閉める。分けたほうが便

利。事務室は事務室側のセコムを解除し、職員

室側は教員が解除します。

②電話は、学校の始業が8時20分、それまでは、

守衛ではなく、夜勤の方（一晩中）に頼んでい

る。お願いしております。学校の構造が開放的

であり、運動が盛んでよく合宿・朝練をやって

いるためセコム等は入れていない。

教員とのコミュニケーションについて

教員と職員の中で、どうしても教員が上で、

職員が下といった傾向になりがちである。職員

会議の席へ出ても、職員は記録係で発言権もな

ければ決議権もない。その解消法や同じ問題を

抱えている学校はないだろうかという質問に対

して、次のような意見が出された。

①教員はプロであるので、こちらも経営のプロ

にならなければならない。きちんと勉強した上

で、対等にやり合っていけば、ちゃんと認めて

くれる。それを頑張ってやっている。下の職員

にはいろいろな会議に出るように指示してい
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る。また教員に対して説明をする、あるいは、

こういうことをやってくださいと説明をしてい

くという形をとっている。

②委員会とか、そういうところに事務もメンバ

ーとして入っている。それで、発言権はあるが、

決定権という部分でいうと、委員会によって左

右されます。ただ、今は一つのものをやり遂げ

るというところに教職員が必ず絡んでいくとこ

ろから、例えば外部の方がある教員にアポをと

っていきたいというときには、必ず委員会のメ

ンバーの職員に声をかける。そして2人で話を

聞くことによって、例えば、市の観光課から、

学生に地域の碑の調べをお願いしたいという話

があったりして、そういうときも教員が職員に

声をかけて一緒に入ってやっていく。そういう

ところで近くなってきている気がする。

③何かあると、いろいろな部分で打ち上げに教

職員で行きます。それが本当にいいのか悪いの

かわかりませんけれども、近くなるかなという

気はしている。ただ、そういったコミュニケー

ションをとる材料として、何か仕掛けをすれば、

必ずそれは返ってくるかなと思っています。

④校長をやっているが、職員に対しても言って

いるが、「事務方」という言葉を使わせない。

それから、「団」という言葉も使わせないんで

す。担任団は担任会、学年団は学年会。「団」

と言うと、何となく職場の雰囲気を悪くなりそ

うなので、担任会というふうに言い直しさせる。

そのようなことをやっている。

協力的な職場環境の構築について

「事務室が変われば、学校が変わる」という

大きなテーマということであるが、本校では、

事務室だけで変わろうと思っても100％できな

い。内部の中の意見統一ができないということ

もあるが、先生方の力関係で、かなり強いプラ

イドを持っている先生が多いため、絶対に譲れ

ない部分があり、事務が意見を出しても、つぶ

されてしまうパターンが多い。教員・職員の垣

根を取り払った上で、一つの方向に向かって、

例えば本校では生徒数減少等があるが、良い方

向に向かうために建設的に話し合ったり、それ

を行動に移して、どうすれば生徒が集まるか、

いい学校になるかという話し合いをし、道しる

べになればいいと思っている。事務、事務長、

先生の立場で意見をうかがいたい。これに対し、

下記の意見が出された。

①本校は50から40代ぐらいの人間が多い。その

年代というのが今中心的に動いている。私(事

務長)からも教員からもコミュニケーションを

多くとっている。そういうところで、意見や考

えの根回し的な話をしている。教員も金銭に関

わる企画等について、いきなり会議で出せない

場合は同じように根回しし、ある程度仲間を広

げて会議へ上げる。だから、教員、職員、上下

というのではなくて、どれだけ本音で言い合え

るようなつき合いが教員と事務ができているか

ということ。これを広げていっている状況で、

本校は動きやすくなっていると思う。

②本校は結構若い先生が多いので、職員との間

はうまくいっているんです。職員室によく顔を

出している。上から目線で言われたこともない

し、学校の見学会なども教職員と一緒プランを

立て、反省会なども一緒にやっている。だから

職員が孤立しているような感じはないです。

③事務職員としてまだ日は浅いが、経理を担当

している。やはり数字のプロフェッショナルを

目指しいろいろ勉強し始めていろいろやってい

る。初めは、先生方とのコミュニケーションも

うまくとれてなかったが、尋ねられることを先

々シミュレーションした。学校というのは1年

間、行事が大体決まっているが、先生方は担当

が代わったりするので行事というのは久しぶり

となる場合がある。例えば修学旅行を何年ぶり

かに担当するとか。それは事務の人間、経理の

人間としては、お金のことは毎年だからわかる

だろうからということで、先々これはこういう

ふうに尋ねられるのではないかとか。あと、多

忙な先生方にこのぐらいでいかがでしょうかと

いうふうにコミュニケーションをとっていくよ

うに努力もしている。初めは、新人ということ

で、任せられるのかなと思われていた部分もあ
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ったと思うが、やはり自分自身も努力をしてい

くということもすごく大切なのではないかと思

う。私はまだまだ新人ですが、自分のやってい

る仕事に対しては、何を聞かれても大丈夫だと

いうぐらいのプロ意識ではないが、そういう気

持ちも持って、先生方に尋ねられても、すぐ頭

が回転できるように考えている。

④本校は毎週1回課長会議を月曜日に開いてい

る。全てではないが、そこで議論をして、委員

会ベース、もしくは大学の協議会に持ち上げて

いる。それを我々が下の者に説明する。そうい

った流れを今つくってやっている。

⑤本校は教員が約60人、事務職員が15人。そう

なると、校長が事務員、教員に直接話をする。

小さい学校だと、事務長を通してではなくて、

事務職員から直接話を聞くというぐらいの規模

です。大きい学校は組織になりますが規模によ

って違う。また生徒募集は、事務職が募集委員

会等に入っていたほうが良い。学校の先生が授

業をつぶしてパンフレットを持ってまわるより

事務職員がやったほうが絶対効率的。本校は、

生徒募集、入試委員会には事務職員が必ず入っ

て進めていく。男子校であるが、女性の人が入

って相談に乗ったほうが親は安心する。寮の話

になると、逆に女性が相談に乗ったほうが実際

には安心する。そういう部分がある。だから、

コミュニケーションのとり方というのは規模に

よってうまくつくっていく。それはある部分で

いうと、校長なり、教頭なり、事務長なりがど

ういうふうに意見をくみ取っていくかなという

ところじゃないかと思う。

「事務室が変われば、学校も変わる」

①確かに事務室が変われば学校も変わるかもし

れないけれども、教員も変わってもらわないと

学校は変わらないという思いでいます。

②変わっていけるとは思う。対応とかで、まず

印象をよくすることができると思いますので、

それをすることで、先生方にも影響が出ていけ

ばいいなと思います。

③学校が変わってほしいという希望もあるの

で、変わると思う。一本目の電話が鳴った場合、

事務の窓口は必ず通ります。その窓口で電話等

を通して先生方に伝えていく。その窓口でまず

対応させていただいて、先生方に用件を伝え、

その用件を、どうされるかは別としまして、職

員室と情報交換、情報の共有ということを管理

職も含めてしているので、多少漏れ等はあるが、

逆も真なりで学校の先生方も変わっていただけ

れば、私達も事務の立場ということで変わって

いけるだろうと思う。例えば生徒の対応にして

も、事務のほうから担任のほうに電話をして、

先生方も協力的にやっていただいている。先生

方に希望するところは、管理職を通ることもあ

るが、自由にさせていただいている部分が私ど

もの中高にはあるので、そういう意味では変わ

っていけるのではないかと思っています。

④教員と事務職というのは、二本柱で学校を支

えているのだと思う。教員の場については事務

職がなかなか意見を出す機会ができないという

のが現状だが、なるべくコミュニケーションを

うまくとり、こちらで感じたことをうまく伝え、

改善なりをして、今のところは本校はの場合は

うまくいっていると感じている。事務職は一番

最初の外部との窓口であるので、外部とのコミ

ュニケーションで印象をよく持っていただくた

めに常日頃心がけることがよりよくしていくと

思う。

⑤保護者と事務の関係で考えれば、事務室の対

応がよければ保護者の感じももちろんよくな

る。電話ももちろんだし、事務の窓口で対応に

関しても、その方が何を求められているのかを

常に意識してやっている。教員とのコミュニケ

ーションはやはり難しく感じており、同じこと

を伝えても、よくとる方もいれば、逆にとられ

る方もいる。

⑥本校は、理事長・校長が事務室は学校の顔だ

と言っている。だから、学校の顔が変わるとい

うことは、事務室が変われば学校は変わってい

くといつも考えている。生徒の窓口もそうだが、

外来者の窓口もそうである。一番最初に外来者

が会うのは事務室。そのときの第一印象という
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のは、その人の一番印象に残りますよという話

をよくされる。そういう部分を考えると、変わ

るだろうと思います。

⑦事務室に入ったときに、先生方と事務室との

距離感をたいへん感じた。居心地が悪いため距

離感を縮めていい雰囲気づくりができたらと思

い、一生懸命距離感を縮めるように努力してい

るつもりではある。そういったことで、事務室

が変われば学校が変わるんじゃないかというこ

とで日々仕事をしている。お互い雰囲気よくい

いコミュニケーションができたら、いろいろな

いいアイデアも生まれるだろうし、主役は先生

方で、補助的な部分を担っているのが事務室だ

と思うが、お互いになくてはならない存在であ

って、やはりお互い理解していいコミュニケー

ションをとらないと、いい学校はできないと思

う。学校という組織の中にあって、先生方に対

して事務室というのは少し違う立場からものを

言えるポジションでもある。だから、先生方に

刺激を与えることもできるポジションでもあ

る。コミュニケーションがうまくできるような

状況をつくっていくことが、やはり学校にいい

影響を及ぼすと思う。事務室が変われば学校も

変わると、強いて自分はそういうつもりで仕事

をしていくつもりである。

⑧自分自身、教壇に立つ一方で、事務方の仕事

も同時にこなしていたので生徒に接するという

点では私も教員の気持ちが理解できるところが

ある。現在、入試公募委員会の校務分掌に加わ

る形で、教員と一緒に仕事をしている部分が非

常に多い。本校は事務室が非常に強く出ている

と実感をしております。というのも、私自身も

卒業生であるのと同時に、事務長もそうである。

そのため教員に対しては非常に強く出ている。

教員からの書類提出についても、遅れるという

ことは基本的になく、また、遅れた場合でも督

促をする。一方で、教員の方々の中には一枚岩

というわけにはいかない、勤続年数が何十年と

いう方もいらっしゃるので、なかなかお考えが

硬いというか、古いという方もいる。ただ、夏

休み等、長期休養期間中については、教員が毎

日1人ずつ入れ替わりで事務室のほうに詰める

形になります。そこで窓口等、あるいは保護者

等の対応をしてもらっているので、多少は橋渡

しの形もあり、お互いの理解につながっている

のかなと思います。「事務室が変われば、学校

も変わる」というテーマに対しましては、学校

が変わるという認識はあります。対外的な考え

で申し上げれば、県の中央より北が本校の生徒

が大半を占めるものですから、どうしても地域

密着にならざるを得ない。そうなると、私が一

事務職員として応対した業者の方は、実は息子

さん、娘さんが小学校6年生であったり、そう

いったところで口コミが広がる可能性が非常に

高くて、事実、そういったところから生徒さん

にいらっしゃってくれることが非常に多い。中

身というか、校内に関しても、私が先に動こう

という考えで今おります。校務分掌に加わる形

でもって、一部の教員ではありますけれども、

一緒に仕事をしておりますので、そういったと

ころから徐々に、事務室が変わればというより

は、事務室が変わることで学校を変えていくと

いう所存でもって今後、仕事のほうに臨んでい

くと考えている。

⑧最初は職員会議には事務長しか出席していな

かった。一緒に事務職員もできる限り会議に出

るようにしようということになり、まず情報伝

達がしやすくなったり、保護者や生徒の情報と

いうのも先生と共有して、プラス面があった。

授業料徴収等の仕事をしていたが、実際に職

員会議で資料を出したり、そのあたりの悩みを

先生に共有していただいている。そうすると、

例えば授業料が滞っている場合等、先生と一緒

になって取り組む。
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高崎商科大学附属高等学校 理事長・校長 森 本 純 生

平成21年10月の山陰大会の終了後早々に、当

時の群馬県私立中学高等学校協会の会長として

群馬大会の開催をお引き受けしてから、2年間が

過ぎました。今回の全国私学教育研究集会群馬

大会が皆様のご協力を頂き無事終了し、正直長

い間の肩の荷がおりた感じがしております。群

馬県の開催が決まってすぐに準備に掛かりまし

た。集会の内容や部会の研究目標等を一年後の

長崎大会で発表しなければならないので協会で

検討を急ぎました。全体会は「音楽のある街・

高崎・からのメッセージ」と題して記念講演と

群馬交響楽団演奏を楽しんでもらうこととなり

ました。全体会の内容が全国で初めての試みで

あり、出演料が高額になるなどの心配な問題も

ありましたが、群馬県・高崎市からの資金的な

援助もあり、実施できました。参加者の皆様の

感想からも好評でありましたことを大変嬉しく

思っております。

当研究集会の法人管理事務運営部会は常磐高

等学校と高崎商科大学附属高等学校が担当する

ことになりました。本年度より日本私学教育研

究所主催の私立学校専門研修会の部会と共催の

形となり、専門研修会の専門委員の先生のお力

添えを頂き開催できました。今回の部会は「事

務室が変われば学校も変わる」を研究目標とし、

学校事務職員の意識を改革し、事務職員の果た

すべき役割を確認し、事務室が変わることが学

校全体の質の向上に繋がるとの信念を持つこと

が最も重要であると考え企画を致しました。

基調講演には法人管理事務運営専門委員会の

委員長であり、聖光学院中学高等学校理事長・

校長の工藤誠一先生にお願いを致しましたが、

研究目標に副った素晴らしい内容の話でありま

した。先生は教員・事務長・教頭・校長・理事

長を歴任され、学園の歴史の中での危機や改革

を通して、私学の教育・経営の全てに精通され

ておられます。平等と社会的統合を目指すのが

公立学校の使命で、私学は自由と社会的多様性

であると仰り、すぐに行動に移せる私学の教育

や事務の合理化、事務長としての職務、保護者

への対応に加え「報連相」ではない、自分で考

えて行動できる力がないと駄目である等、経営

を軌道に乗せられた実績ある先生のお話は貴重

でありました。

「大型温泉旅館の破綻と再生から学ぶ魅力づ

くりと意識感覚」と題して株式会社星野リゾー

ト・トマム代表取締役総支配人の佐藤大介先生

の講演は異業種企業の再建・改革の内容であり

ながら、教育関係にピタリ当てはまることばか

りでありました。ビジネスホテルは公立学校で

すね、と工藤先生の話と関連づけながら、サー

ビス産業と私学経営の共通点を話され、魅力作

り・満足度向上・生産性向上・組織づくり（自

律型サッカーチーム型組織）等のまさに私学に

必要とされる要素を示して頂きました。

最後に学校の窓口の事務サービスについて「明

るい接遇で学校を楽しく」のテーマで高崎商科

大学短期大学部教授の大津ゆり先生に楽しい講

義で締めくくって頂き、分科会へと進みました。

分科会にはほとんど全員の参加者が出席し、

活発な意見交換がなされました。アンケートの

中でも今回の研修で得たものは多かったとの感

想が多く、企画・運営にあたった者として少し

は責任が果たせたかとホッと致しました。ご協

力頂きました多くの皆様に心より感謝申しあげ

ます。
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1 研究目標 個性を伸ばし夢をかなえる進路指導の実践

2 会 場 エテルナ高崎 「3階 凜」

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月日

受 部
会 事例 総括・

10月28日 開 基調講演 昼 食 研究発表Ⅰ・Ⅱ
会 発表 閉会式

付 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 東京農業大学第二高等学校 校 長 松 本 兼太郞

基調講演 演 題 「進路、大海への出発点 実り多い航海のために何を託すか！ 」

講 師 株式会社アメリカンドリーム代表取締役 吉 川 浩 司

事例発表 テーマ 「将来を見通した体系的な進路学習」

発表者 文星芸術大学附属高等学校 進路統轄部長 牧 島 勝 利

研究発表Ⅰ テーマ 「生徒の希望を重視した進路実践」

発表者 東京農業大学第二高等学校 進路指導部長 山 田 欣 司

研究発表Ⅱ テーマ 「個々の潜在能力の発掘と進化を目指して」

発表者 明 和 県 央 高 等 学 校 教 諭 津久井 武

部会閉会式 総 括 明 和 県 央 高 等 学 校 校 長 田 村 仁

閉会のことば 明 和 県 央 高 等 学 校 校 長 田 村 仁
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5 運営委員（順不同）

委 員 長 松 本 兼太郎（東京農業大学第二高等学校 校長）

副委員長 田 村 仁（明和県央高等学校 校長）

委 員 伊 藤 薫（東京農業大学第二高等学校 教頭）

山 田 欣 司（東京農業大学第二高等学校 教諭）

奥 川 武 史（東京農業大学第二高等学校 教諭）

津久井 武（明和県央高等学校 教諭）

中 村 健 彦（明和県央高等学校 教諭）

高 橋 尚 志（明和県央高等学校 教諭）
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「進路、大海への出発点

実り多い航海のために何を託すか！」

株式会社アメリカンドリーム 代表取締役 吉 川 浩 司

皆さん、おはようございます。アメリカンド

リームの吉川と申します。初っ端からいきなり

ですけれども、今、苦笑いが出ています。身に

余るご紹介をいただいたのですけれども、もと

もとダメ男でございまして、恥をお話しするこ

とになると思いますが、お許しください。

まず一番最初に、ご紹介の中にありました、

世界へ羽ばたく夢を持ってアメリカへ行ったと

いう部分ですが、実は世界に羽ばたく夢なんか

全然なくアメリカへ行ってしまったんです。ど

ういうことかといいますと、私は、ご紹介にあ

りましたように、広島にある舟入高校という公

立高校の出身です。私の家は、私の親父が小さ

な会社を経営していまして、そこに社長の息子

として生まれたんです。親父に言わせますと、

「おまえは将来わしの跡を継ぐんじゃ。将来、

社長になるんだぞ」と、ものすごく甘やかされ

て育ちまして、幼少の頃の私は、「ドラえもん」

という漫画をご存知の先生方も多いと思うので

すが、あの「ドラえもん」に出てくるジャイア

ンとスネ夫の二つを足して2で割ると私ができ

るという、これはジャイアンのたくましさと、

スネ夫の財力というのと違うんです。ジャイア

ンの凶暴さと、スネ夫のずる賢さを兼ね供えた

子どもだったわけですが、そのままスクスクと

育って、将来、僕はパパの会社を継ぐのだろう

と思っていましたら、中学校1年生のときに僕

の親父の会社が倒産してしまったんです。小さ

い頃から、「おまえは将来、わしの会社を継い

で社長になるんじゃけん」と言っていたのが、

「パパ、話が違うじゃないか。継ぐべき会社が

なくなったじゃないか」と。それで、さてさて

どうしようかと。わがままに育っていましたの

で、ちなみに言いますと、わがままが原因で小

学校5年生、6年生のときには、2年間、クラス

中から無視されました。それで、当時、「不登

校」などという言葉はなかったですから、もし

あったら僕もそうなっていたかもしれないけれ

ども、学校はいつもどおり毎日通っていたので

すけれども、過ぎ去って思うと、あのときにな

ぜあんなふうにクラス中から無視されたのか、

全部思い当たることがありましたから、あれは

あれでよかったような。なにしろ、それでも、

今こんなにおしゃべりに育っていますからね。

そういう時期も過ぎて高校に入って、先程サ

ッカーのご紹介がありましたけれども、僕はス

ポーツは柔道をやっていたんです。体型がその

ままだったといいますか、柔道は全然強くなか

ったんです。地区大会に出ては勝っては負けた

り負けたりみたいなことだったんです。先ほど
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僕の親父は会社を経営していたと言いました

が、親父は柔道を本当にちゃんとやっていまし

て全国制覇したんです。スネ夫とジャイアンの

でき損ないの僕としましては、僕のパパは会社

を経営していて、おまけに柔道日本一。憧れは

あったんですけど、自分は全然内容を伴ってい

なかったんです。

それで、先ほどお話ししましたように、親父

の会社が中学校のときにつぶれてしまって、さ

て、ここからどうするかというとき、わがまま

にずっとそのまま育っていましたから、会社勤

めというのも性に合わないし、それで思ったの

が、じゃ、会社がつぶれたのだったら自分でつ

くろうと。大人になったら自分で会社をつくろ

うというふうに高校ぐらいのときには考えてい

たんです。それで、高校3年生で進路指導があ

ります。僕は今まで先生には恵まれていまして、

高校のときの先生もそうですし、結局、アメリ

カの大学へ行くことになったのですけれども、

英語をずっと教えてもらった先生も、そういう

先生方のおかげで僕は自分なりには満足した人

生をずっと歩かせてもらっています。英語を教

えてくださった先生とは今でも非常に親しくお

つき合いさせていただいていますし、進路指導

していただいた先生は残念ながら数年前に亡く

なられたのですが、そのときも母校の先生が、

「吉川、あんたは永見先生にかわいがってもろ

うとったけん、お参りしたいじゃろ」と言って、

わざわざご連絡をいただいて、お参りに行かせ

ていただくことができたんです。

その永見先生は豪快な先生だったんですけ

ど、進路指導のときに一人ずつ呼ばれまして、

「おまえ、どうするんだ」、「先生、僕は会社を

つくって社長になります」と言ったら、1979年

だったのですが、永見先生は「今どき珍しいな」

と言われて、そのときに先生が仰ったのが、「お

まえがそういうことを考えておるんだったら、

おまえは大学は広島の国公立を目指すよりも、

東京の私立を目指したほうがいいだろう。東京

は都会だから、東京へ行くといろいろな人間が

いるので、そういった大勢の人達の中でもまれ

て、それが勉強になるだろう。ちなみに、おま

えの成績だが、これが見事な右肩下がりだ」と

言われたんです。

というのも、強くなかったですが、それなり

にクラブ活動をやっていて、クラブを引退する

ときになりますと、それまで運動部でやってい

た連中達が、そこから勉強に打ち込むんです。

みんな一生懸命勉強し始めるんです。僕はちょ

うどそのころに、親にねだって原付きのバイク

を買ってもらいまして、これが楽しくて、その

原付きバイクで高校3年生の夏休みを過ぎるぐ

らいからでしたが、僕は広島だったので広島か

ら博多まで走って行ったり、山陰一周とか、四

国一周とか、そういうようなことばかりやって

いましたので、きれいに成績が下がっていった

んです。永見先生が仰いますのに、「ところで、

おまえの成績じゃが、これを見てみろ。きれい

に下がっているだろう。だけど、心配するな。

おまえはまだやる気になっとらん。とにかくテ

ストを受け続けろ。そのままでいくと、着々と

これからも下がっていく。そんなあるとき、お

まえはやる気になるんだ。そのやる気になった

ときに、これじゃいかんということで、そこか

ら勉強を始めろ。東京の私立だったら受験科目

数が少ないから、幸いなことに、おまえは英語

の成績はそう悪くない」と。永見先生は英語の

先生だったのですが、「そこから国語と社会を

一生懸命やってだな」と、ここから反転に転じ

るんです。「2月、3月ぐらいの入試の時期にた

くさん私立大学を受けて、その中の入試問題と

意見が合ったところに入れてもらえ。心配する

な。」と。もともと心配していなかったんです

けど、「先生、ありがとうございました」とチ

ャラチャラしながら進路指導の1回目のお話が

終わりました。

舟入高校というのは文系と理系に分かれてい

て、僕は文系だったんですけど、隣のクラスの

文系とうちのクラスの文系が半分ずつで一つの

クラスをつくって幾つかの授業をやっていたん

です。それで、ある日の弁当を食べた後の午後

の古典の授業で、漢文の先生が朗々と漢詩をお
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うたいになって、気持ちよく眠くなっていくよ

うな授業だったのですが、その授業のときに、

隣のクラスの私の友人が「吉川、おまえ知っと

るか」、「何や」と言ったら、「うちのクラスの

和田がアメリカに留学するでい」、「アメリカへ

留学するんか。それはすごいやん」と。それで、

和田の隣の席に、授業中だったのでコソコソと

代わってもらって、「おまえ、どうしてアメリ

カへ留学するようになったんや」と聞いたら、

どうやら東京まで留学の試験を受けに行って、

それで合格したから行くことになったと。これ

はいいと思ったんです。テストの成績は着々と

下がっていっていましたので、僕が友達に言っ

ていたのが、「一浪は覚悟」と。長い人生、1年

ぐらい浪人しても、長生きしたらわからんよう

になるとか、そういうわけのわからない理屈を

言って、一浪は覚悟だと言っていたんです。

ところが、聞いてみると、ちょこちょこと英

語のテストを受けて、それで合格したらアメリ

カへ留学できるということですから、それはそ

っちがええじゃろうというので、その日の6時

間目の授業が終わって、再び永見先生のところ

へ行ったんです。「先生、すみません、相談が

あります」、「何や」、「隣のクラスの英語も先生

が教えていらっしゃいますよね。僕の英語の成

績と和田の成績を比べてみてください」、「唐突

に何や」と比べてもらったら、「実は今聞いた

ら、和田がアメリカへ留学するという話なので、

僕もそういうのはどうかなと思いまして」と。

それで、比べて見てもらったら私のほうが若干

よかったらしいんです。それで、先生が仰るに

は、「おまえのほうがちょっとええ」、「わかり

ました。ありがとうございました」とニヤッと

笑って、家へ帰ってまずおふくろに言ったんで

す。「お母さん、心配かけたね」と。本当に勉

強しなかったですから、「あんた、大学どうす

るんね」みたいに言われていたんです。「長い

こと心配かけたけど、進路が決まった」、「どう

したん」、「俺ね、アメリカへ行こうと思う。ア

メリカの大学だよ」と。そうしたら、おふくろ

は製造担当者ですから、むしろ僕の性格はおふ

くろから受け継いでいる部分が多いので非常に

似ていまして、おふくろがすぐ言ったのは、「ア

メリカ、浩司、それはええね。あんた、そうし

んさい」と。

先ほども言いましたが、親父の会社は中1の

ときに倒産して借金が1億円以上あったんです。

だから、親父は借金を返さなければいけません

から、おふくろは「仕送りは私が何とかする」

と。おふくろはそれで一発オーケーです。格好

いいからそうしなさいという話ですから、今度

は親父に言ったんです。「お父さん、僕、アメ

リカの大学へ行こうかと思う」と。そうすると、

親父は「ほうっ」と言って、僕の親父は先ほど

も言いましたが柔道が強かったんです。柔道で

広島から東京の明治大学というところへ行った

んです。明大柔道部だったんです。それで、親

父が言うのに「なるほど、わしらのころに『都

の昼寝』という言葉があった。同じ昼寝をする

のでも、田舎で見る夢と都会で見る夢は夢が違

う。そう思って、わしらは都会へ出たものじゃ。

わしはそれで、よう寝たもんじゃ」と。本当に

勉強しなかったらしいんですけど、「わしらの

ころは都といったら東京じゃったけど、今なら

都といったら国内じゃないかもしれん。おまえ

がそうしたいなら行ってみい。ただ、言うとく

けれども、ええか、人間は限界を知るのも大切

じゃ。帰るところがないと思うなよ。これが限

界じゃ思うたらいつでも帰ってこい。おまえに

は帰ってくるところがあるんじゃけん。考えて

もみい、アメリカの大学へ行ったら授業は全部

英語だ。よほど賢ければ別じゃけど、日本語も
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まともにしゃべらんおまえが、おまえはわしの

子じゃ、賢いわけがない」と言ったんです。製

造担当者のもう片割れが「賢いわけがない」と。

これはお墨付きですから。それで、とにかく一

応許可が出て、進路が決まってしまったわけで

す。これはテストを受ける前だったんですけれ

ども、高校3年生の11月ぐらいだったと思いま

すが、東京に英語のテストを、2時間くらいの

テストだったのですけれども、TOEFL をご存
知の先生方もいらっしゃるんじゃないかと思い

ますが、TOEFL と似たテスト、プラス、エッ
セイがあったんです。それを受けに行ったんで

す。そのテストはマークシートなんです。マー

クシートはいいですね。一発で合格したんです。

それで、アメリカへ行くことになった。

どういう大学へ行ったかといいますと、実は

アメリカには大学の数がものすごく多いです。

約4,000校近くあると言われています。人口で

比べると、今、日本は1億2,000万人とか3,000

万人ぐらいですが、アメリカは2倍より少し多

いですね。昨日人口センサスで見たら3億1,000

万人ぐらいでした。ですから、2.何倍ですから、

日本に約1,000ぐらい大学があるのですが、2.

何倍というと二千数百あればいいんですけど、

それが4,000校あるんです。これが、アメリカ

は大学に入るのが簡単で、出るのが難しいと言

われる所以ですね。だから、入るのは簡単なん

です。

もちろん、それはランキングに分かれていま

す。どんなランキングかといいますと、今言い

ましたように、大体3,500から4,000校ある大学

が、こんなランキングです。Most Competitive、
Highly Competitiveのプラス、Highly competitive、
Very competitive。Competitive は、Competetion
（競争）ということです。その most 最上級の
競争から Highly-competitive、Very-competitive、
Competitive、Less-competitive、Noncompetitive、
競争がないというのもあるんです。僕はどこの

大学へ入ったかといいますと、先ほども言いま

したように、将来、大社長になろうと思ってい

ましたので、専攻はもちろん経営学ですね。私

が入ったのはここです。Less-competitive。これ
は、別に Less-competi-tive を狙って入ったのじ
ゃなくて、とにかく不真面目な男でしたから、

テストに合格したらカタログがいろいろ渡され

て、この中からまずは好きな大学を選ぶところ

から始めろと言わたんです。

それは全部英語で書いてあるんです。英語で

いろいろ書いてあるものというのは、あまり読

みたくないんです。だけど、選ばなければいけ

ませんから、そのとき思ったのが、アメリカの

大学へ行くというのは楽じゃなかろう。向こう

へ行って、たぶん僕は苦労して、場合によった

ら日本へ帰りたいとか、日本恋しいと思うだろ

う。そのときに、よし、海を見よう。この海の

向こうに日本があると思って、そこで自分を励

まして闘うのも良し。海の近くがいい。この海

の向こうに日本があると。それで選んだのが東

海岸のノースカロライナにある小さな大学で

す。おわかりと思いますが、東海岸で海の向こ

うはヨーロッパなんです。そういうこともわか

らない僕だったんです。

それで、とにかくカタログの中の写真で、海

だというので「これ」と言って選んだわけです

が、これまた大笑いで、行ってみましたら海だ

と思ったのが森だったんです。地図で調べろよ

ということなんです。ノースカロライナは東海

岸と聞いていたから海だと思って、写真で、よ

し、この海の向こうに日本があると選んだので

すが、ファイエットビルというすごく治安が悪

いところだったんです。全米最大の陸軍の基地

があるところで、今でもニュースで時々名前が

出ますが、フォートブラッグという全米最大の

陸軍基地があって、アメリカは戦争のたびごと

にそこから出撃します。だから、名前は今でも

しょっちゅう聞くのですが、人口が少ない中に

陸軍最大の基地がありますから、就学中、いろ

いろな目に遭いました。そこをわざわざ選んだ

のではなくて、写真で選んだのが下から2番目

のランキングのメソディスト・カレッジという

全校生徒650名の小さな学校です。ここで1年目

が始まりました。高校3年生を3月に卒業して、
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その年の8月にアメリカへ行ったんです。不安

はありましたよ。よく親父にも言われましたが、

「おまえ、全部英語だぞ」と。言われればそう

だけど、行けば何とかなるだろうと思ったんで

す。根があまり暗いことを考えないようにしよ

うというタイプですから、行けば何とかなるだ

ろうと思って授業が始まってすぐ気がつきまし

た。これは何ともならんと。全然聞き取れませ

ん。英語のテストは確かに合格はしましたけれ

ども、これはマークシートですし、聞き取りテ

ストは発音などもものすごくクリアだったんで

す。ところが、アメリカの大学は世界中から留

学生が70万人ぐらい入っています。世界最大の

留学生を受け入れているところですから、そこ

で世界中から来た学生達が学位を取った後、残

って教えている先生がたくさんいるんです。

一番苦労したのが経済学の授業です。インド

から留学して博士号を取って教えていらっしゃ

る先生の授業なんですけど、全く聞き取れませ

ん。とにかく聞き取れたことをノートに録ろう

と思うのですけれども、ほとんど黒板に書かれ

ないんです。グラフを書きなぐるように書くぐ

らいです。あとはバーッとレクチャーで、とに

かく話をされるんです。それで、聞き取れたこ

とをどんどん書こうと思ったら、聞き取れたの

は唯一、話の合間に先生が仰った「OK.OK.」
と言った、その「OK」しか聞き取れない。だ
から、グラフと「OK．OK」全然「OK」じゃ
ないじゃないかと。それで、授業はだめだなと。

アメリカ人に聞いたんです。「Excuse me.Do
you understand his English」と。アメリカ人の
彼は「No」。そして彼に「What do you do」と
聞くと「Read a book」と。「Read book．OK」、
それだ、教科書を読もうと。ところが本が600

ページあるんです。

我々留学生は F-1ビザという学生ビザで入り
ますから、フルタイムの学生であり続けなけれ

ばいけないんです。フルタイムということはど

ういうことか。パートタイムじゃだめなんです。

だから、勉強が大変だったら、少しずつ学べば

いいじゃないかというのが法律上できなくなっ

ているんです。フルタイムというのは12単位取

らなければいけないんです。12単位というのは、

通常の今のような先生がしゃべるタイプの授業

を少なくとも4つ取らなければいけないんです。

それで、学期ごとの独立ですから、年間を通し

て一つの授業を受けるのではなくて、僕が行っ

た最初の大学はセメスター制という年間を2学

期に分けるのですが、1学期にある4教科を取っ

たら、これは4カ月1学期で完全に終了。次の学

期にまた全然違う授業を取る。ということは、

4カ月で4教科取らなければいけないんです。1

教科の教科書が少なくとも600ページあるんで

す。600ページといったら、枕にして寝れるぐ

らいの厚さですから。それを「read a book」と
言われても、高校時代、そんな長文なんか読ん

だことがありませんから。

でも、とにかく読むしかないと思って辞書を

引き引き読むのですけれども、1回の授業で20

ページぐらい進んでいくんです。ところが、こ

ちらは一生懸命読んでも、せいぜい一晩で3ペ

ージ読めればいいほうです。そうこうやってい

る間に、自分がどこを読んでいて、授業が何を

やっているのか全然わからなくなってしまっ

た。でも、相変わらず何とかなるだろうといっ

ても、だんだん気持ちが暗くなっていくんです。

何とかなるだろうと思っている間に中間テスト

が終わって、期末テストが終わりました。期末

テストが終わったら、成績表が郵便で届くんで

す。当時、インターネットなんかないですから、

とにかく日本語に飢えていて、私にとって唯一

の心の救いは日本の友達からの手紙です。友達

からたくさん手紙がきました。なぜか？出発前

に自分で留学する、留学すると言って回りまし

たから。そうすると、わしの友達に留学するや

つがおるというのは友達にとってもいいんでし

ょうね。友達がバブルのように増えましたから。

それで、とにかく友達からくる日本からの手紙

だけが救いです。

ある日、期末テストが終わって郵便箱をあけ

たら、メソディスト・カレッジからの大学の封

筒に入っている手紙がきていたんです。これが
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成績だったんです。なるほど、こんなものが郵

送で届くのかと開けたんです。成績表にはいろ

いろ書いてあって、僕の封筒にだけピンク色の

小さい紙が入っていたんです。周りはどうかと

見ると、みんなピンク色の紙がないんです。1

枚の白い紙だけ入っている。僕だけピンクの紙

が入っているんです。成績にも当たり外れがあ

るのかなと思って、その紙を見ましたら、そこ

に書いてあったのは「Academic Probation」と
あったんです。ネーム「ヒロシ・ヨシカワ」で、

小さい字でいろいろ書いてあるんです。わから

ないです。それで、「John」と叫んで、John と
いう名前はアメリカではたくさん転がっていま

すので、「John. John.」、すると「Yes」と誰か
が返事をする。それで彼に「Excuse me. What is
this?」と聞いたんです。そうしたら、ジョンが
ピンクの紙を見て、「Ah wooo.」とか「Oh Boy!」
とか言って、それで彼に「What is this?」と聞
くと、彼は「Are you Hiroshi?」と。それで冗
談っぽく「Yes, I am Hiroshi. From Hiroshima」
という言うと、そうしたら、笑っている場合じ

ゃないということで、「You are in danger」と言
うんです。「You are in danger」、あなたは危険
な場所にいる。それで、簡単な英語ででわかる

ように教えてもらったら、どうやら退学の警告

書らしいんです。Academic というのは「学問
的な」、Probationは「警告」なんです。だから、
簡単に言うと、あと1学期同じような成績だっ

たらクビにしますよということです。知らなか

ったのですが、こういう仕組みになっているん

です。

アメリカの大学は、A、B、C、D、F の5段
階評価です。100点法でいくと大体90点から100

点だったら A をあげますよ、80点から89点だ
ったら Bです、70点から79点だったら Cです、
60点から69点だったら Dです、60点以下は F、
即ち failure（落第）です。これを、成績を比べ
ていくときに、Aが2つで、Bが3つでとやると、
どちらがいいかわからないですね。だから、こ

れは点数に換算してあるんです。Aを獲得した
ら4点獲得です。B だったら3点、C は2点、D

は1点、F は0点です。これでやれば、正確には
単位数を掛けて1単位当たりのポイントを出す

のですが、簡単に言うと、教科の数で割れば、

何点とっているか、成績平均点は何点かという

ので、どちらがいい成績か割り出せますから。

だから、ストレート A というオール5だったら
4点です。GPA（Grade Point Average）という
のですが、成績平均点ですね。一番いい場合だ

ったら4.0です。これに対して、アメリカは卒

業が難しいと言われる一つのポイントですけれ

ども、Cのところへラインを引いてあるんです。
成績平均点が C を下回ったら、学問的警告書
が出ます。僕は、こういうこともあろうかと思

って、下から2番目のところにいっておいたん

ですが、僕は1学期目の成績が何だったかとい

うと、2.0を下回っていて1.56だったんです。

これが私の、留学するぞ、4年間頑張るぞと言

った4カ月後です。高校を卒業して、夏に出発

して、年が明けてすぐの段階で、これで大学か

らいなくなれとなってしまったんです。

これはどうにもならんなと思いました。先ほ

ども言いましたように、教科書は600ページも

あるものを3冊も4冊も与えられていて、どうに

もならなかったんです。もうこれは無理だと。

無理だということはどういうことかというと、

あと1学期の猶予があるのですけれども、どっ

ちみちクリアできるわけがない。次の学期に、

2.0以上まで引き上げなければいけないわけで

すから。だめだったらどうなるかというと、大

学をクビになるんです。クビになったらどうな

るかというと、当然、寮も出なければいけませ

んから、学生ビザの法律上からいくと、日本へ

帰国しなければいけないんです。あちゃーと思

いましたね。先ほども言いましたように、みん

なに留学する、留学すると言って出発して、4

年間頑張るぞ、で行ったのに、4カ月たったら、

おまえ、いなくなれになってしまったんです。

初めて、これはえらいことになったなと思いま

したね。

振り返ってみると、先ほども言いましたけれ

ども、ずっとチャラチャラでやっていたのです
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が、でも、ごく普通に小学校へ行って、2年間

無視されましたけれども、普通に中学校へ行っ

て、普通に高校へ行って、小学校のとき2年間

無視されて多少学習しましたので、中学ではあ

まり乱暴なことは言わないようにして、中学で

は少しいい人になろうと。高校になりますと、

更に学習機能を発揮して本当に楽しかったんで

す。高校3年間は本当に青春ドラマみたいな感

じで、先生もいろいろなことを認めてくれる先

生でしたから、高校3年生の夏休みにクラス全

員で海水浴に行ったり何かするのが先生にバレ

ちゃったりしても、「とにかく事故にだけは気

をつけろよ。夏の間にしっかり体を焼いておけ

ば、風邪をひかんでええから。ただ、事故だけ

はないように頼むぞ」と、そういう雰囲気の中

で高校生活をやっていましたから楽しかったん

です。そういうふうにごく普通できて、いきな

り、おまえ、いなくなれよとなってしまったん

です。

考えてみると、ハイカラが好きな親でしたか

ら、いろいろな習い事をやらせてもらったので

すけれども、全部やめてしまったんです。最後

までやったのはクラブ活動ぐらいなものです

よ。でも、そのクラブ活動も、先ほど言いまし

たように、全国大会に出たりなんて、とてもじ

ゃないけどそんなレベルじゃない。でも、僕に

してみると、みんなこんなものだろうという感

じだったんです。子どものころの夢は確かにあ

りました。それが中学校になってくると少し現

実がわかってきて、高校を卒業するころになる

と、夢という言葉自体あまり言わなくなって、

口では、お互い友情は大切にとか、人を裏切ら

ない、それだけはやめておこうみたいなことを

言っていても、心の中で、俺らがどこかへ行っ

てそこに50人いればその中で二十何番目ぐらい

のところにいればいいさと、成長するというこ

とはこんなものだろうということが何となくず

っと自分達の中でわかりかけてきた。楽しくは

ないけど、そういうことだろうと。

そこへ降ってわいたようにアメリカへ行くと

いう話があって、心機一転頑張るぞと思ったの

ですけれども、こういうことになったんです。

よく考えてみたら、おまえ、今まで人生の中で

何一つ本気になってトライしたことはないじゃ

ないかと。何一つなかったんです。学生時代、

先生方から言われました。「おまえはやればで

きる」と何回も言われました。でも、やらんの

ですよ。やればできるかもしれないけれども、

やろうと思ったことはない。言われたときは思

いますよ。よし、やってみようと思いますけれ

ども、それをちゃんとやったことは僕は一度も

なかったんです。でも、別に誰かを脅して金を

巻き上げたりとか、そんな悪いことはしないし、

普通に友達と、学生服がちょっと丈が長いぐら

いの感じだったんですけれども。ところが、ア

メリカまで行って、みんなにアメリカへ行くぞ、

アメリカへ行くぞと宣伝していったのが、4年

間頑張るどころか、4カ月でいなくなれになっ

たんです。

それで、どうしようかと。まず思ったのが、

広島には帰れんと思いました。広島へ帰ったら

どうなるかというと、たぶん友達から言われる

でしょうね。「知っとるか」「何」、「吉川が帰っ

てきた」「何でや」「ばかじゃけ」「大学をクビ

になった」「何でや」「ばかじゃけ」と。まさに

そうだったんです。成績が悪くてついていかれ

んから、それで帰ってきたと。町を出るときは

留学するぞと宣伝していたのが、正直、「ざま

あみいや。あいつはずっといいかげんにタラタ

ラしていて、人生そんな甘くない」となるに決

まっている。だから、広島には帰れん。じゃあ、

どうするか。当時、今思えば、全部が本当の事

じゃなかったと思うのですけれども、例えば『ア

メリカ横断冒険旅行』という本が出ていたり、

あるいは留学生のアルバイトは禁止されていた

のですけれども、アメリカでアルバイトをして

元手を貯めて、そこからアメリカでビジネスを

起こしてミリオネアになりましたよなどという

本が出ていたり、17歳という年齢ですから信じ

ていたんです。アメリカは冒険の天地だみたい

な形で思っていましたから。そうすると、とに

かく広島には帰れないから、それじゃ、いっそ
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のことノースカロライナの田舎じゃなくて、ニ

ューヨークとか、ロサンゼルスのような都会へ

行って、そこで禁止されているアルバイトでも

やって、そして元手を貯めて、僕も商売をやっ

て一旗揚げようかと思っても、心は奮い立たな

いんです。

じゃあ、高校のときと同じように、また親に

頼んでお金を送ってもらって、中古のバイクか

何か買ってアメリカ横断旅行と。そして本でも

書こうかとか、ばかなことばかり考えて、そう

こうやっている間にもう決めなければいけない

んです。短い休み、2週間あったかなかったか

ぐらいですね。そのショートブレイクが終われ

ば次の学期が始まります。その次の学期で登校

しないのだったら寮を出なければいけないんで

す。日本へ帰るのだったら、飛行機の切符のお

金はないですから、恥をさらすけれども、親に

「ごめん、クビになった。日本へ帰るから金を

送って」と言って飛行機代を送ってもらわなけ

ればいけない。しようがない。じゃ、とにかく

広島へ帰るのはやめて、東京か大阪の都会へ行

こう。そこで働かせてもらおう。それで、英語

なら任せてください、アメリカに住んでいまし

たから英語が話せますというふうに言って、ど

こか会社で雇ってもらおう。そこで、親にはこ

れ以上は苦労をかけられんから、自分で働いた

お金で食っていけばいいじゃないかと思ったん

です。

そんなことを悶々と考えているときに、夜、

眠りが浅いわけですよ。寮の部屋の中でルーム

メイトが部屋の反対側で寝ているわけですけれ

ども、途中で何度も目が覚めて、当時、たばこ

を吸っていましたから、外へ出てたばこを吸っ

て、寝つかれないなと言って、寮の長い廊下の

ところにシャワールームがあるのですけれど

も、そこへ行って顔を洗ったり、手を洗ったり

して、パッと顔を見たら、大きな鏡があって、

そこに自分の顔が映っていた。自分の顔を見て

びっくりしました。こんな顔していたっけと。

暗い顔のように見えて、はっきり言えば人の顔

を真っ直ぐに見れないような、そんな目つきを

していたんです。俺、こんな表情をしていたっ

けとびっくりしたんです。これは負け犬じゃん

と思ったんです。

考えてみると、東京あたりに行って、英語な

ら任せてください、英語がしゃべれますと嘘を

ついて会社に世話になって、嘘がバレたらどう

するの。世の中そんなに甘くはないぞと。仕事

で行き詰まったらどうするか。おまえのことだ

から、またすぐ逃げるよ。言う言葉は決まって

いる。責任をとって辞めますと言うんだろう。

そもそも昔から、習い事をやめるときは必ず全

部ちゃんと理由をつけていますから、そもそも

これは無駄であって、こうなって、ああなって

と、屁理屈をたくさん言って。会社に入っても、

「わかりました。はい、はい。責任をとって辞

めますから」と僕は逃げるだろう。

でも、責任をとって辞めたからといって、会

社はそこで閉鎖するわけにいきませんから、僕

がいなくなった後で誰かがその後始末をしなけ

ればいけないんです。そうすると、僕以外の社

員がそこを元へ戻すところから始めて、言うで

しょうね。「あの吉川のばかが、あいつがいら

んことするから、よけいこじれているじゃない

か。なぜあいつはうちの会社へ入ったんだ」と。

いないほうがいい存在になるでしょうね。でも、

世間は広いですから、また僕を知らないところ

へ行って、そこでまた明るく見せて、「雇って

ください。英語は大丈夫です」と、またそこで

しばらく置いてもらって、何かチャンスがある

と手を挙げて「やらせてください」と。それで、

またちゃんとできない。また逃げて行く。また

僕を知らない人のところに入る。一生逃げ続け

るんだと。いないほうがましな男になっていく

んじゃないか。

誰かが自分のことを負け犬と言うのは、それ

が友人だったら、もうそいつとは二度と会わな

いと決めればいいんでしょうけれども、そのと

きに愕然としたのは、鏡の前で、自分が自分の

ことを負け犬を言っている。これはどこへも逃

げられないですね。どう逃げればいいんやと涙

がボロボロ出てきました。正直言いまして、東
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海岸の寮の飯はすごくまずくて、寮のカフェテ

リアの食事をほとんど食べていなかったんで

す。食べ放題ですけれども、こんなもの食える

かと。アイスクリームとか、コカコーラとか、

デザートのケーキとか、結局、甘いものだけ食

べていたんです。コーラとケーキとアイスクリ

ームというのでまともにちゃんと食べていなく

て、立ちくらみがするわけです。それで、ちょ

っとおかしいというので、でも、内心しめたと

思ったんです。成績がついていけなくてクビに

なったらあれだけど、体をこわしてクビになっ

たら、名誉の負傷で帰れるんじゃないかと思っ

たのですけれども、あまり重い病気はだめだと。

それで、診てもらったら栄養失調という診断だ

ったんです。1979年、80年のころにアメリカで

栄養失調なんてまずない。踏んだり蹴ったりで

す。おまけに、先ほどいろいろな目に遭ったと

言いましたけれども、治安上のまずい問題、僕

に原因があるのですけれども、そういったこと

を何度も体験して、もうここで終わるかなと3

回ぐらいそういう体験がありまして、とにかく

アメリカが嫌いになりました。勉強にはついて

いけないし、体は栄養失調になっちゃって、お

まけに人種差別とか、そういうふうなことを目

の当たりに見ていましたし、何だ、これはと思

いました。でも、「負け犬」という言葉が自分

の中で浮かんだときに、じゃ、果たしてそんな

悪いことをやったのか。そこまでのことはやっ

ていない。でも、おまえは今まで一度もやって

いない。一度も自分でやってみよう、トライし

てみようとしたことがないじゃないか。なのに、

おまえはおでこのところへペタッと「負け犬」

というレッテルを貼られた。それで、一遍だけ

やってみようと思ったんです。一回やってみて、

それでだめだったらあきらめようと。それで、

大学を自主退学するのを止めて単位登録しまし

た。その単位を登録するときも、なるべく英語

のハンディが少なくて済むような授業をどうい

うふうにしたらいいかと一生懸命工夫して、次

の学期が始まりました。

決めることは簡単なんです。ただ、人の細胞

というのは4日ぐらいで全部入れ替わるんです。

だから、やるぞとは決めても、結局、毎日投げ

出していました。よしやってみようといっても、

授業は同じように聞こえないんです。じゃあ、

「read a book」、本を読もうといっても、1回の
授業で20ページ進むんです。それを何とか徹夜

に近い状態で、本当に変わろうと思いましたか

ら、1日が24時間で、その中で人間6時間ぐらい

はやはり眠りたい。3回飯を食って、風呂に入

って、トイレへ行ってなんていうことをやって

いたからこの結果になったんです。じゃ、1日

が24時間だという枠組みを外そうと。とにかく

読めるところまで読んで、疲れ切って、単にア

ルファベットを追いかけているだけだと思った

ら、そこで目覚ましをかけて3時間仮眠をとろ

う。3つ目覚ましをかけて、横でルームメイト

が寝ていますから、リーンと鳴ったらピッと押

して、そのままフラフラしながら、壁伝いでシ

ャワーを浴びに行って、冷たい水を浴びると体

がポカポカになりますから、だんだん湯を熱く

していきます。寝不足で毎日頭がクラクラして

いましたね。

これでどこまでいけるかと思ってやっていて

も、毎日嫌でした。嫌というのが1カ月続きま

した。だけど、幸いなことに、一人ぼっちです

から、家族とか周りがいる前で、一度あきらめ

てペンを投げてしまったら拾えませんよ。でも、

一人ぼっちですから、ピッと投げて、怒るとい

うのはエネルギーが要りますから、しばらく怒

っていて、さてと、とまたペンを拾うようにな

る。投げる場所を決めておかなければいけない。

そのように毎日毎日だましながら、やめるん

だけれども、明日やめよう、今日もう一日やっ

てみようと思ってやっていっても、もうだめだ

なと思ったときがありました。中間テストのと

きです。テストが返ってきましたら、全然伸び

ていないんです。先ほども言いましたように、

1回の授業で20ページ進むのが、必死になって

やっても、見てみろよ、1日僕が必死になって

も7ページしかいっていないじゃないか。やっ

ても無駄だ。でも、そのとき、あれっと思った
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んです。

僕は何でもそうですけど、記録を録るんです。

メモを録ったり記録を録るということが全然苦

にならなくて、そのときも毎日2時間、3時間の

仮眠をとる前に日付を入れていたんです。それ

で、何ページ読んだかというのがわかるように

してあったんです。「あれっ、7ページ？」と思

って、ちょっと待てよというので、2カ月前、

初日を見てみたら3ページしかいっていなかっ

たんです。俺、伸びているじゃん。亀の歩みみ

たいなものかもしれないけれども、これでも伸

びているんだと思ったんです。僕がもっと賢く

て、すばらしい方法を思いつくのだったらそれ

でやればいい。だけど、僕の思いつくことは、

とにかくコツコツ、生まれて初めてのコツコツ

なんですけど、コツコツやるしかない。そこか

ら、よし、わかったと。言ってみれば、マラソ

ンに出場していて、トップ集団ははるか向こう

のところに行って、テレビカメラは全部そっち

にある。一番後ろで僕が一人、ペタッペタッと

言いながら進んでいるんです。いいじゃないか

と。僕は、その日から、今日は昨日より1ペー

ジ先へ。今日は昨日よりもう1ページ先へ。昨

日より1ページ、昨日より1ページというのを目

標にして、残りの2カ月とにかくやり続けたん

です。

そこからは、もうやめたという回数が減った

ように思います。これが僕のマラソンなんだと。

いよいよ残りの2カ月も過ぎて、期末のときが

きました。もともと卑怯者の吉川ですから、ち

ゃんと計算はあったんです。やるだけやってみ

て、いよいよだめだったら、最後の段階のとこ

ろで期末テストを放棄してしまうんです。そこ

で期末を放棄すれば最終成績がつきませんか

ら。そして自主退学、それで言えばいいと。ア

メリカの大学の勉強は社会に出て役に立たない

から、だから辞めたと。そうすると、僕の成績

はついていませんから、勉強についていけなく

なって辞めたというか、辞めさせられたという

ことは闇に葬り去られるんです。誰にもバレな

い。そうすればいいじゃないか。いよいよだめ

だとなったら、そこのところで退学届を出せば、

「大学の勉強は社会に出て役に立たない」と大

人はみんな言うじゃないか。僕もその真似をす

れば済むことだと思ったんです。

それで、いよいよ明日からファイナル期末テス

トというときに、さてどうだったか。全く迷い

はなかったですね。生まれて初めて逃げなかっ

たんです。痛みをずっと押しつけられていて、

すぐ逃げていた僕が、生まれて初めて4カ月間

ずっとギリギリ痛みを押しつけられながら、く

そと思いながらも最後まで耐えていたわけで

す。この結果がどうなるかというのは、たった

一人のギャラリー、たった一人のワンマンスペ

クテーター（観客）ですけれども、たった一人

の観客がちゃんと見てやらなければいかんだろ

うと思って、結果はどうあれ、よし、やるぞと。

今度はマークシートじゃなくて記述式だったん

です。それで、とにかく知っていることは必死

になって書きました。まさに自分なりに18歳で

初めてベストを尽くしたわけです。

それで、ファイナルが終わって約1週間ぐら

いしてからテストの結果が出ました。おなじみ

の封筒がくるんです。もう2回目ですから、ア

メリカ人達がこういう感じで見て、成績がきた

なと。僕は2.0を下回っていたら退学なんです。

私のメールボックスをあけたら入っていまし

た。本当に祈りました。それで、あけてみたら、

1.56から2.0がクリアできているかどうか。そ

うしたら、成績平均点が2.08になったんです。

ギリギリ。思わず、ヤッターッと思いました。

間に合った、と思いました。2.08ですからすぐ

に滑り落ちて当然ぐらいですけれども、これが

4カ月で間に合うという指一本引っかかってい

ますから、ここから後は、これで全体重を引き

上げればいいんだと思いました。イケると思い

ました。

これで実は1年間が終わっていましたので、

先ほど言いましたけれども、ものすごいホーム

シックなわけで、日本へ帰りたくて帰りたくて

仕方がなかったので、人に言ったら、「そんな

に日本が好きならハワイへ行けよ。ハワイはえ
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えぞ。ハワイは日本と同じじゃ。日本語のテレ

ビもあるし、ラジオもあるし、映画館もあるし、

おまけに日本語の本屋さんもある。漫画もある」

「そうか、ハワイか。白い飯は？」「もちろん

ある。おにぎりもあるし、ラーメンもある。ま

さにパラダイスだ」というので、2年目は本当

にホームシックが原因で、転校の手続をして僕

はハワイに移ったんです。

ワールドカップ日本招致委員会の国際部員と

して、世界のあちこちを回らせていただきまし

た。1年半で延べ39カ国回りました。天皇皇后

両陛下の接遇させていただいたり、総理大臣の

特別随行員としてなど、様々な国へ行き、本当

にいろいろなところを見せていただいたのです

が、今でも世界の中でどこが一番好きか。お金

と時間を自由にさせていただくならどこに行き

たいか。僕の答えはハワイです。だけど、1年

間過ぎてみて思いました。ハワイは勉強すると

ころじゃない。ここはパラダイス、観光の地、

遊ぶところだ。だけど、本当にハワイのおかげ

で、ホームシックは1年かけて完全に治って、

やはりハワイは狭過ぎる、本土へ行こうと。ハ

ワイのときは成績はグーッと上がってきていた

んです。1年目は東海岸でしたから、2年目はハ

ワイ、3年目は本土の西海岸へ行こうと。

それで、サンフランシスコにある小さな大学

へ転校し直して、3年目はサンフランシスコの

リンカーン・ユニバーシティというところへ転

校したわけです。アメリカは単位を持って転校

できますから、1年生はここで、2年生はここで、

3年生はここでとやろうと思ったらできます。

ただ、僕みたいにこんなに何度も転校するとい

うのは不利ですけれども、僕の場合にはカウン

セラーのアドバイスなしで全部自分で勝手にや

っていました。3年目のサンフランシスコ、こ

こではストレート A の成績でした。これでノ
ースカロライナ、ハワイ、サンフランシスコで

3年目が終わって、成績はどうなっていたか。4

点満点の確か3.78ぐらいまで上がっていたんで

す。それで、よし、いよいよ4年目、卒業はど

こにするか。取り寄せたのはあこがれのハーバ

ード大学。これは、出願していてもたぶん通っ

ていなかったと思いますけれども、まず学費が

無理です。さっきも言いましたように、親父の

会社が倒産して1億を超える借金がありました

から、親父はそれを返さなければいけない。僕

の仕送りはおふくろがやってくれていたんで

す。広島に4階建てのビルがあるのですけれど

も、そこのビルの2階でおふくろが食べ物屋を

やって、そこでコーヒー1杯売って250円の中か

らお金を貯めて、1ドル250円の時代ですよ。だ

から、1,000ドル送ろうと思うと、今みたいに7

万円とかじゃないんですよ。1,000ドル送ろう

と思うと、二十何万円とか送らなければいけな

いんです。これは大変だったと思います。僕が

夏の一時帰国で帰ってきたとき、おふくろが過

労で倒れたのを2回見ていますから。そんなこ

ともあって、もしかしたら後へ引いちゃだめだ

というふうになってきたのかなとも思います。

そんな中で、「ハーバードへ行くから、お母さ

ん、あと700万円」なんて言えませんから。た

だ、僕にしてみると、3,500から4,000ある大学

の下から2番目のランクの劣等生で、おまえ、

いなくなれよと言われていた僕が、ハーバード

へ行こうかなと思うぐらいのところまできたん

です。これはこれでいいやと。あと取り寄せた

のは、UC、カリフォルニア大学のバークレー
校というところです。UC 全体でいくと、今、
ノーベル賞学者が50人を超えました。日本全体

が十数名だから、1つの大学群だけで日本の何

倍ものノーベル賞学者が出た極めて優秀な大学

群なんです。それの本校がバークレーです。サ

ンフランシスコも近くにありますから、幾つか

の授業がバークレーで行われていたんです。そ

うすると、バークレーでは大学生達が教科書読

みながら道を歩いています。これは合いません。

僕の性格上、そういう中にいたらまた浮いてし

まいますから、これはだめだなと。

それで、バークレーはこっちへ置いておいて、

どうするかということで、そのときに残ったの

が UCLA だったんです。行ったことはなかっ
たのですけれども、バスケットとか、アメフト



- 219 -

で全米優勝していますし、勉強の点でも全米で

トップ10に入っています。まさに文武両道とい

う感じですね。それで、カリフォルニアのサン

シャインみたいな、また勝手なイメージです。

何しろ日本が恋しいからと言いながら間違えて

東海岸へ行ったような男ですから、またイメー

ジで決めて、よし、UCLA にしようといって出
願したんです。

ただ、これもまたちゃんと調べずに何でもや

ってしまいますので、出願する段階のところで

初めてわかったのは、経営学部がないんです。

えっと思いました。でも、もう先に決めたから

というので、聞いてみたら、経営から経済に専

攻を変えてもいい。専門を全部取り直しをすれ

ばいいと。それで、考えた結果として、どうせ

だめかもしれないけれども、やってみようとい

うことで出したんです。これがアメリカのアド

ミッションオフィス、今は AOの入試というの
がありますね。あれはここからきているんです。

Admission Officeというものです。その AOの
おもしろいところですけれども、一つ一つの出

願動機をもすごく綿密に見ていきます。出願期

間は11月1日から30日までの30日間のみで、世

界中から願書がきます。3,800人から4,000人の

定員に対して、その10倍、この間は5万人ぐら

い出願があったんです。その結果が翌年の4月

に出るんです。だから、12、1、2、3、4で5カ

月かけて審査をして、それで合否が決まるんで

す。

それで、合否結果がどうなるかというと、こ

のグループは10月から来ていいよ、このグルー

プは1月から来ていいよ、このグループは3月か

ら来ていいよと。そして、中へ入ってどうなる

かというと、競争があるのですけれども、正直

言いまして、今迄の大学のような甘い競争じゃ

ないんです。今迄のような100点満点の中の点

数による評価だと、テストの問題が簡単だった

ら全員90点以上で A ということがあり得ます
でしょう。ところが、こんなに甘くないんです。

どういうふうになっているかというと、毎回毎

回テストで0点から100点まであって、そうする

と、こんな感じのクラスの山型のカーブが描け

ます。最低点5点がいる、最高点100点が2人い

た。このクラスの平均点は73点ということです

ね。どうなるかというと、少しおまけしてくれ

て、70点が C になるんです。では、70点より
下、Cより下はどうなるか。一発即アウトです。
すぐクビ。猶予期間なしです。でも、そうした

ら生徒が足りなくなる。だから、10倍以上の出

願がありますから、クオータ制というのは1学

期が2カ月半、10週間です。だから、10週間、

ハイ、レースを始めるよとやって、大体下30か

ら35％は切られますね。次の賢いのを入れるよ、

10週間、下35％はアウト。次の賢いのを入れる。

この10週間のレースを卒業まで繰り返すんで

す。だから、卒業というのは何かというと、誰

が出てきても生き残った人間、この人達です。

この人達に対して、卒業バッジをあげよう、世

の中へ出て頑張っていらっしゃい、なんです。

「頑張っていらっしゃい」の後はどうなるか

というと、ご存知のように、アメリカも日本も

同じように累進課税制度です。こうした競争に

勝ち残った人達は、社会へ出て働くと給料がい

いんです。給料が高くなると税率が高いのです

が、そのときに、アメリカは税制が非常にうま

くできていて、寄付した場合にはこれが控除さ

れるんです。だから、税金を払ったのと同じよ

うな効果があるわけです。

そうすると、高額所得、例えば僕が1億円の

年報をもらっていたとして、何もしなかったら

4,000万円以上、税金をもっていかれるんです。

でも、この4,000万円を母校に寄付したら、母

校から感謝状がきたり、場合によっては学部に

名前をつけてくれたり、銅像が建ったり、年に

1回行われる世界同窓会がありますが、時には

大統領が来ることもあります。それで、一緒に

写真を撮って感謝の盾をもらうこともありま

す。どちらがいいかという話です。もちろん寄

付のほうがいいですよということで、寄付がも

のすごく集まるような仕組みになっています。

聞いた話ですけれども、UCLAの場合、年間
の寄付が100億円あるそうです。ハーバードは
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もっとすごいですよ。1,000億円だそうです。

そうすると、その1,000億円というのは貯まっ

ていきますから、貯まったファンドが3兆円あ

るという話ですね。その3兆円を、ファンドマ

ネージャーというのがいて運用する資金を得

る。そうすると、何もしなくても4,000億円の

利益が足される。その4,000億円に更に1,000億

円です。ノーベル賞学者がわんさかいて、テレ

ビで話題になった白熱授業とかあるじゃないで

すか。その人達がテレビで講演したり、本を出

したり、そのたびごとにプロフィールに「ハー

バード卒業」とか「スタンフォード卒業」と出

ます。そうすると、世界中にいる意気に燃える

若い人達が、いいなぁ、あんな先生の授業を受

けたいなと思う。彼らは勝手に目指すんです。

そして17、18才の大学へ入学する時期になった

ときに、世界中からそういった優秀な連中達が

出願していく。その中から10人に1人の合格を

出す。10人に1人の合格を出して、その彼らを

集めてコロシウムのように競争させる。それで、

生き残った人に、「君は我らの仲間だ。稼いで

くれ」と言う。

僕は、現在、中国が台頭してきていますけれ

ども、今のところはアメリカが世界最強だと思

っています。良い悪いではなくて、この世界最

強を支えているのは、アメリカの高等教育の仕

組みだと思っています。そして僕はそれを知ら

ずに大学に入ったんです。

内容をよく調べもせずに、僕は出願したんで

す。合格者が10人に1人です。先ほども言いま

したように、3,800人とか4,000人に対して4万

人以上の出願がくるんです。半分はストレート

Aです。成績が4.0です。その中から10人に1人
を選ぶのはどうするのか。100点満点でも通ら

ないですよ。それが、校長先生から表彰を受け

た、地域コミュニティから表彰を受けたら0.1

ポイント加点となっていって、合格者の平均が

4.38だそうです。4点満点の4.38ですよ。そう

いうふうに勉強以外のものが加点されていくわ

けです。

僕は3.78でなぜ通ったのか。それが出願動機

のところに必死になって書いたわけです。この

成績を見てください。3.78です。でも、これは

4.0からずり落ちていったわけじゃない。僕の

成績の最初を見てください。見るなといっても

見ますから。1.56ですよ。ここからはい上がっ

ていった。親父の言葉の「京の昼寝、都の昼寝」

なんていうことも書いたら、合格と、5カ月後

の審査の結果で出されたわけです。それで

UCLA に入って、専門教科の経済学を全部取り
直して、2年間たって卒業できました。

その卒業するときの学長の言葉を今でもはっ

きり覚えています。卒業生が約3,000人ちょっ

とぐらいいるわけですけれども、学長が言いま

した。「ここに今約3,000人近くの卒業生達がい

る。恐らく君達の心の中には二つの感情がある

んじゃないか。一つは、やった、修業期間は終

わりだ、社会へ出れる、勝負させろ、頑張るぞ

と、そういう気持が半分かな。あとの半分は、

今まで競争の中に身を置いていましたから、社

会へ出るとまた更に厳しい競争があるだろう。

その競争の中で生き残っていけるだろうか、自

分はちゃんとやっていけるのだろうかという不

安があるだろう。だから、期待と不安と半々だ

ろう。それは非常に普通の、極めてノーマルな

感情だ」と。

それで、学長はアポロ計画の話をしたんです。

ついこの間、スペースシャトル計画が終了しま

したけれども、僕が卒業した1984年にはアポロ

計画があったんです。アポロというロケットを

月へ向かって飛ばすんです。そして、月まで行

って帰ってくる。これがアポロ計画です。学長

は言いました。「君達も知ってのように、ここ

に月があるよ。ここに地球があって、ここに

NASA がある。航空宇宙局ですね。NASA 航空
宇宙局にはスーパーコンピュータが配備されて

いて、世界中から科学者が集められて、ここか

ら月に向かってロケットを打ち上げる。ところ

が、アポロは目に見えている月へ到達するため

に数千回の軌道修正をしなければいけない。世

界最高の頭脳を集めて、最新鋭のコンピュータ

を配備して、これは目に見えているわけだから、
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計算しておいてドンと押せば大砲の弾みたいに

ピューッといくじゃないかと。とてもじゃない

けど、そうはいかない。数千回の軌道修正があ

る。これだけの賢い頭脳を集めてやっていても

数千回の軌道修正が要るんだぞ。ましてや君達

凡人、我々普通の人達が人生を歩いていく上で、

軌道修正があって当然じゃないか。君達にまず

悪いニュースをあげよう。これから先、君達の

人生もずっと右へ行くべきか左へ行くべきか、

常にどちらへ行くかという選択肢がある。そこ

で君達は思うだろう。選択を誤らないように、

正しい選択ができるようにと思うだろうけれど

も、これが正しい選択だということを指し示し

てくれるフォーミュラー（公式）はこの世に存

在しない。これが悪いニュースだ。次にいいニ

ュースをあげよう。50分ずつの今まで君達が受

けた授業を思い出せ。その授業の中でどうなっ

ていたか。先生達が君達に偉大な先輩達の足跡

をずっと教えてくれた。リンゴが木から落ちま

した、なぜ落ちたのか、どう思う？と。この場

合はどうなる、この場合はどうなるといろいろ

な疑問を投げかけて、そのたびごとに君達は、

これはこういうことじゃないか、ああいうこと

じゃないかと。50分の授業が終わるときには、

実は偉い先輩がこんなふうな理論を導き出して

いる。ところで、その先輩がその理論へたどり

着くまでに、誰か一人でも最初からスパンとそ

このところへいけた人間がいるか。一人もいな

かっただろう。みんなずっと試行錯誤を重ねな

がら、最後にこれが答えだと思えるところまで

たどり着いた。これを覚えておけ。君達は、知

ってのように、この世にあるもの全てのものに

は限りがある。水にも限りがあるし、エネルギ

ーにももちろん限りがある。土地にも限りがあ

るし、人間の人生、人間の致死率は100％だ。

全員いずれ死ぬ。そして、我々のやる気、頑張

るぞという気持にも実は限りがある。それを知

らずして、自分のやっていることは合っている

に違いない、合っているに違いない、と信じて

いたのに違っていたとなっていくと、エネルギ

ーが尽きたということで、そこであきらめてし

まうことになる。これがほとんどの人達の人生

だ。ところが、我が校の卒業生達は違う。自分

がやっていることが正しいと思っていない。な

ぜか。先輩達がずっとそうだったからです。だ

から、こうに違いないとやっていても、恐らく

は確率論から言っても、この論理は間違ってい

る可能性が非常に強い。正しければこうなる、

間違っていればこうなるということを、一番近

くで、一番真剣な目で見ていますから、これは

おかしい、これはおかしいと、人が気がつく前

にものすごく細かい軌道修正をやるんです。そ

うするとどうなるかというと、ずうっと細かな

数千回もの軌道修正をやります。これは伸ばし

てみると、最短距離で一直線よりは余分な距離

がいっているけれども、軌道修正が余りにも細

かいから遠くから見ると一直線に見えるんで

す。最初からスッといっているように見える。

だから、周りはこういう、『あいつはラッキー

だ』と。でも、それを自分から、『いや、ラッ

キーじゃありません。僕はこれだけの努力を重

ねて、自分に最も厳しく、数千回の何とか』と

言ったら疲れるので、どうするかというと、『い

や、成功は皆さんのおかげです』と言ってにっ

こり笑う。これが君達の先輩がやっていること

だ。君達も、これから世に出て、様々な問題で

悩むだろう。失敗と呼んでいいのかどうかわか

りませんけれども、多くの方向性の間違い、そ

の修正をずっと重ねるだろう。それでいいんだ。

おめでとう、君達も今日からラッキーと呼ばれ

る人達の仲間入りだ」というのが僕達の卒業す

るときの学長の話だったんです。

それで、みんなおなじみのキャップというあ

の角帽を投げて世に出て行ったんです。23歳の

ときでしたから、今年50歳なので、もうかれこ

れ27年です。

それから社会へ出てどうなったか。本当はす

ぐ創業したかったのですけれども、おふくろか

ら大反対されて、「あんたを小さな会社の親父

にするために苦労してアメリカまで行かせたん

じゃない。1年でいいから就職しろ」というこ

とで、「1年でいいんだね。母さんの言うとおり



- 222 -

にするよ」といって、1年会社のお世話になっ

て、その会社は僕の大好きな会社だったんです

けれども、このままだとたぶんその会社に留ま

るだろう。そうすると、年齢がいってから、あ

のときもし僕が創業していればというふうに思

うだろうからといって、エイヤッで自分から辞

めたんです。

それで実家に戻りました。おふくろの食べ物

屋ですが、僕のばあちゃんにボケが出ていて介

護しなければいけなかったですから、経営がガ

タガタになっていたんです。それを何とかしよ

うと。僕にしてみれば、あっという間に経営を

立て直せると思っていたら、世の中、甘くない。

うまくいかなかった。

そうこうやっている間に、ビルが競売になる

ということになったんです。先ほど言いました

が、親父の会社の借金がありましたが、約束ど

おり借金を返せていませんでしたから、競売と

いって叩き売られるんです。僕はいずれそうな

ると予想はしていました。だから、自分で創業

と思っていたんです。

ただ、かわいそうだなと思ったのが、もう60

歳にもなっている両親です。小さな会社という

のは個人保証をやっていますから、当然、ビル

を叩き売った競売の価格で追いつかないですか

ら、家も手放すということになるし、仕事もな

くなる。大変だなと言って、僕もまだ駆け出し

だし、親を養うというところまでいっていない

しと思っていたら、ある日、メインバンクに呼

ばれて、初めて会った理事長に言われました。

「息子さんですね、お父さんは本当に頑張られ

たんですよ」と。「だけど、残念ながら、いか

んともし難い。ところで、今日わざわざ息子さ

んに来てもらったのは、これはやれというわけ

じゃありませんよ。ただ、もし息子さんにやる

気がるあるのであれば、我が行は息子さんに1

億3,000万円を融資します。息子さんがその1億

3,000万円をお父さんの会社に貸す。お父さん

の会社がその1億3,000万円を我が行に返済をす

る。そうすると、お父さんが借りていたお金、

借金は消えます」。そうすると、競売をする理

由がなくなる。

「はあ、それはいいけど、ちょっと待ってく

ださい。最初の1億3,000万円は僕に貸す、それ

はどうなるんですか」、「あんたが返すんじゃ」、

「すぐにですか」「すぐにとは言わん。30年時

間をあげる。30年ローンであんたが返すんじゃ。

おまけに、これは降ってわいたような話だから、

あんたには蓄えも何もないだろうから1,000万

円の追加融資をする。その1,000万円は、やは

りあんたが返すんじゃ」と。

それまであまり実感もなく聞いていました

が、ここで軽く返事をしてはいかん。「理事長、

大変ありがたい話ですが、大きな話ですので少

し考えさせてください」「当然じゃ。じゃがの

う、競売差止は今日が期限じゃ」「えっ、じゃ

あやります。」と言って、スクーターで家へ飛

んで帰って、生まれて初めて実印をペタンペタ

ンついて、5時ぐらいになったのでシャッター

は閉まっていて、「はい、お待たせしました」

と言って古い書類を全部返してもらって、普通

預金の通帳をもらったんです。「吉川浩司」と

いう普通預金ですよ。ご新規、入金1億4,000万

円。同じ日付で出金1億3,000万円。これが30年

の約束の始まりです。

1億3,000万円とか、億単位のお金は見たこと

もないですけれども、ただ非常にわかりやすか

ったのが、それを30年で返すということはどう

いうことかというと、利息込みで、固定資産税

などもありますから、1日5万円返すのです。1

日5万円×365日×30年間やったら約束を果たせ

るんです。盆正月はありません。疲れたら今日

はなしにしてやるというのはないんです。月額

の返済金が150万円で、それをずっと30年間。

これがわかったときに、すごくよく理解できま

した。1万札は見たことがありますから、これ

を毎日5枚ずつ持っていかなければいけない。

原則的には月に1回の支払いで銀行落としにな

るのですけれども、これが僕が25歳でした約束

なんだということです。

やはり大変でした。創業して3年間、盆正月

もないし、日曜・祝祭日は一切なしです。365
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日×3年間、必死になって働きました。夜中2時、

3時ぐらいまでやって、おふくろの店と両方の

面倒をみなければいけなかったですから。失敗

もたくさんしましたよ。今思えば、本当にばか

な判断をやったなということもたくさんありま

すけれども、3年たって、これで僕がこれ以上

ばかな判断ミスをしなければ自動返済ができる

という体制まで何とかつくり上げることかでき

ました。28歳ぐらいのときでしたが、正直、そ

のとき引退も考えました。なぜかというと、親

戚から言われたんです。その頃そのメインバン

クの理事になられていたのですが、「ようやっ

たのう」と。なぜ銀行がそういうことをやった

かというと、設立にうちの家のおじいちゃん達

が関わっていたし、それでとりあえずというこ

とでやったけれども、実際は25歳の小僧にでき

るとは思っていなかった。何とかこの調子でい

けば軌道に乗るんじゃないか。「ただ、おまえ

は危なっかしい。もう何もせんでくれ」という

のが親戚としての率直な言葉だったようです。

そのときに一瞬、引退も考えましたけれども、

考えてみると、俺は何もやっていない。自分で

会社をつくろうと思って、それでアメリカへ行

って、何とかかんとか卒業して帰ってきて、創

業してとなったけど、創業と同時にいきなり1

億4,000万円のマイナスで、とにかく払わなけ

れば、約束を守らなければということで、どう

やったら毎月毎月150万円の返済ができるかと

いうことで必死で頑張っていた。そもそも、よ

く考えてみると、子どもの頃はパパが社長だっ

たから社長になろうとしました。この頃、夜中

まで悩んでいたので、「おまえはなぜ経営する

んだ。おまえはどんな会社をつくりたいんだ」

ということをすごく考えざる得なかったんで

す。判断をするときに、根拠になるのは、「お

まえはどうありたいか」という問いかけをして

判断します。

なぜかというと、さっきの学長の話じゃない

ですけれども、自分の判断が必ずしも合ってい

るとは思えなかったんです。恐らくは間違った

判断をするかもわからない。そのときに、こう

やれば得をするだろうと思ってした判断ミスが

致命傷になると思ったんです。これがフェアだ

ろう、これが正しいだろうと思ってやった判断

が、仮にそうでなかった場合も、「吉川、おま

えはどういう根拠でやったんだ」、「儲かってち

ょっと得すると思ったから」と言ったら、「そ

うしたら次の判断が下せなくなるぞ」、「でも、

僕はこれが正々堂々としていると思う。これが

フェアだと思う」と決断してだめだったときに

は、また何とか元へ戻せ。決めるということを

恐れるな。なぜかというと、決めなければいけ

ないことだらけなわけですから。決めるという

ことを恐れずにこれからも進んでいくようにす

るためには、一生懸命に考えて、正々堂々と判

断をしたということがないと次に決められなく

なるというふうに思っていたんです。

その頃の僕は日々の業務に追われて、本当の

大きな何屋さんをやりたいとか、どういう業種

にしたいのかということはまだちゃんと考えて

いない。それで、28歳になったときに業種変更

して、現在のうちの会社は留学のコンサルティ

ングをやる会社ですけれども、そこに業態を変

えていったんです。

ちょうど僕の大学の卒業の年が1984年、ロサ

ンゼルスオリンピックだったんです。そのとき

に金メダルを見せていただいたり、これは本当

に運に恵まれて、大きなスクープを見てきて、

柔道の山下さんに練習のときからずっと同行さ

せていただいて、齋藤さんのあの金メダルを触

らせてもらったり、体操の具志堅さんの個人総

合優勝、奇跡の逆転とか、鉄棒の森末さんの10

点満点とか、本当に感動の涙がポロポロ流れる、

そんな瞬間をたくさん見せてもらっていたんで

す。

それが僕が大学を出て初めての仕事でした。

そこから、先ほども言いましたように、ずっと

とにかく借金を背負って必死になってやってい

ました。僕は趣味が何もないんです。ゴルフは

一回もやったことがないですし、マージャンも

知らなければ、釣りもしないし、何も趣味がな

いんです。それで、3年たって、まだ軌道に乗
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るところまでいっていませんけれども、仕事を

創業して3年ぐらいたったときにふと思ったの

が、人の心が一つになる瞬間、それをオリンピ

ックのときに見せてもらったなと。僕は趣味が

ないわけだから、その分、趣味の代わりみたい

なもので会社の中にスポーツプロモーションと

いうのをつくろうと。

それで、1984年が LA 五輪で、その10年後の
1994年に広島アジア大会がある。そのときに、

オリンピックでお世話になった先生方から、「吉

川君、10年後に広島で会おう」、「何ですか、そ

れ」と言ったら、広島でアジア大会が行われる

と。それを聞いていたので、1990年あたりから

そのための準備をして、アジア大会を支援する

ための民間の任意団体をつくったんです。これ

も仲間と一緒に、84年は一個人としてオリンピ

ックに関わった。それから10年たっているのだ

から、今度は1人の通訳としてやるというので

は面白くないから、やはり友達にも、感動体験、

それをできれば味わってほしいと思って、90年

に民間の任意団体をアジア大会の4年前につく

ったんです。

これが非常に運が良いことになりまして、そ

のときに、ワールドカップの日本招致委員会が、

1994年のアジア大会に向けて初めて本格稼働す

るということになったんです。そこに広島から

1人貸出しになるということで、後半、2002年

のワールドカップの日本招致に関わることにな

りました。そこから後、海外ミッションにずっ

と同行するようになって、実を言いますと日韓

共催の決定する瞬間にも実は僕はいたんです。

仕事上、知り得た話だから僕はずっとワール

ドカップの日本招致については一切話をしなか

ったのですが、今から数年前、フジテレビがド

ラマをつくったんです。「熱き夢の日」という

もので、どうやってワールドカップが日本へ来

たか。正直に言いますが、とにかく熾烈な、も

のすごく激しい闘いだったのですけれども、日

本はフェアプレイを貫き通しました。広島出身

ですが、亡くなられた東京の長沼健さん、日本

サッカー協会の会長ですが、あの方が当時の招

致の指揮をとられて、僕は会長付きだったんで

す。その会長が仰ったのが、「恐らくワールド

カップは東京オリンピックと並んで日本の歴史

に残る大会になる。その歴史に残る大会がどう

やって日本にやってきたかというのは、むしろ

歴史に残すべきだ。君達が見聞きしたこと、何

がどうあったかということを全て語って構わな

い」ということで、取材を受けて、それがフジ

テレビでドラマになっていったんです。

招致活動を通じて僕が大切にしたいと思った

ことは、一つがフェアプレイ。これは、長沼さ

んをはじめとした、日本が韓国との本当に激し

い招致合戦の中で最も大切にしたことです。ア

ンフェアなことをやって持って帰ったワールド

カップは子ども達に見せられないということだ

ったんです。

もう一つがパートナーシップ。パートナーシ

ップとは何かというと、自分達の内部のパート

ナーシップもあります。でも、僕にとっての一

番大切なパートナーシップは、交渉相手とのパ

ートナーシップということです。机のそちら側

とこちら側とで話をするとき、例えば僕はこれ

を右に進めたい、だけど、交渉相手はそれを右

ではなくて左へ進めたい、商品で言えば、僕は

なるべく安く買いたい、向こうは高く売りたい。

要は、利害が相反していますね。それが交渉と

いう意味です。こんにちは、仲良くしましょう、

食事を一緒にしましょうということだったらい

いのですが、それはお友達づきあい。でも、実

際に外交交渉であったり、ビジネス交渉であっ

たり、様々な交渉というのは、大抵の場合はイ

エスとイエスではないんです。ノー対ノーなん

です。

そのときに、それを突破できるのは一体どう

いうことが必要かというと、特に国際会議など

の場合は日数が限られています。その中で、簡

単な言い方をすると、僕ならこういうふうに話

をします。原爆ドームの世界遺産の登録などは

まさにそんな事例ですけれども、例えば、日本

はこう思っている、原爆ドームをぜひ登録した

いと思っている。それに対してアメリカが反対
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と言っている。中国が反対と言っている。その

とき、「我々も非常に重いものをもって交渉の

席へ来ているんです。相手側も同じようにそこ

に重いものをもってきている。ここではっきり

させよう。まず、あなた達はこの交渉を壊すた

めに来ていますか。そうじゃないですね。私達

もこれを壊したいとは思っていない。あなた達

も、できればこれは成立させたい。ただ、それ

が不公平な形の取り決めになるようであれば、

それだったら椅子を蹴って席を立とう。でも、

それがもしフェアな取り決めになるのだった

ら、決めたいですよね」「もちろんそうだ」と。

そこで大切になってくるのが、そのときアン

フェアな内容では通りません。向こうは疑心暗

鬼で見ていますから。こいつの口車に乗るなよ

と警戒して見ています。でも、そのときに、こ

いつだったら一緒にやってみようかという気持

ちになってくれたとしたら、交渉はどんどん進

みます。一緒にやってみようと。だから、向こ

うの事情は向こうのチームが一番よく知ってい

るのですから。こちらもこちら事情は一番よく

知っています。時間はないです。駆け引きはや

めましょう。どうやったら通せるかということ

を、まさに両者がパートナーシップを組んでや

っていく。これができたら、これは通せる、こ

ちら側もこれだったら文書が通せるんです。「や

ってみましょう。」と。このパートナーシップ。

そのパートナーシップを組む根本になるのがフ

ェアプレイだと思うんです。

三つ目、苦節十年。先ほども言いましたけれ

ども、僕自身もたくさんの失敗をしました。失

敗すれば、やはり心が萎えます。下を向いてし

まいます。自分はだめだと思います。だけど、

だめだと思って、「苦節十年」という言葉があ

るじゃないですか。10年たってもう一回顔を上

げるのだったら、結局、顔を上げるのだったら、

10年待つなよと。5秒で顔を上げろと。まして

や、実際にミッションで外に出ているときは交

代要員はいませんから、そこの指揮官としてチ

ームを率いて出たときに、指揮官が「行け」指

示を出した後に、「しまった、間違えた」と下

を向いたら、隊は壊滅するぞ。顔を上げろ、被

弾したら、そのときこそ顔を上げろ。泣くのは

後で家へ帰って枕を抱えて一人で泣けよ。その

とき、部下達を生還させるためには、指揮官は

絶対前を向いておかないといかん。指示を出せ。

右へ行け、左へ行け、伏せろと。これがチーム

リーダーがやることだろうということです。そ

のために、「苦節5秒」が必要だと思います。

もう時間がないのに、放し飼い状態になって

しまいましたね。皆さんお配りしたレジュメと

全然違う内容になっちゃいました。航海に必要

なものは何か。必要な海図はあるか。私、これ

はある人に教えられました。「現在地があって、

目的地があって、その目的地に向かって進むと

きのコツを教えてやろう。吉川、覚えておけよ。

半分の半分の半分だ」と教えられました。例え

ば A 地点から B 地点へ行くときに、もちろん
ずっと目標を見ながら進め。それはそうですけ

れども、でも、そんな遠くのほうばかりずっと

見ながらやっていけば、足元でつまずく可能性

があります。どうするかというと、その距離の

半分の半分の半分、それをまず最初の到達ポイ

ントにせよと教えられます。そこへ向かって進

んでいきながら、先ほど言ったのと同じように

軌道修正を重ねていけ。そうすれば、必ず目標

へ到達できるということです。必要な磁石はあ

るか。自分にとっての必要な磁石は何か。磁石

でもって、どちらの方角へ向かうべきかを見な

いといけないでしょう。

僕の場合の磁石は、先ほど言った何がフェア

かということです。これがフェアだと思うこと

で判断を下したときに、的中率は半分当たるか

どうかぐらいでしょう。ということは、残りの

半分は不正解だったとなるかもしれません。

残念ながら、これは正解とはならなかったけ

れども、一生懸命考えた。悩んで悩んで本気で

考えて出した答えは常に正解です。ところが、

その正解が時の流れとともに変化する場合があ

る。それは、過去の決定が間違っていたんじゃ

ない。時の流れとともに正解が少し動いた。さ

っきのアポロ計画の月面計画と一緒ですよ。で
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は、どうするか。修正をすればいいことだ。進

めということです。

私にとっての磁石は何かというと、何がフェ

アかということです。自分が最も大切にするも

の、それをなるべく早い段階で、自分にとって

の判断の根拠、自分にとっての磁石はこれだと

いうものを身につけてほしいと思います。僕は、

中等教育が、もしそういった自分にとっての磁

石を考えるきっかけを与えてくれると嬉しく思

います。

その次、乗員になれるか。任せてもらえる持

ち場があるか。君の長所は何か。人間全員、長

所と短所の集合体です。でこぼこです。そので

こぼこの人間がどういうふうに進んでいくか。

決定的な短所は、致命傷になるといけないです

から、少しは埋めるような努力をすべきだと思

います。でも、長い航海で進むためには、平均

値で、完全な人間を目指すのではなくて、俺に

はこれがあるぞ、甲板で見る風は任せておいて

ください、風をみるならうまいぞ、石炭をくべ

るということになったら一番いいタイミングで

やるぞとか、長所で人は使ってもらえのだと思

います。長所で人は頼りにされて、「おまえ、

これやれ」と言ってもらえると思うんです。だ

から、自分の長所を磨けということです。

名実ともに世界の大航海時代へ。ユニクロ、

楽天、日産の発表。ユニクロ、楽天は公用語を

英語にすると言っていますね。日産は、世界中

にいる海外の社長を含め全役員の過半数をノン

ジャパニーズ、日本人以外にすると発表してい

ます。これは大きなことじゃないんです。現在

既に100人ぐらいいまして、そのうちの44人が

日本人以外の人です。その過半数をあと6、7名

増やす。もうそういう動きが始まっているんで

す。そのほかにも、マクドナルドも経営幹部候

補の中途採用の人達に対して、最低条件を

TOEIC を800にすると言ってやっています。こ
れはかなり前から僕は高校生に予言していたの

ですが、「恐らく君達が社会に出るころ、今現

在、例えばコンビニへ行ったり、マクドナルド

へ行ったりすると、そこらあたりで『いらっし

ゃいませ』とやっている人がちょっと日本語の

発音がおかしい。外国から来ている人達だ。そ

れがもうちょっとすると、今度はちょっと違っ

てくる。「いらっしゃいませ」じゃなくて、コ

ンビニへ行くと「Yamada-kun kimiwa shohinno
irekaega osoine kubiwo kiruyo（山田君、君は商
品の入れ替えが遅いね。首を切るよ）」と、店

長がそうなってくる。その次はどうなるかとい

うと、今度は君達が就職するようになったとき

に、人事部長が、“サイフロマハリアルファマ

ット”という、これはどう読むのですかみたい

な名前の人である、このようになってくるぞ。」

と言っていたのですが、この動きはもう始まっ

ています。

日本はこれからどういう方向に向かっていく

か。そこの中で実社会がどういう人に出て来て

ほしいと思っているか。残念ながら、悲しいこ

とですけれども、日本は、世界の競争社会の中

にドボンと入っていっています。

その中で、では、僕がおチビちゃん達に何を

言うか。絶対的な競争力を持てと言うのか。違

うんですよ。最強の人にはなれないです。僕は、

先ほど言いましたように、「アメリカの大学へ

行くぞ」と言ったら、「はい、警告書、いなく

なれ」、と言われたんです。社会出るぞ、「はい、

マイナス1億4,000万円」。ワールドカップのと

きも、オリンピックのときも、「何をやってい

るんだッ」と毎回怒られるんです。最初はちゃ

んとやろうとしているのに、さあ、やるぞと思

ったら、いつも僕は怒られてしまうんです。悪

気はないんです。そこからフォームなんか気に

していられるかといって、自由形のレースでも

犬かきで泳ぐので、「何なんだ、あの選手の泳

ぎ方は」と言われて、でも、それで進んでいく

しかなかったんです。

競争社会の中ですが、じゃ、社会は最強の人

物を求めているか。僕の意見は違います。だっ

て、最強の人物が1人いても、1人で車はつくれ

ません。1人でコンピュータはつくれませんよ。

じゃ、何かというと、外へ出れば出るほど強い

人は幾らでもいます。僕は18歳から、大学で、
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そして社会へ出て、仕事を通じてのワールドカ

ップなどで、どのチームへ配属になっても僕が

最弱です。一番弱い。何せ僕だけが広島の田舎

者ですよ。ほかの人達は、それこそ文科省から

来ましたとか、三菱商事から来ましたとか、

「何、あの顔の四角いのは」、「広島？アメリカ

ンドリーム？何それ？」と。そこの中からやら

なければいけない。どこのチームに配属になっ

ても、僕が能力が一番低いです。そんな中で邪

魔にならないようにと思って、はっきり言うと、

切られないようにですが、必死になってやって

いって、「はい、ここまで。このチームは次へ

行ってください」と言われて、ステージが少し

ずつ変わっていったんです。強い人はたくさん

います。

その中で、そういったいろいろな個性を持っ

ている人達と一緒にやっていけるかどうかが大

切だろうと思うんです。だから、先ほどいくつ

か例に出した会社の英語能力というのは、単に

英語ができればいいということではないと思う

んです。まさにあちこちで言われるのはコミュ

ニケーション能力。どんな場合でもそうですが、

1人で全てできるの？ということです。チーム

を組んで一緒にやっていかないといかん。その

チームを組んで一緒にやっていける人達に大切

なのが「コミュニケーション能力」です。

どんな人が自分よりも強い人達とチームを組

めるのか。ある人から教えられたのですが、人

の能力が伸びるときというのはどういうとき

か。自分の仕事に自信と誇りが持てたとき。あ

あ、そうだなと思いました。

自分がやっている仕事の理由が何なのか、こ

れがどんなものにつながっていくのか。その中

ではもしかしたら小さな歯車の部分かもわから

ないけど、でも、この歯車が一つ欠けても、こ

の大きなマシンは回っていかないんだぞ、その

ためにこの歯車を一生懸命磨く。ある経営者の

先輩に言われました。「吉川さん、なかなか一

生懸命頑張られているようで」「いや、とんで

もありません。僕なんか本当に器が小さくて」

と言ったら、その先輩が仰いました。「何を仰

いますやら。恐らく器が小さいというのは謙遜

で仰っているのだと思いますが、もし本当に器

が小さいと思っていらっしゃるのだったら、こ

れほど素晴らしいことはないですよ。なぜか。

玉が大きいと、磨いても磨いてもどこかが曇る。

小さい玉だと、暇さえあればそれを磨くと、こ

れでもかというぐらいそれを磨いたらピカピカ

になりますよ」と。救われたような気持ちがし

ましたね。

親からもらって、そして様々な体験をさせて

もらって、そこの中で自分がどうあるか。また

失敗しちゃったなとガッカリしても、悪気でや

った失敗ではない。それを自分の進んでいこう

とする気持ち、そして自分が持っている今ある

時間、それを使って一生懸命磨いていこう。人

との競争では、さっきも言いましたように、僕

はどこのチームへ行っても一番能力がないとこ

ろなってしまっているのですけど、そのときに、

ひがんだり何とかじゃなくなるんです。周りの

人達はみんなすごいなと思いました。そして、

よし、この中で自分に何ができるか、自分にで

きるところをベストトライでやっていこうと。

そうやってずっと走ってきたら、今50歳で創業

して25年になります。

僕が大学のとき一緒に卒業した人は、すごい

ですよ。ある友人はリーマン・ブラザーズの副

社長ですけれども、別の友人はソフトバンクの

副社長をやったり、そんな彼らが言います。「卒

業して本当に長い時間が過ぎてきたけれども、

自分達の原点、母港、母なる港はどこなんだろ

うと思ったら、あのときかもわからないな。」

と。「卒業式でこれから外海へ出て行くぞとい

うときに、不安でいっぱいだった。不安ととも

に、もう一つの半分のところで、よし、ベスト

を尽くすぞ。」と。

それぞれお互い細かい話はしないけれども、

そこらあたりのところでいっぱい共通体験があ

ったと思うんです。その都度その都度の航海で

で無傷できた船なんか一艘もないと思います。

先生方の教えていらっしゃる中学や高校は、僕

が思うには、それは母なる港、母港であるかも
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しれません。迷ったときに、原点がどこだった

か。それと、長い航海に出たら船がズタズタに

傷つきますよ。ドックインするじゃないですか。

それで、「先生」「おう、来たか」と。そのとき

に、別に仕事の話とか何とかをしなくても、あ

るいは来なくてもいいんです。授業の中で、そ

ういえば、あのときに先生がこんな話をしたな

と。それで、これでいいんじゃないかというふ

うに、無傷ではなくて、傷のところへハンダゴ

テか何か当てて、さあ、もう一回行くぞという

ふうな船達であってほしい。そうなってくれな

いと日本は沈没しますから。

日本の経済力が落ちたと言われています。言

葉は悪いですが、草狩場になってしまう可能性

も十分にありますよ。あるいは、企業自体の名

前は残っていっても、生産の拠点が海外へシフ

トして、先ほどのように上層部の人事から何か

ら全部外国で決まるようになったりする。これ

は本当に現実問題としてあり得ます。そこの中

で、おまえはいてくれなければ困るという人に

なっていかないと、残念ながらご飯を食べてい

けなくなるでしょう。僕はそんな気がします。

中等教育において一番大切ことは、失敗する

ことを恐れさせないでください。自分の経験か

らいって、僕はたくさんの失敗をしました。ま

た失敗するんじゃないかと思うと手が打てなく

なります。僕の知っている北海道の中小企業で

ロケットをつくっている会社があるのですけれ

ども、そこの社長さんが言っていました。ロケ

ットの子ども達が遊べるキットがあるんです。

英語ですけれども、ポンと与えておくと、子ど

も達は面白がって絵を見ながらそれをつくって

いくんです。ですから、ポーンと飛ばせるんで

す。飛ばしても、ちゃんとやらないと落ちてき

て壊れるんです。その社長は、「私は直し方だ

けを教える」と言っていました。「取り返しの

つかない失敗なんかないんだということを教え

るために、私はそれをあちこちの小学校でその

ロケットを飛ばさせているんですよ」と言って

いたんです。

一番大切なのは、僕は復活力だと思うんです。

一回も失敗したことはありませんという人は、

僕は、自分のミッションの中でとても恐くてそ

の人に指揮権を与えられません。なぜか。大き

な任務の仕事になればなるほど、ものすごく難

しくなるんです。そこのところで、柔道の技で

もそうですけれども、よほどの力の差があれば

「一本！」とできません。拮抗してきたらそう

はいきませんからね。技あり、技あり、技あり

という形になっていって、それでもずっとかけ

続けていって、あきらめずにずうっとやってい

って、できたときに両方汗だくという、こうな

るわけでしょう。その途中のところでは、だめ

だ、だめだ、だめだとそれが何回あるかという

ことです。

長い航海に出るときに一番大切なものは何

か。復活力。間違っていた、この判断をしたけ

れども、これは違っていたらしいといったとき

に、いかに早く次の手を考えて、大丈夫だ、ま

だこれでドラマは終わらない、さあ行くぞとい

うふうに次へいけ、次へいけと。だって、そう

でしょう。船が長い航海へ出て行って、さっき

のアポロじゃないですが、スイッチを押してピ

ッといかないですよ。風を見ながら、潮を見な

がら、いろいろなところで微妙な航路を見てい

きながら、目的地へ行って、そしてちゃんと帰

ってくるために船出していくわけですから。

僕は、進路というのは、最初に、あそこへ向か

って行け、と。そうですね、それが進路です。

その進路は、ちゃんとミッションを成し遂げて、

母さん、父さん、結婚すれば女房、子ども、「父

ちゃん、帰ってきたぞ」と言ってにっこり笑う

ためにあるんです。嵐のときとか何とかたくさ

んあるじゃないですか。そのときでも顔を上げ

ろ、そして船を前に進めろ。そんなものが一番

大切だと思います。

そしてそんな若い人達がどんどん育ってくれ

れば、この国はまだまだ期待できますよ。1945

年に国の主権までなくしたのですから。そこか

らワールドミラクルなどと言われました。GDP
世界第2位というところまで飯も食えなかった

のが這い上がったのですから。それは何か。エ
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リートの強さではなかったんです。靴をすり減

らして物を売ってくれた僕らの父ちゃん達の汗

があったからだと思います。

時間がきたのですけれども、フェイスブック

というのがありまして、そこで実は「進路とい

うことでどんなことを思いますか」と聞いてみ

たんです。幾つか興味深いものがあるので、こ

れだけ紹介させてください。

「あなたは進路というテーマでどんなことを

考えますか。進路についての思い出でも、学校

への希望でも構いません。どうぞお寄せくださ

い」というのをフェイスブックで出してみまし

た。それで、幾つかあった中で一つ。「私の場

合ですが、様々な指標を高校側には提示してほ

しかったように思います。高卒だとどうなのか、

大卒だとどうなのか、大学院卒だとどうなのか、

外国の大学を出て日本に帰ってきたらどうなの

かなどが聞けていたらうれしかったように思い

ます」。民間企業の取締役。

2番目。「私自身は受験が人生で一番長かった

時期のような気がします。第1志望校には落ち

たけれども、そのときの集中力や基礎力が人生

の財産になっている。何となく周囲が競争運動

に乗って、レベルの高い大学を目指すぞゲーム

に乗っていただけなのですが、でも、もし私が

早いうちに進路を決めて、小説家になりたいか

ら大学へ行かなくていいやと高校生半ばで判断

していたとしたら今の自分はないわけで、自分

の可能性も狭まった気がします。やりたいこと

なんて、やれることが広がったらどんどん変わ

ってくる。受験という機会に自分の能力の限界

を試してみるほうが後々面白いなと振り返って

思います。今の高校の現場はどんな感じなので

しょうね。受験戦争の反省から、自分の好きな

ことを探せというムードなら、ちょっと残念か

も。大学でティーチングアシスタントをしてい

る友人が、最近入ってくる学生が勉強の仕方を

知らない、自分で学ぼうとしないと嘆いていま

した。京大の医学部でもそんな感じで、ほかは

どうなっているのだろうと心配になっている。

何か話がそれてまとまらないのですが、高校へ

の希望は、とにかく尻を叩いてでも勉強させて

ください」ということです。京都大学医学部卒

業の小説家。

その次。「どんな職業に就いたら幾らの給料

がもらえるのか。例えば公務員なら幾らもらえ

るのか。そして、それらの職業に就くには何を

勉強すればよいのか。職業からの逆算の進路を

教えてほしかった。今になって悔やまれます。

あんなに公務員をばかにしていたのに、公務員

は安定していて給料もいいし、知らなかった」。

転職を体験したサラリーマンです。

僕が先生方の前でこんなふうにお話をさせて

いただく、能力も経験も何もないのですけれど

も、それでもこうやって緊張しながら、つばを

飲むタイミングもよくわからない中でお話しさ

せていただくのは何かというと、僕は教育が日

本の最後の切り札だと思っています。土地も狭

いし、資源もないし、正直言いまして、今現在

の民間も含め給与は非常に高いです。その給与

を払っていくための経済の歯車自体が軋んでい

るような気がします。だけど、そこから先、こ

の日本国の中でみんながご飯を食べていくため

には何が要るか。僕は教育が答えだと思ってい

ます。それも、一番大切なのは、根本をつくっ

ていく中等教育。日本は中等教育の普及率が世

界一なんです。そこに希望があると思いますの

で、どうぞ皆さん、これからも若い人達が顔を

上げて歩いていけるように、そんな子達を育て

ていただければと思います。

どうもありがとうございました。
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「将来を見通した体系的な進路学習」

文星芸術大学附属高等学校 進路統轄部長 牧 島 勝 利

皆さん、こんにちは。今ご紹介にあずかりま

した文星芸術大学附属高校の牧島と申します。

よろしくお願いします。

1時間の発表ということでこれからお話しし

ていきますが、私、こういう高いところから話

をするのはあまり好きじゃないので、下りても

いいですか。同じ目線で話をしたいんですけれ

ども。失礼かと思いますが、すみません。私は

パワーポイントは使いません。

今紹介があったように、私は今年教職49年目

になるんです。年がわかりますね。たぶん若づ

くりなので、えっと言われるのですけれども、

来年は50年になります。半世紀。よく50年もや

ってきたなと思うけれども、38年、県立をやっ

た後、10年、文星芸術大学附属高校になってか

らは、今7年目です。私が赴任した時は宇都宮

学園高校です。ここに栃木県内の先生もいるの

で、ちょっとプレッシャーもかかっています。

あと、静岡のツガワ先生が来ていますか。先生、

その節はお世話になりました。

49年やってきて、キャリア教育というのが教

育の本質だと思っているのですが、今ご紹介に

あったように、私は38年間、縁があって一番長

く勤めたのが宇都宮高校ですけれども、進学一

筋に歩いてきたんです。だから、進学のプロな

んて言われたりしますけど、もし大学へ入れる

のが進学指導だとすれば私は進学のプロではな

いと思いますし、そう言われたくもないですね。

「よく乗るかそるかのときは乗るんだよ」、

とよく皆さんに言うんですけど、何か縁があっ

て、私がいろいろな高校の赴任していったりす

ると進学実績が上がるという、そういう強運の

持ち主でもあります。しかし、それはたまたま

前任者がつくり上げたところに私が乗っただけ

であって、決して私の力だなんて思っていませ

ん。ただ、束ねる力は私はあるかなと思ってい

ます。

私が進路学習のシステム化を生涯のライフワ

ークみたいに思ったのは、宇都宮高校に赴任し

たときに、それまでは宇都宮高校は県のトップ

ですが、先生がしゃかりきになって進路を教え

ていました。これを生徒に、進路研究という名

前を使っていましたが、進路研究システムをあ

なたにやってもらいたいとお願いされたのがき

っかけです。たまたま私と一緒に赴任した教頭

先生が、かつて宇高の進路部長をやってきまし

た。

今は亡くなれて、私、非常にお世話になった

先生ですけれども。その教頭先生が今度来る牧

島というのは熱い男だから、これをやらせるぞ、

と言ったようです。宇高の進路部長に「先生に

は10年がかりで進路研究のシステムを構築して

ほしい」と。「えっ、10年ですか。私に10年い

ろということですか」と驚きました。それから
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ぴったり10年間、進路部で働きました。私が宇

都宮高校でやってきて進路学習の骨格ができま

した。

ただ、不消化の思いがありました。私はその

後、教務部長になって、そして教頭になって、

別な視点、つまり管理職の立場から宇都宮高校

の教育を見直す機会がありました。

今、私は那須に住んでいるのですけれども、

私は那須が大好きで、山とスキーに明け暮れる

ような生活がしたいというので、退職したら仙

人みたいな生活をするんだと私は固く思って、

それを目標にがんばってきたんです。それで、

黒磯に家を建てて、那須が見えるところに絶対

住むんだと。

そうしたら、縁があって宇学に来てくれと。

私は縁もゆかりもないんですよ。栃木県の先生

方はわかると思いますが、宇学というのはいわ

ば底辺校です。底辺をさらうような学校では、

これから絶対に立ち行かない。進学の部署をつ

くろうと経営者の意思が働いたようです。

それで、英進科というのを立ち上げたわけで

す。宇学と聞いただけで、進学からはほど遠い

学校ですから、はじめは躊躇しましたが、熱心

なお誘いで引き受けることにしました。黒磯に

越してきたのに、今度は宇都宮かと思いました。

片道60キロですよ。それから10年、毎日通って

います。高速は使いますが、往復120キロです。

私は1年間で4万キロ走ります。この前、3年目

の車検をやって12万キロです。

非常に長い距離の通勤を10年間もやってきま

した。最初は5年で引退するよと言ったけれど

も、そうはいかなくて。古希の祝いを皆さんに

祝ってもらったら、もう喜んで去っていくよと。

ところが、もう古希を迎えてしまいましたがま

だ頑張れそうな感じですね。そういう中でやっ

てきた私の経験を皆さんにお伝えしたい。

「ゼロからの出発」とよく言いますが、私は

ゼロじゃないんです。マイナスからの出発です。

「宇学」と聞いただけで、進学面ではあまり耳

を傾けてくれません。県北へ行くと、作新や宇

短附ならいいけど、宇学だけには行かせたくな

いと。そういう逆風の中を、私は本当に歯を食

いしばって、泣きそうな心、折れそうな心を支

えながらやってきました。

赴任にあたって、「何人ぐらいのクラスで英

進科というのはできるのですか」と聞いたら、

「15名3クラス。うちは遅れているから、ほか

の学校のように20名も30名も来ないから、少数

精鋭でしっかりやるということを売りものにし

て、15人3クラスで考えています」と。「3クラ

スは難しいかな。2クラスぐらいでもいい」と

いう話でした。

これからの話は自虐的に言うんじゃないんで

す。原点がそこにあるということを先生方にも

言っているんです。我々はそこから出発したの

で、その原点はいつも忘れないようにしようね

ということで、保護者の前でも言わせてもらっ

ています。

一期生は、120名ぐらい特待生を合格させま

した。たぶんそういう子ども達で県立を落ちた

子は、少なくとも二、三十名は来てくれるだろ

うという読みがあったのでしょうね。何とふた

をあけたら入学者は2人です。私も唖然として

しまいました。「えっ、2人？2人じゃあまりに

も悲しいじゃない。せめて10人にしてください」

とお願いしました。そのときの進路部長さんが、

普通科に入ってきた生徒の学力も高い子を一生

懸命口説いて、「とにかくおまえは運動部で来

ているのだから、絶対課題は出さない。宿題も

出さない。」ということで、初めは10人集まっ

たんです。もう1学期で破綻です。「おまえ、家

で宿題やってこい」なんて一言言ったら、野球

部あたりから「話が違うぞ」ときますからね。

また、たまたま秋の大会で3番、4番を打つよう

な子が来ていたんです。それで、結局、5人は1

学期でお返ししました。

それで5人で出発したのが1期生です。私は、

そのとき腹をくくりました。来年は、足が棒に

なってもいい、1年間広報しよう、歩こう、と。

中学の先生に教え子はいますけど、中学校の先

生は公的な立場ですから。正面切ってすすめる

ことはできないでしょう。
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それで、塾です。塾をくまなく回りました。

私は13年、宇高でお世話になったので卒業生に

何人かで会いました。「先生、今度、宇学でや

っているんですか」と不思議な顔をするんです。

「宇高でやっていた先生が、宇学で大変じゃな

いかな」と同情されたりもしました。「いや、

これから頑張るんだよ」と言って私が熱く語る

と、「じゃ、先生、この子は医学部を志望して

いるんだけど、今のところはまだまだだけど、

叩けば伸びると思うので、先生のところへ送る

からお願いします」と。まさに一本釣りです。

それで、英進コースに20何人集まって、運動

部で学力をつけたいと思う子を特別進学コース

に、全部で37人集まったんです。今年集められ

なかったら、私はもう深入りしないで引こうと

思いました。そんな話ばかりしていてもしよう

がないのですが、ただ前段として。

そこから話が始まるんです。その私が集めた

2期生が早稲田に入ったり、慶應に入ったりし

ました。また宇都宮学園から国立大学に入るこ

と自体が大変なニュースになる状況でした。と

ころが、例えば東京外大に入るとか、筑波大に

入るとか、そういうことが一気に起きたものだ

から、宇学で一体何が起きたのかという噂が広

まったんです。それを、TBS の「ブロードキ
ャスター」という番組でキャッチしたんです。

私の仲間が来てくれたので、シニアの先生が5、

6人集まって若い先生を指導しながら少数精鋭

でやっているという様子が、「実録ドラゴン桜」

として全国放映になったんです。

だけど、あのとき私は本当につらい思いをし

ました。私、撮影に12時間つき合ったんです。

それが放映はたったの4分ですよ。どこを採ら

れるかわからない。このプレッシャーというの

はただものじゃなかったです。さすが向こうは

プロです。事前に学校でつくられないように、

朝、予定の1時間前に来て、生徒に突撃質問し

ます。「あなたはどうしてここへ来たの」とト

ップクラスの子に言う。「県立でも行けたんじ

ゃないの。なぜここへ来たの」と誘導尋問する

わけです。そうしたら、ある生徒が「宇学へ行

ったら殺されちゃうかもしれないから気をつけ

ろと言われたけど、来てみたらすごくいい学校

だった」と、その後ろだけ採ってくれればいい

わけです。前だけ採られたら大変です。生徒は

全国放映なんていう感覚はないですから。その

あと、やんのやんのの催促で、「東大へ行きた

いという生徒を手を挙げさせてください」と。

誰もいないじゃないですか。そうしたらホーム

ルームの委員長が、「僕、手を挙げます」と。

後で聞いたら、東京からわざわざ取材に来たの

にと、やさしい気持ちなんです。

それから撮影、アナウンサーが、「ここで東

大に行きたい人」なんて知らんぷりするわけ。

「どうして？」と聞くと、「それだけのすばら

しい環境の中で自分の力を発揮したいからで

す」と答えたのです。その子にとってはプレッ

シャーになりますね。私もプレッシャーです。

その宣言通り、その子が現役で文一に入った

んです。文一は特に難しいですね。理一だった

ら定員が1,100人ですが、文一は500人です。さ

らに全国の中高一貫のトップ進学校が控えてい

るわけですから。その中で彼は塾へも行かない。

学校で言ったとおりにやっただけです。

その合格の理由をお話しします。このプリン

トをちょっとご覧ください。これからが本題で

す。

01年に開設して10年がたちました。そこに書

いてありますね。「なぜこうなったの」とよく

聞かれるんです。私は、そういうときに、一言

で言えば、英進科創設以来、貫いてきた三つの

指導方針の成果だといいます。これは一字一句

変わらず、私が10年間守ってきた一つのテーマ

です。

1番、「進路指導は生き方指導のもとに、総合

学習の時間に体系的な進路学習を行い、明確な

目標を持つことで学習意欲を高める」これが本

筋です。こんなことで本当に力がつくのと、た

ぶん多くの方が思うと思うんです。私は、それ

に関する挑戦でした。宇都宮高校の場合には、

生徒の質が高いからこれが通じたんですが、偏

差値40台、良くても55か60以下ぐらいの子ども
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にこのようなことが通じることなのか。しかし、

これが私の夢でした。夢を追いかけました。こ

こを後で読んでいただければ分かると思いま

す。生徒はどんな子でも向上心を持っています。

例えば、今年現役で山梨・医学部に入った子と

いうのは、現在だったら、ボーダーラインより

は下だから合格できなかった子です。具体的に

言えば、500点満点の入学試験で、今は310点あ

たりで切っているのです。これは公表している

データです。本校英進科はそれぐらいが目安に

なっていますけれども、その子はそれに満たな

い点数でした。宇都宮市内の宇都宮北高に行き

たかったけれども、中学の担任の先生から「何

考えているんだ、おまえは」と言われて、「宇

都宮工業のような実業高校しか行けないよ」と

言われた子が、受けたら、たまたま305点とっ

た。その子が医学部に現役で入っています。

それから、裏側にプリントされている大学合

格者の声。東大の文科一類。これが手を挙げた

子です。それから、京都大学の工学部、東大の

理科一、一橋、神戸と続いていますが、この中

で一番上の文一に入った子は単願で来たんで

す。宇高スレスレ、うまくいけば宇高に受かる

かなというような子です。だけど、一日体験学

習のときに気に入っちゃって、本校英進科に自

分を賭けようという気持ちになって入ってきた

子です。

この子は、自分で東大なんて言って、そのま

ま文一に入った。これは私達にとってもものす

ごい励ましになりました。あとの京都大学の工

学部、東大の理一、一橋、それから東北大の工

学部、全員県立高校を不合格になった者です。

京都大学の工学部に行った子は、今、4年生

です。東大の理一の子も入試で350点ぐらいで

した。トップクラスにギリギリ最下位で入った

んです。京都大学工学部に行った子は、宇都宮

高校を落ちたショックを引きずっていたんで

す。それでゲーセンなんかにハマッて学校に来

なくなってしまった。私は才能を見抜いていた

から、「才能をむだにするなよ」と言っていた

けれども、全然受け付けなかった。それが2年

になるころに急変したんです。まさに豹変した

んです。なぜかと聞いても本人もわからない。

実は、私は『大学の窓』というのを編集して

いるんです。今、大学の4年生から1年生までの

卒業生に聞いて、自分の立場から見た高校時代

の進学指導をどう考えるかモニターしているの

です。

2期生からずっとモニターしているんです。1

回目が終わったので、今度は第2回目の第2集に

入っています。「あなたにとって文星で学んだ

あの3年間は何ものだったのか、はっきり言っ

てほしい。何がプラスになって、何が障害にな

ったか」。私は、これこそ本当に教育の評価だ

と思っているのです。

本校英進科は少人数で50、60人に満たないん

です。それは、精選しているのではなくて、そ

れしか来ないんです。うちの学校は60人の定員

を採るために600人合格させないと60人に満た

ないんです。つまり、歩留り率1割なんです。

悲しいじゃないですか。県立がだめだったら、

学校は私立、この構図がなかなか直らない。

本県中学校の進路指導では「県立が受かった

ら必ず県立に行ってくださいね。」と平気で言

います。つまり県立がだめだった場合の保険と

して受けるんです。本校英進科には、今、校長

経験者が9人ぐらいいますけど、みんな口をそ

ろえて言います。「中学校の先生を何だと思っ

ているんだ」と。例えば宇都宮高校などで合格

して、切ったり不合格になったら何か復讐をさ

れる。つまり、推薦入学で落とされてしまうな

どと考えたりします。絶対県立に迷惑をかけち

ゃだめだなんて、そんな言い方をするんです。

私は、宇高で教頭をやっていましたが、そうい

うことがあったら、「皆さん、頑張ってくださ

い。私立といい意味での競争をしましょうよ。」

と私は言ったと思います。私は中学の校長先生

にこういうふうにはっきり言うんですけど、校

長はなかなか変わらないですね。ここにいる私

立の栃木県内の先生方と一緒にその辺の壁を破

っていきたい。そうじゃないと、かわいそうで

すよ。先生方があんなにやっていて評価されな
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い。それは、私は中学校に広報するときには、

県立高校も私立高校も同列にして選んでくださ

い。あなたのお子さんにとって、最も自己実現

できる学校はどこかを並列して選んでくださ

い。それは、お金が少しかかるけど、優秀なら

特待生制度がありますから、そんなにお金のハ

ンディはないと思いますよということを訴えて

います。

そういう実態があるんです。地元では宇都宮

高校を宇高と言うのですが、トップ進学校です

ね。宇高を落ちたのが東大や京大にどんどん入

っていくという実績を重ねたい。それで地域の

人達にアピールしたいという思いがすごく強か

ったんです。ところが、本校の先生方には、こ

れで本当に東大に入るのかどうかというすごい

不安がありました。私はずっとそういうところ

でやってきましたから、大丈夫だという自信は

あるけど。そのときに私が頼りにしたのが進路

学習です。私が頼りにしてきた進路学習とは何

かということですが、1番目に書いてあります。

それから2番目。放課後は自主学習の時間を

設けます。とにかく自分から勉強する習慣を養

い、勉強が楽しい生徒を作ることです。この学

校に来てよかった、満足度ナンバー1の学校に

ならなかったら、この学校はだめだと。学校の

評価は卒業生が大学へ行くまでの間は、進研模

試しかはかれません。進研模試で高い点を取ら

せること。自分が落ちた高校で3分の1に入って

いるとか、県で何番に入っているとか、これで

自信を持たせよう。私がとった作戦はそうです。

中学校に、今までは本当に恥ずかしい限りで

すが、そういう意味で進研模試の成績を出身中

学校に送りつけたんです。これだけがんばって

いますよと。嫌らしいですね。こんなものを中

学の先生方は見たことがないから、「何だ、こ

れは。宇学は気でも狂ったか」というふうに思

われたかもしれません。しかし、私はわらにも

すがる思いでそれをやりました。

そのうちに、「宇学は力がつくね。だけど、

結果的にはだめだよね。あそこで幾ら逆立ちし

ても東大なんか入れないよね」。それは、先生

の質が低いと思っているからです。私は宇高で

13年お世話になりましたが、やはり宇高でうま

くいかない先生もいるんです。生徒の学力は高

いかもしれないけれども、全然指導力がない。

しかし、そういう先生がいても、宇高にもああ

いう先生がいるのねで終わってしまうんです。

ところが、うちの学校でそういう先生を出し

たら、やっぱり宇学はだめだよねと言われてし

まう。だから、みんな一人一人が宇学の看板を

背負っているんだよ、重い十字架かもしれませ

んが、ここではみんな背負わなければだめなん

だと考えてきました。

ここは私立の先生だけだからこういうことが

言えるのですが、宇都宮高校はぶっち切りです。

7月の進研模試のときに100人ぐらいが偏差値70

を超えてしまいます。偏差値50を割るのが1人

か2人ぐらい、精神的な問題を抱えているよう

な子がいますから。1年生の平均偏差値が70近

いんです。67前後です。本校だったら二、三名

でしょう。ほかの県立のトップ校でも、栃木高

校あたりは20人ぐらいいるけど、あとは1桁で

すよ。それが100名を超えるんです。

ところが、3年の10月の最後のベネッセの進

研模試のときは、宇高は5教科総合偏差値50を

割る子が文・理合わせると50名を超えます。私

が宇高在職中、それで非難を受けてきました。

「宇高は、上のほうの子は面倒をみるけど、下

半分の子は切り捨てる冷たい学校だ。あんな優

秀な子を送ったのに、なぜああなってしまうの」

という非難です。私はこれと闘ってきました。

私がなぜかとずっと自問自答してたどりついた

結論が、勝ち組が負け組になったときの脆さで

すよ。いつも秀才だ、秀才だと言われてきてい

る。ところが、3回で決まると職員によく言い

ました。まず1年1学期の中間テスト、40人中40

人がいます。Aが40人。そのときは挽回のチャ
ンスが残されているんです。宇高に入ってきた

から頑張ろうと。7月の期末テスト、頑張りま

す。みんなも頑張っていますから、せいぜい1

人か2人ぐらいしか上がれない。パッと上がれ

ませんよね。みんなが頑張っているからです。
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では、最後のチャンスがあります。夏休み。

必死になって挽回する。そして、2学期の10月

に中間テストを迎えます。やはり40分の38。そ

の子は、そこで自分をどう支え切れるか。俺は

きっとだめだな、中学時代は優秀だったけど本

当は俺はばかなんじゃないか。つまり、セルフ

イメージが下がるんです。このセルフイメージ

が下がる、このことが全て学力を下げてくる。

今度は宇学に来ました。今は半分ぐらい単願

できますが、当時はほとんどが県立を落ちた子

です。優秀な子ほど、この制服だけは着たがら

なかったという子ども達です。つまり負け組で

すよね。負け組の子を勝ち組に転換したときの

強さというのを私は感じたんです。そういう子

が東大に入ってしまう。

今は模試で引っ張るというやり方はやりませ

んが、7月の模擬テスト目標としました。入学

したときに、しっかりやれよと。手綱をゆるめ

ません。そうすると、生徒らは文句を言うんで

す。連休のころになって、「なんだよ、宇学、

そんなに勉強、勉強って叩いて、なんだ、変な

学校に入ってきちゃったな」と彼らは思うかも

しれません。でも、それは必ずやりとげます。

7月の成果を期待して。

それで、県立高を落ちた子のほとんど全員が

落ちた高校の半分以上に入ってくるんです。そ

れが支えです。やればできるじゃん。「入学試

験なんかそのときの水ものなんだよ」と慰めて

も、そんなものはちっとも慰めにはならない。

ただ、事実として示せばわかるんです。ほら、

できるだろ、と。負け組が勝ち組になったとき

の強さというのはすごいですね。例えば一回骨

折すると、そこが治ったところはより強くなる

みたいなことで、私はそれを感じました。これ

しかないということです。

では、どうやって勉強に対する姿勢を作るか

ということがこのところに書いてあるんです。

これは字が小さくて読みづらいですね。私、め

がねをかけなくても普通の字は見えるのです

が、これはやっとですね。皆さんも見にくいか

もしれませんが、ここに「進路学習の実際」と

ありますね。これを読んでください。この時間

内に全部説明し切れませんから。後ろに具体的

なプログラムも載っています。これを参照しな

がら読んでいただければ参考になるかなと思い

ます。

うちの学校に最近、県外のかなり遠くからい

ろいろな先生が訪ねてきます。この前は山形県

の東北私立高校、それから兵庫県の姫路市にあ

る某私立高校から熱心に来られました。その目

当てが放課後の自主学習、400字作文、それに

ディベートです。

以前京都の某私立高校から、一晩泊まりに来

て話してくれないかと頼まれました。進路学習

特に小論文の指導を充実したいということでし

た。校長先生が言われる話を聞いていると、受

験対策なんですね。これじゃだめですよ。本校

の400字の場合は、提出した作文を絶対添削し

ない。ただ判こだけ押して返す。それで、何か

のときに感動したところに赤線を引いて返して

あげる。読んでいますよというメッセージです。

私は今、中学1年から高校3年生、全クラスに出

ています。担任とのチームティーチングです。

私が最初の部分だけ話をやりますが、担任の先

生にお任せします。中学校1年から高校3年まで

全クラス縦系列で出るんです。中高一貫の学校

での6年間の経験から、中1を乗り切れればもの

すごいということがわかりました。

「中1ギャップ」というのが社会問題になっ

ていますね。あのギャップというのは何のギャ

ップなのか。小学校は近い学校から来ていて、

よく知っているのが1年間ずっと一緒で、高校

や中学校へ行くと、いろいろな学校のシステム

も、担任指導から教科指導に変わる。そのシス

テムが制度的に変わることや、様々な人間関係

のために不適応を起こす。私は、そうではない

と思っています。私の体験から。中学1年生か

ら2年になるとものすごく変化するんです。男

子は平均10センチぐらい背が伸びますよ。男子

は肉体的な成長が早いんです。ところが、精神

的には幼いですね。そこにギャップがあるんで

す。それから、中学校は男女共学になりました。
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うちにとっては画期的なことです。女子は成熟

度が高い、つまりおませなんです。精神的な成

熟度が高く、はるかにお姉さんです。書かせた

り何かして私が読んだりすると、「えっ、そん

なこと考える人がいるんだ」というようなこと

を書いてきます。つまり性差、男子と女子のギ

ャップ。自分の精神的な成長、幼さと体の成長

とのギャップで葛藤するわけです。葛藤の果て

に何があるのか。まず自虐ですよね。俺はだめ

だ、マイナス志向。だから、うちの学校の校訓、

「自己（おのれ）を敬え」「他人（ひと）を敬

え」「仕事（こと）を敬え」を示します。「自己

を敬え」というのは自分を大切にすること、大

事にすること、ないがしろにしない。もっと言

えば、切らないということです。絶対自分を切

ってはだめだよと。自分を切る人は人を切るか

ら。あれはだめだと人を切る。人を切る人は、

必ず、こんな勉強なんか何になるんだ、仕事を

切ります。みんなはこれに陥らないように頑張

ってねと励まします。決して自分はダメだと切

ってはだめ、セルフイメージを下げないという

ことがポイントになる。それをずっとやってい

くと、思いがけないほど伸びるんです。

今年、医学部に入った子もそうですが、中学

時代はテニスのエースで、地元の中学校で県内

でベスト8に入って、テニスばかりやっていた

んです。その子が、先生のところへ行ったら、

進学校に受かるわけないと言われたけど、「俺、

大学行きたいんだよな」と思っていた。そうし

たら、その先生に「文星の英進科を受けてみた

ら。もしかしたら受かるかもしれないから」と

言われて受けたら、下から2番目でギリギリ受

かったんです。

合格してから、友達のところへ行ってドラゴ

ン桜という本を読んでいたんです。そうしたら、

高校3年生が奇跡的に頑張って東大へ入る話で、

「えっ、1年で東大へ入れるのだったら、俺は3

年で入れるかもしれないな」と。実は彼は東大

を目指したんです。もし、300点で入ってきた

子が、東大なんて言ったら「顔を洗って出直し

てこい」なんて言いがちですよね。あるいは、

「ばかだよな。自分が自己不当の認識だという

のがわかっていないからあんなことを言うんだ

よ。かわいそうだから、今のうちに実態を知ら

せてやったほうがいいよ」と言ってしまうと思

います。しかし、クラス担任が素晴らしかった

と思います。

クラス担任は数学の先生ですので、「おまえ、

すごいよ、この解き方。ただ解いているだけじ

ゃない。おまえには才能があるよ」と。それで、

「えっ、俺もやればできるの」と。それからリ

ベンジが始まるんです。

さっき話が途中になってしまった京都大学に

進学した子もそうです。今、京都大学の4年生

です。電気電子工学専攻です。彼は京都大学で

成績が2番です。京都大学工学部では、修士課

程にいくのが普通なんです。修士が終わったら

博士課程（後期課程）に進むのだけど、特別優

秀な子は、数人しか採らない修士・博士一貫コ

ースに進みます。そこに彼は入っているんです。

その子が「大学の窓から」に書いてきたので

すが、彼が書いてきたのは、僕は高校3年間、「お

まえはなぜあんなにぐうたらだったのに、急に

そうなったのか」とよく言われたけど、答えは

わからないと。今はっきり言えます。私は先を

見る目があった。それは、文星で育てられたと

は書いていいます。こんな生活をしていたらだ

めだと。自分を見つめることだ。つまり先を見

ること、これがキャリア教育ですね。将来どう

いうふうな人間を育てていくか。この人格の完

成を目指すのが教育基本法の精神です。かつて

私には、教育は人格の完成を目指しますなんて

言うのは簡単ですが、そんなことを言えない現

実がある。人格的なものというのは多少後回し

にしても、まず力をつけなければだめと思って

いたときがありました。

今は違う。人格ができ上がることが学力につ

ながるんだと。理想論と思うかもしれないけれ

ども、これをうちの卒業生が実践してくれた。

この子ども達が「大学の窓から」というメッセ

ージ集で書いていますね。東京外大へ行った子

が、「私は文星英進科で自分の夢を実現するこ
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とはもちろん、将来生きていく上で大切な人間

力まで鍛えることができました」と。東大の理

一に入った、これは本当に中学校の成績からい

くと、ほかの人ならともかく、あんなのが東大

に入るなんて信じられないよという子でした。

それが、「英進科の大きな特徴として、充実し

た進路指導があります。総合学習を通して学習

を理解する動機づけを行い、自発的な学習の姿

勢が確立されます。」ということを書いていま

すね。

彼には衝撃的なことがあったんです。1年の

ころから、なぜ勉強するのだろうと。彼には哲

学的志向がありました。「そんなことを考えて

いるから勉強をやらない。そんなことを考える

前に勉強しろ」と言いがちです。彼は、卒業生

が書いた受験体験記を読んでいるうちに、ハッ

と気づいたんです。何に気づいたか。「今まで

大学へ行くのは、いい大学を出て、いい会社に

就職して、豊かな生活が送れると思っていた。

そうじゃないんだ。今、大学合格に成功した子

ども達に共通していることは、彼らはアイデン

ティティを獲得している。自分が何者かがわか

る。おまえは自分は何者かと言われたたら答え

られない」と受験体験記に書いてきたんです。

「アイデンティティ」という言葉があります

ね。わからないのに背伸びして難しい言葉を使

いたがる子がいますが、そのたぐいかなと思っ

ていたんです。そうしたら、中学で質問なんか

したことがない子がどんどん質問にくるように

なりました。基礎学力がないからトンチンカン

なんですが、とても真剣でした。この子はただ

わけがわからなくて背伸びして書いたんじゃな

い、きっと何かに気づいたんだと。

彼は自転車で帰りながら、赤信号で待ってい

るときに、まるで雷に打たれたようにドーンと

その思いが入ってきたそうです。そうだ、アイ

デンティティを確立するべきだと。それ以来、

彼の勉強は丸っきり変わりましたね。

そういういろいろな奇跡みたいなことが起こ

る。これは奇跡ではないんです。私達は、私立

学校の先生方だからあえて言いますけど、地方

の私立の優秀な子ほどトップ校と言われるとこ

ろを落ちている。なぜ俺はここへ来たんだとい

う生徒が多いですね。これは、栃木県内で見る

と、大変な努力をされて、そして単願で来る子

が増えています。私は、すごく喜ばしいと思い

ます。そんな傷を負わないで勝ち組から勝ち組

になるのが一番効率がいいわけですよ。負け組

じゃない。つまりゼロから出発するのではなく

て、10から出発できるならなおいいわけでしょ

う。そういう子をなるべく育てていくようにし

たいと思います。

象徴的なことをちょっとお話ししますけれど

も、5期生が東大、京大にダブル合格したんで

す。東大に入った子に、もう1人の京都へ行っ

た子が感化されて一生懸命勉強しました。まさ

か東大、京大にダブル合格するとは思わなかっ

た。さらに野球部は甲子園にも出場しました。

私は、それまで「東大・京大・甲子園」、と言

って、この夢に賭けようと、皆さんに話してき

ました。それが英進科新設8年目で実現しまし

た感慨深いものがあります。もう間もなく野球

の関東大会が始まりますよね。健大高崎とうち

は1回戦なんです。県大会では作新には負けま

したけど、作新は甲子園の有志が残っています

からね。栃木県は、関東大会で17連敗なんです。

これを打破しようといって、私は作新に期待を

かけているのですが、うちの学校も甲子園に行

ける可能性が残されているわけです。春に甲子

園に行ってこれたら意気が上がりますね。

だから、甲子園に行って頑張って、そんなこ

とを言うと作新に申しわけないけど、ベスト4

になるというのはみんなの夢ですよ。作新がか

つて春・夏連続で優勝したというすごい経歴が

ありますね。ああいう学校が出てほしい、ベス

ト4になったというのは県民の誇りですよね。

ただ、それが直結、生徒募集にくるかという

と、必ずしもそうではない。つまり、作新も同

じですが、うちも2年連続甲子園出場して、2回

戦、3回戦に進みました。3回戦、2回戦のとき

劇的な逆転があったりして、そのときに「文星

はすごいね」と言われるけど、それは特殊な人
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間が特殊にやっているせいだと思われがちで

す。

ところが、進学で東大に入ったとか、京大に

入ったというのは、絶対1人、2人じゃできない。

チームワーク、どこかが抜けていたらだめです。

私も県立で長くやってきて、結局、なぜ宇高で

は、20人も30人も入ってしまうのか。ほかの学

校は、私のいた学校も含めた高校は、東大に行

く生徒はいるはずですよ。ところが、届かない。

なぜか。これは先生方の意識の問題です。それ

と、現役で勝負できるのは理科・社会ですよ。

私も、灘高校とか、そういうところにお忍びで

行っていろいろな話を聞いてきましたけれど

も、やはり英・数・国は勝負にならないという

感じがしているんです。数学と理科・社会。特

に文系だったら、東大の社会が勝負だ。東北大

も理科が勝負です。トップ進学校以外で理・社

2教科の先生をそろえるということは難しいん

ですよね。ここに私立高校の頑張れる余地があ

ると私は思います。そういう自由度は高いです

から。

そろそろまとめに入ります。ディベートに関

しては後で読んでください。ここで信じられな

いことが起きるのです。私の学校の英進科の場

合は、1年と2年の3学期の8時間ぐらいは全部デ

ィベートです。準備に苦労します。話の仕方も

全部。ところが、これを地道に頑張っていくと、

2回か3回が勝負なんです。普通はそこで止めて

しまうんです。もうやってもだめだよと。そこ

を乗り越えると、彼らは一人で走り出すんです。

2年になると、ディベートが楽しくてしようが

ないようになります。3年もやらせてくれみた

いな話になる。だから、うちの生徒はディベー

トをたぶん1年、2年で15回ぐらい経験していま

す。何回もディベートをやります。それが進学

に直接役立つかどうかは分かりませんが大学に

入って必ず役立ちます。受験対策ということじ

ゃないけど、まず意見の要約をさせて、それか

ら意見を400字で書くんです。400字作文は間違

いなく思考力を育てます。

そのときに、自分の意見を書きなさいと。そ

れが、テキストが終わったら自分でテーマを見

つけなさいと。最終的には自分で課題を見つけ

て、自分で課題を解決するのが狙いだと指導し

ます。「先生、終わっちゃったから何をやれば

いいの」、「だめ、それは。社説だって何だって

あるじゃないか。そういうものを見つけて、こ

れについて書いてみよう」と。書くようになり

ますね。つまり主体的な学習、それが「生きる

力」、それがいわゆるキャリア教育です。人材

育成につながると私は思っています。私は、こ

こ50年の教員生活で得た、いわゆる本当にあの

教育基本法の第1条は信義なんだと。人格的な

向上あっての学力向上だと。最後に私が強調し

たいことは、「キャリア教育の意義」というと

ころがありますので、読んでもらえばすぐわか

るようにわかりやすく書いたつもりですので、

ぜひそれをお読みください。

静岡は42校ぐらい私立高校があるそうです

が、私学会館という立派なビルがあるんです。

びっくりしました。そこで進路指導部の研修会

があって、私も招かれて話をしたんです。その

ときに、同じような話をしたのですが、津川先

生は前と同じ話を聞いたと思いますけれども。

そうしたら、今度は12月6日、静岡県の進路指

導の先生方が20人そろってうちへ来るというん

です。

最初、藤枝明誠高校の校長先生から話があっ

たときに、藤枝明誠高校の先生だけで来るのか

と思って、勝手知った仲ですから、津川先生だ

け来るのかと思って「何人ですか」と聞いたら、

「20人」、「えっ、何それ」と。私は生徒に証言

させたいと思っています。全部各学年代表を何

人か選んで、できれば自分でやりますという子

を選ぶといいのですが、なぜ皆さんはディベー

トをあんなに一生懸命やるの、それから放課後

の自主学習を、1年のころは嫌で嫌で早く終わ

らないかなと抜け出している人間が、なぜああ

いうふうになっているのと。私は作文を通して

はモニターできますよ、人間的に成長したとか、

いろいろわかったとか。だけど、それはあくま



- 239 -

でも字面上の問題ですね。私に面と向かって、

自分は人間が成長したと言いますが、私には恥

ずかしくて言えないじゃないですか。照れくさ

いから。だから、静岡の先生が来たら、知らな

い先生だから何でも言えるだろうというので、

私は言ってもらおうかと思っているんです。そ

して、本当のところはどうなのか私も知りたい

と思っています。

みんな、よく言うんですよ。「真面目がかっ

こいい世界」と私が言い出したのがひとり歩き

しているんです。だから、そういう方向に自然

に文化が形成されるというか、そこに収斂され

ているんですね。

最終的に言えるのは、先生方のベクトルの一

致です。私は、このベクトルを一致させるため

に、いわば扇の要的な役割を担っています。い

ろいろな考えがあったら、これはこうだよね、

これでいかないという形で収れんさせて共通理

解に至る。つまり、生徒にとって先生方の立場

は違いますが、異口同音といいますが、いろい

ろな先生の口から同じ言葉が発せられる。それ

で生徒は安心するのでしょうね。ところが、ベ

クトルが、例えば先生方の力は1であろうとも、

5人そろえば5になる。5の力がある人が2人いて

も、ベクトルが違えば2しか合力は働かない。

この差だねということはよく言っています。

本校の英進科の「真面目がかっこいい世界」

の象徴として清掃があります。昼休みに掃除を

やるんですが、誰が言うともなく、みんな這い

つくばって廊下をピカピカに磨いています。そ

ういうふうに自然になってしまうんです。

英進科にはシニアの先生が10名近くいます。

新しく来た先生は、ほとんど校長の経験者です

が、まずお願いするのがトイレ掃除です。私は、

かつて同じようにトイレの便器を拭きながら、

やっとこれで本当の先生に戻れたと感じまし

た。校長などを経験していると錯覚を起こすん

です。机におじぎしているのを自分におじぎし

ていると思ってしまう。これは悲劇ですよ。だ

から早く「かみしも」をぬぐようにトイレ掃除

をお願いするのです。以前「週刊現代」の記事

にありました。退職したら奥さんを社長と思い

なさい、自分は平社員だと。私も縁があって6

年間、管理職をやってきたけれども、早く現場

に戻りたいと思っていました。だから、本校に

充て職で副校長とか、そういうところへ来いと

いうのだったら、私は断ったと思います。新し

い職をやれということであり、夢がかけられる

かなということで、いわばプラスワンの仕事だ

ったのでこれまでやれたのではないかと思って

います。

言いたい放題話しました。何かより具体的な、

私は実践の話をしました。実践を通して、その

ままお話をさせていただきました。ありがとう

ございました。
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「生徒の希望を重視した進路実践」

東京農業大学第二高等学校 進路指導部長 山 田 欣 司

皆さん、こんにちは。東京農業大学第二高等

学校の進路指導部の山田と申します。これから

1時間くらいの時間をいただきまして、研究発

表を行いたいと思います。題は「生徒の希望を

重視した進路実践」ということで行いたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。

お手元の緑色の冊子の21ページからが私の発

表の内容のプリントとなっておりますので、そ

ちらのほうを確認しながらご覧いただければと

思います。よろしくお願いいたします。

本日の私の内容は、①学校紹介ですが、②脱

学力別クラス編成について、③習熟度別授業展

開について、④クラス編成についての学校紹介

的な内容の話をしたいと思います。

先ほどの吉田先生の話でしたか、私学はなか

なか連携がなくて、他の高校はどんなことをや

っているかわからないという話もありました

が、私自身も、県内の他の学校がどんなことを

やっているか、正直、詳しくは知らないのです

が、少しの間、お聞きいただければと思ってい

ます。

あと、⑤進路意識調査を3年生でやっている

のですが、その辺から見た本校生徒の特徴を少

し話をさせていただきたいと思います。さらに、

⑥特別講座をやっておりまして、放課後勉強し

ているグループがあり、その話をしたいと思い

ます。最後に、今、⑦農大二高の進路状況の話

をしていきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。

①学校紹介

それでは、東京農業大学の話を少しさせてい

ただきたいと思います。東京農業大学第二高等

学校は、学校法人東京農業大学の関係する高等

学校です。学校法人東京農業大学は、東京農業

大学、東京情報大学と大学が二つ、あとは、農

大一高、農大二高、農大三高と高校を三つ持っ

ています。一高と三高に関しては中学校を持っ

ていますが、二高に中学校はなく、高等学校だ

けになっています。

東京農業大学は、幕

末から明治にかけて活

躍しました榎本武揚が

産みの親になります。

画面の右下に小さく

載っているマスコット

キャラクターは、「武揚

（ぶよう君）」といいま

す。お手元の資料にも大きく載せていただいて

いるキャラクターです。実は昨年度、生徒に募

集をし選ばれ、農大二高のマスコットキャラク

ターとして採用しました。「武揚（ぶよう）」と

いうのは、榎本武揚からきている名前です。

キャラクターのほうは、もちろんダイコンを
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イメージしてつくっています。

東京農業大学第二高等学校の話をさせていた

だきたいと思います。

農大二高は、高崎市から車で10分ほどのとこ

ろにあります。自転車でも15～20分くらいで行

ける場所にあります。1962年（昭和37年）に創

立しまして、2011年、今年創立50周年になりま

す。先ほどのマスコットキャラクター「武揚君」

は、その50周年に合わせて企画されたものです。

来月には50周年記念事業としまして、元 SF ジ
ャイアンツの桑田真澄投手をお呼びしまして記

念事業として講演会を予定しております。

学校の教育目標は、学力の向上、生活指導の

徹底、特別活動の振興です。

特に生活指導面は、髪形、服装、制服の着用、

こういうものは県内の高校のなかでも厳しいか

なと思っておりますし、ふだんの遅刻指導など

もかなり厳しくしております。

クラブ活動も、全国で活躍するクラブがいく

つかあります。陸上、ソフトテニス、剣道、吹

奏楽が全国で活躍をしております。

全体として80％の生徒がクラブに入っており

ます。

学校概要ですが、全日制の普通科高校です。

1学年の定員が560名。46クラス1,793名の学校

になります。1学年は15クラス、2年生は16クラ

ス、3年生は15クラスです。

クラスは、男女併学で、男子クラス、女子ク

ラスで分けています。もちろんきれいに分かれ

ませんので、場合によっては、男女合併のクラ

スがありますが、基本的には男子クラス、女子

クラスでクラス編成を行っています。

あと、農大二高の一番の特徴になると思いま

すが、クラスの編成をするときには、学力を平

均化したクラス編成を行っています。この学力

の平均化のクラス編成については、このあとの

時間をとって話をしていきたいと思っていま

す。

教職員のほうは110名。専任教諭が67名、非

常勤講師が43名でやっております。非常勤講師

の先生はほとんど本校のみの勤務をなさってい

るようです。そういう面ではかなり非常勤の先

生にもお世話になっているのが実情です。

大学の合格実績は、昨年度（今年の春）は、

現役のみでいきますと、国公立大学が74名。東

工大、九州大学、筑波大学5名、首都大学、群

馬大24名、高崎経済大学9名という数字を出し

ております。私立も632名。早稲田大学4名、上

智大学3名、東京理科大学3名等の合格実績を出

しております。

本校の進路指導には二つの柱があると思って

おります。まず一つは、「併設大学」という表

現をしますが、東京農業大学及び東京情報大学

への進学数を出すということが大きな役割であ

ると思っています。例年約100名ほどの進学者

数を、東京農業大学が90名、東京情報大学に10

名ほど出しています。

農大二高は、東京農業大学に約170名の推薦

枠を持っております。ただ、基本的に理系の大

学になりますので、すべての生徒に希望する学

部学科がありませんので、すべての推薦枠が埋

まらないというのが現状です。一番人気のある

応用生物科学部、バイオとか、希望の多いとこ

ろは埋まりますがそれ以外のところは余ってい

るのが現状です。

それともう一つの柱としましては、国公立大

学の進学という形で、地域からの進学校として

の期待、というとちょっと大げさかもしれませ

んが、そういうものを持っているのかなと思っ

ておりまして、やはりそこも評価される部分で

ありますので、きちんと数を出したいなと思っ

ています。

先ほど、定員が560名とお話をしましたが、

いわゆる単願という表現がわかりやすいかと思

いますが、単願で6割くらい、残りの4割くらい

を併願で入試をしております。

最近の大きな事業としましては、45周年を期

に教育環境整備事業というものを行いまして、

4階建てのホームルーム棟という形で校舎自体

を建て替えるような作業をしました。1階は、

校長室、事務室、職員室等、職員がいられるス

ペースをつくりました。2階から4階までは、1



- 242 -

フロア16教室をつくりまして、各階に学年を配

置しております。

その他、1学年600人が同時に入れるようなホ

ールをつくりました。これができたおかげで学

年集会、学年朝礼などもスムーズにできるよう

になりました。今までは体育館を借り切ってや

っていたのですが、かなり上手に運営ができる

ようになりました。

その他、校門、グランド、駐輪場の整備とか

体育館の耐震工事・内外装工事等も行いまし

た。4階建てのホームルーム棟は震度7まで耐え

られるような基準で設計をしていると伺ってお

ります。

②脱学力別クラス編成について

そろそろ本題のほうにいきたいと思います。

まず一番のメインは、クラス編成であると思

います。脱学力別クラス編成を平成元年から行

っています。

1989年、創立27年目での実施ということで、

今から23年前になります。それ以前は、学力別

クラス編成を行っておりまして、別の言葉でい

えば、「到達度別クラス編成」とか「特進クラ

ス編成」とか、そういう意味になると思います

が、そういうことをやっておりました。

それは、開校当初は約半数の就職希望者がい

ました。生徒内の学力差も当然ありますし、学

習意欲の差もかなりありました。そんなに勉強

に精を出さなくてもいいだろうという風潮もあ

ったそうです。

学力別クラス編成の問題点は、根底には、「お

れはいいクラスだけれども、おまえは悪いクラ

ス」という形で、生徒間の意識の問題がかなり

あったと聞いています。

確かに一部の選ばれる人材を教育するのには

非常に効果があると聞いていますが、学校全体

としては底上げにならないということで議論が

まとまったようです。

ですから、そのクラスに入れたけれども、そ

のクラスに入れたという優越感だけで努力しな

い生徒が出てきてしまったり、入れなかったこ

とによってコンプレックスから立ち直れない生

徒も出てきてしまったということで、学校内の

生徒間でぎくしゃくした関係ができあがってし

まいました。

教師・生徒共に責任転嫁をはじめて、うまく

いかなかったときに、どうせこのクラスだから、

できないクラスの生徒の集まりだから仕方ない

なと思う教師や、このクラスはどうせできない

んだからと前向きになれない生徒が出てきてし

まい、学力別クラス編成を行ううえでかなりリ

スクがありました。

そこで、23年前に根源的な学校方針の転換を

行いました。基本的な理念としましては、生徒

を学力という一本の物差しで測らないという方

針。学力という一本の物差し、それだけで決め

つけない教育をしましょうと、基本的に今の形

に転換したわけです。つまり、脱学力別クラス

編成という形でクラスの学力を平均化させてや

ってきたわけです。

だから、「あなた、学力あるからこちらにし

なさいよ」という、強制的なことはしない。基

本的に生徒の希望を重視して決めているという

のが現状になります。その中で農大二高の教育

として根付いたものが3点あげられます。一つ

は、質・量ともに安定した進学の状況、全国レ

ベルでのクラブの活躍、何より大きかったのが、

心穏やかに3年間過ごせる校風ができあがった

というふうに聞いております。

進学状況では、当時は、学力別クラス編成を

やっているところから脱学力別クラス編成にな

ったとき、合格者数はほぼ変わらなかったとい

う話を聞きます。そういうことで、変えても変

えなくても同じなら、脱学力別クラス編成でい

こうという話になったということでした。

実はこの辺は結構難しいところです。学力を

平均化したクラス編成になりますので、逆に今

度は、担任の力量が試されるという一面が出て

きました。基本的に生徒は平均的なクラスにな

りますが、そこで1年間やって、クラスに学力

差ができる。そうすると、その学力差は担任の

学級経営の力量ということになっていくわけで
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す。そういう意味で、このクラス編成は担任の

力量が問われます。

例えば、1、2年生でも、月1回くらい古文の

ミニテストや英語のミニテストをやりますと、

クラスで平均点に差が出てきます。その中で、

いかに担任が投げかけをして、生徒を支えてい

く。そういうところの力量が問われるところだ

と思います。

まずこれが農大二高の一番大きな特徴です。

③習熟度別授業展開について

その中でも、カリキュラム的な特徴が二つが

あります。まず習熟度別の授業をやっておりま

す。ホームルーム単位ではありません。選択授

業で習熟度をやっていると思っていただけると

わかりやすいと思います。

これは、入学生の学力の格差が広くなってき

てしまっているということがありまして、平成

19年度大入生から。「大入生」という表現はあ

まりしないのですが、年度が高校入学なのか、

高校を出るときなのか、バラバラになってしま

うので、平成19年大入生とは、19年度に大学に

入った生徒という意味でとらえていただければ

と思います。

その年から、数学でまず習熟度別授業を展開

しました。内容としましては、発展・標準・基

礎の3コース制でやっております。入学時に生

徒にアンケートを取り、年度初めから習熟度別

授業展開を行っています。

大雑把にいうと、発展では「数学、得意だよ」

とか、標準では「普通ですよ」とか、基礎は「本

当にできない生徒」というようなイメージを持

ってもらえるとわかりやすいと思いますが、ふ

だんは標準をベースとして、それから＋αとい

うのが発展のイメージです。

各学期ごとにコース変更可という形で、かな

り組み換えをする形になります。基本的には、

上のクラスを目指すように頑張りなさいよとい

う指導をしていきます。例えば1年生でいうと、

最後には基礎クラスをなくそう、上に上がろう

よとか、上を目指そうというような形でやって

います。

この授業展開は1、2年生だけで実施していま

す。定期試験を行いますが、発展と標準と基礎

でそれぞれ問題が違います。標準は、発展より

やさしい問題で、良い点がとりやすいと、「標

準のほうがいいや」と上を目指さなくなってし

まいます。評価の弊害面が出てきてしまうので、

できるだけ上を目指してしっかり頑張りなさい

よという形でやっています。

ただ、それでもやはり評価バランスがうまく

取れませんので、年に2回全クラス同じ問題で

テストをして、できるだけ評価バランスがよく

なるようにやっております。

一応、数学の習熟度をやった年の国公立大学

合格実績は42ですが、現役で5年前から32、30、

35、25、42と多少増えたかなと思いますが、た

だ、習熟度別が要因だったのかどうかというの

はちょっとわからないところです。

実は、42という現役数は、その年から過去10

年間さかのぼると、10年間で2番目に高い合格

数になっています。何年か前に43というときが

ありまして、少し結果がでたかなと思います。

ただ、違う数字がそのあときています。71、

55、64、74となっています。この辺の話もこれ

からしていきたいと思います。

④クラス編成について

続きまして、もう一つの特徴はクラス編成で

すが、基本的には併学・学力を平均化するクラ

ス編成です。1年生は、英語・数学の習熟度別

授業展開をやっていますがクラス編成は学力を

国公立大学合格実績

大学 15 16 17 18 19 20 21 22 23
入試 数学 英数
年度 習熟 習熟

総数 53 57 58 46 55 84 68 76 83

現役 32 30 35 25 42 71 55 64 74

浪人 21 27 23 21 13 13 13 12 9

現役数では、

過去10年で2番
目に多い数に

なった



- 244 -

均等にしています。

2年生は、文・理で分かれます。英数は習熟

度別。それ以外は平均化したクラスです。

3年生になりますと、文系のなかでも国公立

の文系、私立の文系に分かれます。理系のなか

でも、国立の理系、私立の理系という形で、細

分化したクラス編成をしています。

この編成のしかたは、もちろん「あなたは頭

がいいからこっち」というのではなく、「あな

た、どこの進路を考えているの？」ということ

で、国公立クラス、または私立クラスという二

つのクラス編成を行っています。第1志望はど

こかというのをきちんと自分で決めて、3年生

に向かわせます。

これを決めるのは2年生の10月くらいで、そ

の時期にはもう自分である程度明確な意識を持

って、進路を決めておかなければいけません。

その時期、三者面談がありますので、保護者の

方に説明をするときは、特に国公立クラス希望

の生徒の保護者に関しては、「あくまでも国公

立を第一希望としてクラス編成をします。です

から、私立の指定校、または推薦等は一切辞退

していただきます。そこの約束できなければ、

国公立クラスにはいけません」と、国公立大学

の推薦とかそういうのは構わないのですが、基

本的にはセンター試験を最後まで頑張る集団を

つくっていくという意味で、国公立・私立の区

分けをしています。

このように3年次、クラス編成を行ない、英

数の習熟度もスタートした結果、現役数が71と

なりかなり増えました。

農大二高としては、現役数71は過去最高なの

かなと思います。

一応過去にも合計で国公立84とか90もありま

すが、内訳が違っています。例えば平成元年の

ことですが、現役が27、浪人が58とか、当時は

第二次ベビーブーム時代で、現役がなかなか厳

しかった時代です。今はそういう時代ではあり

ませんので何ともいえませんが、内訳が違って

いて、このようなクラス編成をしたことが一番

大きかったのかなと思います。そして国公立71

という数になっています。最近の合格実績は、

8割くらいが現役生の実績です。

農大二高の数年の動きを少しまとめてみます

と、脱学力別クラス編成のもと、英数の習熟度

別を実施し、かなりきめ細かな学習指導体制を

とりました。また3年生の国公立・私立のクラ

ス編成を実施しまして、進路指導もしやすくな

ったと思います。今までは3年生も、理系と文

系だけだったので、一つのクラスに私立の志望、

さらに推薦だったり、指定校だったり、または

最後まで頑張ってセンターまでいかなければい

けないクラス編成でしたが、現在の形にしたこ

とによって、担任も指導しやすくなって、生徒

もみんな同じ方向に向かって頑張れる集団にな

ったのかなと思います。そして、近年国公立大

学の進学実績が向上したということになりま

す。

⑤進路意識調査

このクラス編成を行ったことによって生徒の

進路意識がどう変わったかということをお話し

していきたいと思います。

進路意識調査は、平成18年度から24年度、今

年の3年生まで含めましたが、進路希望比較と

いうことで、3年生4月と3年生9月の比較をしま

した。その希望調査の中には、「あなたは、ど

ういうところを進路希望しますか」という質問

で、回答項目としては、国公立大、私立大、併

設大学（農大・情報大）、短大、専門、就職の6

項目があり、その中で、国公立、私立、併設大

学の3項目の比較をしていきたいと思います。

次に、学習時間がどのように変わっていって

いるかということをお話ししたいと思います。

国公立大学の希望者という表ですが、お手元

の資料で31になりますが、18年ですと、4月の

段階で国公立の希望者が28.4％、9月になると、

18.1％になって、4月から9月の段階で10％近く

が国公立の希望から変わってまっています。19

年度も同じように、10％台の数が国公立の希望

から変わっています。



- 245 -

ところが、20年から先は、先ほど申し上げま

した、国公立クラス、私立クラスをつくった年

からになりますが、この減少率を見ていただく

とわかると思いますが、-3.1％、-4.7％、-3.1

％、-2.8％、-1％と、-10％からかなり改善さ

れ、つまり、国立を目指すという層がずいぶん

残ってきている。

さらに、国公立の希望者も4月の段階で多少

多いと思います。国公立からどこに流れるかと

いうと私立のほうに流れるわけですが、例えば

18年度、19年度は、7.6や5.2と増加しているよ

うな状況になります。

我々は、先ほど二つの柱がありまして、一つ

は、併設大のほうに行かせたいという希望もあ

ります。9月に農大、情報大のほうへ希望を向

けることができているという点は悪くはないと

思っています。

クラス編成を調整することによって、最後ま

で希望を変えずに意識的に頑張る層が出てきて

おり、このクラス編成によって、4月から9月の

国公立大希望者の減少に歯止めがかかったと考

えています。

では、勉強時間はどのように変わったのかと

いうことですが、4月と9月で、家庭で1日どの

くらい勉強していますかとして、30分以下、1

時間、2時間、3時間、4時間、5時間以上の項目

を設けて調査します。

あまり立派な数字ではないので、これを出す

のは恥ずかしいなと思っているのですが、例え

ば18年度の4月の段階で、1日の勉強時間30分の

生徒が1学年に30％くらいいるという表です。1

国公立大希望者
大入年 18 19 20 21 22 23 24
4月 28.4 33.2 35.6 36.9 38.2 38.7 33.2
9月 18.1 22.9 32.5 32.2 35.1 35.9 32.2
差 -10.3 -10.3 -3.1 -4.7 -3.1 -2.8 -1

私立大希望者
大入年 18 19 20 21 22 23 24
4月 39.1 36 39.3 39.7 37.9 34.7 37.8
9月 46.7 42.2 41.2 39.9 40.3 34.2 37.4
差 7.6 6.2 1.9 0.2 2.4 -0.5 -0.4

併設大希望者
大入年 18 19 20 21 22 23 24
4月 13.2 10.3 12.9 11.5 10.7 15.5 17.6
9月 15.7 16.2 12.8 16 13.4 18.3 20.2
差 2.5 5.9 -0.1 4.5 2.7 2.8 2.6

日に1時間勉強していると思っている生徒は34

％。右横の数字は、単純に（年度で）平均した

もので、30分は25.5％、1時間は35.3％。枠で

囲っているのは平均より多い数値です。何か出

てくるかなと思ってそういうふうにしてみたの

ですが。

平均時間をみますと、19年と20年の差が、ク

ラス編成であるわけですが、特別ガクンと上が

ったわけでもありませんし、変化がある感じが

しないんですね。

お恥ずかしながら、30分と1時間の割合を足

すと約6割になる。4月の段階で6割の生徒は1時

間しか勉強をやっていませんよという表なの

で、あまり見せられないと思っています。

9月の調査と比較しますと、20年度から多少、

多い時間層の割合が増えています。9月になる

と勉強を始めているのかなというのを見ること

ができます。

4月は1時間以下が60％くらいいます。3時間

以上14％くらいです。9月になると、1時間以内

が22％、3時間以上が50％以上で、エンジンが

現在のあなたの、家庭学習における時間は、一日平均
どれくらいですか？ 9月(％)
・30分以下 ・1時間 ・2時間 ・3時間 ・4時間 ・5時間以上

年 18 19 20 21 22 23 24 平均

30分 10.1% 8.3 8.0 6.4 7.3 8.2 10.5 8.4

1時間 14.7 14.3 12.4 13.6 16.8 13.1 15.0 14.3

2時間 21.8 20.8 17.6 16.3 19.6 16.6 15.0 18.2

3時間 24.8 21.9 27.4 27.0 22.4 23.0 20.5 23.9

4時間 17.1 18.6 20.2 16.2 19.4 17.2 17.6 18.0

5時間 11.6 14.8 14.4 20.5 14.5 22.0 21.4 17.0

平均:時 2.64 2.78 2.86 2.97 2.77 2.98 2.89 2.84

現在のあなたの、家庭学習における時間は、一日平均
どれくらいですか？ 4月(％)
・30分以下 ・1時間 ・2時間 ・3時間 ・4時間 ・5時間以上

年 18 19 20 21 22 23 24 平均

30分 30.1% 23.3 26.2 24.2 24.4 22.6 27.9 25.5

1時間 34.3 37.0 34.6 34.5 32.9 37.2 36.9 35.3

2時間 22.7 25.7 24.8 28.3 27.5 28.3 20.2 25.4

3時間 9.4 10.8 10.4 10.9 9.9 9.2 12.7 10.5

4時間 3.0 1.8 2.9 1.2 3.2 2.0 2.4 2.4

5時間 0.5 1.0 1.2 0.9 1.9 0.8 0.0 0.9

平均:時 1.38 1.45 1.45 1.45 1.52 1.45 1.38 1.44
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かかるわけですが、一番大きな要因の一つは、

クラブ活動が大きいのかなと思います。

先ほど申し上げましたように、8割の生徒が

クラブ活動を一生懸命頑張っています。逆にい

うと、勉強とクラブの両立ができていないとい

うような状況になっています。そのあと、クラ

ブが終ってエンジンがかかる。そんな状況なの

かなと思います。

この意識調査ですが、クラス編成を国立と私

立で分けたことによって、それなりに意識付け

とか継続性が上手にできるようになったので、

その辺は期待どおりの結果が出たのではないか

と思います。

ただ、学習時間は多少改善されたかなと思い

ますが、結論としては、受験勉強開始時期が遅

いというのが現状です。やはり4月の少なさは、

部活の影響を受けている部分と思います。

あと、この表にはないのですが、国立クラス

と私立クラスでの学習時間の差が出ていまし

て、平均をとると、明らかに私立のほうが少な

いです。

その他、農大二高のいくつか特徴的なことを

話させていただければと思います。

⑥特別講座

まず、特別講座。表現が少しわかりづらいか

もしれません。農大二高は、4週6休で、週32単

位です。6時間授業後ホームルームをやって終

りますが、そのあと、放課後部活のイメージで

勉強するグループを入学時に募ります。対象と

しては、難関国立大学進学希望者です。その希

望者の勉強集団を特別講座と言っています。

放課後の部活のイメージで、3年間継続する

というのが大前提で、年度初めに1年生に声を

かけてやっていきます。担任制でクラス毎に担

任をつけてやっています。

実施形態としては、英語、国語、数学の3教

科で、3年生は選択制になっています。基本的

には英語、数学、国語で月曜から金曜日までは

7時間目、8時間目で、50分授業2コマで授業を

しています。土曜日は、第2、第4週がお休みに

なりますので、午前中やっております。

この講座は参加費用無料です。基本的には実

費で、テキスト代、模試代、合宿費のみ徴収す

るような形でやっています。

詳細としては、3年間、講義形式です。講義

担当者は23名。かなり大所帯です。シラバスを

つくっております。週1回の全体の打ち合わせ

をやって意識統一をしています。受講者数は、

新入生の約2割、100～120名です。募集の段階

で、難関国立大学を志望するということで募集

をかけますので、3年次は先ほど申し上げまし

たように、国公立大クラスのみの生徒が入れま

す。途中から入ることはできませんし、最後ま

で頑張るということでやっています。

問題点もありまして、すべての生徒に対応で

きないということがありますが、今では少し改

善されてきています。

実績は、最初の卒業生は平成20年大入生です

が、昨年度国公立大31になり、担当者の話です

と、胸を張っていいのかなという感じで、やっ

と形ができてきた制度なのかなと思います。

昨年度は、九州大学とか筑波大学、富山大、

群馬大などに入っています。ただ、例えば東工

大の生徒はここに入っていないのです。国公立

大の合格31という数字ですが、全体としては、

74名ですので、クラブをやっている生徒が最後

に頑張って巻き返しをするという形で、まだま

だ伸びる余地があると思いますが、半数までい

かない。逆に言うと特別講座に在籍していない

生徒も、しっかり結果を出しているということ

です。

⑦農大二校の進路状況

農大二高の進路状況ですが、平成元年からず

っと23年間の表を出しています。一番上のライ

ンが4年制大学に進学してた生徒で、昨年度は6

9.2％が4年制大学へ入学しました。

下がっていくほうのグラフは浪人生の割合で

す。昨年度は16％。平成元年度は、ご承知のと

おり、第二次ベビーブームということで、約半
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数が大学、半数が浪人という数字でした。あと

は、専門学校、短大、就職のラインで、このよ

うな数字です。就職の0.8％というのは、就職

できた生徒が0.8％ということです。

実際には、最近は、なかなか受けても受から

ない生徒がいますので、専門学校に鞍替えをす

る生徒もいます。

右上がりになってきているからといって進学

が伸びているかというのは、各校の先生ももい

ろいろと自校のデータを見ていると思いますの

でご承知かと思いますが、やはり少子化の影響

が一番大きいのかなと私は思います。

平成元年度あたりが、18歳人口が205万人で

す。相当いたわけですが、今122万人、約6割で

す。高校生、18歳人口がかなり減って6割くら

いになっているのが現状ですので、先ほど申し

上げましたように、35％が現役、35％が浪人と

いう時代と、今の時代背景が違っていますので、

少子化の影響で大学に入りやすくなってきてい

る。そういう現状も当然あるのだろうなと思っ

ています。

これから先も人口は増えない。大学はますま

研究事例Ⅰ 東京農大二高

40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

農大二高の進路状況
4大 69.2％

浪人16.0％

専門 7.7％
短大 6.4％
就職 0.8％

す入りやすくなっている。二極化という表現が

よくされますが。

ただ、最近の不景気の影響のなかで、国公立

大学の合格数を増加させられたということが、

少し本校の結果なのかなと思っています。

県内の先生方もご承知のとおり、中学生の卒

業生数は平成元年の頃は3万4,000人いたのです

が、これから先、10何年経つと1万7,000人くら

いということで、ピークの半分くらいに下がっ

ていく現状がこのあとくるというふうに思いま

す。

まとめとして

最後のまとめですが、農大二高の一番大きな

ところは、脱学力別クラス編成をずっとやって

きています。その中でも細かく工夫しながら、

習熟度別クラス編成とか、3年次の国公立・私

立のクラス編成等もやってきています。生徒の

意識を上げるという面ではまだまだ手が入る余

地があるのかなと思っています。さらに、特別

講座等、できるところもやっているというのが

現状になります。
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「個々の潜在能力の発掘と進化を目指して」

明和県央高等学校 教 諭 津久井 武

ただいま司会者からご紹介いただきました

私、明和県央高等学校で進路指導部を担当して

おります津久井といいます。どうぞよろしくお

願いいたします。

私は、進路指導部を担当しまして今年で5年

目になります。それまでは、この内容にも出て

きますが、本校で新コースを立ち上げる際、特

別進学コースの最初のクラス担任をせていただ

きました。その生徒達を卒業させたあと進路指

導を、私が担当することになりました。

本校は決して、いわゆる進路の先進校という

ことではありません。ただ、いろいろなところ

で生徒の将来を考えて、自分達にできることに

はどんなことがあるかや、生徒に何とか育って

いってもらいたいという思いで指導に取り組ん

でいる状況です。

それでは、さっそくですが、題にありますよ

うに、「個々の潜在能力の発達と進化を目指し

て」ということで、本校の現状を含めてご報告

させていただきます。

この発表に関しては、1.本校紹介ビデオをご

覧いただきます。2.沿革と教育方針、3.コース

（クラス）編成について、4.進路状況について、

5.具体的な進路指導全般の取り組み、6.特別進

学コースの取り組み、最後に7.今後の課題、と

いうことで7項目にまとめてみました。

前半4番目のところまでにつきましては、紹

介のビデオに出てくる部分もありますが、本校

の現状の学校紹介をさせていただきます。5番

目以降については、本校でやっていることにつ

いてご紹介させていただきます。

それでは、ビデオを流します。約10分間くら

いだと思いますので、ご視聴ください。

1．本校紹介（ビデオ）

〔ビデオ上映〕

2．沿革、教育方針

まず沿革ですが、本校は、1983年に、県内の

15歳人口急増期へ対応するために創立した学校

です。男女共学、普通科でスタートを切りまし

た。今年でちょうど29年目になります。

2004年からは、特待入試制度を導入し、学業、

スポーツ、両面でさらに力を入れています。

ビデオの中にもございましたが、近年ではバ



- 249 -

レーボール部やラグビー部が全国大会に出場す

るなど、特に運動部での活躍がみられるように

なりました。また、このあとご紹介しますが、

大学入試等についても、旧帝国大学にも合格者

を出せるようになってきました。

教育方針についてですが、建学の精神としま

して、本校は「進取」という言葉を掲げており

ます。これは、日々変化する社会のなかで貢献

できる人材を育成するためには、まず教職員、

教員が自ら常に新しいことに興味・関心をもっ

て取り組んでいく、そういうことが必要であろ

うということを意味しています。

教育目標については、向上心を持つ人間、問

題に立ち向かう人間、コミュニケーション力の

ある人間、この三つを兼ね備えた人材を育成す

るということを目標に取り組んでいます。その

結果として、この教育を実践していけば、本校

に入学してくれた生徒、それから保護者につい

て満足度が上げられると考えております。

3．コース（クラス）編成

3のコース（クラス）編成についてです。ビ

デオの中でもございましたが、本校は、国公立

大学、難関私立大学を目指す特別進学コース、

国公立大学、有名私立大学を目指すⅠ類進学コ

ース、部活動と学習の両立をはかり大学進学を

目指すⅡ類コースの3コースで編成されており

ます。それぞれのコースの目標を明確にするこ

とで、そこに所属している生徒達の目標設定が

はっきりすると考えております。

定員1学年310名、合計で930名の定員となり

ます。今年度は964名でスタートを切りました。

（3）にあるように、今年度のクラス数は、

特別進学コースが2クラス、Ⅰ類進学コース6な

いし7クラス、Ⅱ類進学コースについては1クラ

スということになっております。

4．進路状況

続きまして、4の進路状況にいきたいと思い

ます。

本校の過去5年間の進路状況についてまとめ

たものが（1）の表になります。本校は、大学

が50％前後、短期大学10％前後、専門学校が25

％前後、就職が10％前後というように、幅広い

進路、将来の希望を持っている生徒が所属して

いる学校になります。
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(2)番は、5年間での国公立大学の合格につい

ての数字をあげさせてもらいました。北から南

ということと、国立、公立ということであげさ

せてもらいました。先ほども言いましたが、北

海道大学や東北大学等の難関校にも合格させる

ことができています。

(3)については、この春卒業した生徒達につ

いての結果です。北海道大学、首都大学東京な

ど、難関の大学を含めて、本校では初めて合計

で20名を超える23名の国立大学合格者を出すこ

とができました。

私立大学の合格についても、早稲田、慶応と

いうところにはまだ届いていないのですが、

MARCH を中心として、難関校の合格も勝ち得
ている状況です。

以上、ここまでが、本校の学校紹介と現状に

ついての報告とします。

5．進路指導全般の取り組み

続いて、進路指導全般の取り組みということ

で、ここからは、本校で取り組んでいることに

ついての紹介と報告をさせていただきます。

まず、本校の進路の実践目標としまして、「生

徒全員が希望する進路を実現できるよう、学校

全体でサポートする」ことを目標に取り組んで

います。

具体的な取り組みとして5項目あげさせても

らいました。

まず(1)の「全生徒に学力向上の学習機会を

提供する」、(2)「進路学習・ガイダンス等の充

実を図る」、(3)「文章表現指導の充実」、(4)「模

擬試験表彰を行う」、(5)「『夢探し講座（Career
ambitions lecture）』の実施」、という五つの取り
組みを紹介させていただきます。

(1)全生徒に学力向上の学習機会を提供

まず(1)の「全生徒に学力向上の学習機会の

提供」ということでは、①にあげましたように、

土曜補習・長期休業中補習・学習合宿、こうい

ったものをメインとして実施しています。

土曜補習・長期休業中補習については、基本

的には希望制で実施しておりますが、特別進学

コースについては、参加を原則としています。

また②、3年生については、センター試験対

策として、直前に、授業のなかで特別に時間割

を組み直して特別編成授業というものを実施し
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ております。このシステムは、Ⅰ、Ⅱ類、特別

進学コースに関係なく、センター試験を受験す

る生徒については、全員参加ができるように工

夫しています。

生徒個々の受験科目に合わせて、Ⅰ類、Ⅱ類、

それから特別進学コースの国公立型の5教科の

についても対応できるように授業を、複雑にな

りますが、組んで実施しております。

これ(13)は、今年度の土曜補習と長期休業中

の補習の実施例です。1、2年生については、基

本的には英・数・国の3教科を中心にしており

ます。3年生については、それに地歴・公民、

理科を加えまして、科目ごとに配置をして、2

週に1回は実施できるような形で行っておりま

す。

この補習を担当している教員については、す

べて本校の教員です。日ごろから担当している

先生方に見ていただいたほうが効果的だと考え

て、そのような形で協力をいただいています。

(2)進路学習・ガイダンス等の充実」

2番目としまして、「進路学習・ガイダンス等

の充実」ということで、本校での3年間の大き

な流れのなかでこんなことをしているというこ

とを紹介させていただきます。

まず、本校では、半年に1度を目安として、

学年全体の進路行事を計画しております。

まず画面に出ていますのは、1年生の10月の

大学見学の実施。それから3月に行っている学

部学科・資格の系統学習会、この二つを1年生

では行っています。

このあと出てきますが、2年生の10月に、分

野系統別学習会を行います。3年生の4月には進

路説明会ということで、いわゆる学校説明会を

行っています。こんなふうに半年に一度を目安

に進路行事を行っています。

これは、1年生対象で行った学部学科・資格

の系統別学習会の内容です。流れとしましては、

5時間目が、1年生全体を集めて、キャリアコン

サルタントのクロイワ正一さんを講師に、「10

年後をイメージして『学び』の内容や『資格』

の大切さを知ろう」という題で講演をいただき

ます。

そのあとは、そこにあげられています15の分

野系統に分かれて、それぞれの学校、専門学校

等の講演をいただくなり、その分野の勉強の内

容や将来性、そういったものをお話しいただく

形になります。

1年生にとっては、進路ノート等を使って、

それまで上級学校とか、そういった研究もして

いますが、実際に先生方から直接聞くことで、

机上での内容と実際の話が結び付き、いい刺激

になっています。

続いて2年生の内容ですが、先ほど言いまし

たように、10月に分野系統別の学習会、2月に
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は職業人講話を行っております。3月について

は、本校の教員による進路ガイダンス、3年生

になると、それぞれの分野ごとの動き、流れが

変わってきますので、それに向けての準備とし

てガイダンスを行っています。

分野系統別の学習会については、次のシート

で説明させていただきます。

これは、10月に行った、2年生の分野系統別

学習会の参加分野と参加学校（大学等）です。

1年生のときは15分野だったと思いますが、さ

らに細分化して、全部で28分野に分けて、5時

間目、6時間目で行います。数字は参加人数に

なります。生徒がそれぞれ5時間目、6時間目に

分野の説明や、分野の内容を、1年次よりも詳

しく先生方から話を聞いて勉強するようになっ

ております。

これが2年生で使った聴講シートになります。

話を聞いて気づいたこと等をメモを取れるよう

な形で、5時間目、6時間目を、1回目、2回目と

いうことで書かせております。

この裏にはアンケートをあらかじめ印刷して

おき、あまり時間を置かずに、生徒にアンケー

トも回答してもらって担任に提出するように指

導をしております。

これがアンケート結果になります。黄色い帯

をつけさせていただいておりますが、割合が一

番高かったところにつけてあります。これをみ

ますと、生徒には全体的に好評であるというこ

とがおわかりになると思いますし、実施してい

る側としても、やってよかったということを実

感できるような数値になりました。

質問の一番下、「今後、学校で行ってほしい

ものは？」という問いかけに対しての回答にな

りますが、37％の生徒が「大学、専門学校等を

招いた学校説明会、そういったものを開催して

ほしい」という希望でした。

今年4月にはその3年生に対して学校説明会を
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実施できたので、実際に生徒のニーズに応えら

れたと考えております。

今、報告しましたように、3年の4月に進路説

明会を実施しております。大きな進路の流れと

しましては、これが3年間のなかでの最後の内

容になると思っています。進路説明会では、大

学、専門学校等含めて50校程度集めて行ってお

ります。

もう一つ、あとの資料に出てきますが、ここ

では、保護者向けということで、「進学のため

のマネープラン講座」といったものを開催して

おります。

これは、特に今、経済的にも非常に厳しい状

況が続いておりますので、生徒の進学意識や、

そういう希望を何とかかなえてあげられればと

いうことで、業者ともご相談させてもらい、そ

ういった企画ができるということで講師をお招

きして今年度行いました。

その結果、60名近くの保護者が参加してくだ

さいまして、結果的に導入してよかったと思っ

ております。

これが、4月に行いました3年生の進路説明会

になります。時間的には30分ずつ、生徒には学

校の説明を聞かせるようにしております。

それから、就職講義については視聴覚室があ

りますので、そちらで別に面接講座を行ってい

ます。

一番右側は、保護者用ということで、先ほど

言いましたように、「進学のためのマネープラ

ン講座」で、約1時間ちょっと、生徒の第1回目、

第2回目の時間帯とあわせて企画いたしました。

保護者には、「親御さんはなかなか日曜日、

土曜日を使って学校見学会等に、またオープン

スクールに参加することもできませんので、い

い機会でありますから」ということで案内させ

てもらったら、参加してくださった保護者はか

なり残っていただいて、3回目の学校説明にも

参加してくださいました。

ちょっと逆になってしまうかもしれません

が、これが今年度参加してくださった学校等に

なります。

これがそのときの様子を撮った写真（省略）

になります。会場については、体育館を全部使

いまして、各ブース約20席くらい椅子を用意し

て、専門学校、大学等の先生方から話を聞くよ

うな形になります。このなかで、全体に時間を

決めて、「時間になりましたので次、移動を開

始してください」という案内をして、生徒はそ

れに従って自分の予定している参加校について

回っていきます。かなり真剣に聞いている様子

が、写真からだとなかなか伝わりにくいかと思

いますが、実際にそこに立ち会っていて、生徒

が非常に集中してやれたな、真剣に聞いていた

なということが私個人の印象です。

下側につきましては、同じような写真（省略)

ですが、ちょうど真ん中にお母さんが一人映っ

ています。保護者の方も3回目は参加してくだ

さっているので、一応あげさせてもらいました。

(3)文章表現指導の充実

続いて、(3)の文章表現指導という取り組み

についてご紹介します。

これについては、本校では小論文の指導を主に

1年次から始めて、1、2年生、最後3年生につき
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ましては、志望理由についての取り組みという

ふうに進めています。

前の映像にもあるように、基本的には、1、2

年生については、第一学習社さんのプレ小論文

トレーニング、小論文トレーニング vol2、そ
れと2年生は2回やるのですが、vol3というもの
を使って、小論文指導は行っています。

指導については、基本的に総合学習の時間や、

場合によってはクラスホームルームの時間で指

導するような形になります。ご存知のように、

最後に生徒が書いたものを添削してもらうとい

うことになります。

3年生は、5月からオープンキャンパス等が盛

んになってきますが、どこに行けばいいのか、

まだ自分の進路自体もなかなか決めかねている

生徒もおります。また6月に行う「志望理由書

の書き方」というサポート講座も予定していま

すので、4月から「第一志望理由書」を取り入

れて生徒には書かせています。

内容としては、まず、第一希望の学校の名前、

もしくは就職等については職業や公務員の職

種、そういったものを書きます。それから、そ

の学校、職業等を選んだ理由についても書かせ

ます。そして、それを実現するために、この1

年間、4月から始まって3月まで、この期間どん

な取り組みをするか、準備をしたらいいかとい

うことを書かせ、目標設定をより具体化するこ

とを目指します。

これを生徒に書かせて担任に提出させるので

すが、これには、終わりというのはないので、

多い生徒は5回も出してくるものもいますし、1

回目からつまずいて、なかなかまとめられなく

て、出す時期が、遅れる生徒もおります。

ただ、そういったことを書くことによって、

自分の進路に向かう、対峙するということで、

刺激にもなりますし、自分自身の進路をしっか

りと、そこでもう一度見直すいい機会になって

います。

この左側が、3年生に書かせているプリント

の形になります。右側には、見出しのような形

で、それぞれ項目についてのポイント等をあら

かじめ示して生徒には配布しております。ここ

では細かくてわかりづらいのですが、注意点に

ついてあげてあります。

これは実際に担任、学年主任のほうに出てき

たもののコピーをとらせてもらったものです。
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名前については消してあります。右下のほうに

番号で①というのがあったり、④というのがあ

ったりします。同一の生徒が書いたものです。

一番上の右側には、提出した日付が書いてあり

ます。4月11日にこの生徒は最初に、大学は工

学院大学ということで書いて担任に提出してお

ります。右側は4回目ということですが、6月19

日と書かれています。生徒がいろいろ書いてき

たものについてはアンダーラインをして、見た

ことを知らせればいいという先生のお話もあり

ますが、この場合は実際に文章化することを重

視するので、ここではアドバイスも含めて、添

削のようなことも行っています。

文章の内容まではわかりづらいと思います

が、実際に1回目、2回目、3回目と繰り返すに

従って、非常に内容も豊富になりますし、その

内容表現もよくなってきていると学年主任は実

感していました。今年約300人の3年生がいるわ

けですが、学年主任は全員分を見て、朱を入れ

て返してくれました。毎日5～6人、添削がアド

バイスなりをして、生徒への指導をしてくれま

した。

私のほうも一応横から見る程度はしています

が、実際に手を加えることはなく、学年主任に

任せています。

(4)模擬試験表彰

続いて(4)模擬試験表彰という内容について

報告します。

本校では、4年前、何とか頑張った生徒を評

価し認めてあげられるような、そういった場面

をつくれないかということで、進路指導部のな

かで相談し、表彰の形がとれたらいいというこ

とになり、取り組みを始めました。

特徴は「向上賞」を設けて、向上している生

徒を見つけ出して表彰することです。このよう

な生徒は、学力層として上の生徒もおりますし

下の生徒もおりますし、幅広く生徒をピックア

ップできます。

これは賞状の型です。左側については「優秀

賞」で、右側については「向上賞」です。本校

では進研模試を1年生、2年生、3年生について

採用していますので、その結果を用いています。

3年生については基本的にマーク試験6、9、11

月実施のものを、1・2年生については、7、11、

1月の3回で実施をします。

向上賞では、各回で偏差値が10伸びた生徒を

対象に行っております。

向上賞の昨年度の集計をとりました。そこに

はあげていないのですが、延べで3学年153名が、

向上賞に該当しました。そのなかで82名、約半

数が特進コース以外の生徒、つまりⅠ類、Ⅱ類

の生徒ということで、先ほど言いましたように、

成績のいい生徒だけではなく、自分の努力なり

頑張りを認める機会になっているかなと改めて

集計してみて感じました。

(5)『夢探し講座（Career ambitions lecture）』
の実施

続いて(5)『夢探し講座』というものについ

て触れたいと思います。

これは、本校に在籍している生徒は、特別進

学コースについては大学に進学するという当初

の目的がありますが、Ⅰ類、Ⅱ類の生徒達は、
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自分の進路を考え決めているということはなか

なか難しい現状です。また、将来こういうふう

になりたいという夢とか、そういうものもなか

なか構築できていないという状況がみられま

す。

そんなことがありまして、そういった生徒達

に何かこちらから働きかけができないかという

ことで企画したものです。

主に1、2年生を対象にということで、特進ク

ラスも希望者がいれば一応聴講できるようなこ

とで組ませてもらっています。今、学期に1回

を目安に、1学期1回、2学期に2回、3学期に1回

ということで、年間4回を計画していまして、

合計8講座のなかから、全部出られれば4講座聞

くことができますというような状況で進めさせ

てもらいました。

こういった企画をする際には非常に講師の選

定が非常に難しいといいますか、大変な場面が

出てくるかと思いますが、本校には、学園の組

織のなかに才能開発総合研究所という組織がご

ざいまして、そこにいろいろな社会人の方がご

協力いただいて講師として登録してくださって

おります。ですから、そこの組織にこういった

先生がいらっしゃったら紹介してくださいとい

うことで、私のほうから依頼をして講師をご紹

介していただいております。

これ（31）は、今年行った第1回目の「夢探

し講座」の内容になります。A グループ、B グ
ループに分けております。

A グループについては、「世界に羽ばたく事
業を起こす」ということで、食品製造機を開発

して国内外へ販売する会社の起業者であります

桜澤タツオ様にお願いをしました。こちらには、

1、2年が中心ですが、58名の生徒が参加してく

れました。

B グループは、「新しい職業『イベント』」と
いうことで、イベント等を企画・プロデュース

する関連業界の第一人者ということで、熊野タ

クジ様という方に来ていただきまして講演をい

ただきました。こちらも、30名ということで、

人数的には非常に少ないかもしれませんが、少

しずつ広げていければと思っております。

第2回は、こちらも A、B 二つずつで、「テレ
ビの世界で羽ばたく」、映像ディレクターの佐

野トミオ様にお願いしました。65名の参加とい

うことで行われました。

同じく B グループは、「夢 無限大」と題し

まして、商環境プロデューサーの佐々木ヒデチ

カ様にお願いをしてご講演をいただきました。

こちらは31名参加。

これが第1回目、6月、1学期に行ったもので

す。（写真省略）上が桜澤先生の話ということ

で、集まった生徒達に向かって熱く語っていた

だきました。B グループのほうは、ちょっと人
数的には少ないけれども、熊野先生にご講演い
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ただきました。非常に内容としましても、私が

言うのは変ですが、夢が持てるような話をして

くれということでお願いしていますので、本当

に夢を含んだお話を両先生方にはしていただき

ました。一応紹介させてもらいました。

6．特別進学コースの取り組み

続いて、特別進学コースの取り組みについて

ご紹介したいと思います。

具体的な取り組みについては、1番目として

「補習の充実」、2番目として「模擬試験の活用」、

3番目として「学習合宿の充実」、4番目として

「センター試験対策特別編成授業」、5番目とし

て「クラス編成の方法および指導体制の特徴」

ということで、5項目についてまとめてみまし

た。

(1)補習の充実

これは、先ほどもちょっとご紹介しましたが、

特進クラスについてどんなふうにやっているか

ということでお聞きいただければと思います。

原則、毎週土曜日、1コマ90分で実施しており

ます。特別進学コースについては、全員が参加

ということで義務づけています。

それから補習担当については、希望者補習に

ついては先ほど触れませんでしたが、どうして

も複数クラスに所属している生徒がいますの

で、必ずしも授業で担当している先生に教えて

もらうということにはなりませんが、特別進学

コースについては、すべてそのクラスを担当し

ている先生方にお願いをして、補習のほうを担

当してもらっています。

これは、先ほど言いましたように、ふだんか

ら直接関わっている生徒達の学力、強み、弱み、

そういったものを把握しているのは、担当して

くださっている先生方だというふうに考えてお

りますので、土曜日といいますと、部活動を担

当している先生については、練習試合、公式戦、

いろいろ忙しい状況もございますが、何とかや

りくりしていただいて、入れ換え等もしていた

だいて対応してもらっています。

3年生については、3教科に加えて、歴史、公

民、理科についても科目ごとに実施をしている

ような状況です。

この形態については、ナンバー13のところに

先ほどあげましたので、そちらもご覧いただけ

ればと思います。

長期休業中については、土曜補習と基本的に

は同じです。

3番目の放課後補習については、放課後、34

単位で行っていますので、7校時までが基本的

にはいわゆる授業です。金曜日については6時

間目までの授業になります。そのあと8時間目

の利用ということで、火曜日、水曜日、木曜日

については補習、原則、英・数・国の3教科で
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実施しています。月曜日、金曜日については、

あいているような状態ですが、基本的には自学

習をさせています。できるだけ担任が教室のほ

うにいって、特に何をするわけではないのです

が、監督というような生徒把握、管理というこ

とも含めて行っています。

ですから、特別進学コースの生徒達は、毎日

大体6時くらいまで学校で過ごしているような

状況です。

(2)模擬試験の活用

続いて(2)模擬試験の活用ということです。

ここでは三つほどあげさせてもらいました。

一つ目は自己採点、それからやり直し、ミスノ

ートの作成等です。どちらの学校もやっている

かもしれません。

二つ目については、ベネッセの FINE
SYSTEM がございます。そちらを本校では全

面的に導入させてもらっています。

3番目については、PDF、ファイル化です。
これは3年間行うすべての模擬試験については

全部読み取ってファイル化をしています。一部、

業者によっては、河合塾さんなんかだと、1年

後にはアップされるので、それをダウンロード

すれば済むのですが、やった直後にまたその問

題をすぐに使えるという、それが一番即効的と

いうんですか、出せるという対応力には長けて

いるのではないかなと思っています。

進研でも、昨年度の問題は1年後に冊子にな

って出てきますが、とにかく事後指導するのに

は非常に重宝しているようなものが電子ファイ

ル（PDF）化です。

①で紹介しました「自己採点シート」の実例

ということです。一応左側に、英語、数学、国

語とか、そういった教科科目等を配置して、問

題番号、配点、内容について、あらかじめ教員

のほうが記入をします。右側は生徒の生のもの

ですが、それに対して何％できたか、何点得点

できたかということで自己採点と、その内容、

どこができたか、できなかったかということが

一目でわかるようなシートを作成しています。

右側には、それが終ったあとに各科目ごとに

自分の感想、反省を少し書いてもらって、それ

を持って各教科担当のほうにいきます。ちょっ

と色がわかりづらいかと思いますが、赤い字と

青い字で教員が書いている部分が課題になりま

す。

そういう場面で生徒と教員の信頼関係を築く

こともできますし、生徒個々の弱みを発見する

機会にもなっていると思っています。例えばク

ラス持っていると、60人がやってくるわけです

から時間もとられますし大変な面もあるのです

が、非常に有効な一場面かなというふうに思っ

て取り組んでいます。

(3)学習合宿

学習合宿についてご紹介させてもらいます。

これは、1日10時間以上の学習ということで、

なるべくいい環境のなかで学習に専念させたい

ということで実施してまいりました。他校さん

でも今はかなり実施していらっしゃる学校が多

いかと思います。

1年生については、今年度は、国立赤城青少

年交流の家で2泊3日ということで、なかなか期
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間がとりづらかったものですから、今年は2泊3

日というちょっと短い期間かもしれませんが、

行いました。

2、3年生については、長野県の志賀高原でホ

テルを貸し切り状態にしまして、4泊5日と少し

長めにとって実施してきました。実習学習を基

本的にはするのですが、どうしても長くなれば

なるほど、集中力が散漫になったり居眠りがみ

られたりということになります。そこで、そう

いう防止も含めて、英・数・国の3教科に限っ

て講義というものも実施しています。

③ですが、5教科の先生方に、これもご足労

いただいて、前日いらっしゃるということもな

かなか難しい先生もいらっしゃいますので、そ

の場合には入れ換えて、担当教科を質問等に対

応できるように配置をしていきます。

こちらが今年実施しました3年生の日程です。

主に午前中に着きまして、昼食をとったあと学

習になるというような初日です。それから、2

日目、3日目、4日目については、一応起床6時

で、6時半から7時半まで、食事をとる前に1時

間学習をして、そのあと、講義や質問というこ

とで、時間を決めて、講義を受けるもの、それ

から質問したい生徒については、午前中1回、

午後1回ということで質問の時間を指定して行

っています。

環境も、エアコンを使わずにできるような非

常にいい環境で、生徒達は今年また少し気持ち

が入って、長かったのですが、よくやったかな

と私自身は個人的な感想を持っています。

これは、1年生の赤城青少年交流の家での場

面の写真になります（省略）。2泊3日ですが、

真ん中の段が特進クラスでの自学習の様子にな

ります（省略）。下のところは、青少年交流の

家はほかの団体さんも使っていますので、そち

らの交流も含めて、ちょっとスナップ写真を入

れさせてもらいました（省略）。

こちらは、2、3年生の学習合宿です。上の写

真は、勉強している様子が出ていますが、これ

は3年生で、右下のほうが2年生になります（省

略）。あとはホテル、ロープウエイの写真を入

れさせてもらっています（省略）。こんなよう

なところで行ってきました。

(4)センター試験対策特別編成授業

続いて4番目、センター試験対策特別編成授

業ということです。これは、センター試験直前

の約2週間程度、授業時間のなかでセンター試

験を受験する生徒に対して、あるこちらから用

意した教材を用いて、主に問題練習を実践して

いくということでさせてもらっています。

その実践したものについては自己採点をしま

して、その集計表を1日の終わりに担任の先生

が回収し、それをデータ入力してもらいまして、

各教科ごとにその集計結果を今度は担当者のほ
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うにそれぞれ連絡します。

それで2番目のところにあるのですが、その

担当者のほうで正答率の低かった問題、具体的

にはベネッセさんの直前演習の問題集を使わせ

てもらっていますが、そのなかの何番目の何問

目が正答率がこのクラスはあまり高くなかった

ということで、そこで授業のなかに講義を組み

入れて解説をしてもらっています。

そんな日程を2学期、本校は3学期制ですが、

2学期の期末考査が終ったあとから、1月17日前

まで、直前まで行っています。

(5)クラス編成の方法および指導体制の特徴

続いて5番目、クラス編成の方法および指導

体制の特徴ということで、3点あげさせてもら

っています。

1年生については、特に入学試験によってク

ラス編成をしております。特別進学コースを設

定した特進入試を開設した当初は、1クラス体

制でしたので、2クラスに編成するという作業

はなく数年きたのですが、ここ5年くらいは大

体60人くらいの生徒が特別進学コースに入って

きています。その入学試験の成績を利用させて

もらっています。

2年生については、模擬試験と学習態度、授

業態度、それと本人の希望進路等を重視してク

ラス編成を行っています。このなかで、文系、

理系選択が出てくるのですが、現状では2年生、

3年生、文系と理系が混在のクラスというふう

になっております。

指導体制としては、再三出てきていますが、

担当者や担任というのは3年間基本的には持ち

上がりで指導にあたっております。同一の先生

が3年間持つことでその先生の責任感というも

のも出てきますし、その担当したことによって

長い間関わることで生徒との信頼関係も深まる

かなと思って、そういうことがいい結果を生む

のではないかということで、3年間持ち上がり

の体制で進めております。

以上までが、本校での主立った取り組みにな

ります。

7．今後の課題

最後、7番ということで今後の課題です。

(1)特別進学コースにおける進学実績の向上

まず一つ目に、(1)として、特別進学コース

における進学実績の向上というのをあげさせて

もらっています。

1番としましては、目的意識の高揚、2番目と

しまして、学力および学習意欲の向上、3番目

としまして、保護者への啓発です。それぞれの

項目については、二つ程度、これから考えてい

く、充実しなければならない点についてあげさ

せてもらいました。

(2)進路指導のさらなる充実

2については、進路指導のさらなる充実とい

うことであげさせてもらっています。進路指導

を充実させることは、学校生活全般の充実につ

ながると考えております。そこで、三つをあげ

させてもらっています。

一つ目は、夢や希望を構築させるようなアプ

ローチ、一つの例としては「夢探し講座」なん
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ていうのをやり始めましたが、そういった機会

を増やしていければと思っています。

二つ目には、成功体験の場面や、そういう機

会を充実させる、または設定をこちらから組み

込んでいけないかということで考えていければ

なと思っています。

三つ目としましては、これは進路意識の向上

ということで、先ほども言いましたが、特別進

学コースについては、大学に進学していくんだ

という意識が入学当初から持たれていますので

いいのですが、Ⅰ類、Ⅱ類コースでは、現実問

題としていろいろな分野に進む生徒達がいま

す。それを決めるということが非常に重要にな

ると思いますので、進路意識の向上ということ

を念頭に今後進路指導をさらに充実させていけ

たらと思っております。

ちょっとだらだらしたような話になってしま

って恐縮です。お疲れのところ、本当に長い時

間おつきあいいただきまして大変ありがとうご

ざいました。また、本校でも今回を機会にまた

いろいろ進路指導にも取り組んでいけたらなと

思っております。

本日は本当にありがとうございました。
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明和県央高等学校 校 長 田 村 仁

進路指導部会では「個性を伸ばし夢をかなえ

る進路指導の実践」を研究テーマに掲げ、実り

ある部会にするため、大会運営委員を中心に準

備を進めてきた。特に講演や実践校の発表を通

して、生きる力を育成する観点から進路指導・

キャリア教育の在り方を参加者全員が共有でき

る部会になることを主眼に置いた。

基調講演では、株式会社アメリカンドリーム

代表取締役・吉川浩司氏に「進路、大海への出

発点 実り多い航海のために何を託すか」と題

して講演していただいた。試行錯誤を繰り返し、

努力を重ねた体験から、失敗を恐れない人生観

を生みだし、エネルギッシュに夢を追い求める

諦めない勇気には、感銘を受けるとともに強く

心を動かされた。結局「井の中の蛙大海を知ら

ず」では、成功も失敗もないし、物事の大局的

な判断はできないと云うことを実感した。

事例発表では、文星芸術大学附属高等学校・

進路統轄部長の牧島勝利先生から「将来を見通

した体系的な進路学習」と云うテーマで、自ら

が成し遂げてきた進路指導の実践を、事細かく

お話しいただいた。先生の教育への熱き思い、

教員としての自覚や責任の重さがひしひしと伝

わってき、学ぶべきことの多い発表であった。

学校・生徒を変えるには、自分の置かれている

位置や状態、また、自分の価値や能力を知るこ

とで教員のスタンスが決まる。そして、その思

いを生徒にどう伝えていくかである。生徒の夢

を探し出していく進路指導の基本を生き生きと

語る先生の話には、興味津々たるものがあった。

お二人に共通して言えることは、人としての生

き方、仕事や教育に対する情熱、自らの信念を

貫く姿勢そのものが、真贋を見極める眼を養い、

人に伝えることができる人生観を彩っているよ

うに思える。

午後の研究発表では、東京農業大学第二高等

学校、明和県央高等学校の進路指導主事から私

立高校ならではの取組が紹介された。こうした

実践事例を聞くことは、他校との交流が少ない

私立学校にとって貴重な経験の場である。参加

者は、そこで何を学び、良いと思うことをどう

具現していくか、一人一人に課せられた使命で

もある。とりわけ進路指導の充実・発展は、学

校現場の限りない課題で、本部会で得た情報を

学校に持ち帰り、活用できるものを精査し、改

革の一つに繋げていただければ幸いである。私

立学校には、公立のような教育委員会などのし

がらみがないだけ、建学の精神のもと理事長や

校長のリーダーシップで、長期に渡って特色あ

る学校づくりを推進できる。それには、教育理

念を守り、常に教育や経営の改善策を図る姿勢

が求められる。そして、自己点検・組織機能の

強化などを実践することが不可欠で、さらに教

育目標の実現、学習指導の徹底、教員の活性化

など総合的に向上させていかなければならな

い。現在、多くの学校は、少子化の影響で、整

理・統合など再編化の渦中にある。数年後にや

ってくる生徒急減期に耐えうる原動力を見いだ

すには、組織内部の自浄努力だけでは、この高

波は乗り越えられない。必要な対策・改革を講

じない学校は、市場原理の下、淘汰の波にのみ

込まれることは明らかである。改革には、リス

クやクリアすべき様々な問題があると思うが、

打って出なければ、未来は拓けない。こうした

研修会を契機に、各学校が新しい一歩を踏み出

すことを念じてやまない。
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1 研究目標 グローバルな視点を養う教育をめざして

2 会 場 ホテルメトロポリタン高崎 「6階 丹頂Ⅲ」

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月日

受 部 閉
会 研究発表

10月28日 開 講 演 昼 食 研 究 発 表 Ⅱ 会
会 Ⅰ

付 式 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 共 愛 学 園 中 学 高 等 学 校 校 長 大 川 義

講 演 演 題 「国際理解教育 ～共に生きるために～」

講 師 アジア農村指導者養成専門学校 校 長 大 津 健 一

研究発表Ⅰ テーマ 「語学教育と国際理解との可能性について」

発表者 共 愛 学 園 高 等 学 校 教 諭 塚 本 真 理

研究発表Ⅱ テーマ 「国際理解への取り組み アジアとの出会い ―私を変えたもの― 生徒の体験報告」

テーマ１ 「新島学園と共愛学園における国際理解教育への取り組み」

発表者 共 愛 学 園 中 学 高 等 学 校 宗 教 主 任 荒 谷 出

テーマ２ 「アジア学院ワークキャンプの体験」

発表者 新 島 学 園 中 学 校 高 等 学 校 宗 教 部 長 小 栗 仁 志

テーマ３ 「共愛学園の取り組みについて（活動の歴史、内容の紹介）」

発表者 共 愛 学 園 高 等 学 校 国 際 交 流 部 主 任 村 上 英 之

テーマ４ 「バングラデシュの村々を訪ねて」

―アジアキリスト教教育基金（ACEF）のスタティツアー（概要）―
発表者 新 島 学 園 中 学 校 高 等 学 校 教 頭 小 瀧 秀 夫

―バングラデシュの人々との出会いを通して学んだこと―

発表者 共愛学園高等学校 英語科進学コース１年 新 井 真莉愛

発表者 共愛学園高等学校 英語科進学コース１年 佐 藤 葉 子

発表者 共愛学園高等学校 英語科進学コース１年 清 水 菜 央

テーマ５ 「私の国際理解教育体験（アジア学院とネグロス島でのワークキャンプから）」

発表者 同志社大学政策学部１回生(新島学園高校60期生) 山 田 光 瑠



- 264 -

部会閉会式 総 括 共 愛 学 園 中 学 高 等 学 校 校 長 大 川 義

閉会のことば 新 島 学 園 中 学 高 等 学 校 校 長 市 川 平 治

5 運営委員（順不同）

委 員 長 大 川 義（共愛学園中学高等学校 校長）

副委員長 市 川 平 治（新島学園中学高等学校 校長）

委 員 飽 田 哲 也（共愛学園中学高等学校 教頭）

荒 谷 出（共愛学園中学高等学校 教諭）

村 上 英 之（共愛学園中学高等学校 教諭）

小 瀧 秀 夫（新島学園中学高等学校 教頭）

半 田 和 博（新島学園中学高等学校 教諭）

小 栗 仁 志（新島学園中学高等学校 教諭）
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「国際理解教育 ～共に生きるために～」

アジア農村指導者養成専門学校 校長 大 津 健 一

はじめに

皆さんお早うございます。今ご紹介いただき

ました、大津と申します。正確にはアジア学院

アジア農村指導者養成専門学校（Asian Rural
Institute Rural Leaders Training Center）の校長で
す。一般的には「アジア学院」と言われており

ますし、海外では「ARI」とか、「アリ」とか
の名前で皆さんに覚えていただいております。

栃木県の那須塩原市、西那須野にあります小さ

な学校です。アジア、アフリカから毎年、約30

名の学生を招いて、特に草の根の農村指導者を

招きまして、そして農村開発指導者としてのト

レーニングプログラムを行い、また現場に戻り、

その地域の自立のために働くということを、私

の学校の教育の目的として、40年近く西那須野

の地でその働きを続けています。

先ほど紹介していただきましたように、私は

仕事の関係でアジアで8年間働きました。アジ

アで働いたということは、アジアの様々な国か

ら来たスタッフの人達と一緒に働いて、アジア

の国々、特にキリスト教の関係にあるものです

から、アジアの教会とか、キリスト教関係団体

を訪ねさせていただきました。いろいろ農村の

現場の中に、また本当に人々が汗水を流して働

いている村の中に、また都会にも行かせていた

だいて、この目で見、またいろいろな人達と出

会った経験を少し持っています。そういう経験

を通して、テーマに基づきながらお話をさせて

いただこうと思っています。

もちろん、私が国際理解教育について論じら

れる十分な経験を持っている者ではないことを

まずお断りしながら、何か皆さん方に考えてい

ただく一つの糸口を提示できればと願っていま

す。

言うまでもありませんが、今日、私達はグロ

ーバル化した世界の中に住んでおります。人、

物、金が国境を越えて行きかっています。それ

は私達がここにいる間にも、多くの人々が国境

を越えて移動し、また経済的には刻々と変わる

緊張した経済状況がありまして、ヨーロッパで

起こっていることやアメリカで起こっているこ

とが、即座に日本の私達の生活にもかかわって

くるという現実の中におります。

農業の視点で考えますと、グローバル化によ

って、食料が投機の対象とされてきました。以

前は、食料は人の命にかかわるものですから、

それをもって金儲けの対象にすることはあまり

なかったのですが、グローバル化はそのことを

許しません。そのことによって今日、食料の国

際価格が上昇していることは、皆さんもご存知

の通りです。そのことによって、世界の中で貧

しい国の人々、特その中の最も貧しい人達にと

って、その日の食べ物にありつけるかどうかと

いうことが深刻な問題になっています。今日、
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食料価格の高騰が、特に貧しい人々に対して大

きな打撃を与えている現実があります。

また、今ちょうど問題になっています TPP（環
太平洋経済連携協定）を日本がそれに参加する

のかどうかということが話題になっております

が、これについてもグローバル化の中での一つ

の問題としてとらえることができます。TPPは
日本にとって厳しい問いかけがなされ、国際社

会の一員として、私達がどう生きていくのか、

そのことが問われているように思います。

いつの頃からか、“Think Globally, Act Locally
”という言葉が語られ出しました。特に南北関

係とか、貧困問題を考えるときに、この言葉は

非常に大きな意味を私達に与えているように思

います。この言葉はアメリカの建築家のバック

ミンスター・フラーという人が好んで使った言

葉だということですが、今日の私達のあり方、

考え方に対して大きな影響を与えた言葉の一つ

ではないかと思います。

私がこの言葉に出会ったのは、1980年代にカ

ンボジアのプノンペンを訪ねたときでした。当

時のカンボジアはまだ戒厳令が引かれており、

夜間の外出が禁止されていました。あるアメリ

カのキリスト教系 NGO の事務所を訪ねさせて
いただいた、その NGO の事務所の正面に、こ
の言葉がありました。私はそのときに、“Think
Globally, Act Locally”という言葉に深い感銘
を受けました。きっとそこで働いている人達は

この言葉を胸に刻みながら、プノンペンで働い

ていたのだろうと思います。

その後、キリスト教国際団体で働く知人から、

“Think Globally, Act Locally”だけでは十分で
はない。同時に“Think Locally, Act Globally”
の視点が必要ではないか」という問題提起を受

けました。

環境問題もそうです。今、私の学校に来てい

るアジアやアフリカの学生達に聞くと、各地で

環境の変化が起こっていることがよくわかりま

す。山岳民族の人に聞いても、環境の変化によ

って干ばつや洪水、ネズミの異常な繁殖など、

いろいろなことが起こっている。今、タイでは

深刻な洪水が起こっておりますし、また、自然

災害が世界中で起こっています。現実的に私達

の場所で起こっている問題を世界とのかかわり

の中で考えていかないと、問題解決の糸口が見

えない、そういう問題を抱えているように思い

ます。

農業問題もまさにそうでして、ソマリアでは

大干ばつが起こり、人々の餓死の危険が伝えら

れています。そのことは私達にとってどういう

係わりがあるのか、そのことを考えていく必要

があるように思います。私達の場で考え、そし

て世界の人々とともにこれらの問題をどう担っ

ていくのか、そういうことが今日の時代の中で

私達に問いかけられているのではないかと思う

わけです。

現在、私達の国は東日本大震災という大きな

災害を受けました。そのことによって、日本社

会そのものが深い悲しみに覆われ、重苦しい雰

囲気の中にあります。今日いただいた資料の中

にも、「がんばれ、日本」と。特に私達の所で

もそうですが、「がんばれ、日本」という立て

看が各地に立っていますが、本当に何とか奮起

しなければならないという思いがあふれている

ように思います。

このような中で現在の私達の国は、内向き志

向になっているように思います。内向き志向は、

何もこの東日本大震災以降起こっている現象で

はなくて、バブル経済が崩壊してからこの国が

経済的に傷つけられて、そこから立ち上がれな

いような状況の中でまたこのパンチを食らっ

て、ギャフンとしているような状況の中で、ど

うも私達は内に内にと向かいつつあるのではな

いか。「がんばれ、日本」と言いながら、内容

は一つの内向き的な枠の中でしか考えられてい

ない現実を見るような思いがしています。

若者についていろいろな話を聞くときに、最

近の若者達は海外に出たがらない、留学をする

人が少なくなっていると言われておりますし、

ビジネスの世界でも海外にあまり転勤したがら

ない傾向が出ているということを聞きます。私

の世代は古いのですが、でも海外に出ようとす
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る世代でした。かつて若者達は向学心をもって、

世界を見てみよう、世界から学ぼうとして海外

出て行きました。

1960年代の高度経済成長が始まり、70年代、

80年代には、私達は「国際化」を大きなスロー

ガンとして掲げ、多くの若者達が海外に何とか

出て行こうという時代がありました。

今の現実は、若者が海外に出たがらない、留

学したがらない。ビジネスの中でもなかなか出

ていこうとする人達がいないということが起こ

っていると言われています。

深刻な問題は、高校を卒業した若者達、ある

いは大学を卒業した若者達に職が見つからない

ということがあります。皆さん方の学校の中で

もそうだと思いますし、私が立教とか津田で教

えているときも、4年生の学生が来まして、「先

生、すみません。就職活動で授業に出られませ

ん」と。高校や大学を卒業してもなかなか仕事

が見つからない。学生は勉学よりも就職活動の

ためにエネルギーを費やしてしまっています。

60年代、70年代には、学校を出れば仕事は何

とかありました。今はとても難しい時代になっ

てきているように思います。若者達が縮み込ん

でいる。これは大人達も縮み込んでいるのだと

思いますが、若者達が縮み込むような状況、あ

るいは縮み込ませるような状況を、私達はつく

って来たのだと思います。

経済的には GNP で中国に抜かれてしまう。
インドがまた追いついてくる。韓国からも抜か

れそうだという状況で、かつて言われた「ジャ

パン・アズ・ナンバーワン」ということが地に

落ちていくような現実の中で、私達はお互いに

何とかしなければいけないと思いながら、今の

流れの中では、沈み込むような状況が次から次

へと起こっているように思います。

私達の願いは、今日のこの部会のテーマにあ

りますように、グローバルな視点を持った若者

が輩出されていくことです。皆さん方の学校の

教育を通して、また、いろいろな形を通して輩

出され、世界の人々とよい関係を築きながら、

よりよい世界、よりよい社会をつくる働きに参

与してほしいという願いが、私達の中にあるよ

うに思います。国際理解教育ということも、そ

の背後にはそういう願いがありながら、国際的

にいろいろな意味で良好な関係を築きながら生

きていける、そういう人材を一人でも二人でも

輩出していくことが、今、私達にとって大きな

課題と言えると思います。

「国際理解教育」は「隣人理解教育」から

今日のテーマであります「国際理解教育」に

ついては、なぜ「国際理解教育」が必要かとい

う形で問いながら、その目的として「共に生き

るために」ということが大切であるということ

を話させていただこうと思って、この場所に立

っております。

「国際理解教育」については、桃山学院大学

で教えておりました、蔵田雅彦という人がおり

ます。彼は50少し前で癌でこの世を去っており

ますが、蔵田が言っている視点――親しい友人

の一人でもあったものですから、彼の意見に賛

同するところが多いのですが、彼はどちらかと

いえば、国際理解教育というのは遠いところに

焦点が合わさっていると言っております。そう

いう国際理解教育ということでポンと投げかけ

てしまうと、なかなか取りかかる糸口が見つか

らないわけですが、それに対して彼は「隣人理

解教育」、むしろ私達の隣り合わせに住んでい

る隣人との関係の中で考えていく必要を彼の著

（「隣人としてのアジア」日本基督教団出版局、

1993）で指摘しています。そのことによって、

国際理解教育に対する糸口について言えば、私

達の置かれている状況の中で考えていくことが

大切ではないかと思います。

また、皆さん方、特に私学の場合には公立学

校とは違いまして、宗教的なバックグラウンド

を持った学校が多くあります。例えば、私のア

ジア学院もキリスト教主義で建てられた学校で

す。キリスト教を教える学校ではありませんが、

キリスト教主義を基盤にした学校です。キリス

ト教主義学校では、「隣人愛」を教えるのに「善

きサマリア人のたとえ」が使われますが、そう
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いうものを通して考えると、私達にとっては非

常に具体的であって、既にそういう問題を考え

てきた積み重ね、基礎があるわけです。私は聖

書の話を通して生徒と一緒に考えていくこと

は、私学教育の中で許されていることではない

かと思うわけです。

仏教では、「四無量心（しむりょうしん）」と

いう言葉があります。私は仏教についてはほと

んど門外漢ですが、「慈」「悲」「喜」「捨」とい

うはかり知れない心をさす言葉だそうです。他

者への慈しみ、他者へのいたわり、他者の喜び

を自分の喜びとする。そういう考え方が仏教の

中にもあります。ある面においては、こういう

問題を考えていくときにあっては、宗教は問題

を考える一つの基盤を与えてくれるものだと思

います。公立学校では、命の大切さとか、隣人

を愛するということはどういうことなのかとい

うことを考えていくための基礎がないように思

います。そういう面にいては、私達が既に蓄え

を持っているところから、この問題を考えてい

くことが必要なことではないかと思います。

そういう意味においては、蔵田が「国際理解

教育」というよりも、「隣人理解教育」という

視点の中で考えていくことのほうが、より私達

にとって考え易いという指摘は、大切な点では

ないかと思っているわけです。

もう一つ、私達に大きな手がかりを与えてく

れるものは、3月11日と9月11日、同じ11日です

が、2001年の9月11日にニューヨーク、ワシン

トンで起こったテロ事件です。ニューヨークの

ツインタワーがテロの攻撃によって破壊され

る、あるいはワシントン D.C.にあります国防
省が、同じようにテロの攻撃に遭いました。こ

の事件は私達に衝撃を与えました。

この事件の後、インターネットで世界を駆け

めぐったと言われております、アメリカ環境学

者のドネラ・メドウズ（Donella H.Meadows）
の一つのエッセーです。

ドネラ・メドウズは多彩な能力を持った人で

した。自身でも有機農業をやっていました。特

に彼女が共著で1968年に発表しました『The

Limits to Growth（成長の限界）』という本は環
境問題の古典的名著と言われているぐらい、世

界的に非常に大きな反響を呼んだ本です。日本

では1972年にダイヤモンド社から『成長の限界』

という訳で出版されました。

この本を当時、私も読みましたが、日本では

数百万冊販売されたということで、非常に大き

な反響を呼んだということが、発行部数におい

てもわかります。世界の28カ国で翻訳されたと

いうことですから、世界の多くの人々が同じ本

を読みました。この本は、世界の人口問題、経

済問題、環境問題が、将来、どうなっていくの

かということについて、一つの見通しを与えた

本です。特に地下資源の枯渇、石油資源の枯渇

ということを指摘しています。今日、私達が直

面している課題は石油資源の枯渇と原子力発電

の問題です。今日私達は私達のいのちを危険に

さらす原子力発電を使い続けるべきかどうかの

大きな問いの前に立っています。

2001年9月11日のテロ事件の前、2月に彼女は

この世を去るわけですが、彼女は16年間にわた

って、毎週、「ザ・グローバル・シチズン」と

いうコラムを書いておりました。それが約20の

新聞、アメリカの新聞だと思いますが配信され

て、そのコラムで、彼女は今日の問題を考える

手がかりを読者に与え続けました。

その中で、彼女は1990年に「村の現状報告」

というエッセイを書きました。これはマガジン

ハウスの『世界がもし100人の村だったら』に

収録されております。この「村の現状報告」が、

9・11のニューヨーク、ワシントンのあの事件

の後、ネットで世界中を駆けめぐりました。そ

れがまた日本にも届き、日本語で訳され、また

多くの人に配信され、私もそのメールを受け取

りました。日本のマスコミも取り上げ、非常に

話題になりました。

このエッセーの最初は、「もし世界が1,000人

の村であったら」という言葉で書き始められて

おりまして、私達が住んでいる世界について、

地球村（グローバル・ビレッジ）という形で考

えていく一つの手がかりを与えたように思いま
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す。

先ほど言いましたように、「もし世界が1,000

人の村であったら」ということで、大きな反響

を呼び起こして、そして『世界がもし100人の

村だったら』という形で、池田香代子さんが再

話という形で、少し内容を今日のデータなども

まじえながら書き換えられて、ダグラス・スミ

スさんが英語の翻訳のところを担当して発売さ

れました。2001年9月11日に9・11事件が起こり

ましたが、日本では12月に発売され、これもベ

ストセラーになりました。多くの人達がこの本

を読みましたし、また皆さん方の中にもお読み

になった方がおられるだろうと思います。

メドウズの功績は、グローバル化の中で起こ

っている深刻な貧富の格差を、私達の地球を、

1,000人の村に縮めて考えることによって、私

達自身の問題として考える手がかりを与えてく

れたと思います。どこかに取っかかりがないと、

世界で起こっていることやいろいろなことは、

私達とは関係ないことと考えます。なかなか私

達の問題としては響いてこない。しかしながら、

彼女は世界を1,000人の村と考えることによっ

て、これは私達の地球村の出来事という形で、

一つの問題を考える手がかりを与えたように思

います。ちょうど蔵田さんが「国際理解教育」

ではなくて、「隣人理解教育」だと言ったこと

とよく似ていて、私達の場に近づけて考えてい

くというあり方がないと、生きた学びにはなっ

ていきません。

そういう面で、ドネラ・メドウズが書いたエ

ッセー、そして、そのエッセーが、この社会で

すから、インターネットを通じて世界中を駆け

めぐる。日本ではこういう形で本が発売されて、

多くの人達がそれに目を向けることは、世界の

問題を考えるときに非常に大切なことではない

かと思います。

アジア学院について

この関連の中で、私の学校、アジア学院アジ

ア農村指導者養成専門学校について、簡単に紹

介をさせていただこうと思います。

アジア学院を知ってくださっている方もおら

れるし、アジア学院というのはどこにあるのだ

と思っておられる人もおいでになるかもしれま

せん。那須塩原市というところにあります。ま

た、福島原発から110km のところです。福島
原発で3月13日、水素爆発が起こったときに放

射能が飛び散りましたが、110km 離れており
ますが、私達のところに、風の通りがそうなっ

ているらしいのですが、那須町、那須塩原市、

日光市かけて比較的高い放射能が放出されまし

た。

私達の学校も結局、放射能による土壌汚染の

問題に直面しております。地震でもちろん校舎

の損壊を受けましたが、地震の問題と同時に放

射能汚染の問題を抱えております。今、土壌を

ひっくり返そうということで、線量の高い土を

下に入れ、下の土を上にひっくり返すことを考

えております。私達もただ見ているだけではな

くて、これを何とか乗り越えたい。特に有機農

業を標榜している学校ですから、農作物が放射

能に汚染されることはどういうことなのか、そ

のことをどう考えたらいいのか、そういうチャ

レンジを受けています。また、農作物、鶏、豚、

あるいは卵など、そういうものの放射線量を一

つ一つ測りながら、食べられるか食べられない

か、そういう非常に難しい問題に立ちながら、

今、私達は働きを続けています。

今プロジェクターでお見せしているのは2010

年度の学生です。昨年度の学生の写真ですが、

これを見ていただいたら、様々な皮膚の色の人

達、いろいろな国から来ている人達がいます。

アジア学院にいる人達の姿がこの中に写ってい

ます。この中には学生だけでなく、スタッフ、

それからボランティア、彼らはドイツ、アメリ

カから来てくれた人達がいる学校です。

1973年に西那須野で学校を始めまして、2013

年に創立40年を迎えようとしています。公的支

援を受けず、国内外の個人・団体の支援を受け

て、今までこの働きを続けてきました。創設者

は高見敏弘ですが、高見はこの働きなどによっ

て、アジアのノーベル賞、マグサイサイ賞を受
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賞いたしました。

毎年、アジア、アフリカ、太平洋地域、中南

米などの国からも学生を迎えていまして、昨年

度はブラジルからも学生を迎えました。4月か

ら始めて12月に終わる9カ月間の集中トレーニ

ングコースを行っています。夏休みもなく、祝

日も休まず、9カ月間のトレーニングプログラ

ムを続けています

私達は草の根の農村指導者をターゲットにし

て、アジア学院に来て、学んで、またもとの現

場に戻る。個人として招くのではなくて、派遣

団体がいて、その派遣団体から送られて、また

その派遣団体に戻って働きを続けていくことを

期待しています。学生は、毎年30人ぐらいの小

さな学校ですから、卒業生は今までで1,195人、

世界55カ国にまたがって、私達の卒業生がいる

ことになっています。それに毎年2人ないし3人

の日本人学生がおり、彼らの中には、青年海外

協力隊へ行くとか、海外で働くとか、今日まで

続けています。

目指しているところは持続可能な農業で、そ

の土地にあるものを有効に利用しながら、肥料

づくりから始めて、土地を耕し、土地から生じ

た収穫物をいただく。小麦とか、お米とか、野

菜とかだけではなく、鶏とか、豚などの命をい

ただきながら、そこで生活をするという形をと

っています。

それは同時に、学生達がアジア、アフリカに

帰ったときに、現場の中で循環型の農業を実践

することを私達は願っています。

アジア学院を一つのコミュニティと考えるな

ら、全体として、残ったものはすてないで、そ

れを有効利用する。持続可能なコミュニティで

ありたいと願っています。

私達の学校には強調点が三つあって、一つは

持続可能な農業。二つ目はリーダーシップ、そ

のリーダーシップもトップダウン式のリーダー

シップではなく、サーバント・リーダーシップ、

仕える指導者です。農村の中で、農村の人々の

声に耳を傾けながら、農村を指導していく、そ

ういう指導者の養成を心がけております。

コミュニティの形成は三つ目の強調点です。

これら三つの強調点は、農村生活の向上に寄与

していくものと考えています。

アジアやアフリカの人達が貧困の要因の一つ

には、食べられないという状況があります。食

べることが状況をつくっていく。自分達で自立

できる状況をつくっていく。今の農業の実態は、

種を買わないといけない状況があります。農薬

を使っている人達は、農薬を買わなければなら

ない、肥料を買わなければならない。このよう

な農業は土地を疲弊させ、借金を増やします。

アジアやアフリカなどの発展途上国では多くの

ところで、農薬を使った農業が行われている。

それに対して私達は、そうではない、自分達の

村にあるものを有効に使いながら農業を進めて

いく、循環型の農業を目指すことを私達は強調

しています。

今年は、学生が20名しか来ませんでした。30

名ぐらい来る予定でしたが、いろいろな事情で

来れませんでした。1人だけ放射能のことが怖

いから来ないと言った人がいましたが、あとの

20名は来ました。学生達は地震もそうですが、

放射能に対してもすごくセンシティブになって

いて、それぞれ自分達が持っている情報の中で、

問題を捉え、考えているようです。世界の人々

が集まって、様々な情報を持って、人々がいる

ということの中で、私達は、共に生きることの

大切さを考えると、持っている情報が違い、そ

のことによってまた考え方も違って、今年の新

学期から私達は放射能問題について神経をすり

減らすような議論をしてきながら、ここまでや

っときたということです。ですから、みんなが

共通理解に立って、共に生きていくということ

は、そんなに簡単に言えないということを、私

達は改めて考えさせられています。

また、私達のスタッフの中には、日本人だけ

ではなく、アメリカ人2名、韓国、ガーナ、フ

ィリピンから各1名がいて、共通語を英語とい

う形で、日々の生活をしております。日本の学

校の中ではユニークな学校の一つではないかと

思います。
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それと海外からのボランティアを積極的に受

け入れています。海外から青年を受け入れてい

くことによって、お互いに刺激し合い、お互い

に向上していくという意味があります。今現在

は、ドイツ、アメリカの青年がいます。大体1

年から2年ぐらいの予定でアジア学院に留まり、

私達と生活を共にしながらボランティア活動を

続けています。それから、地域の人の中で、私

達の働きに協力してくれる人達がいます。

このような事から、世界から、常時70人ぐら

いの人々がいて、アジア学院コミュニティを形

成しています。そのことから言いますと、ドネ

ラ・メドウズが、世界の人々が集まる村がもし

1,000人の村であったらという言い方をしまし

たが、そういう意味においては、私達も50人ぐ

らいの小さな地球村を形成していると言えま

す。世界の人達が一緒にいながら、どういう形

でお互いに理解し合って生きていくことができ

るかという、一つの実験場のような場を私達の

学校は持っているように思います。

そこから見えるものについて、言わせていた

だくならば、結論からいえば、私達は結局、民

族とか、文化とか、宗教とか、考え方とか、言

葉とかが違っている。これは当たり前のことだ

と思いますが、そのように違いを尊重して、共

に生きようとする意思がそこにあるならば、違

いが違いとしてではなく、違っているというこ

とが、色とりどりの豊かな色彩を持っているコ

ミュニティの形成の可能性を、私はアジア学院

の働きを通して見ています。

毎年10月、「収穫感謝の日」というのを行い

ます。今年も行いました。その時に、「Coloring
the world with, love, care harmony in difference
（愛と思いやりと調和で、色とりどりの地球

に！）」というテーマを設けて行いました。こ

れは学生達が話し合って付けたテーマです。毎

年違うテーマが選ばれますが、私はいつも、こ

のテーマの中にいろいろな意味が込められてい

ると思います。特に違っているということにつ

いて、“in difference”というのは大切なことだ
と思います。日本社会は、なかなかディファレ

ンスを認めない社会です。けれども、違いがあ

る中において、love と care と harmony をもっ
て、色彩豊かな社会を形成していこうという思

いがこの中にあって、それは私達が願っている

ものと同じことではないかと思うわけです。

私達の国際理解教育にとって大切な点は、ま

ず私達が相互に違っていることを受け入れ合う

ことではないかと思うわけです。そのために身

近な課題として、隣人理解教育が必要だという

ことが言えると思います。私達の社会は、他者

と違っていることや、違っている人を排除する

傾向が強いように思います。初めに申し上げた、

今日の日本社会の内向き傾向は、ある面におい

ては違っているものをますます排除していく危

険性があって、インクルーシブ、内に包み込ん

でいくようなあり方ではなくて、エクスクルー

シブ、外へ押し出していくような傾向がありま

す。その点において、グローバル化の中で、様

々な人々が隣人としているという現実を認め合

っていく。当たり前のことを当たり前のものと

して認めていくことが、私はとても必要なこと

ではないかと思えるわけです。

違っていることを認め合う一つの例として、

例えば隣国の北朝鮮に対するこの国のあり方に

ついて、だいぶ前から疑問に思っていきました。

また私達キリスト教の立場から平和や和解につ

いて発信したりしていかなければならないので

すが、今の状況では、言うとたたかれてしまう

ような状況があって、なかなかそうはなりませ

ん。

かつて東京大学経済学部部長をされて、日本

の様々な要職に就かれた、隅谷三喜男先生がい

らっしゃいます。隅谷先生は、NCC（日本キ
リスト教協議会）のキリスト教アジア資料セン

ターの理事長を、その出発からずっと担ってく

ださいました。どんな忙しいときでも会合に出

てきてくださって、アジアとの関係、特にアジ

アの教会との関係が大切だということを、繰り

返し繰り返し私達に言われました。

隅谷先生が特に北朝鮮との関係で言われたこ

とは、政府と政府の関係がうまくいかないとき
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にも、しっかりと北朝鮮の関係、私達には教会

との関係になりますが、教会との関係をつくる

必要があると言われました。表向きに先生が動

かれたわけではありませんが、水面下では、北

朝鮮との和解の働きをとろうとして努力されま

した。国と国との関係が途切れる中で、人と人

との信頼関係を築くようにというのが、隅谷先

生のメッセージでした。日本政府をはじめとし

て反北朝鮮の立場に立って、北朝鮮たたきが行

われ、北朝鮮の立場に立つならば、たちまちま

たたたかれるような状況の中で、両国の関係を

冷静な目で見るあり方がこの国の中で必要だと

思いますが、なかなかそういう人々の声が表に

出てこず、打ち消されていくようなことが起こ

っています。

しかし、過去の歴史を私達が見ていくならば、

日本の軍国主義は朝鮮半島を植民地支配いたし

ましたし、北朝鮮のピョンヤン（平壌）には一

番大きなピョンヤン神社を、ソウル（京城）に

も神社をつくりました。当時の朝鮮人に参拝を

強制いたしました。また、日本への強制連行を

いたしましたし、女性の人達には強制的に「日

本軍慰安婦」として働かせました。

戦前のピョンヤンは東洋のエルサレムと言わ

れ、キリスト教の中心地でした。ピョンヤンに

キリスト教の中心があった国です。ですから、

そこに現在もクリスチャンがいるのは当然のこ

とであるわけです。

戦後の冷戦時代の中で、私達は北朝鮮という

ものに対して敵視政策をとり、独裁政権の下で

のわけのわからない国のように考えてきまし

た。きっとこの国の人達と私達日本人が出会っ

ていないから、そういうことが起こってきた。

また、意識的に私達は戦後から今日までこの国

と人々を無視し続けてきたことによって、今日

のような北朝鮮に対する私達の国の態度が出て

きたように思います。勿論拉致問題も両国の関

係をこじらせる大きな要因でした。

私はどの国に対しても、どの国の人々に対し

てもそうですが、我々の歴史への真摯な視点と

相手を理解しようとする姿勢なしには、国と国

との信頼関係が構築されないと思っておりま

す。そのことはすごく大切なことだと思います。

北朝鮮敵視政策をとるよりも、国交を正常化し、

北朝鮮をテーブルの前に出して協議をし、その

中で両国の問題を話し合うほうが、私達の平和

的な方向、問題解決の方向が見えてくると思い

ますが、なかなかそういうふうにはならない、

そういうふうにさせない力が働いてくるように

思います。

国際理解教育というのは、北朝鮮との関係づ

くりを含めた困難な問題を担っていく、そうい

う問題を担いながら、問題をきちんと見ていけ

るような人材をつくることが、この国の将来に

とって必要なことだと思います。何かただ国際

社会の中で国益に基づいて発言したり、いろい

ろなことを言っていく人だけではなくて、そう

いう意味において和解の働きがとれるような人

材の育成も、国際理解教育の中での一つの大切

な課題ではないかと思います。

多様な人々がいるアジア学院で私が学ぶこと

は、互いの違いを受け入れ合うことの大切さだ

と思います。アジア、アフリカから来た人達に

対して、日本の習慣はこうです、アジア学院の

規則はこうです、ここにはまりなさいというこ

とであれば、みんなはストレスがたまり、不満

が出てくるわけですが、そうではなくて、私達

スタッフも心がけていることは、来た学生から

も学ぶ。私達の学校は教育をする、教える学校

だけではなくて、彼らからも学ぶ、お互いに学

び合うあり方、姿勢を非常に大切にしておりま

す。そのことなしには、様々な国の人達が来て、

数カ月間ではありますが一緒に生活をすること

はなかなか難しいことです。そして、その中で、

一つの小さなコミュニティを形成して、これだ

ったら一緒に生きることができるという、小さ

な経験をお互いに積み上げていくことが、これ

からの一人一人の生活にとって大切なことだと

思うわけです。

私は8年間、アジアキリスト教協議会（CCA）
というところで働きましたが、みんなで20数人

のスタッフがおりまして、いろいろな国から来
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ていました。私は最初、私達はキリスト教の信

仰に立っているのだから、一緒にやれる、お互

いによく理解できるならば、私達の信仰によっ

て一致できると単純に考えておりましたが、無

残にそういう考え方は破られました。そんなこ

とはない。信仰を持っていようと持っていまい

が、どの国であろうとなかろうと、違うことは

違う。それを一緒にすることはできない。結局、

一緒に働くということは、お互いに違いを認め

合いながら、共通の場所を見出しながら、そこ

で共に働く。そのことなしには互いの信頼関係

は起こってこないことだと思いました。

そのような意味において、自分自信がそうい

う努力をしていくことなしには、お互いが理解

するということは起こってこないのではないか

と思うわけです。そのためには、私達は世界人

権宣言や、国際人権規約や、国際的に承認され

ている取り決めをしっかりと受けとめる。一人

一人が人間として尊厳をもって生きていること

を受けとめていく、そのことが大切なことだと

思うわけです。

私達はどこかでアジアやアフリカの人々に対

して蔑視、その裏返しとして欧米人に対する劣

等感のようなものを持っているように思いま

す。アジアの他の国の人達の中にも同じような

傾向があります。

韓国のアジア研究院院長の呉在植（オ・ジェ

シク）先生は、日本は明治維新以来、「脱亜入

欧」政策をとってきたが、戦後この方、この国

は「脱亜」の政策は変えず、「入欧」が「入米」

に変わっただけである。そこからはアジアの国

々との信頼関係は生まれない。そして、彼のメ

ッセージは、日本はアジアへ帰るべきだ、地理

的にも、地政学的にも日本はアジアに位置して

いるのであって、そのアジアの中で生きていく、

そのあり方を明確にすべきではないかという講

演をキリスト教関係者の集まりでされました。

私達はアジアに対する関心を向けているとい

うことを言いますが、どこかにアジアとの関係

に対して距離感みたいなものを持っておりま

す。特に隣国との関係で考えるならば、韓国と

の関係、中国との関係、台湾との関係、北朝鮮

との関係、私達は本当にこの一番近い国の人達

との信頼関係を持っているのかということを考

えさせられます。この国の中心で歴史歪曲の問

題が起こったりしますと、途端に隣国から厳し

いリアクションが起こってきます。十分に信頼

関係を築いて来なかったことが分かります。

また、韓国・生命と平和学大学院院長の金容

福（キムヨンボク）先生が、当時、私は東京に

おりましたので、東京のオフィスに来てくださ

って、韓国の学生を日本の大学で勉強させたい

という相談にこられました。その話はそのとき

に、金先生は、英語と日本語と中国語ができる

韓国の青年を育てたいということを仰いまし

た。

中国、台湾、韓国、日本を含めたこの地域の

中では、東アジア共同体という構想があります

が、なかなか進まない。今、ちょっと宙に浮い

たような形になっています。EU ができ、そう
いう形で経済圏や地域の共同体が形成されてい

く中で、東アジア共同体という構想がこの地域

の中にも生まれておりますが進みません。進ま

ない理由の中には、基本的に信頼関係がないと

いうことです。その中で、それを担う人材を育

てるために、学生を送りたいということを言わ

れました。

日韓の関係で言うならば、日本の植民地支配

にもかかわらず、日韓の関係をつないできた人

達は、政治家ではなかったと思います。目に見

えた政治家や私達の政治指導者、韓国の政治指

導者の中でのつながりが日韓の関係を築いてき

たのではなくて、韓国の中での良心的な人達、

日本の中での良心的な人達、その人達が水面下

でつないできたことによって、今日、戦後の日

韓の関係が築かれてきた。特に戦後の日韓の関

係を築いてきた韓国人達の中に、日本語を話す

人達がおられたということが、それは植民地支

配の結果ではありますが、そのことはお互いに

共通理解を得るために非常に役立ったというこ

とが言えるように思います。金大中元大統領は

クリスチャンですが、金大中元大統領が北朝鮮
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に対して太陽政策をとることの原動力になった

背後の中には、韓国内の良心的人々の支援やい

ろいろなサジェスチョンがあったからだと言え

ます。

その意味において、金容福先生が、これから

の学生の中で、少なくとも日本語、中国語、英

語ができる青年を育てる。語学教育は、後の分

科会の中でもお話があると思いますが、私はす

ごく大切な点で、これは日本の側からすると、

日本の青年の中にコリアン、中国後ができる青

年を育てていくことも、私達にとって一つの課

題ではないかと思います。

隣人理解教育が必要だということを言った蔵

田さんは、韓国の教会からは、将来、日韓の架

け橋になってもらいたいと期待された人でし

た。日韓の架け橋になってくれる人材が韓国の

側から求められているし、また日本の側からも、

本当の意味において二つの国の架け橋になれる

人材が必要です。

必要なことは、単なる外国語を話す人を増や

すことではありません。教育の中でもそうだと

思います。相手の民族とか、文化を理解する人

材の育成が、私達にとって大切なことではない

かと思います。

共に生きるための国際理解教育

まとめとして、なぜ国際理解教育が必要かと

いうことに対して、私は共に生きる世界の構築

のために必要だと考えております。その意味に

おいて、共に生きるための国際理解教育が問わ

れていくのではないかと思います。今日の世界

人口は、この月末に70億に達するということが

言われています。皆さんご存知のように、今日、

この同じ地球上に住む人達の中で、国連世界食

糧計画（WF）の発表ですが、9億2,500万人の
人達が飢餓の中で生活をしていると言われてい

ます。その多くの人達がアジアやアフリカの貧

しい農村に住んでいます。現在でもソマリアで、

今回の大干ばつ、政治不安で、このままほって

おくと数週間以内に70数万人の子ども達、女性

が死んでいくことになる、そういう警告が国連

を通して世界に対して発信されています。世界

中に住んでいる7人に1人が飢餓の問題で苦しん

でいる。その状況を私達は私達の問題として考

えていく必要があるのではないかと思います。

農業問題専門家の大野和興さんが岩波雑誌

「世界」（「農と食の崩壊と再生」2008年5月）

の中で、アジアやアフリカの貧しい地域に住む

人々は穀物を食べ、豊かな国の人々は穀物を食

べる動物の肉を食べている。日本列島の住民は

メタボ傾向を強めている、と指摘をしています。

メタボというのは、今、成人病の一つの中に数

えられていますが、これは私達の今の国のあり

方を象徴しているものだと思います。一方に飢

えで苦しんでいる人達がいる、地球のどこかで

そういう人達がおりながら、一方で私達は経済

的に豊かな生活をしている。

アジア学院では、毎日、地域の給食センター

から、小学校の子ども達が食べ残したパンと御

飯をもらってきます。いただいたパンや御飯と

米粉を混ぜて、豚のえさをつくります。私達は

非常に助かるのですが、この間も混ぜ御飯をも

らってきました。一つ一つビニール袋に入って

いるので、子ども達一人一人が食べた量だと思

いますが、丸ごと残している子ども、一口だけ

食べて残している子ども、みんな食べた子ども

もいるのだろうと思いますが、たくさんの残飯

が残って、私達はそれを使って豚のエサなどに

しているわけです。

一緒に働いているフィリピンのスタッフが、

子ども達の食べ残しを見ながらため息をついて

いるのです。彼はきっと心の中で、「どういう

ことか！」ということを言いたかったのだろう

と思います。私自身も自問自答しながら、これ

は一体どういうことなのだろうか。現在のソマ

リアで、75万人の子ども達が死んでいくという

ことを聞きながら、一方でこういう形のものが

許されている社会というのは、一体どうなのだ

ろうか。学校教育の現場は、家庭教育は、どう

なっているのだろうかということを思わざるを

得ません。

思想家の丸山真男がつくった造語の中に、「他
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者感覚」という言葉があります。他者の立場に

立って物事を考える力、そのことを通して自分

を見直す、そのことについて「他者感覚」とい

う言葉を丸山は使っています。

岩波雑誌『世界』編集長の岡本厚さんによる

と、日本は1970年代ぐらいに「他者感覚」をな

くした国だと。1970年代というのは、ご存知の

ように、高度経済成長をずうっと続けていくそ

の時代に、日本は個人主義、私中心主義の個人

主義に落ち込んでいった傾向がある。自分達の

生活、自分達の家族の幸福に目が奪われて、私

達は広く物事を見ていく視点を失っていったの

ではないかという指摘をしています（「座談会

―日本の右傾化と東アジアの平和」『この国に

生きる』所収、いのちのことば社、2007）。さ

れました。私はそれが今日の現在の青年の内向

き志向、この社会の内向き志向に結び合ってい

るように思われます。

大人達を含めた子ども達が、同時代に生きる

人々の問題を、国境を越えて考える力を養うた

めにも国際理解教育は大きな役割を担っていく

べきだと思います。どうもありがとうございま

した。
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「語学教育と国際理解との可能性について」

共愛学園高等学校 教諭 塚 本 真 理

お早うございます。私は共愛学園高等学校で

英語教員をしております塚本真理と申します。

英語科進学コース3年生の担任をしています。

本日は国際理解教育の部におきまして、英語の

授業が国際理解をどのように深めていけるかと

いう可能性についてお話しさせていただければ

と思います。まず始めに、アイスブレーキング

といたしまして、皆さんに私が授業や、アジア

研究会という活動の中で行っているワークショ

ップの一部分を体験して楽しんでいただきたい

と思います。本日ここにお集りの皆さんは全部

で約40名ですので、タイトルは「世界がもし40

人の村だったら」です。

今からこのお部屋は地球になります。そして

皆さんは色々な国からおこしになっています。

お一人ずつカードを持っていただき、周りの方

には見せないで、ご自分だけご覧になって、今

からご自分の国の「挨拶の言葉」で挨拶をしな

がらお部屋を回っていただき、そして、同じ言

葉で挨拶している仲間の方を見つけたら手をつ

ないで、集まって座っていってください。話せ

るのは挨拶の言葉だけです。それではどうぞ。

1.Icebreaking1:「世界がもし40人の村だったら」
大体集まっていただけましたら、お座りくだ

さい。仲間が見当たらなかったは残念ですがお

一人でお座りください。これはもう、何をして

いるかおわかりになると思うのですが、「世界

でどんな言語が話されているのか」ということ

を体験していただいています。一番多いのは「挨

拶の言葉を教えてください」。「ニーハオで中国

語ですね」。次に多いのが「ハローで英語です」。

そして「オラでスペイン語」。「ナマステでヒン

ディー語です」。

このワークショップは、この後いろいろと展

開させることが出来ます。大陸ごとに分かれて

いただき、このロープの中に大陸ごとに入って

もらい、人口密度を体験しているのがこの写真

(略)です。

アジアの方、手を挙げたいただけますか。た

くさんの方がいらっしゃいますが、この一番大

きな輪っかの中にぎゅーぎゅーに入っていただ

きます。南アメリカの方、挙手をお願いいたし

ます。南アメリカの方はこの少し小さい輪っか

の中に余裕で入っていただけます。

さらにアジアの方達には紙が15枚、ヨーロッ

パには10枚、北米12.5枚、南米1.5枚、アフリ

カ1枚が配られます。紙の枚数は各大陸で作ら

れているあるものの量を表していますが、さて、

それは何かおわかりになりますか？これヒント

は地球温暖化です。正解は CO2ですね。各地
域の一人当たりの CO2の排出量をみることか
ら、先進国が地球温暖化に大きなダメージを与

えており、持続可能な社会を築く上での責任を

考えることがテーマになっています。
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カードの右上を見てください。△の方、手を

挙げてください。クッキーを80個差し上げます

（と言うと、生徒は大喜びします）。□の方、

クッキーを15個差し上げます。○の方は残念な

がらクッキー1個です。これはもうお分かりだ

と思いますが、富の分配の不公平さを体験して

もらっているわけです。貧しいグループに入っ

た生徒の中には、ようし、戦争だ！といいなが

ら、豊かな国に交渉にいく生徒が至り、中間層

のグループは静かに仲良く分け合ったりしてい

る姿が見られたりしますね。

この様にこのワークショップは経済格差、高

齢化社会、地球温暖化など世界の諸問題を体験

的に学習することが出来ます。今紹介しました

「世界がもし○人の村だったら」の他にも「貿

易ゲーム」やお弁当ゲーム（これは食糧自給率

を考えるものですが）など、色々な開発教育の

参加型学習プログラムがあります。私が所属し

ている開発教育の Dear という NGO でも数々
のワークショップやテキストが紹介されていま

すし、開発教育の教材だけでなく、テレビの番

組や映画等も各単元の導入に良く使います。な

ぜそうするかといいますと、例えば、Lesson4
で Bridge over Troubled Water (明日に架ける
橋)という曲について学ぶのですが、このよう

な英文が出てきます。This song became a
symbol of the suffering, self-sacrifice, and hope
for freedom of those who were suffering from
apartheid.「アパルトヘイトに苦しんでいる人
々にとってこの歌は、苦しみ、自己犠牲、そし

て自由への希望の象徴となった」という文があ

ります。これについて、文法の説明、音読、英

作等色々なパターンを使って学習するわけです

が、さらにこの一文の裏に存在する様々な歴史

的背景を学ぶことによって、この一文がもっと

真剣に私達に迫ってくるからです。そこで、

Lesson4ではアパルトヘイト政策をとりあげた
映画「Cry freedom」をみます。ネルソンマン
デラとともに働いて殺害されたビコという黒人

の人がアパルトヘイト政策の問題は白人にある

のではなく、黒人の中にあるんだ！というくだ

りを何度も見ます。差別と偏見の日常の中で、

いつの間にか黒人は劣っているのではないかと

錯覚し、生きようとする意欲を失っている現実

があるが、文化に優劣なんかあってはならない

んだと自分達の文化に誇りを取り戻そうとする

訴えるシーンを何度も英語で見ます。このよう

に、授業の内容を掘り下げていける教材を用い

るだけでも、本日のテーマ「英語の授業をとお

して国際理解教育を深める」ことは大変可能で

す。しかし今日の私が皆さんに投げかけるテー

マは、「英語というものをどう捉えるか」、これ

が生徒そして教師自らの国際理解教育の原点で

はないか、ということです。

そこで、私はこの「世界がもし？」のワーク

ショップをするときに必ず世界にはどれくらい

の言語があるのか、と質問します。正解は6000

語、しかしその半数以上が近い将来死滅すると

言われているのはなぜでしょうか。そして、英

語のランキングを確認します（世界第2位）。そ

してその英語が世界のどの国で使われているの

かを言語分布マップで確認し、なぜ広がったの

かを考えます。そうすると、「産業革命（印刷

技術）」「 植民地政策」「アメリカ経済の発展」

などの理由によって広がっていったことが明ら

かになります。さらに、なぜ英語を勉強するの

か？と考えてもらいます。「かっこいいから、

アメリカ人みたいにペラペラになりたいから（1

年）」「しゃべれる様になって、世界の多くの人

と友達になりたいから（2年）」。3年くらいにな

ると、素晴らしい答えが返ってきます。後ほど

3年の意見をお伝えしましょう。

2.Icebreaking 2:間違えやすい単語
ではここでまた、皆さんに質問です。

① karoshi / futon / otaku この中で英語はどれ
でしょう？

正解は、3つとも英語です。ウェブスターの

英語の辞書に載っております。このように他の

言語が英語にどんどん加わっているという歴史

があります。例えばフランス王のルマンディー

公 William がイギリスを制覇した(Norman
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Conquest)1066年以後、200年間フランス語が議
会、法廷で使われ、英語は姿を消す。その後、

pork, cabbage, stew などの台所関係のフラン
ス語が英語に加わりました。

② air / heir hear / here son /sun この3つのう
ち発音が異なるのはどれでしょうか？

英語を学習するものにとって、これはたまり

ません。こんなに綴りが異なるのに発音は同じ

だからです。皆さんは、Great Vowel Shiftの謎
をご存知でしょうか。1400年から1600年の間に

何かが起こり、母音がひとつづつあがったとい

うのです。昔 moon は「もーん」と発音して
いました。しかし何かが起こって、「おー」が1

つあがり、「うー」となり、「ムーン」となりま

した。Name も昔は「ナメ」でしたが、「ア」
が1つあがって、「エイ」となり「ネイム」とな

りました。これは、歴史の強い方ならすぐおわ

かりになると思いますが、黒死病、ペストが全

ヨーロッパを襲い、知識階級がなくなり、大多

数の下層の人々が使っていた英語が表に出たと

いうことです。

生徒が発音を読み間違えたとき、笑いが起き

ます。本人も照れ笑いをします。その時、いい

え、間違えていい！といってやる！なぜなら、

1.英語は歴史の中で変化し続けているから

です。

2.私達日本人には、言語間距離の問題があ

ります。ヨーロッパの人が英語を習得す

るのは比較的簡単と言われています。同

じアルファベットを使用し、良く似た単

語があるからです。日本語は語順も全く

違います。

3.耳の機能も違います。私達日本人は生ま

れた時から、「あいうえお」しか母音が

無い。Ra の「ら」と La の「ら」、の区
別等無くみなおなじ「ら」なのです。一

方中国語等はらーとラー等同じ「ら」で

もいろいろあるので聞き分ける耳の機能

が備わっていると言われています。

このように私達日本人が英語学習が不得意で

あるという、立派な理由がそろっている上、

①私達日本人は人前で恥をかくことを良し

としません（恥の文化）

②そして、欧米諸国の英語を正しいモデル

とし、似せようとするあまり、そのゴー

ルの遠さに 絶望感を覚えるのです。

私達日本人は英語教育によって傷ついていま

す。それなのに、さらに追い打ちを欠けるかの

ごとく、NHK の英語でしゃべらなんとかとい
う人気長寿番組では、native speaker のボスの
下で働く日本人ビジネスマンが、冷や汗をかき

ながら英語で会議をしている場面等を紹介して

います。

「失敗を恐れずどんどん話していきましょ

う！欧米で話されている正しい英語の発音を身

につけ、欧米の文化をしっかり学べば、こわい

ものなし！ビジネスの世界でもリーダーとして

活躍できる！」と言っていますが、これは本当

に正しいことでしょうか？

①私達は、恥の文化と同時に、間の文化が

ある。Turn-taking順番に話していく文化
があります。

②欧米人の様に振る舞い、肩をすくめたり

しながら、英語を話す事は美しい事でし

ょうか。インド人が習得したいと思って

いる英語は、アメリカ人の英語でも、イ

ギリス人の英語でもなく、インドの教養

ある人達が話す英語だそうです。

③英語力と経済力は等しくない現実があり

ます。英語を使用しているフィリピン等

も以前経済状態は余裕のあるものではあ

りません。

このような現状を押さえないで、英語力をあ

げよう！英語力さえあれば、いい大学に入れる、

いい会社に就職できると教員も生徒も信じて勉

強を続けるのは危険。

英語教師は一歩間違えば、欧米文化崇拝者で

あり、英語偏重主義の犯罪者になってしまう。

では、ここ最近の英語を取り巻く社会の動きを

見てみましょう。大変なことになっています。
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3.日本の英語教育変遷と現在の英語偏重状態

2010年 「二年後に社内公用語を英語にする」

日本企業現れる。

2011年 「公立小学校5、6年生の授業に「英語

活動」の時間が設置。

2013年 高校の学習指導要領改訂「英語の授業

は英語で行うのが基本」

これを図にしてみますと、

松本茂（英語で英語の授業、ディベート）

明石康（元国連事務次長）楽天、ユニクロ

VS
これに対し、たくさんの先生方が、ちょっ

と待ってと警鐘を鳴らしています。

鳥飼玖美子「英語公用語は何が問題か」「国

際共通語としての英語」

寺島隆吉「英語教育が滅びるとき」

江利川春雄「英語教育のポリティクス」

鈴木孝夫「ことばと文化」

斎藤兆史「日本人と英語」

大津由起男「危機に立つ日本の英語教育」

★松本先生は、「日本では日常の生活の場面に

おいて英語を使う機会が少ないので、教室と

いう場を英語のコミュミケーションの練習の

場としても捉えるべき」と考えておられるよ

うです。

★しかし、寺島先生等は、体育の授業を受けた

だけではテニスの選手になれないのだから

…。英語の授業を受けて英語がぺらぺらにな

れるのか。

★テレビ等の外国語講座などでは、韓国語の授

業は韓国語でやりなさいとかイタリア語で教

えてないからだめという意見は無いのに、な

ぜ英語だけ英語で？？

★日本の中での英語は「生活言語」ではなく「学

習言語」であるから、文法を土台にしながら

日本語で学習するのが最短ではないか。

★韓国の例：益川敏英先生がノーベル化学賞を

受賞したとき、韓国の研究者達は、日本は母

国語で科学を学べるからいいなあ、と漏らし

たそうです。韓国の大学では、科学をすべて

英語で学ぶ為、深く掘り下げて考え研究する

ことが出来ないという意見が圧倒的だそうで

す。

★携帯電話市場など、日本独自の進化が進みす

ぎて、逆に世界市場から孤立してしまう「ガ

ラパゴス化」が叫ばれることが多い日本企業

ですが、楽天、ユニクロの両社はそうした枠

を打ち破って、グローバル企業へと"脱皮"し
ようと考えているのでしょう。

★しかし、鳥飼先生は、このような事態は「英

語帝国主義」であり、現代のグローバリゼー

ションとは何と言うことは無い、アメリカ帝

国主義だったと仰っておられます。

★津田先生も、英語と英語以外の言語との不平

等な状態を「英語支配」とよび、支配されて

いると気づかずに英語に支配されている日本

の現状を「幸せな奴隷」と形容されています。

★英語に夢中になっているうちに、自らの言語

を軽視したりしかねない。自らの言語世界と

アイデンティーを捨てることに繋がるという

ことでしょうか。

★江利川先生は、英語教育が会話中心の薄っぺ

らいものに成り下がってきている元凶は経団

連にあるとのご意見をお持ちです。「経団連

の多くの役員企業がアメリカを中心とする多

国籍企業の利益代表としての性格を強めてお

り、英語の使い手を増やす方向の圧力が教育

界に向けられている。」

このような激しい論争をどう英語教員は受け

止めるべきか。確かに中国、韓国はじめほとん

どのアジアの国が小学校から英語を学んでいま

す。

このままでは世界に取り残されると焦った企

業と文科省が新たな方針を打ち出したのか、黒

幕に経団連がいるのか、この混迷状態に果たし

て終止符が打たれる日は来るのでしょうか。

得をしているのは自信が持てない日本人の心理

を利用した英語ビジネス業界！では、ないでし

ょうか。

でも、生徒達は英語を勉強したがっている。

ここで、生徒達が暗唱を好むスピーチを紹介し

ます。
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（Video:キング牧師とスティーブジョブ氏のス
ピーチ）

民主主義、司法の独立、基本的人権、三権分

立等の概念が生まれたのはイギリス。そして、

人種・男女差別廃絶や、無学歴であっても成功

できると言うドリームが生まれたのはアメリカ

です。

私は1998から2002までの5年間アメリカ、カ

リフォルニア州サンノゼというところに家族で

住んでおりまして、前半はカレッジに通ってプ

リスクールの教員免許を撮りました。（これは

実習のアメリカのモンテッソーリの幼稚園での

写真(略)です）（次の写真(略)もそうです）。実

は私は日本の幼稚園教諭の資格も持っていまし

て、日本の幼稚園とのいくつかの相違点にも驚

きました。こども達はジグゾーパズルが大好き

です。日本の幼稚園ですと、アンパンマンとか

ぐりとぐらとかのジグゾーパズルがあったりす

るのですが、アメリカの幼稚園ですと、このよ

うなジグゾーパズルが用いられているのです。

これも実習中の写真(略)で、異文化理解の単元

として、私は自分の国の昔話や音楽を紹介させ

てもらいました。幼い頃から人は平等であるこ

とを教え、この世界には多くの文化や考え方、

生き方があることを教え認めあう教育が、実践

されていることに驚きました。

さらにその後私は公立小学校の特殊教育、自

閉症のクラスに勤めました。アメリカの自閉症

のクラスは TEACCH という教育に基づいてカ
リキュラムをたてています。TEACCH という
のは、ノースカロライナ大学のショプラー教授

が研究、開発し、実践しているものです。

Treatment and Education of Autistic and related
Communication handicapped CHildren
（自閉症及び近縁のコミュニケーション障害の

子どものための治療と教育）

基本理念としまして、1.自閉症の人達の特性

を文化ととらえ共に生きる。2.自閉症の人達の

特性や機能に合せて環境の方を変更（構造化）

し、構造化された教育を行なう。周囲の人達が

自閉症の人達に歩み寄り、自閉症の人達がその

場面で何をすればよいのかを理解し、安心して

行動出来るように 環境を視覚的に分かりやす

く整理し、構造「明確」化し、自閉症の人達の

適応能力の不足を補完する、というものです。

自閉症の人達は、かも知れないという予測を立

てて行動することが難しく、これから起こる事

も予測出来ず 不安で混乱するのであって、視

覚優位の自閉症の人達が目に見える形（絵カー

ドなど）で分かりやすく提示し 今、何をどう

するのか、何をどれだけやれば終わりかという

予測が可能なようにする。（写真(略)をご覧く

ださい。生徒達は今自分がやるべき学習のみに

集中できるようにしてあり、カードにそって移

動、学習する内容も変わっていきます。次も、

視覚に訴えたクッキングの時間です。）環境の

方を自閉症の人達にとって理解しやすいように

することで、不必要な不安が取り除かれると、

逆にこだわりが薄れ、自分の方から外界に働き

かけようとする自発性が芽生えるようになって

いきます。

このように、幼い頃から平等を学び、また、

障害を持つ人達の文化を理解しようと歩み寄る

理念等、私が経験したわずか5年のアメリカの

生活の中でも、学ぶところがたくさんありまし

た。ですから、現在の私の生徒達も英語の教材

を通して様々な新しい価値観、考え方に日々で

あっていると思います。

英語が広く国際語として用いられたのは最初

は植民地政策によるものでありましたが、その

後も強い強制を伴わず用いられたのは、やはり、

英語にある価値があったからと考えます。では、

「ある価値」とはなにでしょう？私は、英語は

「鏡」と「扉」の役目を果たしてきたといえる

と思うのです。

英語という鏡：

私達は英語を学び、自己と異なる文化、価値

観、考え方にであって初めて自分を見つめ直

すことが出来る。自分を知ることが出来ます。

ですから、私の英語の異文化理解の授業では、

他国の文化や慣習を学んだ後、必ず「では、

日本ではどうでしょうか？日本の食生活で
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は、そのような工夫はどんな形でなされてい

るでしょうか」などと日本を見つめ直す時間

を取っています。そして、自分達の文化に対

する誇りを培っていきます。

英語という扉：

英語を学習することによって、海外にいった

り、外国の友人とコミュニケーションとはか

り、諸外国の現状を知ります。この地球には

自分と異なる人間が住んでいて、皆でこの国

を share して生きていかなければならない。
独占してはいけない。共有し、共生していか

なければならないことに気づいていきます。

3年生の総合英語の時間、ムハマドユヌス氏

のグラミンバンクについて学ぶ単元があるの

ですが、生徒の中には自主的に、マイクロク

レジットがイスラムの暮らしに及ぼしたプラ

スの点、そしてマイナス点等も調べたり、ユ

ヌス氏の提唱するソーシャルビジネスに是非

自分も挑戦したいという生徒がいまして、先

日某大学の社会企業学科に見事合格を果たし

ていました。象と人間社会の共生の問題を扱

った単元もあるのですが、ある生徒はさらに

勉強したいと、この冬休みにタイ東北部のゾ

ウの村を訪ねるスタディーツアーに参加する

生徒もいます。このように世界の様々な問題

が、実は自分の問題なんだと気づく生徒がい

る、ご飯を食べることの出来ない物乞いする

こどもがいて、ああかわいそうに、ではなく、

自分の豊かな生活の裏側にこのこどもの貧し

い暮らしがあったんだということに生徒が気

づく。このことが教師の目標だと考えていま

す。

この様に、英語の持つ鏡と扉の2つの働きが、

国際理解教育を大いに深める役割を担っている

と実感しております。英語がこのような特別な

働きをもっているからこそ、今日に至るまで英

語は特別な発展の仕方を遂げてきました。そし

て、いまや、単に英語は English とよばれるの
ではなく、World Englishes とよばれる様にな
ってきたのです。

4. World Englishes
私はWorld Englishes という考え方が、大好

きです。David Crystal 博士によると、世界で英
語を「母語」とする人は3億人、「公用語」とす

る人は10億人、さらに「外国語」「国際語」と

する人は7億人で、英語の話し手は20億人以上。

世界の約三人に一人は英語を使っています。

そうすると、英語を母語としない人々のいろい

ろな種類の英語が存在するわけです。現代英語

の有様を三つの同心円に描いたのが、Kachru.
中心は英語を母語とする国の人々で、イギリ

ス、アメリカ、カナダ、オーストラリアなど。

外側の輪には、英語を第二言語とする国の人々

で、インド、シンガポール、スウェーデン、バ

ングラデシュ。そして expanding circle すなわ
ち拡大しつつある輪には、英語を国際コミュニ

ケーションの言語として使用している国の人々

が入ります。中国、フランス、ドイツ、そして

日本。

こうなると、英語は native speakerの枠を超
えています。アジアやアフリカの人達にとって

英語は英米文化社会に同化する手段ではなく、

自国の統合と発展を図り、世界に自己のアイデ

ンティティーを主張する道具となっていくわけ

です。そして、さらに世界の諸問題を共に解決

する際の communication の道具となります。で
すから、当然、現地の言語と文化の影響を受け

た「多様な英語」となります。

ここで、英語を話す条件として、英米人の価値

基準が強要されるとしたら、世界の人達は猛反

対すると思います。

日本人は幕末の開国にあたっては英語をイギ

リスの言葉と理解したところがありました。第

二次世界大戦後は、アメリカの言葉と考えてき

ました。そして、英語学習者は常にネイティブ

なみの英語能力の獲得を求められてきたし、欧

米文化の規範を学習する事も要求されてきたの

です。

日本の英語の教科書も少し前までは、戦後に

は、「New Jack & Betty」という教科書を用い、
ジャックとベティという少年少女の明るく親し



- 282 -

げな生活ぶりを紹介する内容で、中学生はアメ

リカへのあこがれをかき立てられたといいま

す。15年から10年前でも、中学、高校の教科書

に登場するのは、アメリカ人、ヨーロッパ人と

限られており、スージーとトムがエッフェル塔

の前にたって、ヨーロッパの文化を紹介したり、

二人の会話の中で、「自分のお父さんは毎朝の

朝食にパンケーキを焼いてくれる」など、家事

をする父親が紹介されていました。

現在はどうでしょうか：中学校の Crown を
紹介します。ご覧の様に(略)、インド人、中国

人、そして3年生ではタンザニア人が登場して

います。英語の使用者は、世界各国の人間であ

るという、前提で書かれています。

では、世界で話されている英語にはどのよう

なものがあるか見てみましょう。

World Englishesの一例として、
インド英語：

母語であるヒンディー語やタミル語の影響

を受けた発音や抑揚で話す。文字どおりの

発音なので、dark だるく Wednesday ウェ
ドネスデイ picked ピックド。丁寧な言い
方が目立ちます。Your kind information,
kind presenceとか、"Your good name,
please" (お名前は？)
インド人風の英語を話すことは、自分は英

語を話していてもイギリス人ではなくイン

ド人であるというアイデンティティーの表

現だそうです。

マレーシア英語（マングリッシュ）：

coffeeshop は、喫茶店ではなく食堂のこと
だそうです。マレーシアでは家族というと

核家族ではなく、親族一同を意味するので、

同年代のいとこは大切です。Cousin brother
/ cousin sister と男女の区別をして呼び合い
ます。マレー語の用法の転用で、電気をつ

けたりけしたりを turn on/off ではなく

open / close the lightといいます。
シンガポール英語（シングリッシュ）：

特徴は何と行っても文末の lah でしょう。
日本語の終助詞ね、よ、さ、などにあたり、

非常に打ち解けた雰囲気をつくっていま

す。Relax, lah（リラックスね）、Hurry up,
lah（急いでよ）・can/cannot の使い方も面
白いです。駐車場でバックできる時、Can,
can, can と言って誘導。反覆現象で、
everything is cheap-cheap. 日本語の「少

々」と同じような用法でしょうか。

この他にも私達の生徒はニュージーランドの

キウィ英語の特徴についても良く知っていま

す。それは高校2年生の春に全員ニュージーラ

ンド語学研修に参加し、ホームスティで、今ま

で全く聞いたことのなかった種類の英語と格闘

するからです。発音の違いに大いに興味を持っ

たある生徒はこの四月から大学で音声学を学ぶ

予定です。

ニホン英語とは、どのようなものでしょうか。

①発音：日本語は母音をはっきりと発音する

ことから、母音添加 drink[dorinku]、th の
発音が無いため、子音置換 think[shinku]

②おトイレをおかりできますか等と丁寧な言

い方をする文化の影響を受けて、Can I use
the bathroom?とは言わず、May I borrow
your bath?

③断定を避けて、自分はこう思うという控え

めに表現する日本人の一般性格から、情感

表現基本名詞 want,think,feelなどの使用が
多くあります。

日本の文化の影響を受けたニホン英語を積極

的に使おうという考え方があります。私達日本

人は英語に関して少し、完璧主義なようです。

No I dontは0点。U.S.Aを USAと書いて×。
先生「教科書どおりに書きましょう」といわれ、

それ以来英語の授業が嫌いになった、という生

徒もいます。“Congraturations”は「苦労を伴っ
てのおめでとう」だから使っては失礼とか、あ

なたのお名前は？“What is your name?”も失
礼だと言われるネイティブの先生もおられます

が、こうなってくると、使う気がなくなってし

まいます。That car is lemon.どういう意味でし
ょうか。フレッシュなレモンを想像すると、か

っこいい車のことかと思ってしまいますが、実
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は、見た目はいいが中は酸っぱいということで、

おんぼろという意味で、難解すぎます。It's a
piece of cake は、簡単なこと、朝飯前。でも私
はケーキが大好きでどんな少量でもゆっくり味

わって食べたいです。ですから“I can do it
before breakfast”でも伝わるのではないでしょ
うか。

欧米文化の中で作られてきた慣用表現を用い

るよりも自分達の国の表現を使って英語で話し

てみてはどうでしょうか。

次の記事をご覧ください。昨年度の関西学院

大学商学部の入試問題です。アメリカ留学人気

下降ということで、米国の活気あふれる競争の

国、というイメージに尻込みし、ゆっくりリラ

ックスして過ごしたいと、アジアやオーストラ

リアを希望する草食系の学生が増えている。外

の世界に積極的に飛び出していこうとしない内

向き志向の学生が増えているという記事を読み

あなたの意見は？という問題です。

私の生徒達の意見はこうでした。：

私達は内向きではない。今や英語は native
speaker と話すための英語ではなく、圧倒
的多数の non-native speaker と話すための
共通語であるから、アメリカだけでなくア

ジアやオセアニア等に留学し、アメリカ、

イギリス英語から解き放たれて、同等の立

場で、世界語としての英語を使って、勉強

したい。

生徒がいった、「同等の立場で勉強したい」

という言葉に胸打たれたのですが、さて、その

私達日本人の英語は世界でどのような評価を受

けているのでしょうか。

Larry Smithの Intelligibility（理解度：相手に
伝わるわかりやすさ）の研究を見てみましょう。

国際的伝達手段としての英語がアジア諸国の人

々の間で、さらに彼らとアメリカ人との間で互

いにどの程度理解し合えるかを探る実証的研究

でス。それによりますと、なんと、日本人の英

語は75％という高い率で理解されていることが

わかりました。一方アメリカ人の英語55％なの

です。

ですから、私達はニホン英語にもっと自信を

持っていいと思います。おそらく drink をドリ
ンクと言っても世界の人々は理解をしてくれま

す。ですから英語の授業で大切なことは、相手

に自分の考えを伝えようとする積極性と自信を

育てることだと思います。

ニホン英語を提唱しておられる末延先生が

Errorology という研究をしておられます。その
実験と調査の結果、エラーをしてもいいという

リラックスした状況で一番生徒の英語力が伸び

るということがわかっりました。

5. Bangladeshi Englishの紹介
さてその世界で使われている様々な英語の中

でも、今日は特にバングラデシュの英語を紹介

したいと思います。私はエイセフというバング

ラデシュの教育を支援する NGO に所属してお
りまして、また将来どういうかたちになるかわ

かりませんが、バングラデシュの英語教育に関

わっていきたいという夢を持っています。

①バングラデシュがどこにあるか、ご存知で

しょうか。バングラデシュは日本より西に

飛行機で8時間、（インドが見えてきまし

た。）インドの右隣にあります。元々はイ

ンドだったのですが、西パキスタンと東パ

キスタンに分かれた時は、ウルドゥー語と

ベンガル語の両方を使用していました。し

かし、だんだんと西パキスタンが東パキス

タン（現バングラデシュ）にウルドゥー語

の使用を押し付けてきたため、バングラデ

シュとして独立を果たしました。本日は首

都ダッカでの英語の授業を紹介したいと思

います。

②バングラデシュはなぜ貧しいのでしょう

か。その原因の1つには、毎年おきる洪水

があげられます。

元々海面下に位置し、季節外れのサイクロ

ンやモンスーン、そして地球温暖化により

ヒマラヤ山脈の氷山がとけて三つの川（ブ

ラフマプトラ河、ガンジス川、メグナ河）

にながれだし、洪水となり、国土の半分以
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上が流されるという大きな被害が続いてい

ます。

③1947年にヒンズー国インドよりパキスタン

として独立した時は、パキスタンの言語は

ウルドゥー語とベンガル語の両方であった

のですが、しかし、西パキスタンによるウ

ルドゥー語の押しつけが徐々に強まり、反

発した東パキスタン（現バングラデシュ）

はベンガル語運動を展開しました。

④教育制度は5-3-2-2-3制で、インドやパキ

スタンと非常に似ています。ほとんどはベ

ンガル語を使用した教育ですが、10％の裕

福な家庭のこどもは英語使用の学校に通い

ます。さらに、何万といるホームレスのこ

ども達を救う為のイスラムの学校（まどら

さ）がたてられています。

⑤血を流して勝ち取ったベンガル語を母国語

とする独立でしたが、それにも関わらずイ

ギリス植民地時代以来普及している英語が

大きな役割を果たしています。バングラデ

シュの経済において、英語は非常に重要で

す。命の綱である国際援助の受け入れの為

には英語能力は欠かせないものであり、英

語はバングラデシュを飢えから救う大切な

媒体と言えます。テレビにも英語放送があ

り、英字新聞もよくよまれていますが、ベ

ンガル語の新聞でも、求人広告のページは

英語で書かれています。

⑥英語の授業と教科書の紹介

ダッカのラルクティ小学校5年生の英語の

授業です。ベンガル人は昔から演劇好きで、

「なとっく」というお芝居があり、独立運

動もこのお芝居を通して広げていきまし

た。英語の授業でもお芝居を良くやります。

初めに聴診器の役割を説明し、病気になっ

たら医者に行くことを教えます。医者は聴

診器を使って身体の調子を調べることを知

ります。この様に聴診器や時計をこども達

に見せることによって、さらに算数や保健、

衛生といった勉強に展開させます。

⑦新しい単語の勉強ですが、G はヤギの goat

の g であって、grape,gold の g ではありま
せん。Hも house,hatではなく、小屋の hut
の hとして習います。日本のアルファベッ
ト表も、日本の生活に根ざした単語から学

んだ方がいいのではないでしょうか。

⑧英語の教科書は English for Todayというも
ので、バングラデシュとイギリス政府が作

っています。登場人物はみなベンガル人で

す。五年生の教科書では、このような会話

があります。実は最近、ulcer になってし
まい、病院にいっているんだと。Ulcer と
は胃潰瘍です。普通小学生が胃潰瘍になる

ことはまれだと思いますが、こうやって病

名や、病院の存在を学んでいきます。

⑨これは自分の国の紹介です。とれる果物や

川の名前を英語で学んでいきます。

⑩このお話は、入院しているおばあさんのお

見舞いの帰りに、ひとりで夜道をあるいて

いると、自分を追いかける物音がして、お

化けだと思い家に飛び込んだら、実は自分

の足にくっついていた木片が奇妙な音の原

因だったという、何とも素朴なお話です。

⑪中学校の教科書（Book6-8）ですが、メイ
ンの内容はどのようにして健康を保つかと

いうことです。二人の少女が互いのおじい

さんの年齢を比べ、一方は42歳で歩けなく

なり、もう一方は64歳で健康である。そこ

で、64歳のおじいさんが、健康である4つ

の秘密を話すというストーリーです。

（適切な食べ物を食べ、安全な水を飲み、

よく働きよく休む。そして病気を予防する）

⑫病気の種類や予防接種、ビタミン等につい

ても英語で学びます。

⑬8年生では、畑を耕すことを学びます。そ

の道具の名前（くわ、すき、くまで）につ

いて学びます。

⑭10年生では、ある農家が洪水の被害はまぬ

がれたが、厳しい寒さの冬が到来しました。

そこで、蓄えることを学びます。そして、

農夫としてのモラルとして、決して他の畑

から盗んでは行けないこと、もし盗んだ場
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合、正直であることが最も大事なことであ

る、ということを学びます。

バングラデシュにも英語のコミュニケーショ

ン力をあげようと言う考えが広がっており、従

来の教師中心、文法や訳読式の授業をやめて、

もっと communicative なものに変えていこうと
する動きがあります。それが ELTIP というプ
ロジェクトで、それによって高学年では、内容

もリサイクルや酸性雨、公害の問題等地球規模

で自分達の暮らしを見直し、ペアワークやディ

スカッション等がどんどん取り入れられていま

す。

このようにバングラデシュの英語教育の特徴

は、昔から行われてきた演劇、詩の朗読等の文

化に乗っ取っての教授法を用いています。

教科書は、登場人物はベンガル人、生活向上

のため、identity を create するための英語教育
をめざします。英語はまずアジアの人が使うと

いう発想を伝えています。

二人の教育に関わる方にインタビューをし

て、英語がバングラデシュで果たす役割につい

てお話ししていただきました。BDP という
NGO で教育の普及に貢献しておられるアルバ
ート氏、英語教員のシュプラ先生です。お二人

とも、英語はバングラデシュが貧困から抜け出

す大きな鍵を握っているとその可能性をたた

え、英語の授業を通して、生活の向上に挑戦し

ていることを話されました。しかしながら、現

実は1つの小学校に100人のこどもがいるとした

ら、卒業に至るのは20人に満たないこと。その

原因は親の教育に対する無理解と教師不足。今、

地域の女性達にトレーニングを受けてもらい、

自立して、教師として働くチャンスを作ってお

られます。そのような血のにじむような努力を

されているにもかかわらず、日本がユニクロの

様な工場をたて、より良いお給料を提示するた

め、やっと教師となった女性がそちらに仕事を

変わっていくという悲しい現実があると話して

おられました。

5. まとめ

最後に私がなぜ英語の教員をやっているの

か、というお話をして終わりにしたいと思いま

す。アメリカで5年を過ごした後、私達のこど

もはこの群馬県の中学校に転校しましたが、残

念ながら日本の学校になじむことが出来ません

でした。子ども達を襲った Identity Crisis。上の
娘は拒食症となり入院、毎日死にたいと泣き続

ける日を過ごしました。下の息子もある日、電

車から降りられなくなり、不登校となりました。

self-esteem の喪失・当時私は自閉症の個別相談
を担当し病院で働いていましたが、一体何が学

校でおきているのだろう？と病院勤務から転

職、現在の共愛学園にうつりました。中学生、

高校生であった彼らを救ってくれたのは、英語

が持つ dynamism と diversity でありました。当
時、大きな地震と津波がスマトラ沖を襲いまし

た。彼らは必死でインターネットで、海外のボ

ランティアを探し、インドネシアやスマトラ、

独立後まだ不安定な東ティモール、またベトナ

ム、マレーシアのワークキャンプに参加してい

きました。その旅をとおして自分の居場所を見

つけ、そして英語で繋がる友達を得て、元気を

取り戻した。

世界には英語で繋がる友達がいて、そこに自

分の居場所があり、必要とされている。彼らは

少しずつですが元気を取り戻し、そしてその背

中を高校の英語の先生が支え、おしてくれまし

た。

今年、上の娘はロシアで、ストリートチルド

レンのお世話をしながら、ロシアの大学院を卒

業しました。そして来年から下の息子がアジア

の大学院で、姉と同じ国際政治経済、そして環

境学を学ぶ予定です。

World Englishes、 世界のあらゆるところで

使われ、話されている英語は、その国の文化や

価値観をおび、多様性を育みながら、どんどん

変化し成長しています。それぞれの国の人が、

胸を張って、その国の人らしく英語を話すこと

は何と美しいことでしょうか。私は、自分の生

徒にもそのような人になってほしいと願ってい
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ます。そして、世界中の人がそのような英語を

用いて、互いに理解し合い、共に地球上の問題

に取り組む、この姿こそ、英語教育にあたるも

のが目指す国際理解教育のゴールだと思いま

す。

最後に昨年度に作った「世界がもし100人の

村だったら」のこども篇をご覧になってくださ

い。昨年度は世界の人口は68億でしたが、今年

10月についに70億になりました。授業ではこれ

を英語で見ますが、今日は日本語でご覧になっ

てください。長い時間ご清聴ありがとうござい

ました。
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「国際理解への取り組み アジアとの出会い

―私を変えたもの― 生徒の体験報告」

共愛学園中学高等学校 宗教主任 荒 谷 出

新島学園中学校高等学校 宗教部長 小 栗 仁 志

共愛学園高等学校 国際交流部主任 村 上 英 之

新島学園中学校高等学校 教頭 小 瀧 秀 夫

共愛学園高等学校 英語科進学コース１年 新 井 真莉愛

共愛学園高等学校 英語科進学コース１年 佐 藤 葉 子

共愛学園高等学校 英語科進学コース１年 清 水 菜 央

同志社大学政策学部１回生(新島学園高校60期生) 山 田 光 瑠

Ⅰ．新島学園と共愛学園における国際理解教育

への取り組み―キリスト教主義学校におけ

る国際理解教育の位置づけについて―

（荒谷 出 共愛学園中学高等学校宗教主任）

キリスト教主義学校の歩み

一応、研究発表ということになっていますが、

私の発表は、これからみなさんにご紹介する、

新島学園と共愛学園における国際理解教育に具

体的に触れた人々の報告を中心にしていますの

で、それぞれのピースを一つの大きな国際理解

という枠組みの中にとらえていただくためのつ

なぎの発題という意味で、手短かに行いたいと

思います。また、他の先生方のように、パワー

ポイントを使っての準備ができていませんが、

お許しください。

プロテスタントのキリスト教主義学校には、

アメリカ、カナダをはじめとする諸外国のキリ

スト教教派による宣教師活動として、ミッショ

ンによって設立、支援された、いわゆるミッシ

ョンスクールと、日本国内のキリスト者、教会

によって設立されたキリスト教学校とが存在し

ています。

群馬県におきましては、新島学園も共愛学園

も、地元のキリスト者によってはじめられてい

ますので、そういう意味ではキリスト教学校と

いう位置づけになります。

日本にあるキリスト教主義の学校の多くは、

キリスト教学校教育同盟という組織に参加して
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います。そしてこのキリスト教学校教育同盟は、

昨年、創立100周年を迎えました。

カトリックの学校はまた別の組織で、キ同盟

97法人に合わせてカトリック237法人、300以上

のキリスト教主義学校があり、その多くは、戦

前からの歴史をもっています。

創立の精神や目的は、関わった人や教派によ

って様々な建学の精神がうたわれています。そ

して、初期においてはキリスト教の伝道という

ことが、やはり大きな課題であったとも言えま

す。

明治、大正、昭和の時代を経て、多くのキリ

スト教主義学校は、近代社会の様々な変化に対

応し、その時代の要請に応えるべく人材を育て

てきました。太平洋戦争が終わるまでの日本の

政治状況下にあっても、私学としてのキリスト

教主義学校は、それぞれの建学の精神と、国や

社会からの思想的圧力、要請との間に大きなチ

ャレンジと葛藤を経験しながら過ごさなければ

なりませんでした。

戦後の反省も含めて、多くのキリスト教主義

学校が課題としていることは、教育を通して、

人を育てるということは、その時代の求める人

材を養成することにのみあるのではなく、いつ

の時代にあっても、その社会の一員として、人

々が共に生き、共に支えあう社会の実現に貢献

していける人材を育てることにあると思いま

す。

昨年のキリスト教学校教育同盟の100周年の

行事の中でも、現代社会における私学としての

キリスト教主義学校の使命、意義につい多くの

発題がありました。その基本には、憲法におい

て保障されている信教の自由とその精神の上に

成り立つそれぞれの学校の独自性を生かし、一

人一人の個を大事に育てる教育を実現していく

ことでした。

ここであまり宗教的、キリスト教的言葉を使

うことは適切でないと思うのですが、今回の国

際理解教育ということに関しても、その出発点

のところを説明できないと、なかなかお伝えで

きない部分がありますのでお許しください。

キリスト教教育の基本は、神によって創造さ

れ、そして私達に託された子ども達一人一人を、

その一人一人の個性を大事にしながら、一人一

人の自由な可能性に基づいて、人格形成をなし

ていくことを助けるということであると思いま

す。

ですから、教育の出発点に、神に望まれる人

間を育てるということがあって、それは時代や

国家の枠組みを超えて、自由になされるもので

あると理解しています。

国の要請する人材を養成するのが優先ではな

く、神の望まれる人格を育てるわけですから、

おのずとそれは国家やある特定の社会、文化の

枠組みを超えていくものでもあると言えます。

そのような出発点をもったキリスト教主義学

校において、国際理解教育というものが、ある

特定の時代の要請に応えてということではな

く、最初から、それぞれの建学の精神の基本と

なる部分に位置付けられているといってもよい

と思います。

多くのキリスト教主義学校で実践されている

英語教育も、世界に通用し、国際社会で勝ち抜

いていく力を養成するのではなく、世界を理解

して、世界と共存していく心を育てるというこ

とから始まっています。

そうした意味で、グローバル化する社会におい

て、いま世界は、国境、文化、言語の壁をつき

ぬけて、どのように共存していけるのか、それ

を模索する時代でもあります。

キリスト教的な視点だけをここでお話しして

も参考にならないかもしれません。しかしなが

ら、今、私達の暮らす社会は、国内においても、

様々な文化、伝統、信仰をもった人々が共存し

ていますし、日本という国が、欧米だけでなく

アジア、アフリカを含めたすべての国々との、

これまでにない密接なつながりの中で、どのよ

うな新しい関係、共存のための関係を見出して

いけるのかを、新しい枠組みの中にとらえなお

す必要にせまられていると思います。文化や言

葉の違う人々のことを理解する教育、そしてそ

うした人々の間に、相互をリスペクトし、共存
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する可能性を見出していく力を養うことは、キ

リスト教主義教育においてはその出発点にある

視点でもありますし、同時に、現代社会が、今

まさに必要としていることでもあると思うので

す。

ここからは、一つの試みとして、新島学園と

共愛学園が続けてきた試みのいくつかを具体的

な体験談を通して、ご紹介したいと思います。

それぞれの学校の国際理解教育へのご参考にな

れることを願っております。

････････････････････････････････････････

Ⅱ．アジア学院ワークキャンプの体験―これま

でのワークキャンプの概要、成果について―

（小栗仁志 新島学園中学校高等学校宗教部長）

今、ご紹介にあずかりました新島学園中学校

高等学校で宗教主任をしております小栗仁志と

申します。

荒谷先生の発表の中にもありましたが、宗教

主任は同時に牧師なのですが、私は日本キリス

ト教団というプロテスタントの教会の牧師でも

あります。

これよりアジア学院ワークキャンプの体験に

ついてお話をさせていただきます。

まず最初に新島学園の紹介をさせていただき

ます。私が勤めております新島学園は、群馬県

安中市に1947年に創立されたプロテスタントの

キリスト教主義の中高一貫教育の学校です。同

志社の創立者である新島襄の弟子が安中にいた

わけですが、その孫が新島襄の教育理念に基づ

いた教育を、新島襄ゆかりの地である安中で行

いたいという願いからできた学校です。新島襄

は安中藩の武士でした。

新島学園も、いろいろな形で国際理解、国際

交流のプログラムを行っております。カナダ、

オーストラリア、アメリカのボストン（新島襄

の留学先）への2週間から4週間にわたる短期留

学をはじめとして、いろいろな形で国際交流の

プログラムを持っているのですが、その中で、

特に個性的なプログラムである「アジア学院ワ

ークキャンプ」について報告をさせていただき

ます。

1.アジア学院とは

アジア学院は、大津先生からお話がありまし

たので、詳しく追加で説明する必要はないと思

いますが、アジア、アフリカのいろいろな国々

から次世代の農村指導者、草の根の農村指導者

を日本に招き、有機農法とコミュニティ形成理

論を教える農業の学校です。日本に人を招いて、

その人を育てて、自分の国、地元に戻って、そ

こで学んだことを用いて働いてもらう。それを

通じて国際協力をしていこうという、キリスト

教主義の団体、学校です。栃木県の那須塩原市

にあります。1973年に誕生したのですが、日本

で最も古い国際 NGO の一つであると言われて
います。

アジア学院のモットーは、先ほどお話があり

ました「共に生きるために（that we may live
together）」です。
キリスト教は、隣人愛を重視する宗教ですが、

この世界において勝ち負けを競う、生き残りの

ために戦っていくということではなくて、いか

に人々がこの世界において共存することができ

るのか。共に生きることができるのか。アジア

学院は農業を通してその道を模索しているとこ

ろだと思います。

具体的には、有機農法を中心とした持続可能

な農業を教えています。アジア、アフリカの国

では、農薬や化学肥料、また種を買うのが難し

いところが多いわけです。有機農法というと、
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どうしても健康にいいというイメージでとらえ

られがちですが、そうしたことだけではなくて、

そのようないろいろな国の環境であっても、十

分に持続をしていける。繰り返し繰り返し農業

を行っていくことができるような有機農法のあ

り方を重んじて教えているのです。

それに加えて、農村社会のコミュニティを形

成していくリーダーとしてのリーダーシップ・

トレーニングを1年間かけて行っています。先

ほど大津先生の話にもありましたが、リーダー

シップというのも人を支配する方法ということ

ではなくて、人に仕えていく。キリスト教では

よく「仕える」ということを言うのですが、ほ

かの人にどのような形で仕えていくのかという

ことを、リーダーの資質として教えています。

アジア学院では、校長先生の仕事の一つがト

イレ掃除です。カースト意識の強い、インドの

ような国から来た研修生は、校長がトイレを掃

除している姿を見て非常に驚くわけです。〈こ

ういうことがあるのか！〉ということで驚く。

そういう意味では、キリスト教のリーダーシッ

プというのは仕えていく。人がしたがらない仕

事を率先してやっていく中で、そういうリーダ

ーとしての訓練がされていくということです。

アジア学院は世界に広がるネットワークを持

っています。現在まで52カ国から1,000名を超

える研修生（アジア学院では学生を研修生と呼

んでいます）を迎えて、卒業させて、また国に

送り出しています。

国際交流の視点からいいますと、日本にいな

がら世界中のいろいろな国の人々と出会うこと

ができる場所です。群馬県から、北関東自動車

道が開通した関係で、2時間から3時間でそこに

行くことができますが、そういう身近にいろい

ろな人が集まる場があることは、国際交流、国

際理解の視点からいっても、有意義です。

2.ワークキャンプ開始の経緯

「ワークキャンプ」という言葉がですが、辞

書で調べると、「自ら労働を体験しながら、現

地の人々と交流する国際交流やボランティアの

形態のこと」です。要するに、今、私達が行っ

ているアジア学院のワークキャンプは、2泊3日

の予定で行っていますが、集まったメンバーが

寝食を共にしながら、また一緒に働きながら学

んだり、労働奉仕をするプログラムです。

アジア学院は、創立当初から幅広く日本中の

若者を、ワークキャンパー（ワークキャンプに

参加する人をワークキャンパーと言います）と

して受け入れてくださっています。有機農法を

しますと、雑草がたくさん生えます。除草の仕

事は非常に大変で、手間がかかる仕事ですが、

多くのワークキャンパーが除草の仕事を手伝い

ながら、みんなで一緒にアジア学院の働きに参

加し、アジア学院さんはそれを受け入れ続けて

くださっています。

ワークキャンプを共愛学園さんと共同で行う

ようになったきっかけですが、学生キリスト教

友愛会の経験が大きいです。学生キリスト教友

愛会、英語で Student Christian Fellowship、略称
で SCF と申しますが、私が所属します日本キ
リスト教団の学生青年センターです。若い人向
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けのいろいろなプログラムを行います。その

SCF の活動で、毎年、春と夏にアジア学院で
ワークキャンプを実施しています。共愛学園の

宗教主任の荒谷先生と私は、共に SCF のディ
レクターとして働いた経験があります。アジア

学院の経験が非常に良かったということを覚え

ておりましたので、たまたま共愛と新島の宗教

主任として働くことになったのですが、ぜひ共

同でやろうということで、2007年の夏よりこの

プログラムを行うようになりました。

3.ワークキャンプの開催

今までの開催の実績ですが、2007年から4回

行わさせていただきました。最初のときは9名

です。教員2人、参加生徒9名ということで細々

と開始をしたのですが、2010年には24名集まる

ことができました。大体20人規模で行われるよ

うなプログラムに成長をしてきております。

毎年8月に2泊3日の日程で行います。アジア

学院には隣接する那須セミナーハウスという、

ワークキャンパーを宿泊させる施設があるので

すが、そこに寝泊まりしながら共同で行います。

4.プログラム

実際のプログラムの様子を写真をまじえなが

らご紹介させていただきます。

まず、2泊3日の日程ですが、一番最初のプロ

グラムは、キャンパスツアーです。アジア学院

のスタッフの方に、アジア学院の概要説明を受

けながら、キャンパスを見て回ります。そこか

らこのワークキャンプはスタートします。

アジア学院では、朝と夕方には定例の農作業

があります。これは休みなく毎日行われます。

アジア学院の研修生やスタッフと共に、毎日農

作業を行います。お互いに第一言語ではない英

語（英語を母語として育ってきた人は意外とア

ジア学院には少なくて、みんな第二言語として

習得している人がほとんどです）、片言の英語

を使ってコミュニケーションをとりながら、共

に作業に汗を流していきます。

今映っているのは、ちょうど野菜の作業をし

ているところです。収穫した葉っぱをより分け

ています。
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これも収穫のシーンです。手前にいるのが生

徒で、奥が研修生です。野菜の収穫の場面です。

これが家畜の世話です。豚の世話をしている

ところです。

豚舎の掃除をしています。糞尿をスコップで

すくって、豚舎の中から外に出して、掃除をし

ています。糞尿は生ごみなどとともにコンポス

トに移して、堆肥にされ、アジア学院の農業の

肥料として使われます。

例年、アジア学院のワークキャンプの参加者

は、女性のほうが多いのです。写真に写ってい

るのも、女の子の参加者です。糞尿の掃除は、

臭いもきついですし、女の子にとって抵抗があ

る作業かなと思い、第1回目のときは心配した

のですが、結構喜んで、みんな抵抗なく、よく

頑張ってやってくれています。

これも豚のワークのシーンの続きです。

年によっては、生まれてすぐのかわいい子豚

に会える年もあります。この豚は、基本的には

食肉用の豚です。食肉用の豚として飼育をされ

ています。

画像省略

画像省略

アジア学院のスタッフの方に聞くと、豚には

名前をつけないそうです。なぜかというと、名

前をつけてしまうと愛着が生じてしまうので、

食肉にするのがつらくなるらしくて、名前をつ

けずに飼育をしているということです。

これが鳥小屋、鶏のワークです。アジア学院

の卵は全部有精卵ですが、有精卵をとるために

飼育をしています。鶏の鳥小屋の様子です。

これは鳥小屋の中に、うちの生徒が入ってい

くシーンです。

頑張ってえさをあげています。バーッと一瞬、
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鶏が寄ってくるので、生徒がびびっていたりす

ることもあるのですが、頑張ってやってくれて

います。

これは、その日の朝に、鶏が産んだ卵を集め

ているところです。産みたてなので、握るとす

ごく温かいのです。そういうところに命のぬく

もりを生徒達は感じてくれます。

このシーンは、集めた卵を大きさごとに分け

て、磨いているシーンです。アジア学院のスタ

ッフ、研修生の方々と一緒に作業をします。こ

の卵は外部にも売りますので、きれいにして、M
とか S とか、サイズごとに分けます。その作
業を卵をとった後にみんなでやっている場面で

す。

このときは、アジア学院の人達としゃべりな

がら作業をする、とてもいい時間です。作業を

しながらだと、不思議と会話が弾みます。実際

にやっていると、これはどうしたらいいのか、

これは M なのか S なのか、この汚れ方では製
品にしていいのかどうかということで、悩んだ

りする場面が出てきます。そういうときは声を

かけて聞かないと話が進まないので、無理にで

も英語で生徒達は（英語が苦手な生徒もいるの

ですが）、何とか頑張って話しかけて、そこか

らいろいろなコミュニケーションが生まれてい

きます。一緒に仕事をすることはすごくいい体

験です。

お互いに英語が第一言語ではないので、結構

下手だったりするのですが、一緒に労働をする

中で、研修生やスタッフの方々、また参加する

生徒同士の中でも心の交流が生まれてくるので

はないかと思っています。

これは鶏糞からつくった肥料を袋詰めにして

いるところです。研修生やスタッフの人と話を

しながら、作業をしています。私も一緒です。

この写真は、ちょっとくもっています。なぜ

かといいますと、この肥料が熱を発していて、

かなり暑いのです。ビニールハウスの中で作業

していることも原因なのですが、非常に暑くて、

水蒸気がたって、写真が湯気でぼやけています。

土は生きているのだなと思いました。

写真にはあまり写っていなかったのですが、

画像省略

画像省略
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この作業をリードしてくださったのは、アフリ

カのガーナから来られたティモシーさんという

方です。ティモシーさんは2000年度の卒業生の

方で、ガーナにクマシという町があるそうです

が、その町でバプテスト教会の牧師をされてい

ます。

私が、ガーナの方と話したのは、アジア学院

が最初でした。ガーナの方と出会い、一緒に働

き、話をする機会というのは、日本の中ではそ

うたくさんないのではないでしょうか。生徒に

とっても非常に貴重な経験であったと思ってい

ます。ティモシーさんはこのとき、アジア学院

のスタッフとして奉仕をしておられました。

働くだけではなくて、ワークキャンプの1日

目の夜には、研修生やスタッフの方をお招きし

て、いろいろな話を聞く時間を設けています。

働くだけではなくて、学びも行います。

このシーンは、那須セミナーハウスという宿

泊所で、ティモシーさんのお話を聞いている場

面です。

これは別の年の講演の写真です。このときは、

ミャンマーから来られたミャーさんという方の

お話を聞いています。中央の女性がミャーさん

です。ミャーさんは1998年の卒業生で、研究科

生として再来日されていたようです。このとき

は、ミャーさんの活動について聞きました。ミ

ャンマーでは貧しさ故に、女の子が人身売買で

売られ、売春を強要されるということがある。

ミャーさんはそうした女性を救出し、助け出し

た後、売春に頼らずに生きていけるように職業

訓練をします。そのお話を聞いて、生徒達は自

分達の日常からはなかなか想像ができない世界

があるのだなということを知っていきます。今

の日本の日常、ある意味で売春を強制されない

ような日本の状況のありがたさも感じることが

できます。

アジア学院で経験する出会いは、外国の方と

出会うということだけではなくて、自分自身や

自分の住む世界との新しい出会いでもあると思

っています。

アジア学院は、アジア、アフリカの人々と出

会う国際理解、国際交流の場だけではなくて、

農業、貧富の差、食べるということ、そういう

ことについて考えを深めてくれる場でもありま

す。国際交流とはちょっと文脈が違うのかもし

れませんが、食について考えさせられた出来事

を紹介させていただきます。

アジア学院は、先ほど大津先生の話にもあり

ましたが、近くの学校の学校給食の残飯をもら

って、それを動物の飼料としています。青い樽

の中に詰まっているのが、学校給食の残りの御

飯です。これを樽に詰めて乳酸発酵させて、動

画像省略

画像省略
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物の飼料として、豚に食べさせます。

研修生の中には、非常に貧しい村から来た方

もおられるのですが、この光景を見て、自分達

の村で食べているものよりも、贅沢な食べ物が

日本では捨てられて、豚が食べている。その現

実に強いショックを受けたことがあると聞きま

した。

これはちょっとショックの大きい映像です

が、鶏の屠殺体験をしているところです。最初

の2回、鶏の屠殺体験というのをプログラムの

中に入れました。鶏を殺して、食肉としてさば

いて、実際に夕食で調理して、いただくました。

鶏が殺される場面、これは生徒が実際に首を

切って、絞めているシーンですが、強いショッ

クを受けていました。しかし同時に、私達が食

べるということは、ほかの命をいただいて生き

ていることだということを強く感じてくれまし

た。

アジア学院のプログラムでは、最後のときに

感想文をそれぞれ参加者に書いてもらうのです

が、「いただきます」という言葉の本当の意味

がよくわかりましたと感想を書いてくれる子が

います。食べるということがどういうことなの

かを学ぶ場でもあります。

これも、屠殺のときの写真です。

鶏の鳥小屋に入りますと、生徒達は鶏が迫っ

てくるのにびっくりして、キャアキャア騒ぎま

す。一方で、例えばケンタッキーフライドチキ

ンに行ったら、「おいしそうだ」と言って食べ

るわけです。生きている鶏にはキャアキャア言

って、食べるときには平然と食べる。そこにギ

ャップがあります。

一体そのギャップは、どういう形で生じてく

るのかとを常々考えていました。実際に私自身

も鶏の屠殺の作業に参加してみて、生きていた

鶏が食べ物に、私達の心の中で変わる瞬間とい

うのがありました。それがこの瞬間です。羽を

むしり取って、食肉の形にしたときに、〈おい

しそうだな〉と思うわけです。さっきまで命が

あって、〈悲しいな。命を食べて生きるという

のはこういうことだな〉と思っていた私が、そ

の同じ心で〈おいしそうだな〉と感じるように

なるのです。これは実際にやってみないとわか

らないことだと思いますが、生徒達も同じ経験

をしてくれました。

これは絞めた鶏の中で、できかけていた卵で

す。これが成長して卵になるはずだったもので

す。私達は他の命をいただいて生きているのだ

なと感じるシーンです。

5.私たちが得たもの

アジア学院でワークキャンプをすることで、

私達が得たものはたくさんあります。それを以

画像省略
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下の三つにまとめてみたいと思います。また後

ほど、この時間の終わりのほうに、このキャン

プに参加してもらい、またアジア学院が高校生

対象に行っているフィリピン訪問ツアー、その

二つのプログラムに参加してくれた新島学園の

卒業生の山田さんに、またそのときの具体的な

感想を語ってもらいます。参加者の感想も聞い

ていただきたいと思います。

第1は、「出会い」です。アジア、アフリカの

いろいろな国の人々と、日本にいながら出会い、

そして語り合うことができる。群馬県から3時

間ほどの移動で、そうした場所に行けることは

非常にありがたいことだと思います。

また、共に農作業をし、汗を流す中で、より

打ち解けられるというのでしょうか、よりコミ

ュニケーションがしやすい状況ができるのかな

と思います。何か同じことをやろうとしている

中で、心の壁とか、言葉の壁を乗り越えること

があるのではないかと思います。お互いに英語

が第一言語ではない、非常にたどたどしい英語

だったりすることもあるのですが、農作業や食

事、共通のことにかかわる中で、自然とコミュ

ニケーションが発生していく、そういう豊かさ

を持っていると思います。

第2は、出会った後、「考える」であります。

アジア、アフリカの方々と出会うことで、自分

達が今まで感じてこなかった世界があることを

生徒達は知りました。自分達の生活を別の視点

から見直すことができるのだと思います。例え

ば、世界の貧富の差、その不公平さです。食べ

物が捨てられる場所もあれば、食べ物が食べら

れずに苦しんでいる世界もある。そういう状況

を、実際に人の話を通じて知ることができます。

私達が暮らす世界をも見直していくことになる

わけです。「内なる出会い」と私は呼んでいま

すが、私達自身の世界の再発見をしていくので

す。

実際に研修生やスタッフの方々とコミュニケ

ーションをとる中で、英語やコミュニケーショ

ンの力の大切さを感じていきます。これはほか

の国際交流のプログラムでも共通すると思いま

すが、やはり英語とか、コミュニケーションを

とることは大事だということを感じてくれま

す。

また、国際交流とは別の話になりますが、食

べることについても考えを深める体験を生徒は

しました。日本の大量の残飯、そして鶏の屠殺

を通して知る、命をいただいている現実など、

生徒達の感想文を読むと、特に印象に残ること

であったようです。

3番目に、出会い、考え、「気づく」というふ

うに言い直してもいいかもしれませんが、出会

って、考えて、3番目には「変えられる」、です。

アジア学院で、アジア、アフリカの人々と出

会い、また食や農業、貧富の差といった現実と

出会うことで、生徒達は考え、そして変えられ

ていきます。

まず自分達が食べていける日常、それが当た

り前のものではない、ありがたいものなのだ。

日常の何気ないことへの感謝を、生徒達は持っ

てくれるようになります。感想文の中にも「あ

りがたいと思った」という言葉がたくさん出て

きます。何かというと今の生徒は、「先生は私

に何してくれるのか」「先生は何を教えてくれ

るのか」「先生は、私のいいところのどこを引

き出してくれるのか」と、口を開けて「何をし

てくれるのか」とに待っている生徒が多いなと

思うのですが、そういう生徒達にとって、感謝

することを覚えていくのはとても大切な成長だ

と思います。アジア、アフリカの方々と共に働

き、共に食べる。そして、考えていく中で、自

分達を違った角度から見られるようになるので

す。

キリスト教は、隣人愛を重んじる宗教ですが、

世界の貧富の差の一端をアジア学院で気づかさ

れる中で、隣人と競い合って、蹴落とし合う関

係ではなくて、共に生きる関係ですね。先ほど

から繰り返し出てきますが、共存する、共に生

きる関係を考えてくれるようになります。自分

が生き残るための知恵ではなくて、共に生きる、

共存するための知恵とは何かということを考え

始めてくれるようになっていきます。
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また、参加した生徒の中には、アジア学院ワ

ークキャンプで体験した出来事が大きなきっか

けとなって、国際協力を本格的に学ぶために進

学先を決定した、また変えたという生徒も出て

きました。国際理解、国際交流という交流にと

どまらずに、それを超えて、国際協力です。我

々がお互いに助け合っていくには、どういうこ

とが必要なのかということまで考えていってく

れた生徒が、実際に出てきました。

アジア学院に限らず、国際交流の営み自体が、

出会い、考え、変えられる出来事であると思う

のですが、アジア学院ではアメリカやヨーロッ

パの学校との交流では得られない、アジア、ア

フリカからの視点が与えられると考えていま

す。貧富の差や、そこから生じる人権にかかわ

る問題、食や農業のあり方に気づいて、考える

ことを通して、共に生きること。その具体的な

実現策としての国際協力にまで思いを至らして

くれるようになれるのです。

まだ実施回数も少なくて、延べの参加人数も

少ない中ですから、効果とか成果を統計的な数

字で立証することはほぼできないと思います

が、参加者一人一人との対話や、その後の参加

者の生き方とか進路、言動を見ていますと、こ

うした変化はあると言い切っていいのではない

かと思います。

群馬から数時間でこうした貴重な体験をする

場所に行けるということは、非常に恵まれてい

ます。国際理解教育は、いろいろな試みがなさ

れていくだろうと思います。こういうワークキ

ャンプがすべてではないと思いますが、こうし

たアジア、アフリカに力点を置いたプログラム

も、有意義でしょう。まだ新島学園も始めて間

もないことなのですが、アジアとの交流なども

念頭に置きつつ、いろいろプログラムを展開し

ていきたいと思います。

････････････････････････････････････････

Ⅲ．共愛学園の取り組みについて（活動の歴史、

内容の紹介）

（村上英之 共愛学園高等学校国際交流部主任）

共愛学園の留学・短期研修

まずはじめに、本校の国際交流の歴史につい

て簡単に説明させていただきます。

本校は1888年、前橋英和女学校として創立さ

れ、今年で123年を迎えました。創立当初から

外国人宣教師を積極的に招聘し、キリスト教伝

道や質の高い英語教育を通して国際理解教育に

力を注いできました（右側の写真は最初の宣教

師であるメアリー先生です）。

1928年、当時の校長先生の方針で台湾、朝鮮

から学校として初めて留学生を受け入れまし

た。この受入れは1947年まで続き、この間に（約

20年間ですが）30名ほどの留学生を受け入れた

という記録が残っております。そして、1968年、

一人のアメリカ人留学生の受入れをきっかけに

学校として本格的に留学生の受け入れに取り組

み始め、その後1974年に初めて本校から留学生

を送り出しました。

その後、グローバル化が進み、留学がますま

す身近になるにつれ海外に行く生徒、また日本
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にやってくる外国人留学生の数が急激に増加し

ていく中で、学校における国際交流の活動もま

すます重要な位置を占めるようになっていきま

した。78年には夏休みを利用して海外研修を実

施し、95年にはニュージーランドの高校、（そ

して、スライドには載っていませんが）2000年

にアメリカの4つの高校、さらに2004年にはイ

ングランドにある学校と合計6つの姉妹校提携

も結んでおり、現在も交流が続いています。

先ほど申し上げましたように、本校は1974年

より留学生の派遣を実施しており、昨年度まで

で436名の留学生を派遣してきました。なお、

ここで言う留学生とは1年間（実質的には約10

ヶ月間になりますが）海外でホームステイをし

ながら現地の学校に通った者を指します。

こちらは（↑）年度別で見た留学派遣者数に

なります。御覧になると分かるように、80年代

半ばから90年代にかけて留学生の数が多くなっ

ています。この背景には、国際化社会の進展に

伴い、留学が一般化、大衆化していったこと、

また当時の日本の経済状況が今よりも良好で、

金銭的に余裕がある家庭が比較的多かったので

はないかと思われます。

こちら（↓）は国別で見たグラフになります。

御覧のようにアメリカが全体の半数以上を占め

ているのが分かります。派遣の実施を始めた当

初は、派遣先はアメリカがほとんどでしたが、

ここ20年の間で、比較的物価が安いということ

や治安の良さなどの点からオーストラリアやニ

ュージーランドなどオセアニア方面に留学する

生徒も増え、近年その割合はアメリカへ留学す

る生徒よりも高くなっています。また最近では

ハンガリーやドイツ、イングランドなどヨーロ

ッパ方面へ留学する生徒も現れ、留学先は多方

面へ広がっておりまして、留学先のグローバル

化が進んでいることが感じられます。

今度は逆に海外からの留学生の受入れについ

て見てみたいと思います（↑）。本校は、1968

年から現在まで81名の留学生を受け入れてきま

した。1991年度の受入れが5名ということで過

去に最も受入れが多かった年であることが分か

ります。平均すると年間約2名の受け入れをし

ていることになります。

国別で見ますと(↓)、アメリカ、ニュージー

ランド、オーストラリア、カナダの4か国で90

％を占めています。しかし、最近の受入れの特

徴としてスウェーデン、チリ、メキシコ、デン

マーク、ベトナムなど英語圏以外の国からも留

学生を受け入れており、今年はアルゼンチンか

ら男子生徒1名を受け入れています。受け入れ

に関しても様々な国から受け入れるようになっ

ており、グローバル化が進んでいるように思い
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ます。

留学生の学校生活ですが、本校では留学生とい

うことで特別扱いをすることはありません。し

かし履修する科目については本人の日本語能力

や選択科目の希望に配慮して一部特別カリキュ

ラムに組み替える場合があります。特に、日本

の文化を学ばせる機会を多くするため彼らには

必ず書道のクラスを取らせることにしていま

す。またネイティブの先生方の英語の授業では

アシスタントとして活躍してもらうこともあ

り、彼らにとって有意義な時間となるよう授業

への参加はなるべく柔軟に対応できるようにし

ています。

続いて、本校の短期海外研修について簡単に

ご説明したいと思います。現在本校では中高合

わせて9つの海外研修を実施しております。左

側は生徒全員が参加する研修になっており、右

側は春休みや夏休みなど長期休暇を利用して、

希望者を募って実施している研修です。今回は

高校生を対象としたアメリカ カンザス研修と

カリフォルニア研修についてご説明したいと思

います。

本校では毎年春休みを利用してアメリカカン

ザス州で2週間のホームステイ研修を実施して

います。今、御覧になっている写真はカンザス

州の州都であるカンザスシティの郊外にあるオ

レイサという町にある公立高校の写真になりま

す。

オレイサにはこの南高校と東高校のほかに北

高校と北西高校の4つの高校があり、本校はこ

れら4つの高校と2000年から姉妹校交流をして

います。向こうの学校からも2年に1度本校を訪

問しており、お互い有意義な交流をしておりま

す。

研修の内容ですが、生徒達は基本的に自分が

ホームステイをしている家庭の子どもが通って

いる学校に行き、そこで授業を見学したり、ま

た実際に参加したりします。先ほど申し上げた

オレイサの4つの高校には選択科目として日本

語のクラスがあり、右上と下の写真はちょうど

日本語のクラスで本校の生徒達が現地の高校生

に日本語を教えているところです。

画像省略
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こちらの写真は生徒達が数人のグループに分

かれてそれぞれのクラスや部活見学をしている

ところです。

この研修の特徴は現地の高校生と直接ふれあ

い、その生徒達と一緒に授業を体験できる点に

あります。こちらで春休みにあたる期間は向こ

うでは普通に授業をやっている期間になってい

るので、実際に普段やっている授業に入り、彼

らがどういう学校生活を送っているのか、なま

で見ることができます。まさに、その学校に留

学しているような経験ができることがこの研修

の大きな魅力になっています。したがってこの

ような交流を通して、国境を超えた友情を育む

絶好の機会にもなっており、帰国後もお互いメ

ールなどを通じて、個人的に交流していること

もめずらしくありません。

さて、来年春に新しく実施するもう一つのア

メリカ研修について説明させていただきます。

この研修はキリスト教主義の学校である本校

が現地にある教会との交流を通して、様々な角

度からアメリカを見てみようということで、教

画像省略

会関係者の協力を得て本校が独自に企画した研

修になっています。英語学習を中心とする研修

とはまた違った、フィールドトリップ（社会科

見学）的なプログラムになっているのがこの研

修の特徴です。また、研修地がサンフランシス

コ近郊ということで、御覧のように教会訪問の

ほかにシリコンバレーにある企業や全米でトッ

プクラスに入る大学の見学も予定しています。

まず、研修ではこちらの左上の写真になりま

すが、サンフランシスコから南へ車で1時間ほ

どいったサンノゼという町にある「ウェスレー

合同メソジスト教会」という日系人の教会を訪

問します。日系教会といっても今は4世、5世と

いった世代に入っていて、しかもその方々は様

々な人種の方と結婚をしている場合が多いの

で、純粋な日系人といわれる人はほとんどいな

いようです。したがって日系人教会を考える場

合はアジア系教会、しかしそこには日本の文化、

伝統を大切にする教会というとらえ方をした方

が正確かもしれません。

話が横にそれましたが、生徒達はここで約1

週間、それぞれ教会員のお宅にホームステイを

します。滞在中は教会の行事に参加したり、日

系人博物館（右下の写真、教会の向かい側）を

訪問したりして、ここで日系人の歴史や文化を

学ぶ予定でいます。

左下の写真はノーマンミネタさんという日系

2世の方の写真です。ミネタさんはこのウエス

レー教会のメンバーで、ブッシュ政権の時に運

輸長官を務めた政治家でもあります。第二次世

界大戦の時に日系人の人々が差別を受け、強制
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収容所に入れられた、苦しい経験が彼の政治活

動の原動力になっており、アメリカに住む日系

人の地位向上に長年取り組んできた方です。研

修ではミネタさんに面会できるよう今スケジュ

ールを調整しているところですが実現できるか

どうか今の段階ではまだ分かりません。

私達はアメリカに住む日系人の歴史をあまり

知りません。この研修では教会に集っている日

系人の人達との交流を通し、戦争中の日系人に

対する差別について学んだり、初めて太平洋を

越えてアメリカの地にやってきたいわゆる一世

と呼ばれる人達が異国の地でどのような生活を

してきたのか、また現在ではその子孫である4

世、5世と呼ばれる若者達が日系人としてどん

なアイデンティティをもってアメリカで過ご

し、また彼らのルーツである日本という国をど

のように見ているのか、彼らとの交流を通して

学んできたいと考えています。

さて、研修の後半私達はサンフランシスコに

場所を移し、グライドメモリアル教会というも

う一つの教会を訪れる予定です（左側の写真に

なります）。この教会は貧しい人々に対しての

教育、学童保育、カウンセリング、職業訓練さ

らに麻薬・アルコール中毒回復プログラムなど

様々な活動を無償で提供している教会で、市内

でいま最も活動的な教会の1つです。またこの

教会では食事の配給も行われており、その数は

1日3000食にのぼると言われています。

キリスト教学校の特色の一つにイエスキリス

トを土台とした奉仕教育がありますが、私達は

この教会で食糧配給の奉仕活動をさせていただ

く予定でいます。実際の奉仕活動を通して、活

動の理念である「共生、共に生きる」という体

験を生徒達に感じてほしいと願っています。ま

た、こういった教会の助けを必要としている人

々との姿を通して今アメリカだけではなく世界

各地で問題になっている格差社会について考え

る機会も持ちたいと考えています。

右側の写真は全米でも指折りの大学であるカ

リフォルニア大学バークレー校とスタンフォー

ド大学の写真です。リベラル色が強い、庶民派

州立大学であるカリフォルニア大学 UCB と、
それとは対照的な高級感が漂う、エリート名門

私立大学であるスタンフォード。両者全くカラ

ーが違う2つの大学を見学するのもなかなか面

白いものがあるなと思いまして研修のプログラ

ムに入れてみました。サンフランシスコにはこ

の他にも多くの優秀な大学が点在しています

が、本校の生徒達がぜひこういった大学で学ん

で、将来国際社会で活躍できる人材に育ってほ

しいと願っています。

このほか、写真はありませんが、ちょうどシ

リコンバレーにも近いということでグーグル、

アップルなど世界の IT 産業のトップをいく企
業の見学も計画しています。実は今回の研修で

は女子生徒のみならず、男子生徒にも積極的に

参加してもらいたいと考えています。というの

も本校だけではなく、一般的な傾向として海外

研修や留学に興味があるのは、男子よりも女子

の方が圧倒的に多いです。本校では男子生徒、

特に理系の男子生徒にもっと海外に興味を持っ

てもらうために IT 関連の企業訪問もプログラ
ムに入れました。

最後に、先ほど話をさせていただいたノーマ

ンミネタさんの言葉を紹介して発表を終えたい

と思います。ミネタさんは今からちょうど10年

前に起きたアメリカ同時多発テロ事件の後、多

くの罪のないイスラム系アメリカ人が差別され

るのを見ました。アメリカ政府や社会全体がイ

スラムに対して偏見を持っていく中で、当時そ

の政府の中枢にいた彼はそんな中でも冷静公平

に、正義をもって自分の職務を全うしました。
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テロリストを擁護しているのではないかと政府

関係者やマスコミから非難されることも多々あ

ったようです。彼がそこまでして貫いた正義と

は一体なんだったのでしょうか。それはイスラ

ム系アメリカ人の人達がちょうど自分達日系ア

メリカ人達が第2次世界大戦の時に受けた差別

を二度と繰り返してはならないという強い信念

があったからではないでしょうか。

この言葉はそのミネタさんが NHK のある番
組で出演した時に語った言葉です。日系アメリ

カ人、そしてイスラム系アメリカ人について無

知というと多少語弊がありますが、彼らのこと

について何も知らないということが恐怖を生み

出し、それが強制収容所の出来事やイスラムの

人々に対する迫害へとつながっていったのだと

ミネタさんは言いたかったのではないでしょう

か。

では、そういったことをなくすためにはどう

したらいいのでしょうか。それは、このミネタ

さんの言葉のようにお互い、相手のことを「知

る」ということが大切なことではないかと思い

ます。グローバル社会とか国際化社会という言

葉が頻繁に語られるようになってずいぶん久し

いですが、その中でよく言われる異文化交流と

か国際交流とはどんな意味を持つのか。それは

私達はもっと世界のことに関心を持ち、相手を

知り、最終的に私達人類が差別や偏見のない平

和な社会を築いていく機会にしていかなければ

ならないことを意味していると思います。

ここでは2つのアメリカ研修について紹介さ

せていただきました。それぞれ場所や中身に違

いがありますが、実は「相手のことを知る」と

いうことがこの二つの研修の重要なテーマにな

っています。現地の高校生と直接ふれあい、身

ぶり、手振りを交えながらなんとか相手とコミ

ュニケーションを取ろうという気持ちを持つこ

と。また、教会では年代も違う、身分も違う人

達といっしょになって食事をしたり、奉仕をす

ることによって相手と喜びを共有できる機会を

たくさん得ること。これらのことができて初め

て本当の異文化交流、国際交流というものの意

味が出てくるのではないでしょうか。

そして本校ではこういった研修の経験をきっ

かけにさらに留学にも積極的にチャレンジして

いってもらいたいと考えています。最近の日本

の若者は内向き志向で海外へ出たいと思う若者

が減っていると言われています。しかし一方で

はグローバル化はどんどん進んでおり、最近東

京大学が秋入学の実施を検討しているというニ

ュースがありましたが、まさに大学の国際化を

意味しており、もう国際社会を無視して生きて

いくことはできない、そんな状況になっていま

す。

本校の教育実践に「国際社会に有用な人材を

養成」するということが謳われています。そこ

には戦時中敵国の文化として禁じられた英語教

育やキリスト教教育を命がけで守り、国際理解

の重要性を訴えた共愛の先人の方々の熱い思い

が込められています。本校はこれからもその伝

統をしっかりと受け継ぎ、国際化社会、グロー

バル社会にきちんと対応できる国際人をひとり

でも多く育成していくことができればと願って

います。

････････････････････････････････････････

Ⅳ．バングラデシュの村々を訪ねて

アジアキリスト教教育基金(ACEF)の
スタティツアー（概要）

（小瀧秀夫 新島学園中学校高等学校教頭）

ACEFスタディーツアーに参加して
～ BDPと ACEFの共働事業から学ぶもの～
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みなさまこんにちは、私は新島学園中学校・

高等学校の小瀧と申します。私の勤務する新島

学園は、京都に現在の同志社大学の前身である

同志社英学校を創立した明治時代のキリスト教

宗教家であり、教育者であった新島襄ゆかりの

地、群馬県安中市に新島襄の教育理念を継承し

て昭和22年に設立されたプロテスタントキリス

ト教主義の中高一貫校です。

今年で創立64周年目となります。

私は国際理解教育において「アジアとの出会

い」ということでお話させて頂きます。

私の「アジアとの出会い」はここに書きまし

たように、ACEF スタディーツアーに参加させ
て頂いたことによって実現しました。わずか2

週間のスタディーツアーでしたが、大げさでな

く私のこれまでの人生においてももっとも影響

力を与えてくれた出会いの一つと言えます。こ

れまで学校の短期留学の引率で欧米の英語圏へ

は何度か行ったことがありますが、アジアの国

は初めてであり、欧米英語圏での体験に比べて、

より強烈なインパクトを与えてくれました。

始めに、このスタディーツアーの目的からご

説明致します。まずこのツアーを企画・運営し

ている二つの NGO 団体をご紹介致します。一
つは BDP(Basic Development Partners)というバ
ングラデシュの団体です。公教育の行き届かな

いバングラデシュの農山村を中心に、貧しい子

ども達に教育の機会を与えるために寺子屋学校

（小規模小学校）を建設し、運営している組織

です。もう一つが ACEF（アジアキリスト教教
育基金の略）で、日本各地の学校、幼稚園、教

会、団体、有志などの協力により、BDP と共
働してバングラデシュに寺子屋学校の開設を支

援している特定非営利活動 NGO法人です。

私達はこの二つの団体の企画・運営の下、バ

ングラデシュの寺子屋学校を訪問し、そこで学

ぶ子ども達や教える先生方、また学校建設に協

力した現地の村人達との交流、そして直接私達

のツアーのお世話をして下さる BDP のスタッ
フの方々との共同生活から様々な体験や学びの

機会を得ることが主な目的でした。

私達が訪問したバングラデシュについてちょ

っと触れておきたいと思います。

バングラデシュは東パキスタンからバングラ

デシュ人民共和国となって今年で40周年となり

ます。インドの東に位置し、ガンジス川の河口

に広がる国で、面積は日本の約4割、人口は1億

5千万超（世界第8位）の国です。

バングラデシュの経済はおおざっぱに比較す

ると、日本の約60分の1程だそうです。

ACEFによれば、「ここに書かれてあるお金」
で、これだけのことが可能であり、「賃金もこ
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こにあるように」、失礼ですが、アジアでも最

貧国の部類に入る国の一つと言えるかと思いま

す。

わずか2週間の滞在でしたが、生涯忘れるこ

とのないであろう貴重な体験をさせてもらいま

した。次の写真は、バングラデシュでは数少な

いキリスト教徒の方々が住むバシャニア地区に

建てられた BDPの学校です。（バングラデシュ
では90％がイスラム教徒、残り10％がヒンドゥ

ー教徒とキリスト教徒、キリスト教徒は3％程

度）生徒や先生、村の関係者の方々が総出で、

私達を歓迎してくれました。この学校は村の役

場のような施設も隣接しており、マイクロクレ

ジットで有名になったグラミン銀行よりも早

く、そのシステムを取り入れて、村人の生活向

上を図って来た、と村の長老の方が仰っていま

した。

バングラデシュを訪問して第一に感じた事

は、最大級のもてなしのこころで来訪者を迎え

てくれることです。確かに私達は BDP の学校
を支援している団体のツアーで来ているという

こともありましょう。しかし、そのもてなし方

はそんな利害関係を超えた、真に心のこもった

おもてなしでありました。何度か BDP の学校
の先生宅やスタッフ宅に招待された際には、マ

ンゴーやお菓子、飲み物等をそれこそ食べきれ

ないほど出してくれました。家の様子から、失

礼ながらそれほど裕福ではないように感じら

れ、明日からどうやって暮らすのだろうか、と

心苦しく思ったりすることもしばしばでした。

その下の写真は BDP の寺子屋学校の様子で

す。一番左はジャマルプールで最初に訪問した

学校です。失礼ながら、ご覧のように学校の側

面は藁やトタン板囲っただけの文字通り掘っ立

て小屋のような小学校でした。そんな学校で、

はだしの子ども達が目をキラキラさせて真剣に

勉強していました。

真ん中の写真は、東洋英和女学院の寄付によ

って建てられたレンガ造りの立派な学校です。

今回東洋英和の高校生が参加していましたの

で、彼女がお披露目のテープカットに招かれた

際のものです。右の写真はこのレンガ校舎の内

部で黒板や時計、図表等が設置され、左の学校

に比べると設備も整っていました。BDP の学
校間にも地域によって大部格差があるようで

す。

次に、今回のツアーで心に残ったお話を二つ

させて頂きたいと思います。

その一つがリキシャワラー（リキシャの運転

手）アリさんのお話です。このお話は JICA の
スタッフよる「ヒロシマイベント」が行われた

BDP チャムッダスクールを訪問した際に伺っ
たお話です。上の写真は JICA スタッフが子ど
も達にヒロシマの原爆の惨状を紙芝居で説明し

ている様子ですが、実はこの学校が出来るとき、

土地を寄付したのがリキシャワラーのアリさん

です。アリさんは学校に行ったことがなかった

ので字の読み書きが出来ません。（バングラデ

シュの識字率は50％）そんなアリさんの住む村

に BDP が学校を建てるための土地をさがして
いる、というは話を聞き、アリさんは子ども達

の教育のために自分の土地（アリさんの全財産）
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を寄付することにしました。字が読めないつら

さを子ども達にさせたくない、という思いがあ

ったようです。学校が出来てから、村の子ども

達は生き生きとして学校に通い、村人達も学校

が出来たことを誇りに思い、村の雰囲気が明る

くなった、というお話です。

40年間リキシャをこぎ続け、自分の持てるも

のを惜しげもなく全て献げたアリさんから、求

めることの多い現代社会において、与えること

（みんなが幸せになる）の喜び、そしてその行

いの尊さを教えられました。

もう一つは、このスタディーツアーに参加す

る前に開催された準備会で、ACEF の理事長で
ある牧師の船戸良隆先生がされたお話です。（船

戸先生は BDP と ACEF の共働事業を中心とな
って立ち上げられたお一人です。）

同じ内容のお話が ACEF の機関誌『ACEF コ
ミュニケーション』第38号の巻頭言「アミ モ

ネ コリ」（ベンガル語で「私は思う」という

意味）にも書いておられましたので、その抜粋

を読ませて頂きます。

2009年、3年半ぶりにバングラデシュを訪れ

た際、大変ショッキングな事があった。

BDP 側から、「BDP は援助される側であるこ
とを痛感させられている」と。続いて「それは

ACEFがそうさせているのだ」と。
私は驚き、涙を流しながら次のように話しま

した。

私が BDPと ACEFは「共働者」であって「与
える側」・「受ける側」という関係ではない。Dr.
マラカール（女医で BDPの前身 SEPの創始者）

と私はこの運動の設立当初から両者が「共に働

く」と言うことを最も重要な要素として確認し

あってきた。」と。

船戸先生は私達に、｢バングラデシュに行っ

たら日本の、或いはあなたの価値観を押しつけ

てはいけません。ましてや私達が BDP を支援
してあげている「与える側」であるような言動

は決してとってはいけません。Dr.マラカール
は日本に来た時、講演会で、『私達は乞食では

ない、』と絶叫されたことがありました。与え

る側・受ける側といった関係が見透かされた

時、BDP と ACEF は先ほどのようなつらく悲
しい関係をくり返すことになってしまう。」と

いった内容のお話をされました。

まとめとして、「国際理解とは共に生きるこ

と」（お互いの国や地域の風習や考え方を尊重

し、共に暮らすことによって理解し合える）そ

して「国際協力とは共に働くこと」（受ける側

と与える側の関係ではなく、両者が共通の目標

に向かって、役割を分担し、共に働くことによ

り、みんなが幸せになれること）、リキシャワ

ラーのアリさんが、BDPの学校建設のために、
惜しげもなく自分の全財産を献げたように。

そして気をつけなければならないことは、「自

国や自己の価値観のおしつけ」や「与える側＞

受ける側の関係」が生じると、「国際理解と国

際協力の関係を支配するものと支配されるもの

の関係にしてしまうこと。そうならないために

はまず第一に「謙虚」であること。以上を今回

のスタディーツアーを通して学ばせていただき

ました。
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バングラデシュでの2週間を振り返って、プ

ーバイルやジャマルプール、ボクシガンジとい

った農山村で訪問した寺子屋小学校で出会った

子ども達は皆生き生きとしており、失礼ながら、

掘っ立て小屋のような小学校で裸足の子ども達

が、目をキラキラさせて真剣にベンガル語や算

数の勉強に取り組む姿には言葉にならない感動

を覚えました。不十分な教材や彼らの置かれて

いる生活環境（仕事の合間に学校に来る子達も

います。）のことを思うと、もっと良い校舎を、

広い運動場や新しい教材を、と思わずにはいら

れません。また私のそのような浅はかな思いと

同時に、これまでの ACEF と BDP の20年余に
及ぶ、地道な協働事業の重さと尊さに感激しま

した。あらためまして関係者の皆様に敬意を表

し、感動と感激を与えて頂いたことに心より感

謝申し上げたいとます。

バングラデシュでの生活には驚きや新発見が

満ち満ちていました。トイレや食事、水浴びに

しても、普段の日本での生活に比べれば不便な

はずなのに、不便とは感じず、むしろ新鮮な感

覚で受け入れることが出来ました。やはり、そ

の土地に合った作法や暮らし方があってしかる

べきで、日本での快適な暮らしが決して当たり

前でなく、それらが良い作法や暮らし方なのか

どうか、あらためて考えさせられもしました。

そんな気持にさせてくれたのは、バングラデシ

ュの美しい自然と最大級のおもてなしの心で私

達を迎え入れてくれた素朴で純粋な BDP のス
タッフやバングラデシュの人々のお陰と思って

います。

私はジャマルプールの村で約一週間過ごさせ

て頂きました。ジャマルプールの景色は、50年

前の私の故郷（群馬県の農山村）の景色に似て

いました。ジャマルの BDP 事務所前の道での
ある日の夕方、私は忘れられない光景に出会い

ました。夕飯のおかずと思われる一匹のイリッ

シュ（バングラデシュの国民魚）とジャックフ

ルーツ（国民的果物）をぶら下げてトボトボと

家路に向かうかわいい少年の姿を見かけまし

た。おそらくバザールまで買い物に行かされた

帰り道だったのでしょう。私の幼少期の原風景

を見ているようでした。

寺子屋小学校の十分とは言えない教育環境の

中で、目をキラキラさせて勉強している子ども

達、また決して裕福とは言えない境遇でありな

がら、私達を精一杯もてなして下さった BDP
スタッフや村の人々、喧騒と混沌のバザールで

逞しく生きるバングラデシュの人々に、日本が

この50年間で豊かさと引き替えに忘れてしまっ

た大切なものを見たような気がしました。

最後に、このような貴重な体験の機会を与え

てくださった ACEF の関係者の皆様、現地の
BDP スタッフ全ての皆様、最大級のおもてな
しの心で迎え入れてくれた寺子屋小学校の子ど

も達や先生方、関係者の皆様、そしてご一緒し

た第41回 ACEF スタディーツアー参加メンバ
ー全ての皆様に、最大級の感謝の気持ちを込め

て、ドンノバット（ベンガル語で、ありがとう

の意味）の言葉を献げます。これで私の発表を

終わりにさせていただきます。ご静聴、「ドン

ノバット」ありがとうございました。

････････････････････････････････････････

Ⅳ．バングラデシュの村々を訪ねて―バングラ

デシュの人々との出会いを通して学んだこと―

今年の夏、アジアキリスト教教育基金主催の

バングラデシュ・スタディツアーに、共愛学園

からも3人の高校生達が参加してきました。今

回の体験の中で学んだことを、それぞれで発表

してもらいたいと思います。（荒谷）
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（新井真莉愛さん 共愛学園高等学校英語科進

学コース1年）

共愛学園高校英語科1年の新井真莉愛です。

バングラデシュから帰ってきた今、一番強く感

じることは、「本当の幸せ」とは何かについて

考えるようになったことです。

このスタディツアーに参加した一番の理由

は、知らない世界を見ることによって、広い視

野をもつようになりたいと感じたからです。こ

れまで、私は、当たり前のように日本で生まれ、

生活してきました。海外にも行ったことのなか

った私は、物が豊かに溢れかえり、何一つ不自

由することのない日本での生活を、何の疑問も

なしに当たり前のこととして受け取ってきまし

た。

しかし、ある時、「発展途上国」という言葉

を耳にし、そうした国々のことを学びました。

そして、「先進国」と言われている日本の生活

との違いは何なのだろうと考えるようになり、

実際に「発展途上国」を訪れてみたいと思うよ

うになりました。そうしたきっかけで、今回の

旅に参加したのですが、そこで、印象深かった

体験を紹介させていただきたいと思います。

スタディツアーの最初、バングラデシュの首都

ダッカの近郊にたどりついて、すぐにオリエン

テーションがありました。そこで、現地で学校

にいけない子ども達のための寺子屋を開いてい

る NGO のディレクターをしているアルバート
・マラカールさんから、参加者への問いかけが

ありました。その時に、アルバートさんは、「日

画像省略

本人はバングラデシュの人々の52倍の幸せを生

きている」と言われ、その言葉をどのように受

け取り、理解したらいいのかと戸惑いました。

確かに、日本には物が溢れ、物質的に豊かでは

あるのですが、私達が普段どれだけ幸せと感じ

ているだろうか。そして、物質的に貧しいから

といって、バングラデシュの人々は幸せと感じ

ることなく生活しているのだろうかと感じたか

らです。

それからの2週間の旅で、子ども達をはじめ、

多くの人々に出会いました。電気や水道のない

不便な生活を送りながらも、出会った子ども達

は、みな目をキラキラと輝かせながら、楽しそ

うにしていました。教育を通して、この国の未

来を築こうという思いをもって働いている

BDP の人々も、私達のために、本当に様々な
工夫をして、日本からの一行が良い学びの時を

持てるようにしてくださいました。私達がお腹

をこわすことなく、おいしく食事ができるよう

に、いつも脇にいてお世話をしてくださいまし

たし、雨季の季節、地方はそこら中が水につか

っていて、船を利用しなければならないことも

多かったのですが、そんな時も、自分達が水の

中にはいって泥だらけになりながら、私達を船

に乗せてくださいました。

そんな体験の中で、私は、「何故、この人達

は、彼らよりもっともっと物質的に恵まれた国

からやってきた私達に、ここまで一生懸命にお

世話してくださるのだろうか？」と思いました。

そしてその疑問をいだきながら、旅を続け、振

り返るうちに、アルバートさんから投げかけら

れた問いとも合わせて、「しあわせ」について

気づいたことがあります。

一つは、「幸せ」は物の豊かさなどできまる

のではないということです。物質的な欲求を満

たす満足が、必ずしも精神的な意味での「幸せ」

と比例しているわけではないということでし

た。不便なことだらけのバングラデシュで、人

々はいつもお互いに協力して生活しています。

水を汲んでくるのも、家事をするのも、人々は

いつもお互いの力を合わせて生活していまし
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た。人と人とが共に生きるということ、そして

何かを一緒に目指しているという思いが、人の

幸せと大きくかかわっているのだと思います。

BDP のスタッフの方々が、あんなにも一生
懸命に私達のお世話をしてくださったのも、バ

ングラデシュの人々の暮らしを豊かにするため

に、共に働いている一員として、私達を受け入

れてくださっていたからだということに気づか

されました。

アルバートさんが、旅の最初に私達に投げか

けた言葉は、物質的な豊かさで、人の幸せを考

えている私達に、貧しさや不便さがあっても、

人と人とが共に生きている時、そして共通の目

的をもって共に努力している時に、人間の生き

がいや幸せの理由があるのだということ、そし

てそのような努力に日本からの私達がパートナ

ーとして加わることで、一緒に幸せを作り出し

ていけるのだということを、伝えたかったよう

に思いました。

････････････････････････････････････････

（佐藤葉子さん 共愛学園高等学校英語科進学

コース1年）

私は、ダッカから車で約10時間かけて、ボク

シガンジという場所に行き、1週間を過ごしま

した。ボクシガンジはバングラデシュの北部の

丘陵地帯、インドとの国境近くの町です。ダッ

カからの旅は、雨季のためにそこら中が冠水し

ていたり、道に溢れた泥のために車が立ち往生

したりしたため、普段は5時間ほどの距離なの

だそうですが、今回は10時間以上かかりました。

おまけに、いっさい身動きできないほど人と荷

物でいっぱいになった車に冷房もなしのまま、

窓も一つしか開かないような状態で車に揺られ

ての旅でしたので、残念ながら体調を崩してし

まい、現地でのスタディツアー一行が予定して

いた学校訪問には参加できない時がほとんどに

なってしまいました。

それでも、今回の旅行は、私にとって本当に

いろんなことを考えさせてくれましたし、人々

との出会いを通して、かけがえのない体験をす

ることができました。

私も、日本とバングラデシュの違いに触れる

中で、「しあわせ」ということについて考えさ

せられました。そのことを、特に考えるきっか

けとなったのは、一人の人との出会いです。ダ

ッカからの私達を案内してくださった、ディコ

さんという BDPスタッフとの出会いです。
彼は現在は、ダッカにあるボケーショナルスク

ールで、BDP の小学校を卒業した後、生活の
ために手に職を持つ必要のある青年達に、車の

修理の技術や、コンピューターの知識を教える

ための学校のコーディネーターをしています。

ディコさんは BDP では2004年から仕事をして
います。最初はパートタイムのスタッフとして

働いていましたが、このボケーショナルスクー

ルのディレクターをしていたステファンさんが

2年前に突然病気で亡くなったために、その後

を引き継いでディレクターの仕事をしている方

です。いつも元気で、この仕事を本当に愛して

いる方のように感じました。

そんなディコさんや、他のスタッフの方々と

もいろんな話をする機会がありましたが、そう

した会話の中で、彼らの BDP の活動への思い
や、バングラデシュで働くということの意味を

考えさせられました。

ディコさんは、実はかなり裕福な家の出身だそ

うです。世界最貧国の一つといわれるバングラ

デシュの、貧しい村々を訪問したのですが、や

はり、バングラデシュにも格差の問題があり、

裕福な人々の生活は、私達が見たものとはかな

り違っているようです。ダッカの近郊の町々で

も、考えられないほど貧しい家々や、人々の生

活を目にしましたが、そんな中にピカピカの新

車を乗り回している人がいたり、大きな家を見

たりもしました。

おそらく、そんなバングラデシュでも恵まれ

た環境に育ったディコさんが、決して給料も十

分でない BDP で仕事をするようになった理由
は何なのか知りたくなり、帰国してからもイン

ターネットなどで彼に様々な質問をしてみまし
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た。

彼には、大学を卒業した後に、いくつかの選

択肢があったそうです。BDP 以外にも、オー
ストラリアへ留学して、さらに勉強し、さらに

良い仕事を見つけること、すでに入社を許され

ていた Akell という通信会社に入り、コンピュ
ータの仕事につくことなどです。そうした仕事

や留学には、彼の将来の生活や収入にとって非

常に大きな意義と、可能性が秘められていただ

ろうと思います。

そんな選択肢があるにもかかわらず、ディコ

さんが BDP の仕事をすることにした理由は、
アルバートさんとの出会いがあったからだと話

してくれました。アルバートさんや他のスタッ

フの方々の、貧しい子ども達へ教育を提供して

いくことで、バングラデシュの未来を築いてい

きたいという思いが、ディコさんが BDP に加
わった大きな理由であったそうです。貧しい国

にあっても、「生きがい」をもって仕事をして

いくことを選んだディコさんに、本当の幸せは、

そうした目的をもった生き方の中にこそあるの

だということを学ばされました。

幸せ薄いだろうと勝手に決め込んでいた私

に、本当の幸せは物質的な豊かさの中には見つ

からないことを教えられた今回の旅を本当に感

謝しています。今度は元気に、もう一度バング

ラデシュを訪問したいなあと思っています。

････････････････････････････････････････

（清水菜央 共愛学園高等学校英語科進学コー

ス1年）

私は、ジャマルプールという村で1週間を過

ごしました。農村地帯の村で、広々とした水田

の広がる場所で、夜にはたくさんの蛍が見られ

ます。雨が降っていなければ、空には数えきれ

ないほどの星が輝く美しい場所でした。

ラマダーンというイスラム教の断食の期間で

あったにもかかわらず、スタッフの方々は、私

達といっしょに船で歌ったり、踊ったり、夜に

もまた歌とダンスで盛り上げてくれたりと、本

当に素敵な方々で愛すべき人々だなあと感じま

した。

昼間は、村々の小学校を訪問し、そこで目を

輝かせながら楽しく勉強している子ども達に会

いました。午後の時間も、村の子ども達が私達

のところに集まってきて、ゲームをしたり、折

り紙をしたりと、言葉が通じなくても、本当に

仲良くなり楽しい時間が過ごせました。毎晩、

訪問した小学校のことや、出会った人々のこと

について語り合い、教育の大切さについてもい

ろいろと考え学ぶことができました。

学校に行くことのできないほどの貧しさや、

女性や子どもには教育は必要じゃないという保

守的な考え方の支配的な地域で、教育が、子ど

も達や、また社会の未来をどれほど大きく変え

ていくことができるかということを感じまし

た。字を読めなかった子ども達が、知識を得る

ことで、彼らの生活が向上するだけではなく、

その子ども達と暮らす大人の生活も豊かにして

いけること、BDP の活動を通して、貧しさか
ら抜け出すことのできなかった人々が、未来の

社会に希望を持ち始めることができたことなど

も知りました。

バングラデシュでは社会の底辺の仕事とも言

えるリキシャワラの仕事を40年間続けた男性

が、自分がこつこつと貯めたお金を、子ども達

の小学校を作るために全額寄付したことを伺っ

た時には、人々が教育の可能性に気づきはじめ

ていることを学ばされ、そのような活動を続け

てきた BDPの存在に心を打たれました。
また、あれだけ貧しい国で、学校にも行けない

子ども達が、今回の東北地方の大地震のことを

聞き、みんなで少しずつお金を集めて、BDP
を通して、日本の人々のために献金をしてくれ

たことを聞きました。日本の物価にしたらほん

とうにわずかな金額ですが、そこにこめられた

バングラデシュの子ども達、そして村の人々の

思いは、本当に、私達が共に生き、支えあうこ

とを大切にしていかなければいけないことを教

えてくれました。

私の訪れたジャマルプールにはバシェットさ
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んというスタッフの方が働いておられます。バ

シェットさんも大学を卒業し、英語も話せる、

いわゆる高学歴の方です。そんな学歴を持って

いれば、普通はダッカのような大都市に行き、

高収入の仕事につくこともできるのですが、「子

ども達のために働きたい」という熱い思いをも

って働いておられます。

貧しい家庭に育ち、家族も養っているバシェ

ットさんは、生活のためにもっと収入の多い仕

事に変わろうかと何度も迷ったそうです。BDP
の給料では、自分の娘を大学に行かせられるか

どうかもおぼつかない状況で、実際にダッカの

友人からも今より何倍もの収入を得られる仕事

のオファーがあったそうです。それでも、「教

育こそが一番大切であると考え、この国の未来

を築いていくために、この仕事を続けよう」と

決意されたそうです。

そんな人々との出会いが、私達の今回の旅の

大きな収穫でした。彼らが、自分の生き方を選

んでいく時に、収入の多さや、物質的な豊かさ

だけではなく、この国の未来のために自分が何

をできるか、また自分だけではなく、一緒に暮

らす人々が豊かになっていくための仕事をした

いという思いが、日本から訪れた一人一人の胸

を打ちました。

貧しい国には、貧しさにあえぐ人々の苦しい

生活だけがあるように感じていた私達は、そん

な中でも希望を作り出す仕事に自分の人生をさ

さげて、生きがいと希望をもって生活をしてい

る人々がいることを知り、これから大人になっ

ていく私達自身が大切にしなければならないこ

とを教えていただいたように思い、感謝してい

ます。

････････････････････････････････････････

Ⅴ．私の国際理解教育体験（アジア学院とネグ

ロス島でのワークキャンプから）

（山田光瑠さん 同志社大学政策学部1回生―

新島学園高校60期生）

私は、高校1年次にフィリピンネグロスワー

クキャンプに、高校2年次にアジア学院ワーク

キャンプに参加しました。一瞬一瞬が、心に刻

み込まれ、忘れられないものとなりました。今

日は、この経験を通して、私が感じたこと、得

たことをお話ししたいと思います。

フィリピンネグロスワークキャンプでは、栃

木県のアジア学院で2日間、フィリピンネグロ

ス島のサンタリータ研修センターで現地の高校

生10名、日本人学生10名と共に10日間を過ごし

ました。内容としては、ワークキャンプやオリ

エンテーション、観光やホームステイなどを行

いました。

まず、最初の印象です。フィリピンという土

地に初めて足をつけた瞬間、日本とは全く違う

雰囲気に驚き、圧倒されました。目の前には見

たこともないような美しい夕日が広がり、周り

を見れば、顔も言語も服も何もかも違う人達で

溢れ、私はまるで異空間にいる心地でした。

生活面の違いとしては、(パワーポイントで

説明)。

画像省略
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しかし、私の中に大きくあったものは、心理

的な隔たりでした。同じ人間であるはずなのに、

互いの間に日本とフィリピンという大きな壁

を、私自身は感じていました。数日間は、ずっ

とその気持ちを抱きながら過ごしていました。

しかし、共に過ごす時間が自然と互いの距離

を埋めていき、私自身の中の国境も徐々になく

なっていきました。特に、全員で感謝をし、お

祈りをする静かなひとときは、国同士の隔たり

を超えた一体感がありました。

フィリピンという空間にいることに違和感を

次第に持たなくなったあるとき、一人のフィリ

ピンの学生に、we are japapino! と言われまし
た。Japanino とは、japan と Philippines をかけ
あわせたもので、私達は、フィリピン人でも日

本人でもない、たった一つの新しい人種、ジャ

パピーノなのだと言ってくれたのです。私は、

その瞬間、私の中に少なからず存在していた国

境というのがフッと消えていくのを感じまし

た。日本とフィリピンという国の境がなくなっ

た瞬間というのが、確かにありました。互いの

距離は増々縮まり、ジャパピーノと共に笑い合

い、過ごす時間は本当に楽しく、充実したもの

でした。まるで人種も国も関係のない新たな一

つの空間にいるような、何ともいえない心地の

良さがありました。フィリピンを発つとき、出

会った方々と離れることがとても苦しく辛く、

もっと共に過ごしていたいという思いでいっぱ

いでした。ジャパピーノは、日本という小さな

世界にとどまっていたら絶対に手に入らない、

かけがえのない存在であることは間違いありま

せん。

私はネグロスワークキャンプに参加するま

で、それぞれの国が抱える問題はその国の問題

であり、日本とはそれほど関係のないものだと

考えていました。日本人なら自国の問題と向き

合い、改善を目指すことが最優先であり、他の

国の問題は日本と全く別次元ではないか、と。

確かに、国境というのは必ず存在し、文化も

言語も異なります。しかし、この経験を通して

そのように、国と国を分けて考えることに疑問

をいだくようになりました。日本という小さな
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枠組みの中で物事を捉えず、視野を広くもつべ

きではないか、私達は国境を越えて協力し合い、

助け合わなければならないのではないか、と強

く思ったのです。それぞれの国にそれぞれの良

さがあり、それぞれが抱える問題もあります。

しかしそれは全く交差しないというわけではな

いでしょう。国境を越えた視野を持つことは、

今現在の全世界で、必ず求められることは明ら

かです。ネグロスワークキャンプで私が得た多

くのことは、私にとって非常に価値あるものと

なりました。

また、この経験で、多くのことを学ぶことが

できた一方で、ずっと答えを見いだせず、自問

自答を繰り返していたこともありました。それ

は自分の使命とは何なのだろうか、ということ

です。フィリピンに発つ前に2日間研修を受け

たアジア院で「あなたの使命とは？」という問

いをかけられました。私にとってその問いは非

常に難しいもので、答えることができませんで

した。いくら考えても、その答えを見いだせず、

その問いかけをされたアジア学院に、もう一度

関わってみたいという思いがありました。

そこで、高校2年次の時にアジア院で行われ

る2泊3日のワークキャンプに参加しようと思っ

たのです。

活動内容は～(パワーポイントで説明)

ネグロスのサンタリータ研修センターと同じ

ように、アジア学院は国境というのをあまり感

じない空間でした。アジア学院というたった一

つの世界がそこにありました。人種も言語も文

化も違う人々が、共に作業をし、礼拝をし、賛

美歌を唄い、笑い合う。私はそのような空間が

日本にも存在することに希望を持ちました。

この経験を振り返って、印象的だったのが、コ

ーヒーワークショップです。日本では誰もが知

っているガーナという安価な板チョコがありま

すが、その背景には、低賃金でその板チョコの

原料となるカカオの生産をしているガーナの人

々がいると伺いました。また、私も大好きな、

スターバックスの背景にも、低賃金で過酷な労

働を強いられた人々が存在しているそうです。

この写真のように、実際にワークショップで、

コーヒー豆の選別作業の体験をしましたが、気

が遠くなるような、果てしない作業でした。何

気なく飲んでいるスターバックスのコーヒーの

背景には、この作業を低賃金で一日中行ってい

る人々がいるということを、身を持って知り非

常にショックを受けました。

日本の国民は、そのことを知ることもなく、

需要を増やし続けるのでしょう。そして日本の

企業のみが金儲けをするのでしょう。百円ショ

ップなども同様であり、そのような仕組みが日

本には溢れています。私は、その時、「無知」
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というのがいかに罪深いかを痛感しました。こ

のような背景をどれだけの人が知っているでし

ょうか。この経験がなかったら、私も、何も感

じずに過ごしていたに違いありません。

そして改めて、他の国の問題は日本とは関係

ない、日本は自国の問題のみを考えるべきとい

う、以前の私の浅はかな考えは大きな間違えで

あると痛感しました。他国が抱える問題が自国

と無関係とは限らないのです。いや、むしろす

べての問題は、世界的視野をもって考え、改善

へと導いていかなければならないのでしょう。

1年前の、「あなたの使命とは」という問いを

胸に刻み、考え続けていた私はこのワークキャ

ンプでも自分の使命について模索していまし

た。そしてその問いの答えに近づけた瞬間がこ

の2泊3日には多く存在しました。大津校長先生

の話を伺った時には、なぜ、あのような問いか

けをされたのかがはっきりとわかった瞬間があ

りました。アジア学院は、農村指導者の養成と

訓練を行い、困難を強いられる人々の生活をよ

りよくするための指導者を育成するという目的

を持っていることを知りました。「共に生きる

ために」それをモットーとしたアジア学院とい

う存在自体が、使命をもったものなのです。

また、自国の生活を向上させるという使命感

を持ってアジア学院に学びに来ている方のお話

を伺う機会もありました。自分の生まれ育った

場所の貧困を改善するという希望を背負い、ま

た自分もその使命を固く持ち、アジア学院に来

ているのです。

様々な国の力になりたいという強い思いを持

った日本の学生の方にも多く出会いました。ア

ジア学院には使命感で溢れた多くの方々が集ま

った場所であり、国境を越えて、それぞれの使

命を果たすために、共に高め合い支え合ってい

る場所であると分かったのです。

各国々が各々の深刻な問題を抱えている今こ

の瞬間、私達は国境を越え支え合わなければな

りません。私は、サンタリータ研修センターや

アジア学院のあり方こそが、国際理解の基盤に

なるものだと思いました。それぞれが何らかの

使命感を持ち、目的に向かって、国境を越え、

互いに支え合い、高め合う。そして、ひとつの

問題を考える時、世界的な視野を持つ。その姿

は、現代に強く求められているものではないで

しょうか。この経験を通して、私自身の使命に

ついて考える機会を与えられました。そして今、

自分自身の使命と向き合っています。多くの学

びえたことを忘れず、胸に刻み、今後歩んでい

きます。ネグロスワークキャンプ、アジア学院

ワークキャンプに参加することができたこと

は、私にとってかけがえのない、価値のある経

験となりました。そのような機会を与えてくれ

た先生方、ワークキャンプで出会った方々に感

謝します。
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共愛学園中学高等学校 校長 大 川 義

国際理解教育の部会では「グローバルな視点

を養う教育をめざして」というタイトルのもと

に部会を進めて参りました。この企画につきま

しては、共愛学園と新島学園の二つの学校が携

わったわけですが、両校ともにキリスト教主義

の学校です。キリスト教主義の学校には共通の

課題があります。それは「愛する」ということ

をどう具現化するかということです。しかし、

このことは宗教を基盤とする学校ということに

限らず、どの学校においても共通する人間とし

ての大切な内容を含んでいます。それで、この

企画は国際理解教育の目的をより一層具体化す

ることに焦点を絞ろうということにいたしまし

た。生徒達が自国以外の国を体験したり、その

国の人々と触れ合うなかで、世界を考え、自分

のためだけに生きているのではない、他者と関

わりの中で自分の生き方を真剣に考えるように

なる。そのようなことを学校という枠の中で可

能な限り若い魂に働きかけたいと考えました。

そのためにアジアを中心に考えました。

「共に生きる」というテーマで大津健一先生

に基調講演を頂きました。この講演は、アジア

学院に来ているアジア諸地域、アフリカの諸国

の人々の現状を考え、世界的広がりを持つ諸問

題を私達がどのように担っていけるのか、とい

うお話でした。先生はアジアの国々の様々な村

や都会に入って実際に人々の様子を見、その方

々との交わりの経験を通しての講演内容でし

た。その中の問題はどれも深刻です。食糧が投

機対象となることから、貧困が生まれ、さらに

は世界的な気候変動による大干ばつで圧倒的な

食糧難があり、また、難民問題、あるいは内戦、

問題は限りなくあります。そのような人々とど

う日本の若者が関われるかは大きな問題です。

日本の現状としては、若者の内向きな状況にあ

ることも問題です。これらの状態を変えるのに、

国際理解教育の果たす役割は大きいと言えま

す。そして、国際理解教育の目的として「共に

生きるために」を掲げることの大切さを私達は

益々確信させられました。

研究発表 I では「語学教育と国際理解との可
能性」という発表をしていただきました。アメ

リカでの体験、バングラデシュでの体験、これ

らを通じての隣人理解に繋がる語学教育とは何

かについて学ぶことができました。

研究発表 II では「アジアとの出会い 生徒の

体験発表」でありました。新島学園 共愛学園

の両校が実施している具体的内容とねらいを発

表させていただきました。生徒の体験発表も「本

当に生きるとは」と自分自身に問いかける姿は

聞いておられた先生方の感動を呼びました。若

者の魂を揺さぶることによって、生徒がこれほ

ど真剣に考えさせられるのだ、と改めて思わさ

れました。

世界の人口は70億人を突破しました。この世界

の人口増がもたらす大きな問題の前に、私達は

戦争をしている場合ではありません。富を集め

ることに夢中になる場合でもありません。世界

が平和であるように、他を思いやることができ

るように、愛に溢れた世界になること、共に生

きること、これこそが私達地球上の全ての人が

願うことです。その希望をいつも見失わないこ

とも大切です。そのための国際理解教育をこれ

からも続けていきたいと思います。参加なされ

た全ての皆様に心より感謝いたします。
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1 研究目標 建学の精神 原点に立ち返る

2 会 場 ホテルメトロポリタン高崎「6階白鷺」

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月日

受 部 閉
会 研究発表

10月28日 開 基調講演 昼 食 研究発表Ⅱ・Ⅲ 会
会 Ⅰ

付 式 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 学 校 法 人 白 根 開 善 学 校 理事長・学園長 佐々木 克 典

基 調 講 演 演 題 「『建学の精神』 原点に立ち返る」

講 師 学校法人白根開善学校 理事長・学園長 佐々木 克 典

研究発表Ⅰ テーマ 「山の小さな学校の取り組み」

発表者 学校法人白根開善学校 理事長・学園長 佐々木 克 典

研究発表Ⅱ テーマ 「アスリートコースの指導について」

発表者 高崎健康福祉大学高崎高等学校 教 頭 加 藤 陽 彦

発表者 高崎健康福祉大学高崎高等学校 教 諭 黒 田 水 生

研究発表Ⅲ テーマ 「夢は大きく 根は深く【無学年制 医療倫理・医系小論文講座】」

発表者 樹 徳 中 学 高 等 学 校 ( 一 貫 校 ) 中 学 校 校 長 野 口 秀 樹

発表者 樹 徳 中 学 高 等 学 校 ( 一 貫 校 ) 教 諭 福 田 肇

部会閉会式 総 括 学 校 法 人 白 根 開 善 学 校 理事長・学園長 佐々木 克 典

閉会のことば 高崎健康福祉大学高崎高等学校 副校長 市 川 賢太郎
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5 運営委員

委 員 長 佐々木 克 典（学校法人白根開善学校 理事長・学園長）

副委員長 市 川 賢太郎（高崎健康福祉大学高崎高等学校 副校長）

委 員 加 藤 陽 彦（高崎健康福祉大学高崎高等学校 教頭）

金 沢 秀 二（高崎健康福祉大学高崎高等学校 教諭）

黒 田 水 生（高崎健康福祉大学高崎高等学校 教諭）

神 山 誠 一（白根開善学校高等部 部長）

高 橋 洋 二（学校法人白根開善学校 事務部長）

吉 川 潔（学校法人白根開善学校 事務）
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「『建学の精神』 原点に立ち返る」

学校法人白根開善学校 理事長･学園長 佐々木 克 典

私は昨年、長崎大会に群馬大会の準備とし

て参加させていただきました。今秋、長崎県

の1校に教員4名を研修に行かせていただきま

した。普通課程の学校で看護のコースもお持

ちの学校です。その学校は軽度発達障害の子

ども達を受け入れて、コースを設定して一生

懸命取り組んでおられます。その発表された

先生のお話をうかがって、その先生の熱い思

いを感じました。

私達の学校にも軽度発達障害の子ども達が

います。ですから積極的に取り組まれている

学校で見学・勉強させていただけることによ

って、私も勉強になりますし、逆に「先生、

ちょっと違うんじゃないですか」という部分

もあるのではないかと思います。これからも

交流を深めて、お互いの問題点を共有して、

お互いに高められたらと思っている次第です。

他校の取り組みを知るということは重要で大

切なことだと思っております。私達の学校で

は、年1回、全国の学校に直接お伺いして、勉

強させていただいております。今年は2グルー

プに分かれ、1つは長崎県、もう1つは山形県

の学校、やはり寮制の学校ですが、勉強に行

かせていただきました。今までに北海道、九

州、四国いろいろな学校で勉強させていただ

いております。

これはマネができないなとか、ここまでや

るんだとか、もしくはそれはちょっと違うん

じゃないかというものもございました。ただ

私学ですから、それぞれの学校の取り組みが

ありますから、違うところがあって当たり前

ですし、それはそれでいいのであろうと思い

ます。

今回、特色教育部会の委員長を仰せつかっ

て、基調講演をどうしようと考えたのですが、

私は私学に携わって33年、その中での経験や、

いい意味においても悪い意味においても私の

心の中にあります思いを、皆様に正直にお話

しして、進めていくのがいいだろうと思い、

本日午前中いっぱい私がお話しして皆様にお

つきあいしてもらおうと考えました。

特色教育部会では、それぞれの学校がその

特色ある取り組みを紹介するだけではなく、

お集まりいただいた先生方がそれぞれご自分

の学校の教育理念とか教育の精神というもの

に思いを馳せていただいて、原点を再確認し

ていただく機会にしていただければという思

いで準備をしました。

白根開善学校は、昭和53年の創立で今年33
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周年を迎えました。創立の前年の昭和52年、

私は、創立者である本吉修二先生に大学で巡

り会いまして、卒業と同時に山の学校に勤め、

途中、私立の看護短期大学設立に関わり離れ

た時期もありましたが、教育現場の人間とし

て長年やってまいりました。

2年前から理事長職に就いております。理事

長といえば組織上、最高責任者であり一番偉

い人になるのですが、授業もなくなり子ども

達との距離が広がってしまい寂しい思いをし

ております。仕事といえばいつもお金のこと

が頭から離れず、裁判沙汰になりそうとか新

聞記事になりそうなちょっとまずいことにな

ると出番が回ってきます。

出来れば他の人に代わってもらい先生に戻

りたいと思っているのですが、他の人よりも

「肝が据わっている」振りが上手いので、や

らされているのだと思っています。

何かあれば、お前が責任を取れ、というこ

となのだと思います。

今日は理事長としてではなく、教育現場に

携わってきた人間として皆様と共に私学に対

する思いを深められたらと思っております。

私の長所は正直であることと思っています。

時々、相手が誰であろうと正直に話すもので

すから、怒られることがあります。県の方で

あったり、教育委員会の方であったり所構わ

ずやってしまいます。

以前、いじめの調査があり、把握している

事例を全て正直に報告したら「白根開善学校

はいじめが多いですね。ちゃんと指導、対応

してください。」とわざわざ電話をしてくださ

った方がおりました。その日すぐに2時間かけ

て県庁まで行き、担当課長がちょうどおりま

したので、「どういうことでしょうか。本校は、

問題を抱えている子ども達を積極的に受入れ、

24時間全寮制で面倒を見ているのだから、他

の学校では見えてこないいじめも把握し、正

直に報告している。いじめへの対応も当事者、

保護者、父母の会に対してもきめ細かくやっ

ている。それに対して『ちゃんとやれ』とは

どういう意味ですか。これからはどこかの学

校みたいに『いじめの認識はなかった。』と報

告をさせてもらいます。」と言わせていただき

ました。

それくらい言わなければ、現場で日々苦労

している先生方に申し訳が立ちません。

先生方は寮で生活して、子ども達の人間関

係も分かっている。子ども達の人間関係や元

気がない、顔つきが暗い、口数が少ない等小

さな変化も見え、寮を担当者する先生方は毎

日、そのことを寮日誌に書いています。生活

指導担当の先生方は全ての日誌に眼を通し、

必要があればその都度、会議が開かれ、毎朝

の教職員のミーティングや職員会議で報告さ

れます。そして、その場で子ども達への対応

が検討され、全体で対処することになります。

これだけやって「ちゃんとやれ。」と言われた

わけですから、「私としてはこれ以上できませ

ん。」と。先生方も一生懸命、夜遅くまで子ど

も達と話をしたり会議をしたりしているわけ

です。

県の方々は3・4年で移動され大変だとは思

います。急に他の部署から私学担当の部署に

来られなかなか内情が分からないという部分

があるのだとは思います。とはいえ、私学を

担当していただく以上勉強していただかなけ

れば困ります。そうしないで、数字だけを見

て、「白根開善学校は何をしているんだと。」

と言われれば、言わせていただくしかありま

せん。私は言われ放しで黙っている必要は全

然ないと思います。

私学助成では群馬県は全国で第3位です。そ

の中でも私達の学校は生徒1人当たりの単価か
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らいけば、他の学校よりたくさん頂いており

ます。しかし補助金を沢山もらっているから

黙っているという話ではないと思いますので、

できるだけそういうことはちゃんと言わせて

いただこうと思っています。

以前、県の担当者が、「白根開善学校は、県

からの補助金を沢山貰っている割には群馬県

の生徒が少ないですね。」と言われたことがあ

ります。調べてみますと、群馬県出身者が25

％から30％しかおりません。そのとき、当時

の事務局長が「『「子どもを育てるなら群馬県』

という群馬県のキャッチフレーズは偽りか、

群馬で育った子ども達が将来、日本のどこか

で立派に生きて行くことができたならそれで

十分ではないか。そういう尻の穴が小さいこ

とを言ってはいけません。」と言ったことがあ

ります。最後は余計だと思いましたが、言う

べきことは言う、大事なことだと思います。

私どもの学校は1年を3学期ではなく、5学期

にしております。昭和53年当時は現在とは違

い、ほとんどの学校は3学期制でありました。

申請を担当しておりました当時の課長は、と

んでもない話だとのことであり、それは認め

られないとのことでありました。しかし、3学

期でなければならないという規定はどこにも

ないのです。当時の文部省に確認いたしまし

た。4月1日から3月31日までを年度とすると書

かれていますが、年度を3学期に分けるという

規定がない以上、法律違反をしていないので

すから譲る必要はないのです。

当時の県の担当者が文部省まで出向き確認

し、3学期という規定がないことを確認してく

ださいました。課長は最後まで「それはおか

しい。」と言い続けていたようですが5学期を

理由に申請書の変更を求めたり、受理を拒否

できないのです。

今では前期、後期の2学期制の学校もできて

います。

前例がないから駄目ということではなく、

最初の例にすれば良いのだと思います。特に

私立学校はいろいろな取り組みをしていいわ

けですから、法律違反をしない限り、網の目

をかいくぐるつもりで新しいことに取り組ん

で、どんどん私学らしさ、その学校らしさを

作っていけばいいと思っています。

5学期にした理由は私共の学校の在り方を考

えると必要なことでありました。

3学期制とすると3ヶ月以上も何もない山の

中で寮生活するのは子ども達も教員も限界を

超えてしまいます。約2ヶ月近く頑張って、2

週間程度鋭気を養うために休む必要がありま

すし、都会の空気を吸いたくもなります。そ

れが5学期が適当だろうということで5学期に

しております。

今、私立学校の先生方は「教員免許更新制

度」で頭を悩ませていると思います。私ども

の学校でも昨年2人、今年3人が該当してしま

いました。

これは先生方の資質向上を唱っていますが、

公立学校の問題を抱えた先生方への対策だろ

うと私は思っています。

学校に車で出勤して、駐車場に止めて、授

業に行きたくなくて車から降りられない先生

がいます。これは先生に向いていないのだと

思います。

公立学校の場合、どこかの県は、何億円も

かけて研修センターをつくって、再教育をし

て復職をするまで面倒を見る。公立学校の先

生方は公務員ですから身分保障がされており

ますが、私学であれば当然解雇になっても仕

方がない、それでも公立学校はお辞めいただ

くわけにはいかないのだろうと思います。そ

のような方のために、10年に1回きちっと教育

を受けさせる。政権が交代して免許更新講習
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が継続するか廃止になるかも見えてこない。

ある県の学校の校長先生が私達の学校に来

た時、その話をしたら、それはおかしい、と

仰っていました。なんでそんなにお金を使う

んだと。先生を復職させるために、多くのお

金を使って再教育して、でも一番大事なのは

先生ではなく子どものはずなのです。先生に

向いていない人が先生になると子どもが迷惑

をします。

公立学校では、指導主事の先生は講習を免

除されていると聞いておりましたので、対象

者の2人のうち、1人が校長で、もう1人が勤続

20年のベテランの先生でありましたので、教

育委員会に校長が1人ともう1人は「指導主事

相当」で免除するというふうに提出しました。

すると教育委員会から連絡があり、「白根開善

学校には指導主事という役職があるのか。確

認するから組織表を出せ」と言われたと、担

当の教員が困り果てて私のところにやってき

ました。私はすぐに教育委員会に連絡をして、

「指導主事とは言っていない。指導主事相当

である。勤続20年のベテランで学校で中心的

な役割を担っていて、若い先生をリードして

いるから、構わないのではないか」と。「そも

そも公立学校を主管する教育委員会に私立学

校の組織表に関して、とやかく言う権限があ

るのか」と聞いたら黙ってしまいました。公

立学校の役職の名前と違うからといって、上

から目線でものを言われるのが私は我慢がで

きません。役職の名前が違うだけで組織表を

出せとか認めないというのはおかしい。現実

に私達の学校ではきちっとした役職に就いて

いますし、それなりの仕事をきちっとしてい

る先生で、理事長・校長として出なくていい

と判断している訳ですから、その判断に教育

委員会が口を挟むのはおかしいだろうと思い

ます。

私の大学の後輩が東京の私学で先生をして

おりましたが、校長先生に呼び出され「君、

辞めてもらえないか。」と言われ、彼は「私が

一体、何をしたというのですか。」と気色ばん

だところ、校長先生から一言「何もしないか

らだ。」と言われ、次の言葉が出てこなかった

ようです。結局やめて、私達の学校にやって

きましたけれど、何年か勤めて、いろいろな

才能を持った方だったのですが、授業は、「な

るほど ザ・ワールド」というテレビ番組を

録画し、再生するだけであり、何よりも寮で

子ども達に向き合うことが出来ないのです。

やはり先生には向いていないし、私達の学校

の先生には向いていなかったのかなと思いま

す。今は違う仕事をしています。

私学の場合は、向いていない先生は「何も

しないからやめてくれ」と言われて、やめざ

るを得ない場面もあるでしょうし、何年か前

に私のところでも先生におやめいただいた事

もあります。

私も平成5年、詳しくはお話できませんが山

の学校を降りていた時期がございます。決し

て悪いことをした訳ではありません。そして

平成7年よりある学校の設立を手伝い、3年か

けて認可をいただき、そのまま事務部長とし

て勤めておりました。完成年度を迎える3年目、

理事長の大学運営の中で学生の顔が見えて来

ないのです。学長や先生方は一生懸命に取り

組まれているのですが、理事長は経営優先で

あり、教育の中身に目を向けていないと思え

ました。命を懸けたと言えば大袈裟ですが、

心筋梗塞になり、怖い思いもいたしましたし、

ストレス性糖尿病にもなる程でありました。

金儲けや学校設立資金の回収、学校を大きく

することに一生懸命になるのではなく、今い

る子どもの教育に専念すべきであり、学校の

基礎をしっかりと作るべきであると意見しま
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したが、無理でした。結果として「あなたが

辞めるか、私がやめるか。」となり、当然私が

辞めることになります。納得がいかないこと

を続けるわけにはいきませんので、その場で

やめると言ったのですが、「今やめられたら困

る。このような辞表は受理できない」と言わ

れましたが、辞表ではなくて退職届けです。「人

事の権限は理事長が持っているが、やめるや

めないは私の判断で、私の判断が優先するか

ら、私は明日から来ない」といってその場で

やめました。

そうしましたら、創立者の本吉先生より学

校に戻って来いと言われたのですが、一度辞

めた人間は採用してはならないと教えられて

おりましたので固辞したのですが、そのこと

を教えた人間がお前は別であると言われ、戻

ることにいたしました。

戻ってみると学校内で派閥のようなものが

出来てしまい、校長派と反校長派に分かれて

おりました。職員会議で校長・理事長が発言

するとあからさまに反対意見を言い始める教

員が何名かおりました。出戻りでしたから最

初は大人しく聞いていたのですが、目に余る

ものがありましたので、「学校で校長、理事長

が方針を決めたらそれに対して意見を言うの

がいいが、その方針に従う中での意見であり、

方針そのものに従えないというのであれば、

辞めて自分の学校を作りなさい、世の中では

“業務命令違反”だし、一教育職員が理事長

に真っ向から対立するのであれば、辞職を前

提に物申すのが普通、その覚悟がないのなら

止めておきなさい。」というと、何名かの先生

はお辞めになり、何名かの先生は大人しくな

り、今も頑張っている先生もいらっしゃいま

す。戻された理由がこれをやれと言うことだ

ったのであろうと、後々、なんとなく判りま

した。

個々の先生のご意見は尊重されるべきだと

は思いますが、理事長・校長が学校の方針を

打ち出したならば、それが優先されるべきで

あり、先生方も個人のご意見は引っ込めてい

ただくことが筋であると私は思います。

今、私は理事長になっておりますが、私は

あまり教育に関しては意見を言わず、決定も

しません。中等部・高等部の校長先生が考え

てご判断されて、決めていただきたいと考え

ています。少し違うなと思えば意見は言わせ

ていただきますが、校長が決めたことを上か

ら覆すことはしたくないということです。逆

に言うと、ご自分で判断しなくてはいけませ

んから、少し負担になるのかもしれません。

しかし、そのような部分は私学では大事なの

であろうと思います。校長は学校の理念をき

ちんと理解して、その教育方法をきちっと実

践する責務があると思います。私は理事長で

すから、お金の心配をして、面倒な話に対応

することであると理解しております。

ある全寮制の私立高校の校長先生から相談

を受けたことがあります。設立準備の段階で

私どもの学校に視察に来られたのですが、計

画では当初、1学年80名程度の高校を考えてい

たが、その県には1学年の定員を200名以上と

するとの内規があるのと指導を受け、240名の

小規模学校を計画していたが600名の学校でな

いと認可をしないと言われたそうです。実際

に、600名分の寮をつくって、600名分の教員

を採用しなければならない。その先生に定員

を満たしたことあるのですかと聞いたら、「な

い」と現在は600名の定員に対して160名だそ

うです。160名でも600名分の寮を管理しなく

てはいけないし、教職員も採用したままにし

なければいけない。学校の中で一番大きな経

費は人件費なのです。恐らく、どこの学校で

も経営状態が良ければ、70％くらい、本校の
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ように、なかなか厳しいところは80％弱くら

いまで人件費率がいっております。

その高校はどうなったかというと、数年前

から給料を減額して、賞与を支給してないそ

うです。校長先生に、「それじゃあ、先生は給

料いくら貰っているの」と聞くと、我々の学

校の30弱の若手の先生と同じくらいでした。

一律ではないということでしたから、若い先

生はもっと低い給料なのだと思います。

先生方にも家庭があって子どもがいて、子

どもの教育がある。教育に対する情熱だけで

生活が維持できないような状況の中で、先生

方に頑張っていただくというのは私は無理だ

と思います。現在のように少子化が進む中で、

600名まで生徒を回復するというのは難しいと

思います。今回の全国集会の部会の中で私学

経営部会は多くの先生方が参加されている。

恐らく各学校で少子化のために生徒が集まら

ないということで苦労されている証拠なんだ

と思います。私の学校でもそうですし、皆様

の学校でも少なからずあると思います。

ですから私はその校長先生に、そういう法

律の規定がないのにもかかわらず、県の内規

を受け入れて、認可を貰ったことが間違いだ

と、私達の学校は1学年の定員が25名ですから、

国の法律の中に200名なんて規定があるはずが

ございません。大学に確か80名という数はあ

ったと思いますが、高校では1学年何名以上と

いう規定はないはずです。折角、全寮制で教

育理念を立ち上げて、志高く学校をつくった

にもかかわらず、県の一方的な指導（県には

指導していないと怒られるのですが）を受け

て600名定員の学校をつくる、これはおかしな

話なのです。県に対してきちんと意見を言わ

ずに、先生方が経済的にご苦労されるという

のは、校長であり、理事長の責任であると思

います。その校長先生には、よその学校であ

り、あまり突っ込んだことは言えないと思っ

たのですが、とにかく文科省に行って、その

県は定員200名という内規を持っているのはお

かしくないかと相談しなさいと。文科省はそ

んな法律はないと言ってくれるはずですから。

そうしたら県に行って、文科省はそんなこと

言っていないと。それでがたがた言ってくれ

ば裁判をすればいいのです。裁判で戦えばい

いのだと思います。そうでなければ折角、学

校を信頼して子どもを預けてくれている両親、

もしくはその学校に夢を持ってきた子ども達、

もしくはその学校で頑張っている先生方に対

して責任が果たせていません。

それを単純に「白根開善学校はどのくらい

補助金を貰っているのですか。」「そんなに貰

っているのですか。」「どうすればそんなに貰

えるんですか。」と聞いてきます。それは日々

努力をしているからです。そのような努力を

しないで、あまり言うと失礼と思ったのです

が、「先生の責任ですよ。相談に来る前に、文

科省に行ってくるべきです。私なら徹底的に

戦いますよ、裁判でも何でもやって、自分の

責任を果たしますよ。それをしなかったら、

本来あるべき学校の形が守れないわけですか

ら。その形を守らなければ、子ども達、両親、

学校で一生懸命働いている先生達に責任が果

たせない。そういうところをしっかり考える

べきですよ。」と言いました。

私立学校というのは公立学校と異なって、

独自の建学の精神、教育理念があって、それ

にのっとって教育方針、教育方法が成り立っ

ているわけですね。ですからいろいろな特色

のある学校があると思います。なかには進学

校で東大に何人も進学させている。私はそれ

でいいんだと思っています。進学を売りにし

ている学校でいいんだと思います。また宗教

教育。私も中高とミッション系の学校行き、
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洗礼も受けております。神父さんの代わりに

洗礼を授けてもいい資格も持っている。学校

の中ではそのようなことは言いませんし、自

分で隠れキリシタンというふうに思っていま

すので、宗教色は私の学校の中では出さない

と決めています。しかし、仏教があったりカ

トリックがあったりプロテスタントがあった

り、私はそれでいいと思います。女子教育に

専念する、国際教育を行う、それぞれ最初か

ら特色教育に取り組んでおられるのだろうと

思っています。

ですから、私立学校というのは、歴史を遡

れば、日本の教育の公立の学校が担えなかっ

た部分を私立学校が引っ張ってきたというの

は事実だと思います。そして、公立学校は文

科省が決めたこと、教育委員会が決めたこと

以外はできないんだろうと思います。

以前、ある県の校長先生とお話をした時、

その県は教育県として有名なのですが、その

ことをその校長先生に話したら、「今はそんな

ことはないよ。高校3年生のために放課後補習

をしてくれないかと、職員室で声をかけたら、

『それは講師で対応してください』という返

事が返ってきました。」と言いました。自分の

コマ数はやっているからそれ以上のことはし

ないということらしいです。本校で家庭の事

情でお辞めになって、公立の先生になった人

がいますが、赴任してしばらくしてから校長

先生に呼ばれて、「あまり動き回らないでくれ」

と言われたそうです。一生懸命子ども達のた

めにいろいろなことを考えてやろうとしてい

るのに一人だけ目立つと困るから動き回らな

いでくれと釘を刺されたそうです。

私は、公立学校や教育委員会を批判するつ

もりはないんですが、いろいろな日本の教育

の状況の中で、日本の私立学校にはそれぞれ

いろいろな大きな役割があるのだと思います。

私達の学校は100名に満たない小さな学校です

が、私達の学校を必要とする子ども達がたく

さんいるわけですから、その役割を果たすた

めに、私は言うべきことは言う、私達の学校

の有り様を守るためには戦う、物を言う、そ

の覚悟を持たなければならないと思っていま

す。お上や県から言われたことを言われっぱ

なしということは避けたいと私は思っていま

す。

私は教育の現場が長くて、皆様と同じよう

な経験をしてきて、日々いろんな問題が起き

て、その対応に走り回るわけですが、子ども

達が一人一人違う、起きる問題が違う、一律

の対応ではできないはずなんです。私達の学

校の中で一時期、ルールが決まっていって、

煙草を1回吸って注意され、2回目になると親

を呼び出す。3回目に家に帰す。どんな子がや

っても同じ対応をするのです。逆に言えば、1

回すっただけで家に帰すぐらいのきつい指導

しなければいけない子もいるし、また、学校

に入る前から1箱2箱もすっている子はきつく

叱って終わりにする、いろいろな対応があっ

ていいと思います。ただルールを決めてしま

うとそのルールにのっとって対応すればいい

わけですから我々は楽なんだと思います。で

すからルールも大事だとは思いますが、その

一人一人の子ども、もしくはその問題につい

てしっかり吟味して、その都度必要な対応を

するべきだろうと思っています。ですから学

校の中でのルールはやめようと。それから問

題を起こした子をなんでもかんでも家に帰す

な、学校で問題を起こしたのなら学校で解決

させなさいと。悪いことをした子が入らなけ

ればいけない寮がありまして、小さな部屋で

おっかない先生が2人いて、1週間くらいそこ

で缶詰になって、夜は勉強、昼間は薪割りな

どのペナルティーがあるわけですが、家に帰
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してはならないよと。規則やルールを決めて

やるのが一番楽なのでしょうが、そういうの

はダメだろうと思う。

私達の学校の教育理念は、「人は皆善くなろ

うとしている」ということが大前提にありま

す。ぱっと聞くとすごく素直に心の中に入っ

てくるんです。子ども達はみんな良くなろう

として。だからその子ども達を信じて、頑張

ろうよと素直に思えるのです。ただ現実問題、

いろいろな子どもが来て、その子と対峙する

と、無理じゃないかとか、本当によくなるの

かとか、どうよくなるんだとか、最悪なのは

こいつがいなければと思ってしまうのです。

人はみんな良くなろうとしている、という学

校なのに。私も実際にそういうふうに思った

ことがあります、「こいつ、いなければいいの

に」。逆に1人の悪さをした子どもを何とか学

校に残そうとしたら、その子どもから被害を

受けた子どもが2人学校をやめてしまった。こ

れはジレンマです。その2人の子どもも守らな

ければいけない。悪さをした子どもも必ずよ

くなるんだから、学校で面倒見続けなければ

いけない。両方がいっぺんにと言うわけには

いかないのです。寮で暴行事件がございまし

た。我々としては、被害を与えた子どもを反

省させ、保護者にも話をしてきっちりとした

対応をするから、被害者とその親に何とか許

してもらえないだろうかと話をしたが、なか

なか受け入れてもらえず、警察に被害届を出

して、現場検証や教員が警察に行って調書を

取られたりしました。被害者の親から被害を

与えた子どもを退学にしなければ子どもは学

校に戻さないと強硬な態度に出られてしまっ

て、我々としては、人は善くなろうとしてい

るという前提があるのに、学校側からお前は

ダメだ退学だというのは基本的にないと考え

ておりますから、何とかご理解いただきたい

といったのですが結局ダメでした。被害を受

けた子どもは、被害を与えた子どもがいると、

そのときの不安感が戻ってしまって学校を続

ける自信が無いと申しておりました。やはり

最優先するのは被害を受けた子どもですから、

被害を与えた子どもに対しては、「1年間諦め

る覚悟をしなさい。被害を受けた子が卒業し

たら、また学校に戻って、なんとか卒業しよ

うね」と本人とも親とも話をしました。

ただ、親の方から「退学にしなければ」と

いうことを言われて、それを受け入れてしま

うと、私達の学校のあり様が否定されてしま

うわけです。ですから私は、先生方、職員、

厨房の職員にも、「これはお願いではなく、業

務命令です。春休み、夏休みに加害者の生徒

を学校に呼びなさい。そして食事を出して、

担任の先生、寮の先生、厨房の職員、管理の

職員、校長、私、とにかく学校にいて、子ど

も達の面倒を見よう。来年学校に戻れるよう

に何とか切らないで続けていこう。そして何

とかしてその生徒と卒業までつきあっていこ

うよ」といって学校に出てもらいました。こ

れは個人の思いとしてやるのではなく、学校

として取り組まなければいけない。決して学

校から退学だとは言わない。私はこれは戦い

だと思っています。先生方、もしくは親の中

には、そこまでやる必要な無いんじゃないか

という意見もあったと思います。しかし私は、

そこまでやらなければ、先代の本吉理事長の

つくった学校ではなくなってしまう、白根開

善学校ではなくなってしまうという危機感が

ありましたので、これは絶対にやると。です

から先生方には休み中に大変ご迷惑をかけて

しまいました。休みが減るわけですから。し

かし、それは譲れないと、それをしなければ、

本校は本校でなくなってしまうということで

やり続けました。
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私は30年間、「人はみな良くなろうとしてい

る」ということをあまり深く考えずに過ごし

たわけですけれども、やはり長い経験の中で

“こいつがいなければ”とか“こいつは良く

ならない”という子どもに巡り会ってしまっ

ているわけですから、私が至らないんだとは

思いますが。私どもの学校の名前をつけてい

ただいた村井実先生に、慶応大学名誉教授で

教育哲学の先生ですが、創立30周年の時に来

られたので、「先生、善くなるというのはどう

いうことなのですか」と聞いてみました。す

ると、「ちょっと変えた方がいいかもしれない

ね。漢字の『善く』は使わないほうがいいか

もしれない。善という漢字を使うと対極に悪

を連想してしまう。子ども達を善悪で捉える

のは間違いだと思う。子ども達は生まれなが

らにして悪として存在はしていない。生育環

境や社会環境、友人関係の中で一般的に悪と

言われているものに染まってしまっていくだ

けであり、子ども達を善悪で捉えるのは教育

的ではないと思う。漢字ではなくひらがなで

『よく』とした方がいいし、『よくなろうとし

ている』よりも『よりよく生きようとしてい

る』の方が分かりやすいね。」との答えでした。

学校の校門脇に「人は皆 善くなろうとして

いる。」と書かれた看板がございます。今更、

変えることも出来ませんが、私は、漢字を使

わずに「よりよく生きようとしている」とい

うことを村井先生に聞いた時に、少し楽にな

りました。よくなろうとしている云々ではな

くて、一人一人がよりよく生きようとしてい

る。だから白根開善学校がその子ども達に対

して、できるだけの手助けをする、そういう

思いで取り組めばいいんだと思い、少し肩の

荷がおりたことがあります。

以前、問題を抱えた子どもが入学してきま

した。授業に出てこない。出てくると大騒ぎ、

それですぐ殴り合いの喧嘩をして、大人のい

うことは一切聞かない。それで、職員会議で

「こんなひどいのは見たことがない、退学だ」

ということがやはり出てしまう。私は、「人は

みなよくなろうとしている」とはどういうこ

とかをずっと悩んで考えて、少し答えのよう

なものを教わってきてのですが、よくなろう

としているという理念を持っていながら、学

校側から「お前はだめだからやめろ」なんて、

口が裂けても言えないはずなんです。しかし、

職員室の中で“退学”という言葉が飛び交っ

ていく。私は短気ですから、「なんでもかんで

もうまくいかないのを子どものせいにするな。

俺の授業はちゃんと聞くし、騒がないよ。う

まくいかないのを子どものせいにして、退学

という、あなたが退学だ」と言ったことがあ

ります。校長先生からお前言い過ぎだと怒ら

れました。今、職員会議では本校では退学と

いう言葉は出なくなっている。どうしても経

済的な理由などで、途中でやめていく子ども

達もいますが、学校側から「お前は退学だ」

といって、やめていただいた子どもは33年半

経ちますが、一人もおりません。最後までつ

きあっていきたいと思っています。

そもそも退学処分の議論の前に学校とか先

生がその子に対して、本当にギリギリまでや

るべきことをやったのかという議論が先にな

ければいけないはずです。問題を起こした子

どもに話を聞くと、「あの子は正直に話をして

くれない」という先生がいます。私はその先

生に言ってやるんです、「正直に話してくれな

いんじゃないんだよ」「あなたは正直に話す相

手じゃないんだよ」「それだけまだ信頼がない

んだよ」と。だから正直に話さない子どもを

問題にするのではなくて、正直に話してもら

えない先生を、まず問題にしなければいけな

い。それから、その子に対してどういう対応
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をするかということを考えなければ、何とな

く、先生というのは偉くて、子どもは教わる

立場、上から目線で子どもを見ている、その

ような感じがしてなりません。

ですから正直に話してもらえない先生の問

題をまず考える。そしてそこまでに至った中

で、学校として先生として、私も含めてです、

最善のことを最後までやり通したのか。その

反省がなければ、退学という議論は本来はあ

るべきではないし、そこまで考えなければ本

当の意味で子どもに向き合えないと、そのよ

うに思っています。

看護短期大学設立ででいろいろ苦労した話

ですが、端折って話しますが、3ヶ月でできる

からと言われて、行ってみると、薄っぺらい

申請書を持って文部科学省に行くから一緒に

来てくれと言われ、それを見て、私は絶対無

理だからやめた方がいいと、そこの理事長に

言いましたが、聞いてもらえず、仕方なしに

ついていったら、最初は私学行政課、次が医

学教育課、次が専門教育課そして次にまた私

学行政課とたらい回しにされて、4回目にやっ

と「出直せ」と言っていただいた。絶対受理

してくれるわけがない。それで3年かかって申

請書をつくって受理していただいた。大学名

も考えたし、カリキュラムも作りました。

今、成人看護学というものがいくつかに分

かれて、成人看護、慢性期と急性期、あと老

年看護学とか精神看護学というふうに分かれ

てますが、当時はまだ分かれていませんでし

た。それを私は分けていろいろ考えて、とに

かく教科書を何ヶ月もかけて読み込んで、新

しいカリキュラムをつくりました。そして、

申請書類の設立趣意書もつくり、看護短大を

つくるべきだ懸命にやってきました。

カリキュラムをつくっていって、大学名を

考えた時に、看護の人材を育成するという教

育目標の他に、国際医療福祉に貢献するとい

うことをつけてしまった。そして、カリキュ

ラムをつくっていく中で、医療と福祉という

科目を設定して、恐らく教育理念からして国

際をつけた方がいいと思い、安易に「国際医

療と福祉」という科目をつくってしまった。

それで東京の大学で助教授をされていた、今

はもう教授でジェンダー論で男女参画問題で

頑張っている先生なのですが、日本の医療・

福祉に関しては業績を持っていたのですが、

世界の医療・福祉というのは全然持っていな

いということで、専門委員の先生から不可を

頂いてしまった。それで文科省の役人さんが、

「国際を取ればこの先生で合格しますよ」と、

これは悪魔の囁きみたいなものです。それに

思わず「はい」などと言ったりすると、大変

な目に遭ってしまいます。この段階で「国際」

を取ってしまえば、大学の名前が、教育理念、

教育信念とどういう整合性がとれるんだ、整

合性が崩れるだろうと間違いなく言われます。

「とります」なんていうと大変なことになり

ます。2年9ヶ月もかかっていますから、今さ

ら教育理念まで遡って変更はできません。で

すから仕方ないので、それでは業績のある先

生を探しますと返事をしたら、そのあとに、「日

本にはそのような先生はいませんよ」と教え

ていただきました。

探すと返事をして、群馬大学の先生に誰か

知らないかとお聞きすると、埼玉県の某大学

の学長なら知っているかもしれないと聞き、

そしてその先生を追いかけ回しました。よう

やくその学長に電話に出ていただきましたが、

「お前は何者だ、なんでこんなにしつこいん

だ」と言われました。それで、事情を話し、

何とか助けていただきたいと言いましたとこ

ろ、それならば、S 先生というのがいるから
訪ねてみろということで、大学を教えていた
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だいた。今度はその S 先生を追いかけ回しま
した。当時74歳でご高齢だったのですが、経

緯を話すと講師を受けてくださいました。そ

のとき、その S先生は「よく踏みとどまった。
大学としての理念を守らない大学であれば私

は受けなかったと思うよ」と言っていただき、

そのときの安堵感は今でも覚えています。

逆に、国際平和に貢献するとか、国際医療

福祉とか頭にひっつけたために、いまだにト

ラウマになっていて、何かあると、原点に戻

って考えないと痛い目をみるぞ、ということ

が頭の中にこびりついているのです。

そして、その S 先生に業績をくださいと言
うと、S 先生は本1冊出して、これだけでよい
と言われ、文科省に持って行ったら、担当者

に、「あの S 先生か」と言われ、私は何も知ら
なかったので、「S 先生です。業績を出してく
れとお願いしたところ本1冊しか出していただ

けなかった」と言うと、担当者が「よく受け

てくれましたね。大学で教えていいかを判定

する専門委員のほとんどが S 先生の教え子で
ある」と言われました。私はそんなにすごい

先生とは全然知らず、金沢大学、東京大学、

日本女子大学の教授を歴任されて、大変ご高

名な先生でした。最後は新潟の方の大学で学

長をされました。数年前に亡くなられたので

すが、そのようなえらい先生とは知らずに追

いかけ回してしまいました。しかし、その先

生から「よく踏みとどまった」と言っていた

だいて、私は文科省に対して、「国際をとりま

す」と言わないでよかったと、今でも思って

います。

あまり理念について深く考えずに、安易に

国際平和なんてつけたものだから、国際医療

福祉というのは格好いいかなという程度で、

素人ですから、科目を設定して、痛い目を見

たんだと思います。

その当時、教授、助教授、学長探しから、

いろいろなことをやっておりましたので、理

念があって、方針が決まって、教育方法なり

カリキュラムが決まっていくという下からの

積み重ねということに、忙しさにかまけて安

易に考えていたのだと思います。

白根開善学校の教育理念というのは「人は

みなよくなろうとしている」ということであ

ります。これが原点になります。そうすると

この原点をもとに白根開善学校のあり方とい

うのが必然的に決まってしまうわけです。

まず、「人はみなよくなろうとしている」と

いうことであれば、誰でも入学できなくては

ならないということなのです。ですから学力

とか入学前の素行で判断してはならない。で

すから学力による入学試験は行わないという

ことです。面談と1週間の体験入学を通して本

人に判断をしてもらう。本人が頑張りたいと

言ったら、基本的には不合格はありません。

ただし、専門の医師の治療を優先しなければ

ならない子どももいます。そういうときは、

まず治療を受けてもらい、その治療が終わっ

たら、もう一度体験入学してもらい、学校に

来るか来ないか決めてもらいます。そういう

ふうに不合格ではなくてお詫びの手紙を渡す

というのが私達のスタンスです。

いろいろな子ども達が来ます。中には、化

粧がすごい女の子で、面接室に入ってきた途

端に名刺をくれるのです。クラブの名刺です。

高校生です。いい生徒でしたよ。ただ地元の

暴力団の一人につきまとわれて地元にいられ

なくなり、私達の学校に来ました。最初の頃

は休みの度に帰っていたのですが、そうする

とその子の家の周りを暴力団の方々が見張っ

ているのです。ですからもう帰せないという

ことで、何とか他の所で休み中も生活させる

ということで親と相談したこともございます。
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また、18歳になっても中学校を卒業したこと

になっていない子どもがおりまして、18歳か

ら中1を始めたのです。中学生で車の免許を持

っていましたから。もう一度やり直したいと

言って、18歳なのに13歳の子ども達と生活を

して卒業していった子もいます。少年院を退

院した翌日に入学してきた子もいます。特別

支援学校から入学してくる子どももいます。

そうしますと、積み重ねが必要な、英語とか

数学とか国語というのは同じ学年で授業がで

きないのです。ですから中等部は5つとか6つ、

高等部も5つとか6つ、そういうクラスに分け

て、学年の進度にそった勉強をするクラスと

英語であれば A・B・C …から始めるクラスと
いうものもつくらなければならない。ですか

ら全体の生徒数も少ないですが、クラスの生

徒数も10人以上のクラスというものは本校に

はありません。少ないクラスは2・3人です。

私も10人以上のクラスというのはほとんど経

験したことはありません。大体5・6名で、一

人一人に声をかけながら授業をする、そうい

う形になってしまいます。ですから教員がた

くさんいないとできないわけです。本校の場

合、専任教諭1人当たりの生徒数は4人程度で

す。17人の専任教諭がおります。恐らくもの

すごく贅沢なのだと思います。なぜそのよう

なことができるかというと、やはり群馬県か

ら多くの補助金をいただいているからです。

そうでなければ経営は成り立たないと思って

います。

寮の方についても、子ども達の自主性に任

せられればいいのですが、そうではないケー

スがほとんどです。幾つかの学校が寮をつく

りたいと言って本校に視察に来ましたが、ほ

とんどの学校は1つの寮に50人60人入れて、宿

直の先生が1人ずつ交代で泊まるという形をと

っています。我々の学校の場合、教員が舎監

として、寮に住み込みます。先生が授業もや

って寮もみる。そして先生方一人一人がみる

子どもの数は5・6名です。5・6名先生1人が担

当しています。子ども達の生活スペースの脇

に先生の部屋があります。ですから夕食後と

か、9時に点呼の黙想があるのですが、その後

は大体、生徒は先生の部屋でテレビを視たり、

お茶を飲んだり、先生の話を聞いたりしてい

ます。大変関係が密になりますし、子ども達

との信頼関係は、1人の先生に60人の生徒がい

るような寮とは違って、大変密になります。

それで生徒達が悪いことをすると、薪割り

のペナルティがあるわけです。斧を使うわけ

ですから、子ども達だけでは危ないので、担

当している生徒指導の先生達が毎日、放課後

になるとヘルメットをかぶって薪割りをする

のです。その中で、先生と子ども達との関係

は非常に深くなっていく。そういうことが大

事なのだと思います。このように考えていく

と、1学年に200人も300人もいるとできる話で

はないのです。ですから私達の学校はどんな

に多くなっても100人くらい、それ以上生徒が

集まることはないと思いますが、それ以上に

なれば、もう一つ学校をつくれと言われてい

ます。子ども達に目の行く届かないような、

学校にしてはならないよと。だから100人を上

限にした小さな学校で何とかこれからもやっ

ていきたいと思います。

それから、誰でもが入学できる学校で、特

別支援学校から軽度発達障害の子どもとか知

的にハンディキャップを持った子どもが入学

して来ます。そうした時に、彼らの卒業後の

進路は大変厳しいものがあります。進学は難

しいですし、就職もなかなか難しい。知り合

いの自動車の下請け会社の社長にお願いして

就職をお願いしたことがあります。給料が月

に5万円もらえます。障害者手帳を持っている
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と月に5万から7万円いただける。そこで働い

ているパートの人達は、月に10万円いかない。

そうするとどういうことが起きるかというと、

パートの人達が、どうして仕事も何もできな

い子が自分達より給料がいいのかということ

になる。それで何をするかというと、仕事の

邪魔をする、作業着を隠す、弁当を捨ててし

まう。人とのつきあいは苦手な子ですが、言

われたことはこつこつやる、でも居たたまれ

なくなって会社を辞めてしまう。

障害者手帳を持っていると、就職の時に企

業は一定の割合で採用しなければならない。

それで、ダスキンに勤めて、本人は喜んで働

いていたのですが、担当のダスキンの正社員

の方が一生懸命面倒を見てくれました。それ

で、給料日に歌舞伎町の風俗まで面倒見てく

れてしまったのです。そうするとその子は、

給料日になると歌舞伎町に行ってしまうので

す。そこに長く勤めていくわけにはいかない

ということで、辞めざるを得なくなってしま

った。

やはり、ハンディキャップを持っている子

ども達が、作業所、授産施設で、朝の9時頃か

ら15時、16時頃まで働いて、彼らの場合は給

料という表現は使いません、工賃と言います

が、それが全国平均で月額1万円、1万円しか

くれないのです。その施設には子ども1人当た

り10数万円の補助がおりているはずなんです

が、その補助金は子ども達の給料、工賃には

反映させていないのです。平成14年、障害者

自立支援法なるものが制定されました。最近、

世にも稀な悪法ということで改正されたので

良かったと思っています。

子ども達が授産施設、作業所に行くと今まで

はとられなかったのに、施設利用料、バス送

迎費、昼食代をとられる。そういうのをとら

れると、月額3000円にしかならない。そうす

るとその3000円で子ども達は、親が生きてい

るうちはいいですが、生きていけるのでしょ

うか。到底難しい話です。

誰でも入学できると言いながら卒業したら

後のことは知らないでは余りに無責任です。

ですから、本吉先生と相談して、NPO 法人
の自尊共生舎というものを作りました。

なぜかというと、在学中にハンディキャッ

プを持った子ども達を教育するのは、これは

教育だからいいんですね。ただ、卒業した後

に、子ども達の面倒を見ると、これは教育で

はなくて福祉になってしまうのです。学校は

福祉に関わってはならないのです。学校法人

は収益事業をしても良くて、ホテルでも印刷

でも何でもいいわけです、法律で決まってい

ます。ただ福祉が入っていないのです。卒業

した子ども達を学校が預かれない。それであ

ればワンクッション置いて、NPO 法人を立ち
上げてそこでやろうと言うことになったので

す。しかし、今少子化が進む中で、学校経営

が難しい時に、NPO に対してあまり大きな支
援ができない。私は今、NPO のままでいいの
か大変悩んでいます。もしくは何とか理由を

考えて学校の収益事業として、彼らを補助職

員として採用して、1万円ではなくて、2万円

でも3万円でも5万円でも払って、何とかそう

いう基盤を作ってあげなければいけない。そ

こまで考えないと、私達の学校の「人はみな

よくなろうとしている」「誰でも入れる学校」

ということを考えた時に、誰でも入ったけど、

出た後のことは知らないでは、学校の基本的

な考え方にたどり着けていません。ですから

私はもう、58歳になって、そう長く、先代の

理事長は79歳、先代の常務理事は87歳までい

ましたが、そこまでやりたいとは思っていま

せんし、何とか法人の役員に定年制をつくっ

て、歳が来たら、すぐに横浜に帰りたいとい
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う思いが強いものですから、恐らく残された

時間は10年程度だろうと思います。

私の大きなテーマであって、最終的な目標

は、そういうハンディキャップを持った子ど

も達が、ある程度自尊心を持って、自分でお

金が稼げて、仲間と厳しくても辛くても、そ

の中で楽しく生きていける、そういう場所を

作らなければいけない。それができなければ

私達の学校の教育理念が嘘になってしまうと

思っております。ですからあと10年の間にそ

の方向付け、できれば経済的な地盤を作って、

何とか次の世代に引き継ぎたい、これが私が

抱えている一番お大きなテーマです。そうで

なければ本吉先生が作られた学校が本物にな

れないのです。ですから私はなんとしてもそ

こまでもっていきたい。それが私の役割です。

そうでなければ開善学校は嘘つきになってし

まうし、中途半端な学校になってしまう。何

とか学校の理念を完結させたい、そういう思

いで頭の中を悩ませています。

ちなみに学校で鶏を飼っていて卵を産ませ

ているのですが、今年の夏、天皇、皇后両陛

下が草津に泊まられたとき、私の学校の卵が

提供されています。ホテルの調理長が開善学

校の卵がおいしいことを知っていて、「くださ

い。」と言われたので、すぐに届けて食べて頂

きました。皇室御用達の卵であります。

とにかく、問題を抱えた子ども達が、社会

の中で阻害されて、家にこもって、辛い思い

をして、親が不安になって、一緒に死んでし

まいたいという親も中にはいるのです。何と

かお手伝いをしたい、そういうふうに思って

います。

私立学校は公教育では担えない部分を担っ

ているのです。文科省というのは、日本の教

育の方針を決める。教育評論家といわれる人

もいっぱいいる。日本の教育について考える

ことは必要です。ただ私は日本の教育を語る

つもりはありません。正直申しあげて、私は

自分の学校だけで精一杯です。

ですから皆様も、上から、文科省が言って、

日本の教育を変えるのではなくて、皆様が自

分の学校で精一杯いい教育をすれば、文科省

が何をしようが、日本の教育なんてすぐ変わ

るものだと思っています。

ただ公立学校というのはそれがなかなかで

きない。ですから日本の教育をリードするの

は私学だということは当たり前だと私は考え

ます。今までも私学が日本の教育を引っ張っ

てきたと思っています。

是非、皆さん、学校の中で、ご自分達の学

校の理念とか方針をきっちり考えられて、子

ども達一人一人はかけがえのない存在であり

ますから、その子ども達のためにできるだけ

の支援を頑張って頂きたい。

最後に私が大切にしている白根開善学校の

創設者である本吉修二先生の言葉をご紹介し

て、終わらせていただきます。

「みんなが、誰でもが、いつからでも、いつ

までも創立者としての自覚を持たねばならぬ、

誇りを持たねばならぬ。

山の学校に関わる人は、ひたすら善く生きる

ことが可能となる学校を常に求めて活動する

ことが期待されるのであり、父母会、後援会、

同窓会とか、その表現は成員の学校への関わ

り方によって違うとしても、学校をしっかり

と見つめ吟味して、より善い学校と教育の理

想の灯を掲げて生きる集団なのだ、人間なの

だと考えなければならない。このような自覚

なくして、この山の学校の明るい未来はない。

もしあれば立派に生き続けるだろう。そう考

えると、それぞれ何をなすべきかが明らかに

なるはずである。」
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常に私達の学校の有りようを吟味しなけれ

ばならない。ですから、先ほどお話しした「退

学にさせなければ学校に戻さない」、これを受

けてしまったら、私の学校は終わってしまう

のだと思います。本吉先生から言われており

ます。「子ども達にとってよりよい学校でなく

なるのであれば、その場で潔く門を閉めなさ

い」と。私の代で潰したくはありませんが、

万が一子ども達にとってよりよい学校でなく

なるのであれば、私は本吉先生の言ったこと

は守らなければならないと考えております。

ただ、私が理事長であるから私が正しいと

いうことにはならないということは私は分か

っています。意見があれば先生方は言えばい

いのです。親の方にも私の方からそのように

言っております。「言いたいことがあったら、

我慢せずに言いなさい」と。ただし「言う以

上は自分も言われることは覚悟しなさいよ」

と。子どもを真ん中において、親と先生が、

子どものために議論するのであれば、必ず良

い結果が出てくるであろうと思っております。

ですから、是非先生方には、本来あるべき

学校を守るために、覚悟を持たねばならない。

私自身はそのように思っておりますし、戦う

べき時は戦うべきだと。

あとは絶えず、自分の学校について吟味を

しなければならない。それが正しいんだ。子

どもにとってですよ。学校の経営者とか先生

にとってではないですよ。子どもにとって正

しいのかということを吟味したい。そういう

思いを皆様方と共有して、私が先ほど言いま

した、文科省が日本の教育を変えるとはこれ

っぽっちも思っていません。我々が変えるん

だと。それぞれの学校がそれぞれの良さを発

揮すれば必ず日本の教育はよくなる。東日本

大震災で日本の社会、価値観というものは変

わろうとしているのだと私は思います。日本

の教育は変わらなければいけないし、社会も

変わらなければいけない。恐らく変わらない

のは政治だけだと思います。あまり期待して

もいけないんだと思います。そうであれば、

我々が私学としてできることを精一杯やって、

それが恐らく次の世代に繋がっていくことだ

ろうと思います。私は今の自分がこういう立

場になってそういうふうに考えておりますし、

そのことを先生方に理解してもらって、子ど

ものために頑張ってもらいたい。そのように

思っております。
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「山の小さな学校の取り組み」

学校法人白根開善学校 理事長･学園長 佐々木 克 典

白根開善学校はどういう学校なのか、私自身

はどう関わってきたのか、そして、今まで山の

学校で耐えて生き抜いて卒業していった子ども

達、もしくは我々の力及ばず途中で山を下りて

いった子ども達、いろいろなことを思い出して

まいりました。こういう機会を与えて頂かない

とこういう思いに至らないので、今回は有り難

いことだと思っています。

最初に学校の設立の経緯、そして学校の概要

についてお話します。

昭和52年、今から34年前、受験戦争の最中、

一人ひとりの子ども達の能力や個性を生かした

教育を目指した新しい学校創りの計画が具体的

に動きだしました。創立者である本吉修二先生、

当時、東邦大学で教授をされ、慶應大学で講師

をされておりました。先生の仲間である数名の

先生方と既に構想は出来上がっておりました。

設立資金の確保、学校用地の選定、校舎の設計、

設立申請の準備等具体的に動きだしたところ、

昭和52年11月の新聞記事に「落ちこぼれ、集ま

れ。」と書かれてしまいました。反響にはすご

いものがあり、全国から問い合わせが殺到いた

しました。大人達の敷いたレールから外れた子

ども達を「落ちこぼれ」と決め付けて平気でい

られる社会に違和感を覚えたことを記憶してい

ます。

学校創りに共感した親達、先生方、私のよう

な学生が集まってまいりました。しかし、設立

事務の素人集団でしたから県の担当者お二人に

は大変なご迷惑をおかけしました。ご苦労され

た分、気にしていただき定年後の今でもお付き

合いがございます。時々、お電話をいただき、

本等を送ってくださいます。

学校法人認可と中等部設置認可が昭和53年7

月1日と書いてございますが、4月設立を目指し

ておりましたが資金不足、200万円だったと記

憶していますが、県に申請書を受理していただ

けず、認可前にも関わらず、4月28日に校舎と

寮一棟しかない山の学校に子ども達と共に登り

ました。

高等部の設立も4月ではなく6月、やはり資金

不足からでありました。

創立時の学校は想像出来ないほどの苦労がご

ざいました。あまりの山奥、教員も調理師も逃

げてしまうのです。勤務時間は朝の6時に始ま

り、翌日の授業準備が終わるのが夜中の2時、3

時でありました。一番滞在時間が短い先生は夕

方に着かれて、翌早朝にはおられませんでした。

調理師がいなくなるわけですから、朝は当番制

で4時に起き、朝食の準備。昼食にホットケー

キを200枚焼いたこともあります。勉強どころ

ではなく、生活するのに精一杯でした。

特別、学校の教育内容とは関係ないのですが、

お話しすることがございます。
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最近、もったいない精神という言葉を耳にし

ますが、白根開善学校は何でもいただきます。

設立前は生徒用の机を東京まで貰いに行き、

教職員の机は慶應幼稚舎からお古をいただきま

した。体育道具は今は無きソニー学園のお古を

いただきました。東急建設の独身寮を閉鎖する

ときには立派なシングルベッドを80ヶ近く、ト

ラック2台で運んでいただきました。県内の養

護学校が校舎を建て直すと聞くと、トラックに

乗って駆けつけ、ロッカー、石油ファンヒータ

ーを貰ってきました。コンピュータは最初は25

台ほど購入しましたが、今は県内の大学とか高

校から3年落ちのものを貰ってきて50台ほどあ

ります。トラックは2台あるが2台とも卒業生の

親からいただいたものです。

現在、図書館の蔵書は40,000冊近くあります。

毎年、数十万円は購入していますが、寄贈図

書が多くあります。どこへでもいただきにまい

ります。

3年前、図書室拡張工事をいたしました。そ

れに併せて本棚を検討いたしましたが、見積り

が4,700,000円であります。とてもではありま

せんが本棚にそんなにかけられません。そんな

時に近くの小学校が校舎の建て替えを行なうと

の情報が入りましたので、出入りの建設業者の

現場監督に調べてもらうと県内にある家具屋に

特別に注文されているとのことでした。今まで

の本棚は校舎取り壊しと同時に壊されてしまう

予定でした。町の教育委員会に「壊すなら、く

ださい。」とお願いすると、「2日以内に取りに

来られるのならいいですよ。」との返事をいた

だき、大工さん3人と私と教職員3人で壁から本

棚を剥がし、トラックで運び、今は私どもの図

書館の壁にあります。若干痛んでいるところは

直せばいいのです。大工さんの日当と補修の材

料費だけで15万円くらいで済みました。教育委

員会には完成後の写真と草津の温泉饅頭ですま

せてしまいました。

群馬県の地方新聞社ですが、本社屋を建て直

すので会議用机が大量に出るがどうですかとい

う連絡がございました。2トントラック2台で貰

いにいきました。似たような人達がいるようで

す。行ってみたら先を越されていました。

白根開善学校は何でも貰うとの評判で、個人

の方からもお声がかかるようになってしまいま

した。先日も個人の方から引越しをするのだが、

新しい家が小さいので全部持っていけない、殆

ど使っていない来客用布団等はいりませんかと

いうお話をいただきました。当然、いただきに

まいりました。

今までで一番の大物は200号の絵であります。

調べてみましたら号15万円もいたしました。少

し痛んでおりますが、それなりの値段だろうと

思います。創立者本吉修二の故郷、鹿児島の桜

島の絵ですから売るつもりはないのですが、困

ったときは売ってもいいですかと確認はいたし

ました。

物だけでなく、金は出すが口は出さないこと

を条件にお金もいただけるのであればいただき

ます。

寮が老朽化してまいりましたので、新しい寮

を検討しているとき、日本財団が福祉関係だけ

でなく、私立学校への助成金も考えているとの

情報があったものですから、虎ノ門の本部を尋

ね、寮建設資金への補助をいただけないかと相

談したところ、前向きに検討してみましょうと

のことでありました。設計図も完成し、最終的

な金額が出てきたときに、寮に住む先生方の部

屋が大きすぎるのではとのクレームがついてし

まいました。その場で資料を閉じて、「学校の

寮のあり方、教育方法に口を挟むのであればお

金は結構です。」と席を立ったことがあります。

結果は、引き止めていただいてホッとしたので

すが、助成金を建設費の半分をいただきました。

小さな日本財団の看板を玄関につけるだけが条

件です。それ以外に一切日本財団からものを言

われたことはないです。ただ助成をしたことを

ホームページに載せていいですかといわれたの

で、いいですよと答えました。それだけです。

それで6千万近いお金をいただけたのは有り難

いことでした。

設立の経緯ということで、お金がなくて認可
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がずれ込んで、設立後もお金がない学校という

ことをお話しさせていただきました。何でもい

ただくことも。私は今でも一緒に貰いにいきま

す。大工さんがやめると言えば、必ず、木だと

か鉋だとか釘だとか、年賀状の書き損じをいる

かと言われれば50枚でもいただきます。5円出

せば代えていただけるわけですから。このよう

に節約をする。

何年か前に、陶芸の授業で希望者が7名いる

が電動ロクロが5台しかないので、2名を第2希

望に回すと担当教員が言っておりました。大き

な勘違いです。生徒の希望が最優先されるべき

なのです。2名を第2希望に回すのではなく、電

動ロクロを2台買えばいい話です。私は大変け

ちでありますが、お金の使い道は知っているつ

もりです。その場ですぐに業者に連絡して、1

代15万円位しますが、手配しなさい、希望した

子どもが陶芸をできるようにしなさい、と。け

ちはけちでいろいろ節約しますが、子どもの教

育に関しては先生方から言われたことで一度も

ダメと言ったことはありません。逆に子どもの

ためになることであれば、1千万でも1億でも持

ってくればいいと思います。それくらいのこと

は何でもしてやるから、いろいろな楽しい企画

なり何なり考えて持ってきなさいといっていま

す。

設立の経緯の話しでした。設立前も設立後も

お金のない学校であります。

教育理念については講演でお話いたしました

ので、学校の具体的な内容についてお話いたし

ます。

(1)立地、自然環境

最初に学校の立地、自然環境についてお話い

たします。

特色教育には関係なさそうですが、学校のあ

る場所が私達の学校の特色の一つになっていま

す。

写真は上空からの写真であります。敷地面積

は70,000㎡、周囲は別荘地であります。完売さ

れていますが別荘は一軒だけであります。水が

ありません。学校は写真の左上から自前で湧水

を4㎞引いています。これまでに3000万円以上

はかけていると思います。

草津温泉まで車で20分程度、夏は気温は30℃

を越えることはなく、季候のよい場所です。白

樺林の中に校舎、生徒寮が点在しております。

自然が豊かであり野性動物が多くいます。写真

は図鑑からのものではなく、実際の写真であり

ます。

熊の写真は巡り会うとおっかないので撮れて

いません。

日本カモシカは天然記念物で捕獲してはいけ

ないので余り人を怖がりません】、キツネ、タ

ヌキ、少し離れたところにハブもいるようです。

毎年、群馬県の北部で、山菜採りの季節になる

と、熊に襲われて大怪我をするというのは本校

の近くです。子ども達が外出する時、その季節

は熊ベルというものをつけて歩かないと危ない

です。そのくらいの山奥です。

猟友会の皆さんが熊を仕留めており、解体ま

天然記念物 日本カモシカ

航空写真（標高1,160メートル）
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で見せていただいたことがあります。

写真は桜です。5月に梅と桜が同時に咲きま

す。

冬は氷点下18℃まで下がる厳しい環境にあり

ます。お風呂は独立した建物になっており、入

浴後、寮まで1、2分なのですが、走って帰って

も髪の毛が凍ってしまいます。

見学者や親達は季節の良い時に来て、素晴ら

イノシシ

5月に咲く桜

北海道より寒い冬

しい環境だ、心洗われるなどといいます。とん

でもないことです。親には「よい時にばかり来

ないで2月の一番寒い時に来て下さい。朝、吹

雪の中目も開けられないのに、体育館に行って

氷点下10℃のところで黙って5分座って下さい。

それを経験しなければ、子どもがどれだけ頑張

って我慢して、どれだけ子どもが偉いのか分か

りませんよ。」と言いました。今は3分の2くら

いの親御さんが2月に来てくれます。本当に厳

しい中で生活をしている。親御さんにもそのこ

とは分かっていただきたいと思っています。

教室は薪ストーブです。先生方は除雪車で雪

かきをします。雪かきをしないと薪を取りに行

けなくなってしまいます。また、雪下ろしをし

ないと鉄骨の屋根も歪んでしまいます。天気予

報を見ておりますと北海道の札幌よりも寒いよ

うです。

一番近い集落まで2㎞、一番近いバス停「花

敷温泉」まで7㎞、自動販売機も公衆電話もあ

りません。携帯電話は学内にいるときは預かる

ことにしています。ですから、親や友達とのや

り取りは手紙が原則となっております。手紙が

苦手な子ども達のために手紙塾なるものが週1

回あり、長い間続けています。ですから郵便屋

さんは結構人気があります。

教育よりも厳しい自然環境や寮生活という煩

雑な人間関係の中で、子ども達は鍛えられてい

るのかも知れません。

(2) 全寮制中学・高等学校

全寮制の学校ということで、これは中等部の

校舎です(写真略)。一番最初に、昭和52年の冬

に建てた建物で、違法建築っぽいのですが、業

者に騙されて、本来は鉄骨が45㎝のものが入っ

てなければいけないのが25㎝のものしか入って

いない。耐震補強しなければいけないので、中

に鉄骨を入れたり鎹を入れたりして全部で4000

万円くらいかかってしましました。構造計算上

危なくなくなるまではやり直しておりますが、

業者の方に手抜きをされたのですが、それが分

かったのも建ってから20年くらいでした。

次に図書館ですが(写真略)、私はこの建物は
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好きではないのですが、校長先生の趣味でこの

ようになっております。図書館には先ほどお話

しいたしました貰った本棚やその他にも壁一面

に頂いたものが並んでいます。本当に助かった

と思っています。

食堂は一度に150名くらい食事ができます。

鯉のぼりのポールと、クリスマスツリー用のモ

ミのみが置いてあります。中学生もおりますの

で季節のものはやってやりたいと思っていま

す。

体育館は昭和57年くらいにできました。1億

円くらいかかっておりますが、当時私達はかな

りの薄給で、どうして1億円もあるのか不思議

でしたが、とにかく、冬場雪で生徒達が動けな

いので、体育館は最優先で建てるということで

創立4年目で体育館を建てました。

生産技術センターというものを持っておりま

して、ハンディキャップを持った子ども達の就

業支援のためにニワトリを飼っております。在

校生がお手伝いで卵を洗ったり、専任の職員も

おります。私のテーマとしてもう少しこの辺を

充実・発展させたいと思っている建物です。

これ（写真）は寮です。先生のスペースは家

族で住める広さです。生徒は6人ずつ2部屋12人

くらいが生活し、2人の先生あるいは家族が入

って生徒達と生活をしています。今は少し変え

て、担任の先生が入って寮になじめない生徒達

をお預かりするような形になっておりますが、

大体他の寮は、5・6人の子どもと先生が近いス

ペースで生活を共にしています。先生と生徒は

寮外観（叡智寮）

一緒ですから、朝6時40分に起きて体育館に黙

想に行って、朝食を一緒に食べて、学校に来て、

昼食を一緒に食べる、夕飯も一緒に食べる、そ

ういう環境の中で子ども達と一緒に生活をして

ますので、子ども達との距離は近づいているな

と思います。寮の1階、2階の両サイドに先生が

入って、その左右に子ども達のスペースがあり

ます。

自立寮という悪さをした子どもが入る寮があ

ります。小さい建物ですが、ここで厳しく、勉

強、反省ということで、家には帰さずに学校で

解決しましょうということで、そのような寮に

なっています。

鉄筋コンクリート3階建ての、日本財団から

助成金をいただいて建てた寮があります。玄関

に財団のマークを付けることだけが条件であり

ます。

子ども達の独立している大きなお風呂もあり

ます。一度に20～30人入れます。

これ(写真)は生徒のプライベートのスペース

です。かなり余裕を持たせています。完全に個

室にするとあまりよくないので、半個室のよう

な形、壁を途中で切ってしまって、完全な個室

にしないで、できるだけ子ども達のプライベー

トを守るようにということで、工夫をしていま

す。

【寮生活】

寮生活では担当教職員1人当たり5名から8名

程度の生徒を受け持ち、「生活班」を構成して

います。

寮室内（プライベートスペース）
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子ども達の生活スペースの隣に教職員の部屋

がございます。夕食後や夜9時の黙想「点呼」

後は子ども達が先生方の部屋で過ごしていま

す。各寮に2人から4人の教職員が子ども達と一

緒に生活しています。

自立寮といいます。学校で悪さをした子ども

達が反省のため、入る寮であります。問題を起

こしたからといって家に帰すのではなく、学校

に留まり、放課後は薪割り、夜は勉強の毎日で

す。担当教員はベテランの先生2名、厳しく指

導しています。

日課表(略)には、6時半に起きて、学校に行

く時間、昼食の時間、夕食の時間、黙想は何時

ということなどが書いてあります。基本的には

先生達もこれと同じ形で動きます。ですから先

生方は授業もしなくてはいけないし、寮も見な

くてはいけない。

これは（上の写真）食堂で、メニューは300

ｇのメンチカツだと思います。本校は冷凍食品

はほとんど使いません。調理師が手作りで作っ

てくれます。

画像省略

画像省略

片付けも自分達でやります。草津の板前の調

理長は子ども達に絶大の信頼があります。我々

教師が聞いても答えないことがありますが、彼

が聞くと、子ども達は正直言ってしまいます。

以前体育館の窓ガラスが割れて、誰が割ったか

分からない。私が「責めもしないし、弁償もし

なくていい。ただ正直に言ってください。」と

話しても誰も言ってこない。丁度その調理長が

いるところで誰も出てこないんだよと愚痴って

しまったところ、30分後に生徒2人がやってき

て、「僕達がやりました。」と。私が「どうした

の」と聞くと、「調理長から、『お前ら男じゃな

い』と怒られました」と。

「食堂部」といいまして、毎日、調理はしま

せんが配膳、食器洗い、後片付けを手伝ってい

ます。先生だけではなく、職員も教育に携わる

という環境になっています。

(3) 入学試験

入学試験は、面接と体験入学だけ。無理に入

学は押しつけない。子どもが嫌がっているので

あれば、親がいくら希望しても我々はお受けで

きない。体験入学をさせないで入学させること

は、過去に一度痛い目をしましたので、体験入

学は必ずしてもらう。本人に1週間の経験を通

して判断をしてもらうという形にしています。

(4) 少人数教育 教職員体制

少人数教育、教職員体制ということで、専任

教員が17名、事務職員5名、厨房職員3名が営繕

が3名、計28名。そして非常勤が3名。専任教員

の1人当たりの生徒数が今は4.1名、大変恵まれ

た環境と思っています。以前、選択授業で木工

という授業があるのですが、私はそれを担当し

ていましたが、営繕の職員に手伝ってもらって

いました。

以前、大工さんになりたいという子どもがお

りました。本吉は中古の製材機械を大量に購入

し、それに併せて木工校舎を建設してしまいま

した。

また選択授業の音楽でドラムをやって見たい

という子どもがおりましたが、ドラムセットを

購入し、体育館で音楽の教員1人、生徒1人の授
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業がございました。

子どもが前向きに、やりたいんだということ

があれば、できるだけのことをして、お金がか

かっても用意してあげたいというつもりでやっ

ております。

(5) 開善塾

山の中なので、塾に行くとかできませんので、

授業や自主学習以外に、先生方が自分の担当科

目の中で塾という形で（費用を取っているわけ

ではありませんが）週一回、子ども達の勉強の

場として「開善塾」が 夕食後に開かれていま

す。

「とにかく手紙を書こう」（必要以外の電話

は禁止、手紙の遣り取り：神山先生）＝一番長

く続いている塾です。

「小論文道場」（大学受験対策として高等部3

年生主体：山口先生）＝場所は事務室になりま

す。教員は5時から9時まで日直として事務室で

電話番等を行います。塾と日直が重なった時は

このようなことになります。

「中国語塾」（中国人講師の本場の発音、中

国旅行も計画：劉先生）＝月曜日から水曜日ま

で泊りがけで来ていただいております。

「柔道塾」（礼儀、動と静、裏と表 相手を

知り自分の力を知る：小杉先生）図書館の2階、

視聴覚教室に畳を敷き詰めて利用しています。

「漢字塾」（漢字検定受験が目標：近見先生）

級を目指して漢字検定を受けて、合格すると学

校から1000円分の図書券がもらえます。

「高校数学演習」（興味のある生徒が来る塾

：麻野先生）休みに入った日に朝から夜中まで

画像省略

数学勉強する合宿もあります。不登校の子ども

が群馬県の数学コンクールで銀賞を取ったこと

があります。

「英検ゲッター養成所」（英語検定受験が目

標：阿部先生）目標にしていた級に合格すると

図書券がもらえます。

(6) 学習指導

1クラスの人数は多くても10名程度、少ない

クラスは2、3名になります。お話した5学期に

なっています。休みは「自由活動期間」という

名前になっています。学期中の休日は日曜日だ

けであり、祝祭日も授業をしています。

ゴールデン・シルバーウィークなるものは関

係なく、授業日数を確保しています。授業日数

が足りないと教育委員会から文句を言われます

し、カリキュラムの問題も指導要領にのっとっ

た時間数を設定しなければ、そのことに関して

は教育委員会は私学に関しては文句が言えます

ので、その辺はつつかれないように十分に注意

して授業日数や時間数を確保しています。以前

群馬県の私立学校が情報授業の件で叩かれたこ

とがありますが、公立学校もやっていたのにそ

れは記事にならないのです。私立学校ばかりや

り玉に挙げられる。公立の小学校で女の子が自

殺をした。教育委員会はいじめの認識はなかっ

たと言い張って今裁判になっています。あのよ

うな議論を聞いていると亡くなった子がかわい

そうだし、あといじめていた子どものことが全

然出てこない。学校の責任はないの一点張りで。

もし、いじめたことが原因ならば、いじめた子

ども達は生涯そのことを抱えていかなければな

画像省略
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らない。我々は大人だし、教育者であるし、死

んでしまった子は本当にかわいそうだと思う

し、親御さんも気の毒だと思うけれども、何か

いい折り合いを探して、知恵を出して、何とか

子ども達の傷にならないような形の、やはりい

じめたら責任は取らなければいけないですけれ

ども、もう少し違った議論があっていいのでは

ないかなと思います。でも出てくるのは裁判に

なって教育委員会は一切認めない。親御さんの

方は認めるまで裁判を続ける。そのような記事

だけは出て来るような気がします。

時間割ですが、英語、数学、国語は中等部、

高等部をそれぞれ5クラス程度に分け、習熟度

別のクラス編成になっています。あとの教科、

体育、労作などは学年でやっています。

学期が変則ですが、基本的には時間数として

は指導要領にのっとってやっています。違反は

していません。

クラスが多いと授業をやって違うクラスで同

じ授業を行いますが、本校は生徒数が少ないの

で、行う授業は1回きりです。それで20コマく

らい持っていますと、同じ授業がなくて20コマ

というのは結構たいへんな準備が必要で、先生

方の負担は大きいのかなと思います。私自身も

そうでした。同じ授業をもう一度行うという場

面がなく、たえず新しい授業をしなければいけ

ない。授業に追われていることがありました。

(7) 学校行事

続いて学校行事についてお話いたします。

なぜ学校行事かと言いますと、他の学校には

ない特徴的なものがありますのでお話ししたい

と思います。

まず、4月の始業式で30年近く、曹洞宗の住

職を招き、2時間の座禅を組んでいます。私共

の学校は宗教とは関係ないのですが、年度の始

まりに静かに座ること（曹洞宗ですから「只管

打坐（しかんたざ）」であります）です。この

日だけは、夕食は精進料理になります。

5月の中旬、山菜の季節になりますとハイキ

ング、山菜取りに出かけます。タラの芽をとり、

家に送る子ども達もいます。土曜日のお昼はバ

ーベキューになったりします。

高等部の修学旅行は韓国の板門店、韓国の高

校と交流を深めます。こちらも30年続いていま

す。中等部は沖縄になります。

夏休み前に東京に遊びに行きます。

今年はミュージカルを観に行きました。今ま

では、野球観戦、秋葉原、宮崎監督の何とか館、

歌舞伎、横浜、渋谷に先生方と一緒に遊んでき

ます。

9月には職場実習があり(高等部2年生)、はに

出かけます。

造林で椎茸栽培を手伝ったり、養豚場で1週

間豚の世話をしたり、老人施設にまいります。

私共の学校で一番大きな行事は「100㎞強歩」

になります。今年は10月15日に行い、60人くら

い歩いて、19人が100㎞歩いて帰ってきました。

午前4時にスタートして、夜中の2時半頃100㎞

歩いて帰ってきました。

「きょうほ」というのは、よくオリンピック

で「競って歩く」というのがありますが、そう

ではなくて「強く歩く」と書くのです。

100㎞強歩10月【スタート午前４時】

画像省略
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ルールはほとんどありません。朝4時にスタ

ートして歩けるだけ歩きなさいと。安全面での

ルールはありますが、いつやめても構わないし、

頑張れるのであれば何時間かけても構わないよ

ということでやっています。

100㎞歩いても賞品は出ない。1位2位も関係

ありません。自分自身のチャレンジとしてやっ

てみろと。ですから完歩証明書1枚しか出ませ

ん。73㎞でやめた子どもには73㎞歩いたという

強歩証明書を渡します。証明書には距離が書か

れていますが、教員や親達がポイントでチェッ

クしており、距離はある程度正確なものです。

スキーは寒いから嫌、水泳は水着になるのが

嫌と言う子ども達も強歩だけは誰も文句を言い

ません。完歩できなければ、来年こそは歩きた

いと。スポーツが得意な子とか、勉強が得意な

子、いろいろいるでしょうが、歩くことは人間

の中で一番基本的な動作、その歩くということ

で自分の限界に挑戦できるということが子ども

達の中では大きな意味があるのだと思います。

以前、ある県の県立高校の生徒指導の先生方

が見学に来られました。ちょうど100㎞強歩の

直後で、新聞にも載っておりました。その写真

を見た先生が金髪でピアスをしている生徒を見

て、「金髪でピアスなんかしている生徒は歩か

ないんでしょ。」とか言うわけです。これは地

雷を踏んだも同然です。その子は83㎞くらいの

ところまで歩いて四つん這いになって歩いてい

ました。もう限界だから「やめろ」と言って、

靴を脱がして足の裏を見たら皮がむけて真っ赤

でした。30分説得してやめさせました。そこま

画像省略

で頑張ったのです。それに対して、外見で歩か

ないんじゃないですかというのは、子どもに対

して甚だ失礼です。私は、その先生には「来年

強歩に来なさい。子ども達がどれだけの力を持

っているのか考えを改めた方がいいよ、そうで

なければあなたがいる学校の生徒達が迷惑す

る。」

来ませんでしたけどね。しかし、帰り際、引率

してきた生徒部会の校長先生が「よく、言って

くれました。」と言うのですが、そんなことあ

なたが言いなさいよと言いたかったのですが、

我慢しました。

実際子ども達と接してみれば、強歩を通して

子ども達を見ると、彼らはこんなにすごいんだ

と、こんなに力があるんだと、子ども達を信じ

られるし、感動すら覚えます。思い出すと彼ら

の頑張りに涙が出てきます。

残り2㎞を4時間かけて歩くんですね。あまり

にも足が疲れて膝が痛んで曲がらなくなってし

まって。それも、最後の2㎞は登りなのです。

前に膝を曲げて歩けないのです。それでも蟹の

ように横に10㎝20㎝ずつ動かしながら、朝の4

時過ぎに帰ってきた子もいました。

これはすごいと思います。我々にできるかな

と思います。だから私は、親御さんが参加して

手伝いをしてこれを見て、考えを改めるべきだ

と思います。

万が一事故があれば、中学1年生に100㎞歩か

せるわけですから無謀なんですが、二度とでき

ないという思いでやっておりますので、先生方

も細かいところまで配慮して、危ないところは

全部対応して、このために1年かけます。資料

も全部手作りです。ポイントでどこが危ないか

ら親が立って、夜になると発行するものを持た

なければならないとか。誰が何時から何時まで

どこのポイントを担当するかが1枚の資料に書

かれている。これは30年の間に積み重ねて、改

善をして辿り着いたものです。

「強歩」というものは本当に子ども達を強く

するし、なぜ「強歩」を始めたかというと、本

吉前理事長が旧制中学、鹿児島県川内で、100
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㎞の強歩があり、一度100㎞を歩き切ったこと

があるのだそうです。私は九州まで行って、そ

のコースを車ですが、見てきました。学校をつ

くる時、お金がなくて毎晩うなされて、お金を

返せと訴えられて裁判になって、本当に大変な

時に本吉先生は毎晩のように自宅のソファーで

うなされているのを見ておりました。しかしそ

のとき本吉先生は言っておられました、「100㎞

歩き切ったことがある。あの辛い経験を自分は

乗り越えた。だから今回もこの学校づくりは絶

対にできるんだと自分に言い聞かせているん

だ」と。「学校がいろいろな問題を乗り越えて

立ち上げられたのは、中学時代に100㎞歩き切

ったおかげだ」本吉先生はそのように言ってお

られました。ですから子ども達に100㎞挑戦さ

せたいと。100㎞歩き切ることが大事なのでは

なくて、子ども自身がもう歩けないと思ってか

ら一歩先に歩く勇気を持ってもらいたい。だか

らそれが90㎞で終わっても構わない。ただ90㎞

で終わりにしないで、90㎞からもう1m 頑張り
なさいというのが本校のあり方だと思っていま

す。

ですから、今、県内でも桐生第一中学校で、

30㎞の強歩をやっているのです。昨日校長先生

とお会いして、「30㎞ではすぐ歩いてしまうで

しょ。これから1年2年準備して、来年でも再来

年でもいいから本校と一緒にやろうよ。中学生

でもやりたいのであれば、50㎞でも60㎞でも本

校と一緒にやれば、ノウハウがありますから、

やれると思うよ、だからいっしょにやってみた

ら。」という話をしました。

子ども達は何かにチャレンジしたいのです

ね。自分の力の限りの中で、だからそれが例え

ばスポーツであったり、勉強であったり、何で

もいいのだと思います。子ども達は必ず何かに

取り組んでみたいし、試してみたいと思ってい

るわけですから、そういうものを提供する学校

でありつづけたいと思っています。

(8) 様々な理由、問題を抱えて山の学校にやっ

て来た子ども達。

本当に単純に、山の中で林間学校のような学

校で、楽しそうだから入りたいという子どもも

中にはいます。あとは、不登校による子どもも

います。あと、反社会的問題を起こした子ども

達、赤城の青少年交流の家というところに講師

で呼ばれて二度ほど話をしているのですが、2

回目のテーマが「反社会的行動を起こした子ど

も達への支援について」で勉強会をやりました。

私はこのテーマを見た時から腹が立っていたも

のですから、行った途端に「このテーマ考えた

のは誰ですか」と聞いたら、関西の方の大学の

教授ということでした。

反社会的行動を起こしてしまう前に、学校な

り大人なり、社会が考えることがあるはずなん

ですね。中学2年生で埼玉から来た子どもがお

ります。教室のストーブの部品が曲がっていた

ので直したら、それを見た担任の先生が「お前

が壊した」と言い始めて怒られたわけです。ク

ラスの子ども達が「そんなことない。」と言っ

ているのに。「勘違いだったね」と一言言って

くれればいいのに、そこの学校の担任の先生も

校長先生も生徒に謝ってはいけないらしいで

す。ですから結局誤ってくれない。その子は担

任の先生、学校、校長先生に反発して、反抗的

な態度を取る。そうすると、校長先生、生活指

導の先生は「こいつは問題児である」という。

その子どもは反発をして万引きや喝上げ、いろ

んなことをしてしまうわけです。それで最後に

は警察です。それで、少年院に入るか、白根開

善学校に行くかという選択になって、本校に来

たのですが、そのときにその子どもの通ってい

た中学校の校長先生が警察に上申書を提出して

いました。私はそれを読みました。「こんな悪

い子はいないから少年院へ入れてくれ」と中学

校の校長先生が書いているのです。私は呆れま

した。彼が本校に入学してきた時に、彼に「俺

も上申書を読んだぞ、お前も読んだか」と聞く

と、「読んだ」と行ったので、「これからお前の

行っていた中学校に乗り込んでいこう、勘弁な

らないぞ」と言ったら、「先生がそんなことや

ったらだめだよ」と子どもが言ってくれました。

「殴ったりしない。ただ文句を言いに行こう」
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と言ったら、彼は「いい、いい、先生そんなこ

とやめてくれ」って。彼は多分、自分のことを

信じてもらいたかっただけなんです。それを信

じてもらえなくて悪者扱いされて、どんどんお

かしくなる。彼のどこが悪いのだろうと私は思

います。彼は反社会的問題行動を起こしてます

よ。だけど原因つくったの先生でしょ、校長先

生や学校でしょ。それなのに上から目線で「反

社会的問題行動を起こした子ども達への支援に

ついて」なんて大学の先生が言い始めるものだ

から、「話が違うんじゃないですか」と言って、

その勉強会は荒れに荒れました。続きがあって、

彼のお母さんは保母さん、お父さんは名古屋の

方に単身赴任、夫婦仲がうまくいかないものだ

から離婚。最後に彼はどこかに行ってしまって

行方が分からなくなってしまった。最近ようや

く分かりました。現在お父さんと仲がよくなっ

て、通信の学校で勉強して大学を目指すと聞き

ました。

最初の学校の先生が、意地を張らずに「勘違

いだったね」と言ってくれれば、校長先生がそ

んなひどいことをしなかったら、お父さんお母

さんがもっと話し合って離婚しなければ、彼は

そんなに回り道をしなくて済んだのです。我々

の力が足りなかった、そこまで踏み込めなかっ

たという反省はありますが、それを彼の問題だ

と責めるわけにはいかないと私は思います。そ

ういう子ども達はいっぱいいます。中学2年生

で入学してきた子ども、知らないうちにお母さ

んが離婚、知らないうちに再婚、知らないうち

に弟ができる、夏休みになったら知らない住所

に帰ってこい、帰ってみたら知らないお爺ちゃ

んとお婆ちゃんがいる。これは彼女の居場所は

ないですよ。それで夜間徘徊、お金がなくなる

とオヤジ狩り。だから言いました、「お金がな

くなったら、僕もオヤジだから電話くれ」と。

でも電話はくれませんでした。「なんで電話く

れなかったの」と聞くと、彼女は「先生はきっ

と私のことを本気で思ってくれている。そんな

人からお金はもらえない」って。だから私はオ

ヤジ狩りはしないって。それで私は「新しいお

父さんいい人だよ、だから努力はしなさいよ」

って。今はお父さんとの関係もよくなって、ケ

ーキ職人になりたいと言ってケーキの学校に行

っています。しかし、彼女がオヤジ狩りをする

ようにまでなったのは、恐らく、母親を代表す

る親に、大人に対する反抗だったのだと思いま

す。それを子どもの責任にしてはいけないと私

は思います。

いろんな子ども達が私達の学校にやってきま

す。ハンディキャップを持った子ども達、私は

最後の仕事として彼らに何か形を作りたいと思

っております。

それ以外の子ども達もたくさん入ってきま

す。先生が子ども達が来る度に、「よく来たね。

そんなに慌てなくてもいいよ。じっくり頑張ろ

うね。一緒に頑張ろう」と声をかけるんですね。

子ども達は初めての学校で校長先生にびくびく

しているけれども、その本吉先生の言葉で思わ

ず頷いてしまうのです。「頑張ってみよう」っ

て。だから、こういうことをやった子はだめだ、

ではなくて、いつまでも子どもを信じてあげて、

一緒に頑張ろうっていう言葉をかけ続けたい、

そんな学校であり続けたいと私はいつも思って

いますし、先生方もそういうふうに思ってくだ

さっていると考えています。

本当に長閑ではありますけれども、厳しい中

で環境によって子ども達が鍛えられる、我々が

できることは限られているという自責の念もあ

りますけれども、子ども達には、「頑張ろう、

一緒に頑張ろう」という言葉をかけ続ける学校

でありたい。特色教育の話になったかどうかわ

かりませんが、白根開善学校はそういう思いで

子ども達と向き合っております。以上でござい

ます。



- 343 -



- 344 -

「アスリートコースの指導について」

高崎健康福祉大学高崎高等学校 教頭 加 藤 陽 彦

高崎健康福祉大学高崎高等学校 教諭 黒 田 水 生

みなさん、こんにちは。ただ今ご紹介いただ

きました高崎健康福祉大学高崎高等学校の加藤

と申します。よろしくお願いします。同じく高

崎健康福祉大学高崎高等学校の黒田と申しま

す。よろしくお願いいたします。

高崎健康福祉大学高崎高等学校

教頭 加 藤 陽 彦

私は長い間、ソフトテニスのクラブの顧問に関

わっておりまして、全国のたくさんの先生方に

お世話になり、いろいろ勉強させていただき、

育てていただきました。練習試合等行っていた

だいた方や本番の試合であたった方もいらっし

ゃるわけですけれども、そういった方々のおか

げで今までやってくることができました。大変

お世話になりました。また今回、昨年、本校の

校長から全国大会が群馬であると聞いていたの

ですが、その特色教育部会の中で、アスリート

コースの指導について発表しろということを言

われまして、正直、全国から先生方が集まる非

常に大きな会ですし、自分のようなものがその

ような会で何が出来るのかということで非常に

不安に思ったのですが、せっかくそういう機会

を与えていただいたということで大変光栄なこ

とと思い、今回、黒田と共に、本校のアスリー

トコースのやってきたことをありのままのこと

を先生方にお話しさせていただきたいと思いま

す。その中で色々なご指導ご鞭撻をいただける

と有り難いと思いますのでよろしくお願いした

いと思います。

黒田は長い間、私と一緒にソフトテニスをや

っておりまして、現在は男子の顧問をやってお

りますけれども、女子の方を6年彼のお世話に

なって、一緒にやってきた仲間です。そのよう

なことで、途中黒田の方からアスリートの現状

等について説明させていただきますのでよろし

くお願いいたします。

まず、本校の簡単な内容を説明させていただ

きます。本校は高崎駅から東の方向に約4㎞、

車で10分程度の高崎市中大類町というところに

ございます。大学、高校、附属幼稚園を持って

おります。

簡単に高等学校の説明をさせていただきま

す。コースが4つございます。本校は全日制の

普通科なのですが、生徒の適正にあわせて4つ

のコースを用意しています。特進コース、大進

コース、普通コース、アスリートコース。特進

コースについては、30人の少人数制で、難関大

学の進学を目指しています。大進コースは、基

礎的なことをしっかり学んで、やはり大学進学

を目指すのですが、基礎的なことからしっかり
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学んで、大学進学を目指すということでありま

す。普通コースですが、1年次においては共通

科目を設定し、2年次になる時に将来の進路を

考えながら、類型の選択ということで、現在3

つの類型がありますが、進学類型、情報類型、

福祉類型というような形で、幅広い進路になり

ますので、専門分野を学習していただいて、で

きるだけ多くの資格を取得して進学につなげよ

うというようなコースです。本日、お話しさせ

ていただこうと思っているのが、アスリートコ

ースです。アスリートコースには、部活動指定、

本校の特色の1つであります選択実技、それか

らスポーツ環境、これについては学校の理解も

あり、環境面においては非常に整ってまいりま

した。生徒が思いきって、それぞれの部活動が

できるということで、環境面においては充実期

にあると思っている。それから専門の先生方、

30歳代中心の先生方が頑張っておられます。

創立者は、須藤いま子先生という女性の方で

すが、昭和43年、群馬女子短期大学附属高等学

校という名称で開校いたしました。昭和58年に

赤城国体が群馬であった関係もあると思います

が、昭和56年体育コースという物を設置いたし

ました。スタートの段階は女子校でしたので、

女子の4部でスタートいたしました。指定部と

いう形で本校の場合は、アスリートもそうなの

ですが、クラブを限って、4つのクラブ、現在

はさらに増えているのですが、指定クラブとい

う形でスタートしております。ハンドボール、

ソフトボール、バレーボール、ソフトテニス、

これはもちろん、専門の指導者がいるというこ

とや、専用の練習会場・施設を持っているとい

うことでこの4つでスタートいたしました。こ

こから色々な形で学校の環境整備が始まり、昭

和58年に高校としてはかなり大きいと思うので

すが、高校体育館を作りました。そして昭和62

年に第二運動場ということで、全天候型の250

ｍのトラック、テニスコート6面が完成しまし

た。特にテニスコートについては全国どこにも

負けないくらいの高等学校としては非常に素晴

らしいテニスコートを作っていただきました。

そして平成4年、高校の体操場が完成いたしま

した。平成13年、校名変更と男女共学化という

思い切ったことを行いました。創立者の須藤い

ま子先生という方が、平成2年にお亡くなりに

なりまして、理事長がかわり、それまでは女子

教育のみでやってきていたのですが、これから

は男女共学ということで男子もいれようという

ことになり、平成13年に非常に大きな転機があ

りました。もう一つ、平成元年に特進コースを

スタートさせました。そして平成15年、男子も

入りましたので、健武館(武道場)をつくり、平

成17年に男子の数もだんだん増えてきまして、

部活動も多くなってきたということで、男子の

部室棟を作りました。そして平成19年、野球場

が完成しました。野球場については、雨天練習

場とか、すぐ近くに合宿所や寮などを持った、

高校では非常に整いすぎている素晴らしい健大

スタジアムという野球場が完成しました。平成

21年、男子の合宿所をつくり、この年にアスリ

ートコースという形で、名称を変更して男子の

募集も開始し、男子が4部、硬式野球、ソフト

テニス、サッカー、陸上・駅伝、女子が、バレ

ーボール、ソフトボール、ソフトテニス、剣道、

器械体操、陸上･駅伝、サッカーという7部のア

スリートコースになりました。当初は女子のみ

の1クラスであったが、平成21年からは男女の

アスリートを募集するという形になりました。

男子を入れる時には、大体、多くの学校は、す

べてのコースでいきなり始めるのではなく、本

校も同じく、特進コースに限って男子の募集を

したのですが、ちょうどこの頃から、すべての

コースで、男子の出口・進路あるいは生徒指導

の面、部活動というものがある程度整って、男

子を受け入れても大丈夫であろうと、6回7回8

回と男子の卒業生を送り出して、保護者や地域

の方、中学校の先生方からの信頼も得られたと

いうことで、この平成21年からすべてのコース

で男子を募集となりました。現在、新校舎の建

設が始まっており、来年3月までに完成し、来

年の新入生からは新しい校舎で授業を始めるこ

とになっています。
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アスリートコースですが、体育科の教員が9

名、専任が6名、常勤が2名、非常勤が1名おり

まして、内訳は男性が7名、女性が2名で、この

体育科の職員を中心にやっております。生徒数

ですが、3年生についてはまだ体育コースとい

う形で女子のみの38名1クラスです。現在の2年

生からアスリートコースとして募集いたしまし

て、女子が31名、男子が59名入学しました。2

年生については男女別クラスにしており、女子

が1クラス、男子が2クラスの学年3クラスです。

1年生については女子が45名、男子が61名で共

学にしようということで、1年生については、

男女共学、学年3クラスとなっています。来年

度の募集については100名と考えております。

現在の男子のアスリート、女子のアスリート

の担当顧問、担当教科、性別というものを簡単

にお話いたします。陸上・駅伝については男女

は同じ顧問が担当しています。年齢については

一番若い人が23歳、一番年配が53歳ということ

ですが、その他はみんな30歳代の先生方が多く

て、その先生方が今、しっかりとまとまって、

53歳の先生に保健体育科主任をやっていただい

ているのですが、その先生が上手にまとめて、

若い先生がいて経験豊かな先生がいてそして、

30歳代のバリバリの先生方が頑張っていて、い

い方向に進んでいます。

創立者の須藤いま子先生の言葉ですが、本当

に簡単な言葉なのですが、「やればできる、で

きないことはやらないことなんだ。」というこ

とを我々、今50歳代くらいの先生方は、教えを

受けました。もちろん先生が生徒を愛し、学校

を愛し、職員を愛し、試合で勝った時などは自

分のことのように喜んで、本当に褒めていただ

きましたし、また、負けたということを報告に

行くと、本気で叱られ、強い指導を受けました。

しかし今の高崎健康福祉大学高崎高等学校は創

立者の須藤いま子先生の教えがしっかりと引き

継がれて、我々、特にその年代に教わった先生

方が強い気持ちで指導を続けておりますし、私

もこの「やればできる」という先生から教わっ

たことが長い間の指導の基本になりやってまい

りました。先生が掲げた目標は、簡単に言うの

ですが、「高校総体20年連続優勝しなさい。」「総

合優勝しなさい。」という目標や、「体育の部活

動は全部インターハイ出なさい。」というこの

ような大きな事を、やればできるということで、

「日本一」という言葉がとにかく好きで、私も

何回、「日本一」という言葉を言われたか分か

りませんが、とにかく「日本一」、どうせやる

なら「日本一」目指しなさいと言われました。

中途半端ではダメだ、できるんだと、常日頃言

われておりました。

校訓は「感謝 奉仕 友愛」です。もちろん

校訓になっていますので、基本的なことなので

すが、毎日ホームルームで唱和をし、アスリー

トの育成にも教育にも校訓・日訓が基本になっ

ています。

校歌。今年甲子園に行きまして、有名になっ

てしまったのですが、皆様もどこかで聞いたこ

とがあるのではないかと思いますが、現在の校

長先生は、最初正直なところ、校歌を変えた方

がいいんじゃないかというようなことを言われ

てたのですが、甲子園に行って何回か聞くと、

「なかなか良い校歌だ」と言って、今では気に

入っていらっしゃるようです。珍しい校歌です

が、甲子園を通して、全校生徒達も今まで以上

に校歌を好きになって歌ってくれているように

思います。

アスリートの入試ですが、簡単に説明します。

もちろん推薦です。単願です、併願はございま

せん。中学校の校長先生から推薦をいただける

生徒に限って入学試験を受ける資格がありま

す。入試の科目については、特進、大進、普通

すべて同じです。国語・数学・英語の学科試験、

マークシート形式です。特待生制度がございま

す。これは前年度の記録実績とか進路の状況を

総合的に判断し、1年ごとに見直して、頑張っ

ているクラブについてはその評価を認め、校長

先生が最終的に数の方を決めて示しています。

本校を第一志望、合格した場合は必ず入学する

者、そして、もちろん3年間の評定平均、欠席

日数、遅刻早退を含めて本校の基準を満たして
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いる者、そして、強化指定部、先ほどの4部、7

部に入り、全国大会優勝を目指して3年間部活

動を継続し、かつ進学を志望する者というよう

なことが受験の資格になっています。受験する

場合には必ず、中学校の顧問の先生から、本校

の顧問へ事前の連絡を取り、本校の顧問におい

ては、事前に保護者や生徒に会って、本校に適

しているかを見て、その上で、受験するという

ふうになっています。

体育アスリートコースの実績ですが、平成元

年から、全国大会3位以上のものをあげさせて

いただいております。

体育・アスリートコースの実績

・平成元年～（全国大会3位以上）

群馬県高等学校総合体育大会女子総合15年連続優

勝（現在まで18回総合優勝）

平成23年 男子総合13位(昨年53位)／女子総合2

位（昨年2位）

入場行進優秀校 26年連続入場行進優秀校

◎陸上部

平成2年12月23日

第2回全国高等学校女子駅伝競走大会優勝（1時間

8分51秒―高校日本最高記録）

◎ソフトテニス部(女子)

平成元年全国高等学校選手権大会個人 優勝・準

優勝

平成2年全国高等学校選抜大会団体 準優勝

平成4年全国高等学校選手権大会団体 優勝

平成8年全国高等学校選抜大会団体 第3位

平成9年全国高等学校選手権大会 団体3位

平成9年ハイスクールジャパンカップ 第3位

平成10年全国高等学校選抜大会団体 第3位

平成11年全国高等学校選抜大会団体 第3位

平成13年ハイスクールジャパンカップ 準優勝

平成15年ハイスクールジャパンカップ 優勝

平成16年全国高等学校選手権大会団体 優勝

平成18年全国高等学校選手権大会個人 第3位

平成18年全国高等学校選抜大会団体 準優勝

平成19年ハイスクールジャパンカップ 優勝

平成19年全国高等学校選手権大会団体 第3位

平成22年全国高等学校選手権大会団体・個人 第

3位

平成23年（創部5年目 インターハイ男子団体初

出場）

平成23年全国高校総合体育大会男女団体出場

◎体操部(女子)

平成4年全国高等学校総合体育大会種目別平均台

優勝

◎ソフトボール部(女子)

平成2年全国高等学校総合体育大会 第3位

平成6年全国高等学校総合体育大会 第3位

平成16年全国高等学校選抜大会 第3位

◎剣道部(女子)

平成3年全国高等学校総合体育大会 第3位

平成6年全国高等学校総合体育大会 第3位

平成9年全国高等学校選抜大会団体 第3位

平成17年全国高等学校総合体育大会群馬県予選男

女団体個人完全制覇

平成18年全国高等学校総合体育大会群馬県予選男

女団体個人完全制覇

◎硬式野球部

平成18年関東大会出場(創部5年目の快挙)

第59回秋季関東地区高等学校野球大会群馬県予選

準優勝

第59回秋季関東地区高等学校野球大会初出場

平成23年甲子園初出場(創部10年の節目の年)

第93回全国高等学校野球選手権大会群馬県予選優

勝

第93回全国高等学校野球選手権大会出場

その他（本校の卒業生の実績）オリンピック・国

際大会出場

◎カヌー部(女子)

昭和60年・63年・平成元年

全国高校選手権大会 優勝(文部科学大臣賞受賞)

ソウルオリンピック(昭和63年)出場

バルセロナオリンピック(平成3年)出場

◎スケート(ショートトラック)(女子)

バンクーバーオリンピック（平成22年）出場

◎ソフトテニス部(女子)

第11回世界ソフトテニス選手権大会 優勝

◎平成23年度の実績
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関東大会（ソフトボール 優勝、ソフトテニス女

子団体・個人 準優勝）

全国高校総体（団体出場：ソフトテニス男女・ソ

フトボール・剣道・バレーボール、個人出場：ソ

フトテニス男子・カヌー男子・弓道女子・柔道女

子、

国体（ソフトテニス男子・カヌー男女 出場）

どうせやるんだったら、高校総体でも連続20

年(優勝)を目指しなさいというようなことでや

ってまいりまして、女子の総合なんですけど、

15年連続優勝というふうになっております。途

中残念ながら何回か2位ということもあったの

ですが、現在まで18回、総合優勝をしておりま

す。今年の成績ですが、男子については、アス

リートの生徒達が中心になって、昨年度までは

総合53位という成績だったのですが、今年は13

位、女子については昨年に続き2位という成績

でした。

入場行進というのがあるのですけれども、高

校総体の時に入場行進をいたします。入場行進

が優秀であると優秀校という形で表彰されま

す。本校は26年連続優秀校です。高校総体の前

3日間くらい、2時間ほど授業をカットして入場

行進の練習をします。このように高校総体につ

いても学校をあげて取り組んでいます。

日本一については3クラブが達成しておりま

して、陸上部については全国高校女子駅伝、体

操部については、インターハイ種目別平均台、

そして、ソフトテニスについては団体、個人で

1位になっております。剣道部については全国

大会3位。ソフトボールについても全国大会で3

位入賞が3回。硬式野球部ですが、平成18年に

創部5年目の快挙ということで、この当時は専

用球場もなく、練習場を確保するのが大変な状

況だったのですが、創部5年目で群馬県大会で

決勝まで進出しまして、初めて秋の関東大会に

出場いたしました。今年は11年目なのですが、

創部10年で初の甲子園出場。明日開会式がある

のですが、選抜を目指した関東高校野球大会に

出場することになっております。

その他、オリンピック、国際大会にも出場し

ております。アスリートではないのですが、カ

ヌーという特殊な競技なのですが、練習場はあ

りません。波のあるところではなく、湖で、波

のないところでやる競技なのですが、そちらの

方を本校はやっておりますが、昭和60年、63年、

平成元年の3回、全国高校選手権で優勝してお

ります。カヌー部の卒業生は、ソウル、バルセ

ロナのオリンピック代表にもなっている。スケ

ートではショートトラックでバンクーバーオリ

ンピックに出場しております。ソフトテニスで

は、世界選手権大会個人優勝という選手も出て

おります。

引き続き黒田の方からアスリートコースの現

状について報告いたします。

高崎健康福祉大学高崎高等学校

教諭 黒 田 水 生

先ほども話がありましたが、本年度の大会実

績のご説明をさせていただきます。まず関東大

会なのですが、ソフトボールは優勝、ソフトテ

ニス女子は団体・個人でともに準優勝というこ

とでした。インターハイの方は、総勢67名が出

場いたしております。また、出場団体チームが

5団体ということで、過去最多の選手達がイン

ターハイに出場したということになります。国

体の方にはソフトテニス男子、カヌー男女が出

場しています。

アスリートコースの特徴について説明させて

いただきます。

部活動の指定、強化指定部というものがござ
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います。男子4部活、女子7部活でおこなってい

ます。

選択実技の導入のいうことですが、今年度は

毎週火曜日、木曜日になります。5時間目と6時

間目を使ってそれぞれの部活動の時間にあてて

おります。単位数にも入っており、評価の方も

出しています。選択実技の時間ですが、4時間

目が終わりましたらまず昼食をとらせ、そのあ

と掃除、ホームルームを済ませて5時間目の授

業の方に臨んでおります。6限終了後部活動が

継続してできるようになっております。

2年生、3年生で毎週1時間、体育理論を行っ

ております。2年時は、トレーニング、ストレ

ッチのやりかた、効果・重要性などを教えたり、

栄養の取り方、疲労回復の仕方などを授業の中

で説明して、実際に生徒に実践させております。

3年生では、大切な大会の時期に重なってきま

すので、それに対するメンタルトレーニングの

仕方とか、引退した後にこれまでの部活動を活

かして、社会体育とか、指導者を目指す生徒も

いますので、そのような生徒達にどういう取り

組みをしていくのかを指導しております。

各部活の専用スペースの確保についてです

が、こちらは映像で説明させていただきます。

各部の過去10年の部員数の変遷とかも併せて

説明します。

まず、野球部になります。今年創部10年目で

甲子園に出場したのですが、平成14年に創部い

たしました。今野球部は監督・部長1名ずつ、

コーチが2名、トレーナーが1名総勢5名のスタ

ッフでやっております。現在の部員数は76名。

グランドは先ほど紹介しました、健大スタジア

ムが完成いたしました。こちらの方は夜でもナ

イター照明をつけて試合ができるくらいの明る

さで夜練習試合を行ったりしています。野球部

専用の室内練習場はネットで区切ってバッティ

ング練習とかストレッチをおこなっています。

男子のソフトテニス部は今年で創部5年目に

なります。今年、団体戦でインターハイ出場を

決めましたが、3年前までは部員数4名でなかな

か部員が集まらない状況だったのですが、昨年

度アスリートコースを男子の方で募集し始めて

少しずつ部員を確保しております。監督は私で

コーチが1名います。男子はクレーコート3面、

照明設備も完備しております。

女子のソフトテニス部は、昨年度からアスリ

ートコースとコース名が変わったのですが、そ

れ以前から体育コースとして生徒を募集してお

りましたので、平均して募集がうまくいってい

ると思います。女子の方は全天候型テニスコー

ト、照明完備で3面あります。監督1名、外部指

導者を含めたコーチが2名います。

男子サッカー部は監督1名、外部指導者を含

めたコーチ2名、部員数は90名となっています。

土のグラウンドですが、照明を完備して夜間で

も練習ができるようになっています。

女子サッカー部は本年度からアスリートコー

スに入り、今年から生徒を募集しました。監督

1名で部員数は27名。土のグラウンドと全天候

型のフットサルのコートで練習をしています。

男子陸上部、女子と合わせてですが、昨年度

からアスリートコースを募集しました。ただ競

技の種目上、特徴ともいいますか、あまり生徒

数をとるのではなく、どちらかというと一般生

徒の方も入ってきておりまして、練習時間も短

い時間で済むということもあり、一般生徒も増

えてきております。

女子陸上部も男子と同じように一般の生徒も

入っております。監督1名で指導しております。

全天候型のトラックで照明も完備しておりま

す。

ソフトボール部は、今年関東大会で初優勝し

たのですが、監督1名、外部指導者コーチと2名

で指導しています。部員は32名。ソフトボール

専用グランドがあり、照明も完備している。手

作りでありますが、ビニールハウスの室内練習

場を作ってやっています。

バレーボールは監督1名、外部指導者コーチ

の2名で、体育館に専用スペースが2面分ある状

況でやっています。部員数は41名。今年、新人

戦を含めすべてのタイトルをとっている、今一

番元気な部活です。
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剣道部は、監督1名、コーチ1名、部員は7名

でやっています。一般生徒も入部している現状

です。専用の武道場があり、その半面を使って

練習しています。

体操部は特殊な種目になりますので、一般生

徒はいません。毎年2名から5名くらいの生徒が

入部しています。プレハブなんですが、専用の

スペースがあり、練習しています。

アスリートコースの進路ですが、毎年8割の

生徒が進学しています。大体希望どおりのとこ

ろへ進学できるように進路指導部を含め対応さ

せていただいております。平成22年度・23年度

・24年度に関しては、希望ということで、まだ

決定はしておりませんので、23年度・24年度は

男子も含まれておりますので、4年生大学への

進学希望が増えています。就職に関してはそれ

ぞれの専門の種目により実業団のほうへ入社し

たり、一般企業へ就職する生徒もいます。主な

進路先として、国立大学をはじめ、有名私立大

学にも進学しています。ほとんどの生徒が推薦

で進学している状況ですが、アスリートコース

でも他の進路先へ進む可能性もあると言うこと

で、進路指導の方も最後まで責任を持ってやら

せていただいている状態です。

私からの報告は以上になります。

続きまして、アスリートの具体的な指導につ

いて報告いたします。ただ今の報告のとおり、

環境面、施設設備については非常に整っていま

す。たくさんの部活動がありますけれども、そ

れぞれ専用のグラウンドがあって、専門のスタ

ッフがいて、生徒達が十分な部活動ができる、

そういった環境を学校のほうで整えていただい

ております。

アスリートコースは人数も多くなってきて、

現在234名いるわけですが、これはアスリート

コースが色々な意味でやっていくには、言わな

くても先生方はおわかりだと思いますが、本当

にたくさんの先生方、アスリートの担当の先生

はもちろんですが、教職員、本校の場合は寮も、

男子寮、女子寮、男子合宿所、また、遠征に行

くとか大会に行くとかいうときに運行部の方々

に非常に大きな協力をしていただいております

し、寮の先生あるいは寮指導委員の先生方が5

名いらっしゃいますが、そのような先生方が、

生徒のために大変な力を出していただいて成り

立っていると言うことで、本当にたくさんの方

に、お世話になって成り立っているという状況

にあります。

そのような中で、生徒達あるいはアスリート

コースの先生方はもちろんですが、そういう人

達に学校をあげて応援していくような体制にな

らないとなかなか難しいです。まだまだ足りな

い点や問題点がたくさんありますが、このよう

な形で具体的な指導をしようと言うことで考え

てやっております。

これは私が考えていることですが、以上のよ

うなわけで、多くの人に理解・納得されること、

誰からも応援される、信頼される部活動を作ら

ないと成り立っていきません。

メインはなんといっても生徒を育てること。

高校生としての基本的な生活習慣とういうもの

をしっかりと身につけさせて、高校生としてど

こに出しても恥ずかしくない、高崎健康福祉大

学高崎高校のアスリートの生徒はどこの生徒に

も負けないというようなしっかりとした自覚を

持たせて、基本的な生活習慣を身につけさせる

ことが必要であると思います。具体的には挨拶、

返事、服装、身だしなみ、こういうものを徹底

して指導していくということだと考えておりま

す。お陰様でほとんどの生徒については、生徒

指導上問題も無く、アスリートの自覚と自身と

プライドがでてきているのではないかと思いま

す。

本校では生徒会が中心になりまして、先生方、

各クラブの部長、各委員会の部長が毎朝交代で

通学路に立って、「挨拶運動」というものを実

施しております。帰りも下校指導等、スクール

バスもありますので、高崎駅、前橋駅に、学校

の乗り場に先生に出ていただいて、毎日指導し

ております。

それから、ソフトボール部の生徒達が毎朝、
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職員室、事務所それから地域のゴミ拾い校舎の

清掃を監督と一緒に、中心的にやっています。

アスリートコースそして体育の教員が学校を引

っ張っていくような学校になればより良い学校

になると思います。

そして、各競技を通じて社会に役立つ人間形

成、これが大きなポイントになると思います。

勝った負けただけではなく、勝利第一主義に走

ってそのためには何でも許されるという考え方

ではうまくいきません。やはり野球なら野球を

通じて、野球の教えの中で社会に役立つ人間形

成、テニスであればテニスの競技を通じて、社

会に役立つ人間形成というものを具体的な目標

としてやっております。

「無欠席」。これは本校では非常に力を入れ

てやっております。アスリートコースはほとん

ど休む生徒はおりません。基本的なことですが、

学校を休まない、できるだけ早退遅刻をしない、

健康管理をしっかりする、ということです。無

欠席を目指そうということで、本校では朝礼が

毎月1回あるのですが、校長先生の方から月間

無欠席として、クラスに賞状を出したり、記念

のボールペンなどを出したりしています。また、

休む場合には必ず保護者から連絡する。生徒が

来ていなければ、担任がすぐ連絡を取る。3日

間休めば家庭訪問するというように、早め早め

に対応をしています。

文武両道。学校長の考え方で、運動だけでな

く勉強も一生懸命頑張るということで、文武両

道を唱っております。

それから、授業第一。当然ですが、部活動だ

け一生懸命やっている、部活動になると元気に

なるということではなくて、高校生である以上

は授業最優先、本校は、1科目でも赤点がある

と進級できません。これをやるには教員も、出

張とか多く大変ですが、基本的には自習は0と

いうことで、できるだけ授業の振り替えをし、

自習の時間を最小限にするという形で取り組ん

でいます。

1年生は4月、5月が第1ハードルということで

すが、非常に難しいです。しっかり目標を持っ

て入学してきたはずなのですが、中学3年生で

引退しますと、生活面も練習面もいいかげんに

なる。急に高等学校の生活が始まりますので、

残念なのですが、4月に始まっていきなり辞め

たいとか、もう嫌だ、という生徒が出ます。5

月もゴールデンウィークを挟んで、そのような

生徒が必ず何人か出ます。初めての高校の試験

とか、高校総体の終わった後、そういったこと

が大きなハードルになります。私が個人的に考

えているのですが、1年生にはやはり無理をさ

せない方がいいということで、怪我も含めて、

結構戦力になる1年生が入ってきますと、春休

みから遠征に連れて行って試合をさせたり、期

待をしているが為に顧問は使うのですが、まだ

身体ができていませんので、そこで怪我をした

りして、多くのクラブがこういうことが分かっ

てきて、今は1年生はバランス良くトレーニン

グをさせたり、体育理論を通じてメンタルトレ

ーニングをやったりして、以前のような怪我は

ないのですが、特に1年生には無理をさせない

でやった方がいいのではないかなと思っており

ます。色々な意味での無理はさせない方がいい

と思います。それから9月、10月、これが意外

と難しく、私は第二ハードルという言い方をし

ていますが、これが結構大きなハードルになり

まして、夏休みが終わった直後は結構緊張感が

あって頑張るのですが、今頃(10月中～下旬)、

恥ずかしい話なのですが、最近になっても、1

年生がいろいろなことを、例えば先輩達がいな

くなって自分達の番だとか、またこの頃になっ

てくると進級問題で、赤点科目が結構多くある

とか、いろいろなことがあると思うのですが、

この10月あたりがかなり難しいところがありま

す。この辺も要注意のポイントです。

それからできるだけ退学者を出さない、でき

れば絶対出さないという形で、顧問は自分が預

かった生徒については、とにかく面倒を見る、

何があっても面倒を見るというような強い気持

ちを持って、仮にそういう生徒が出ても、すぐ

に結論を出すのではなくて、なるべく時間をか

けて、結論を遅くする。やはり非常にイメージ



- 352 -

が悪くなります。退学よりもできれば転学、進

路変更をしたほうがいいと思いますし、この件

に関しては最善の努力をしないといけないかな

と。預かった生徒については最後まで責任を持

つということですね。

アスリートですから、実は学力差も非常に大

きいのです。低学力の生徒もいますし、非常に

高い生徒もいます。そういう中で同じクラスに

いるわけですが、いろいろな生徒がいるわけで

すが、このことを考えていかないと、1人が出

るとつられてしまうと言うか、どうしても難し

い状況になります。ですから、退学者を出さな

い努力は絶対にしなければ行けないと思ってい

ます。

本校の場合、選択実技という教科がありまし

て、評価もいたしますし、授業の時間になって

います。実際に、「部活が嫌になった、もう練

習には出られない、選択実技にもでられない」

ということになりますと、即辞めなければなら

ないということはないのですが、どうしても部

活が嫌になると最終的には学校にはいられなく

なってしまうのですね、続けられなくなってし

まうのですね。進級問題にも引っかかって来ま

すし。ですからこの辺が大きなポイントになっ

てきます。是非先生方にどうすれば良いか教え

ていただきたい点なのですが、アスリートを持

っている学校の大きな永遠の課題かなと思って

おります。

健大ニュースというものですが、本校では入

試広報室というものがありまして、入試広報の

先生方が、ホームルームや各中学校に配ったり、

校舎内に貼ったりするのですが、目的は生徒の

頑張っている姿、アスリートだけでなく文化部

も、勝った負けたではなく、頑張った生徒の成

果をとにかく多くの人に知らせて、生徒の頑張

りに対して評価をしたいということがねらいで

す。

そして週間報告。これは私がずっと作ってい

ますが、先生方からできるだけ水曜日くらいま

でに土日の試合や大会を教えてもらって、全職

員に掲示板という形で知らせる。情報を知って

いただかないと、見に行きたくても見に行けな

いとか、興味や関心を持っていただくためにも、

できるだけ詳しく試合の日程、時間、対戦相手、

場所を全部知らせるようにしています。もちろ

ん文武両道ですので、アスリートだけでなくア

スリート以外のクラブ、文化部―吹奏楽部・書

道部、ダンスやチアリーダー等すべてこのよう

に出させていただいています。

本校の先生方は、休みの日なのですが、会場

に来ていただいたりして、特にアスリート関係

は本当に応援していただいております。そのよ

うな状況もアスリートの生徒が頑張れる一つの

大きな力になっていると思います。そのために

は職場の環境作りというか、先生方が協力的に

アスリートに強いバックアップをしていただい

てますので、アスリート関係の先生方もそのよ

うな先生方に大変お世話になっているというこ

とで感謝をしておりますし、アスリートの先生

方も生徒も協力的で、別名「行事屋軍団」とい

って、入学式、卒業式、入試、学校見学会、朝

礼とか学校行事がたくさんあります。そういう

行事の椅子並べ、掃除、片付けをアスリートの

先生方が率先して、部員に指示をしてとにかく

やってもらっています。非常に早く、上手で、

きれいです。

文化部の発表会。これは今年初めて試みたの

ですが、学校長の強い考え方もありまして、文

化部の方も、運動部というのは比較的すぐに結

果が出て成果がすぐ分かるのですが、文化部の

生徒達もたくさん頑張っているということで、

工事の関係で1・2年は文化祭もできないという

関係もあるのですが、半日使って体育館で文化

部の発表会と言うことで、ステージ発表が8ク

ラブ、展示発表が8クラブとあったのですが、

もちろん全校生徒が体育館に集まって、文化部

の発表会に対してみんなで応援したということ

です。我々も普段見ていないのですが、文化部

の中にもこんなに素晴らしい知性と感性を持っ

た、いろいろな力を持った生徒達がいるのだな

というのをお互いに確認でき、非常に大きなこ

とであったと思っています。
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吹奏楽部ですが、野球部など、夏の暑い中を

応援にたくさん来ているということで、監督の

考え方なのでしょうが、200名、部員はもちろ

んですが、保護者、後援会の人達にも全部声を

かけて、吹奏楽部の定期演奏会に野球部関係だ

けで200人くらい、それ以外に普段アスリート

を応援してくださっている人達のために、運動

部の生徒達もかなり行っています。学校をあげ

て、運動部だけでなく、文化部の人達も非常に

協力してくれているということで、一体感と言

いますかそういうものが出てきてるなあという

感じがします。

進路生徒募集ですが、アスリートを成功させ

る、強化する、継続させる、そのためには保護

者や中学校の先生方から、「この学校に預けれ

ば大丈夫だ、最後の進路まで面倒見てくれる。」

「この先生に預ければ大丈夫だ」という信頼を

得ないと続けることが難しいです。いい選手が

来れば勝つというのは、当たり前ではないです

が結構勝ちますが、アスリートを続けるために

は3年4年で1サイクル、6年9年で2サイクルとい

うような形で継続してやっていかないと、なか

なか毎年集めるということは大変だと思いま

す。そういう意味でアスリートのポイントは入

口と出口だと思っています。

群馬県の先生方はご存知なのですが、全国の

先生方は吃驚するかも知れませんが、群馬県に

は解禁日というのがありまして、生徒募集の解

禁日ということで10月15日にならないと、実際

に顧問が中学校に行って勧誘活動というのはで

きません。これはきちっとした決まりがあって、

必ず管理職間で、できれば校長間で連絡を取っ

た上で募集をする。アスリートの方はご存知と

思いますが、みんな早い子は小学校の頃から、

中学校1年生の頃から練習に来たり、いろいろ

なきっかけを作って、この顧問の先生なら、こ

の学校ならということで、中学校や保護者の方

に理解していただいた上で入っている子ども達

がほとんどなものですから、今はうまくいって

いると思います。そういうことで、やはり進路。、

部活だけ朝から晩まで一生懸命やっていて、成

績が悪いから「お前は決まらなかったよ」では

絶対ダメなのです。やはりやっただけの頑張り

で、それぞれの第1希望の進路に、その生徒の

適正に合った―大学だけではないと思います―

その子の向いている、その子の狙っている進路

決定に全力をかけるということが大事だと思い

ます。

もう一つ、補足ですが、本校の先生方は非常

に協力的といいましたが、今、自己推薦とか AO
入試とかありますが、志望理由書とかいろいろ

書かなければいけないものがありますが、そう

いうものの添削とかを国語の先生にお願いした

り、アスリートの部員達が職員室で朝早くから

夜遅くまで先生方に受験の対策を見ていただい

ているという姿をたくさん見ます。ほとんど、

その先生方のおかげ進路が開けているというよ

うなことであります。そういう意味でたくさん

の先生方に協力していただいて生徒の進路が開

けていると思います。

それから同じようなことですが、預かった生

徒を丁寧に育てるということが募集につながっ

ていると思います。

個人戦から団体戦へということですが、少し

このことから外れますが、生徒指導上の問題と

かいろいろなことがあります。若い先生は自分

で預かった生徒は自分で何とかしなければなら

ないと1人で抱え込んで悩んでしまうのですが、

3クラスあるので、例えば横のつながりで、1年

生であれば1年生のアスリートの先生方で知恵

を出し合って、一人の生徒に対して協力し合う。

そして1・2・3年の縦のつながりもしっかりと

した上で、一人の生徒に対して、一人の生徒が

辞めたいと言った時にはみんなで協力して、「」

続けた方がいいよ」、「辞めちゃダメだ」と取り

組んでいく必要があるかなと思いますし、その

ように努力していると思いますし、学校として

対応する時はできるだけ多くの先生で対応して

いくということで、個人戦から団体戦へと言う

ことで、進路指導も生徒指導も団体戦で戦って

いかないとアスリートの指導は難しいというよ

うなことです。
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それから固定観念を持たない、柔軟に対応す

る。これも非常に大切なことだと思います。自

分のやってきたことばかり、自分の常識とか、

自分の感覚とかいう形で、「これが常識なんだ」

といったところで通用しないことがいっぱいあ

りますので、これからの生徒には柔軟に対応す

るということが必要だと思います。特に言葉の

力の影響力、これが非常に大きくて、例えば伝

えない方がいい言葉、これが私はあると思うの

です。「体育館から出て行け」とか「二度と来

るな」とか「帰れ」「辞めてしまえ」とか、こ

ういう部類の言葉は絶対辞めた方がいいと思い

ます。今までであれば、自分の固定観念で、自

分であれば、「辞めてしまえ」と言われれば「も

う一度やらせてください」、「来なくていいよ」

と言われれば「もう一回お願いします」と自分

の常識からすると言うと思うのですね。先生方

が一生懸命、「帰れと言えば帰るのか」、「辞め

てしまえと言えば辞めるのか」、「帰れと言えば

もう一度やらせてくれと言うのが常識だろ」と

言っても今の子どもにはダメです。ですからそ

の辺を柔軟に対応するということです。いろい

ろ厄介になる問題があります。この結果、生徒

が結果的に嫌になってしまった時に、「先生が

出て行けって言ったから出て行ったんだ」「先

生が帰れって言ったから帰った」「先生が辞め

てしまえと言ったから辞めるんだ」と、必ずそ

うなるのです。こうなったらどうにもならなく

なります。こういう言葉というのは指導の中で

絶対に使わない方がいいと思います。

逆にどんどん使っていい言葉というのがあり

ます。「お前ならきっとできる」とか「お前な

ら日本一になれる」とかですね。どういう言葉

でもいいと思いますが、その子にあった言葉と

いうのは毎日見てたらわかると思うので、その

子に適した言葉をいいタイミングで言ってあげ

るというのが大事だと思います。この辺のポイ

ントを押さえておけば、辞めたいといったこと

はほとんど無くなってくると思います。どんな

に厳しい練習をしても、その日の帰る時に一言

でいいから、「今日こういうことを言ったのは、

先生はこういう意味で言ったのだよ。明日も頑

張ろう」という言葉で、また頑張れるのですが、

若い人達というのはなかなかその言葉が言えな

いですし、それを言うと甘くなってしまうとい

う考え方を持っていると思いますが、それは絶

対にやらないとダメだと思います。このことは

アスリートでも一般の生徒でもみんなそうだと

思います。私は、言ってから家に帰って冷静に

なって、「ああ言っちゃった」とかなり経験し

たものですから、絶対に感情的になってその場

限りのことがないように、普段からもしそのよ

うな場面になったらと想定しておいて、当然頭

に来たりするとそういう場面になりますので、

そういう時にはこういう言葉を言うと実は普段

から考えています。そのようなことが大事かな

と思います。

生徒達の希望を聞いていますと、将来教員に

なりたいとか指導者になりたいという生徒もた

くさんいます。やはりいい先生というのは生徒

に良い影響を与えるような、生徒の今後、将来

教員になりたいとか、指導者になりたいといっ

た時に手助けになるようなことが望ましいので

はないかと思います。そのようなことをいつも

頭に置いてやっていく必要があるかなと思いま

す。

これからの課題は山積みです。いいことばか

り話してきましたが、アスリートはそんな簡単

なことではないです。アスリートの先生方を見

ていますと、毎日が真剣勝負です。毎日朝から

晩まで、何もない日がないというくらい先生方

は苦労されています。

最後に甲子園のことをお話しします。本校は

今年甲子園に行かせていただいて、自分のやっ

ていた競技で全国大会とか行っていますが、甲

子園というのは素晴らしいところですし、すご

いところだと思いました。校長の目標なんです

が、甲子園に行くか東大の合格者を出そうとい

うようなことを言っていたのですが、結果的に

は甲子園が先になったのですが、とにかくやれ

ばできるということの中から、夢や目標を持ち

続け諦めずに努力すれば夢は必ず実現するんだ
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ということを生徒達が今年教えてくれました。

これは本当に計り知れない、今まで私が経験し

た中でこれだけ盛り上がったことがないくらい

学校全体を盛り上げてくださいました。生徒が

今までよりも元気になって明るくなって、教職

員にも夢と希望を与えてくれたかなというふう

に思っています。ただ甲子園というのは何もか

も初めての体験で、決まってから帰ってくるま

での2週間というのは、学校はもうそれが優先

になってしまうような、何も手に付かないよう

な、マスコミからの連絡も信じられないくらい

多くて、大変なんだなという経験をさせてもら

いました。なお、開会直後8月6日の試合だけは

引かないでくれと言ったのですが、一番くじを

引いてしまい、これもまた大変な経験をしまし

て、今回の関東の大会もまた一番くじを引きま

して、また開会式直後の第1試合ということに

なりました。

その甲子園効果だとおもいますが、他のクラ

ブも野球に負けないように、野球部を目指して、

また野球部も他のクラブに負けないように、運

動部も文化部も、そして進学の方も頑張ろうと

いう形で、今、学校の方が盛り上がっているよ

うな気がします。今年は過去最高の、全国高校

総体、監督を含めて75名8クラブが出場しまし

た。大学実績も、東北大学に2年連続で合格し

たり、医学部医学科にも現役の合格者が出たり、

ここ2・3年で大きく学校が変わってきておりま

す。

しかしながら、教育の一環としての部活動で

すので、あくまでも勝利第一主義ではなくて、

学校の教育の一環としての部活をということを

アスリートの先生方も忘れてはいけないという

ふうに思っています。

選手が一生懸命頑張ってくれたことに対して

心の底から有り難うという感じに学校がなって

おります。

以上、大急ぎで話をさせていただきましたが、

参考になったかどうか分かりませんが、先生方

からまたいろいろな形でご指導いただければと

思っております。本校のアスリートもいろいろ

な部分でまだ課題がたくさんありますし、勉強

していかなければならない点がたくさんありま

すが、今後ともご指導いただければ有り難いと

思います。本日は本当に有り難うございました。
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「夢は大きく 根は深く

【無学年制 医療倫理・医系小論文講座】」

樹徳中学高等学校(一貫校) 中学校校長 野 口 秀 樹

樹徳中学高等学校(一貫校) 教諭 福 田 肇

樹徳中学高等学校(一貫校)中学校校長

野 口 秀 樹

樹徳中学高等学校の紹介

最後のプログラムになりましたが、もう少し

おつきあいをお願いします。

私の方からは、中学校の紹介をさせていただ

きます。

群馬県の桐生市という場所にあります。ここ

から車で30分から40分くらいです。地域的には

少子高齢化が進んでいる町です。織物が産業の

町です。今はその産業が衰えてきており、町と

してはあまり元気がありません。そのようなと

ころに所在しております。

明照学園という学園なのですが、私はそこの

理事長をしており、もう33年経つのですが、高

等学校は大正3年ですから、97年まもなく100年

です。

高校の規模は現在1200名くらいです。かつて

の急増期の頃は1学年1000名以上のときもあり

ましたが、今は1学年450名程度です。

中学校は2001年、平成13年につくりました。

これは私の念願でありました。中高一貫が教育

改革で出ていたのが平成12年と思いますが、そ

の動きを受け、平成13年に併設型の学校をつく

りました。中高一貫教育というのは3種類あり

まして、中等学校、併設型の中高一貫校、そし

て連携型の一貫校というものです。本校は併設

型で、中学校から募集して、中学校から高校へ

は無試験です。高校は高校でまた生徒を募集し

ます。そういうのを併設型の中高一貫校といま

す。

しかし、本校は高校があり、中学校と高等学

校は別の所在地なのです。歩いて2、3分くらい

です。ですから中学校から高校に上がる生徒は

本校とは別の校舎でずっと6年間という形をと

っています。高校は高校で募集をして、高校は

別の場所にありますから、そこは3年間。

中学校から入った生徒は6年間ということで

すけれども、4年生から6年生については高校の

所属になります。樹徳高等学校の中高一貫コー

スという名称にしています。

その子ども達が高校になってから接触するの

は、例えば、朝礼ですとか、学校行事だけ。あ

とはずっと同一敷地にある一貫校の高校棟で授

業をしています。

特徴のもう一つは仏教系の学校ということで

す。色が仏教色です。後から発表する先生はク

リスチャンなんですけれども、私達の方針の中
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で彼は一生懸命やっています。

定員は60名の学校です。

当初、私が始めた時は、とにかく日本一の学

校にしたいということで、先生達のコンセンサ

スを得て、対外的にも言い回りました、公式の

場所で日本一の学校にすると。それで始めます

と、だんだんトーンダウンしてきていますが、

未だにそのような思いで取り組んでおります。

これから発表します小論文講座は、実は私か

らトップダウンで、ということではなく、本校

は、教育理念に関わるところは私は譲らないの

ですが、大体、3つくらいは私の方からおりて

いって、7つくらいあがってくるのです。

「それをやろうよ」。私はすぐ返事をしてし

まってやってしまいます。ですから勇み足も多

くて失敗も多いです。すぐにやってしまいます。

そういう試みをやった中の1つで、これは定着

をしています。

私は朝は5時40分に出勤をして、中学校と高

等学校を開けて、仏様がありますから、お経を

あげて、そして書類を見ます。8時15分から8時

30分まで職員の朝礼があります。それが終わる

ともう中学にいないのです。ですからほとんど

いない校長です。朝だけはいます。例えば昨日

みたいな大会の時も、朝は5時40分には学校に

行って仕事をして出掛けるといったところで

す。そのようなことで本校の職員はやりたいこ

とをやっています。そしていいことを一杯やっ

ています。そのような特徴が樹徳中学高等学校、

一貫校の形であります。

それでは、これから発表をお聞きいただきま

すが、先生方のご参考になればいいなと思って

おります。

樹徳中学高等学校(一貫校) 教諭

福 田 肇

はじめに

お待たせいたしました。福田肇と申します。

教科は国語ですが、縁あって、「医療倫理・医

系小論文講座」を担当させていただいておりま

す。医療倫理・医系小論文講座というのは、読

んで字の如しで、医学部・医学科へ進学する生

徒を中心に、医療倫理の基礎的なこと、医学部

の受験に必要な小論文の技術とか考えることを

教えることが中心なのですが、技術の習得とか

だけではなく、ここにはいろいろ深い事情がご

ざいます。そのあたりの説明をさせていただき

たいと思います。

1.医療倫理・医系小論文講座の目的

(1)筋道をたてて考え、その考えたことを形式

にもとづいて表現する

まず、講座の目的ですが、詳しくどうやって

いくかという話は、後ほどさせていただくとい

たしまして、一つは、筋道を立てて考え、その

考えたことを形式に基づいて表現するというこ

とです。この力は恐らく日本の中高生が一番弱

いところではないかと、国語を教えていると痛

感いたします。いろいろな事情があると思いま

すが、日本はあまりにもテクノロジーが進みす

ぎて、例えば中高生のほとんどが携帯電話を持

っていますよね。それで携帯メールを手放さな

いで何だかんだとメールを打つ。そのメールと

いうのは単語で済むわけですし、その携帯メー

ルの相手はお友達、親ですから、一言二言で通

じてしまうわけです。そこには筋道も何もあっ

たものではなくて、結局、単語を1つ2つ並べれ

ば通じてしまうという関係が築かれることにな

るわけです。しかし、実はそれは他者との直面

ではないわけですね。他者というのは、基本的

に他者との遭遇というのは自分が考えているよ

うに考えてくれないし、自分が何かを説明して

も分かってくれない経験です。それが他者です。

他者はある時は自分に対し、意地悪になるかも

知れません。

しかし、今の中学生や高校生は、小学生はよ

く知らないが、恐らくそういう経験はあまりし

ていないのではないかと思います。ではこのよ

うな経験は一生しなくて済むのかというとそう

ではなく、他者に対して自分のことを説明した

り、あるいは他者に対して自分の考えを示して

説得しなければならないようなことは大人にな



- 358 -

ってから往々にしてあるわけですよね。

技術的な面だけではなくて、論理的に、つま

り筋道を立てて考えるということが、その子の

人間的な成長に繋がるということになります。

人間と動物何が一番違うかというと言葉を持っ

ているということですよね。私が生徒に教える

時は、言葉とか筋道ということをデジタルカメ

ラの画素に例えます。最初の頃のデジタルカメ

ラは画素が非常に少なかった。そのため写真を

撮っても粗い写真というのか、ドットの浮き出

たようなものしか撮れなかった。それが初期の

デジカメだった。そのドットを細かくしていく

と非常に鮮明で、写し取られた現実をそのまま

再現できるわけです。私は言語とか論理はこう

いう画素のようなものだと考えています。つま

り、筋道を立てて物事を考えるということが、

結局、人間として精密にそして冷静に物事を考

えることができるということに繋がるのではな

いかと、そういう配慮があります。

使われている先生もいらっしゃるかも知れま

せんが、「論理エンジン」というテキストがあ

ります。論理エンジンは出口汪先生が開発され

た、画期的な教材なんですが、出口先生のお話

をうかがった時に、出口先生は今は東進ハイス

クールという予備校の先生なんですが、かつて

大阪の方の高校の先生をなさっていたことがあ

ったようです。その時に、荒れている生徒がい

た。その生徒に話を聞く時に、筋道を立てて話

すように促した。その子は、荒れていたという

かキレていたのですが、それが嘘のように、こ

うやって整理して話せば何でもないんだねって

いうことを経験したそうです。

やはり、筋道を立てて考えるということは大

変大事なことだと思いますし、考えたことを形

式に基づいて表現する。ということは、他者に

対して私を示すということで、大変重要なこと

だと思います。

実は医系小論文の講座というのは、もちろん

私立学校の使命としまして、難関学部、医学部

は非常に難しいですが、そこへの実績を上げな

ければいけない。後で申しますが、樹徳中学校

は、近隣の医師の子女が大変多く入学します。

そのようなことで医学部志望が多いということ

で、この講座を始めたこともあります。

(2)医学部医学科・医療系学部学科への生徒の

進学を実現する

この点については後でどのようなことをやっ

ているかお話ししますが、テクニカルなことも

やります。

(3)プレゼンテーション能力をたかめる

プレゼンテーション能力を高める。これは非

常に特色がある教育としてご紹介できると思い

ます。

樹徳中学校の生徒は1年生からコンピュータ

の勉強を始めます。そこでワード・エクセル・

パワーポイントを勉強して、中学2年生で AED
講習とか福祉体験学習を行い、中学3年生から

この講座を受講できるということで連動してい

ます。

実際に、生徒は、例えば授業で受動的に先生

の話を聞いているだけでは、全然面白くない、

面白い授業もありますが。それでは生徒は育た

ないと思います。自分で調査研究して、そして

それをパワーポイントを使って、目の前で聞い

てくれている友達に分かるように説明する。私

はよく生徒に話しているが、理解するというこ

とは説明できるということだ、と。ですから、

授業で、ちゃんと説明できないで単語だけで話

すような子は、「君、ちょっと分かってないね」

というふうに言います。

このプレゼンテーションというのは、中学3

年生から受講できると申しましたが、実はこの

10月の初めに、2人が「脳死」について、3人が

「臓器移植」について発表いたしました。これ

は非常に素晴らしい発表でした。中学3年生で

ここまでできるんだと。5年生6年生（高校2・3

年生）も食われていましたよね。しかもその後、

質疑応答があったのですが、その質疑応答の時

も中学3年生は、5・6年生の突っ込んだ質問に

答えるわけです。単にネットの説明を貼り付け
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たわけでなく自分で勉強したわけです。そのよ

うなことをやらせています。

(4)少人数制中高一貫校の特色を活用する

まず、「筋道を立てて考え、その考え方を形

式に基づいて表現する」ということですが、こ

れは医師にとって不可欠な能力です。なぜかと

いうと、医師というのは、臨床医ですが、患者

が目の前にいます。その患者に対しての説明の

仕方によってその病気が治ったり治らなかった

りするわけです。これは医師の方なら皆さん仰

ることです。正確に考え（正確に考えないと治

療の結果に関わります）、その考えたことを表

現するというのは、やはり患者に表現するわけ

です。これは医師にとって不可欠なことです。

そして2番目に、この能力の獲得を徹底的に

阻む日本の社会環境に対する挑戦、というと大

げさな言い方ですが、私は進路指導副主事もや

っておりまして、今は6年生の進学指導等もや

っておりますが、例えば日本の私立大学の試験、

センター試験、悪いとは申しませんが、所謂、

4択のうちから1つ5択のうちから1つというよう

な試験が主流になっています（国公立の二次試

験は記述が主ですが）。その方が採点が楽です。

例えば私立大学であると、1年に4回5回、A 日
程、B日程、C日程、あるいは F日程くらいま
であったりして、いちいち記述で採点していた

ら大変ですので、コンピュータで採点できるよ

うになっているわけですけれども、これは外国

人などが聞くと驚きます。「そういう試験をし

て大学に入るんだ」と言います。生徒もクジを

引くように、この中からこれを引けばいいんだ、

正解を抜き出せばいいんだということですか

ら、何か正解があるものだというふうに考えて

しまう、そういう錯覚を持ってしまう生徒が多

い。日常生活においても何か一つ正解があると。

ところが、この医療倫理の問題ほど、所謂、一

つの正解がないという世界はないです。例えば、

臓器移植一つとるにしても、臓器移植というの

は臓器を必要としている患者がいて、その患者

は臓器を提供してもらえないと亡くなってしま

うから、どんどん臓器移植を増やすべきだとい

うふうに考えることが果たして正解でしょう

か。そうではないですよね。今度は提供する側、

ドナーの問題が他方にはあるわけです。例えば

脳死という所で死の線引きをした時に、子ども

の場合だと、脳死と診断されても実は長期にわ

たって生きていたり、あるいは奇跡的に意識を

回復することがあります。それを死んだと言わ

れて治療を打ち切られたら、子ども達は一体ど

うなるのか。これはどちらかに賛成とか反対と

はできないのです。ジレンマの中で徹底的に考

え尽くすということが必要です。今の中学生高

校生はこういう思考が全然できていない。です

から現代文もできないのです。

このことをやるのです。これができるように

なるということが、私の挑戦であり、夢なので

す。

先ほど申しあげましたように、医学部医学科、

医療系学部への生徒の進学を実現するというこ

と。これはもちろん喫緊の課題で、タイトルに

もなっていますが、「夢は大きく、根は深く」

というのは、樹徳中学校の校歌の一節です。生

徒は本当に大きな夢を持って入ってきます。そ

の夢は単なる夢として終わってしまったらただ

の妄想です。その夢に根を与えるということが

大事なことです。その根を与えた上でないと夢

というものは実現できません。そのプロセスの

一翼をこの講座が担っているのかなと私は考え

ています。

それではどのような夢かと申しますと、先ほ

ど申しあげましたように、本校の大きな特色だ

と思いますが、近隣地域の開業医、勤務医、医

療関係者の子女が非常に多く入学します。彼ら

の多くは自分の親の仕事をするということを希

望しています。ですから医学部医学科（看護系

もいますが）への進学を多くの生徒が希望して

いるというのが私達の学校の大きな特色の一つ

ではないかと思います。医師の子女ではないが

医師を目指す生徒もいます。この大きな夢を叶

えさせてあげることは学校の使命です。それを

叶えて（叶えるのは生徒が叶えるのですが）、
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その大きな夢を彼らが叶えることを支援するこ

とが、学校の使命です。それによって、生徒達

はこの学校に来てよかったというふうに思って

卒業していくわけです。

2.講座の内容

医学部医学科で出題される小論文の課題とい

うのはどのようなものか。

2009年の群馬大学の医学部の推薦試験の問題

です。「下線部 D について、医学研究の臓器提
供の類似点および相違点を具体的にあげて120

字以内で記入しなさい。」実はこれは英語で書

いてあります。これを指導するには、英語の問

題だから英語の先生に任せようというわけには

いかないのです。なぜかと申しますと、この問

題に答えるためには、英語を理解するための英

語力が必要です。群馬大学の医学部医学科の小

論文は日本語で課題文が書かれたものと、英語

で課題文が書かれたものと2種類あり、どちら

も1時間半ですが、英語の課題文というのは A4
版の紙にぎっしりと書いて4・5ページあって、

さらにそれに対して、問題が問 A から問 F ま
で6問あって、それぞれの設問に対して、150字

から200字で答えなければいけないのです。そ

れだけでも相当な英語力を持っていなければい

けない。週刊誌のごとく英語を読めるスピード

がないと、問題を解いている時間がありません。

英語力が必要なのはもちろんなのですが、実は

この問題は、アメリカの臓器移植について書か

れた文章の1部ですが、そこに書かれている内

容は何かというと、アメリカでは臓器移植のコ

ーディネーターが脳死患者の家族に対して、暗

示的・誘惑的な方法で臓器を手に入れようとす

るわけです。例えば、本文に書いてありますが、

子どもが脳死患者としますと、「お宅のお子さ

んはこのままであればただ亡くなるだけです

が、臓器を提供すれば、あなたのお子さんは人

助けのヒーローになるのですよ」と迫るわけで

す。それによって何が危うくされるかというと、

informed consentです。そのような内容ですが、
この問題に答えるのに、informed consent とか

臓器移植、それから知見の話も出てきますし、

このようなことに対する基礎知識が必要です。

それでは実際に、その知識があり英語が読めて

も、解答欄に150字から200字で解答を書くので

すが、その書く時に形式に基づいて書くという

力が必要なわけです。そうするとこの問題1つ

解くのに、まず英語の力、倫理社会あるいは生

物の知識、それから現代文の知識、この3つが

必要です。非常に学際的な内容です。別の問題

では、生物Ⅱの問題が必要です。つまり従来の

授業の枠では扱えないのです。とするとこのよ

うな講座の存在意義が出てくるわけです。

実際教師の方も、このような問題を扱うとな

ると勉強しなければなりません。ですから、私

ともう1人、北爪という社会科の教諭の2人で基

本的にはやっておりますが、他の先生方の力を

借りたり、他の先生方と相談しながら、それぞ

れの専門知識を持ち寄って生徒に教えることに

なります。いずれにしても、教師のレベルアッ

プというものが必要で、もちろんその中で生徒

のレベルアップも必要です。

プレゼンテーション能力を高めるというのも

この講座の目的です。プレゼンテーション能力

の育成というのはこの講座の売りかも知れませ

ん。学会発表と同じ形式をとります。つまり生

徒達が調査研究したものをパワーポイントで映

写しながらマイクを持って説明し、そして最後、

残りの時間は、大体35名くらい中学3年生から6

年生くらいが受講していますが、そこからいろ

いろな質問が飛び出すわけです。それに対して

議論しなくてはならないわけです。説明した後

引っ込むとは限りません。それに対して「それ

はおかしい」といって議論になってくる。これ

は学会発表とほとんど同じ形式です。実際に医

師になると、科学系でも同じですが、そのよう

なところで発表する機会が多々あるわけですの

で、いい準備になるかなと思います。

実は同一テーマで2回やっています。第1回目

は受講生のグループによる課せられたテーマに

ついてのプレゼンテーションです。脳死・臓器

移植もありますし、安楽死・尊厳死というのも
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ありますし、それから健康食品の歴史について

とかいろいろあります。最初の回は生徒が調査

研究をしたのをプレゼンテーションします。次

の週は同一テーマに関連した小論文入試の過去

問題とかあるいはそのような文書を探してきて

こちらの方で作問して小論文の課題にする。そ

のような形でやっています。

次に、少人数制の中高一貫教育の特色を活用

するということです。私達の学校は1クラスが

約30名くらいで2クラスで1学年です。学年によ

って違って1クラス20名で1学年40名ということ

もありましたが、大体1クラス20から30名で2ク

ラスで1学年です。非常に人数が少ないわけで

す。ここで考えているのは、まず無学年制講座

をとるというのはどういう意味があるかという

ことです。これは縦割りするのですが、3年生

にとってあるいは4年生にとっては実質的な飛

び級です。例えばその中で自分でどんどん勉強

を進めて、もっと先輩がやっているような勉強

をしたいという子もいるわけです。その子はレ

ベルの高い勉強はやっていますが、それ以上の

こともやりたいという子もいるわけです。そう

いう子はここに入ってくれると、6年生や5年生

と一緒にかなり高いレベルのことをやるわけで

す。すると満足してくれるわけです。

少人数制の学校における難点というのがあり

ます。それは何かというと、例えば人数が何百

人もいるような高校ですと、難関大学、例えば

東大行きたいとか一橋大学、早稲田大学、慶応

大学に行きたいとかというような子ども達が何

十人もいるわけです。そうすると難関校に行き

たいという子ども達はお互い切磋琢磨、励まし

合うということができますが、1クラスが20名

とか30名だと、難関校、難関学部に行きたいと

いう子どもが相対的に少なくなるわけです。そ

うするとやはり孤独感というものを味わってし

まうわけです。私はいつも、受験は団体戦だと

言っています。孤立してしまうと良くないです。

お互いに励まし合う子ども達がいないというこ

とになりますから。それを救うという意味もあ

ります。無学年制講座によって志を同じくする

もの達が集う場所を提供するのがこの医系小論

文講座だと思っています。6年生から3年生まで

みんな医学部医学科あるいは医療関係を目指す

わけですよね。お互い顔見知りになります。そ

うすると、先輩が後輩に教えたり、逆に後輩が

すごい発表をして先輩を脅かしたり、そのよう

なことになります。先輩も医学部医学科に行く

と、結構遊びに戻ってきてくれます（今年は7

名入りました。人数が1学年60人程度ですから、

もちろん浪人もいますけれども、結構画期的な

数字かなと思っています。）。そしてこの講座に

来ていろいろ教えてくれたり、ゲストコメンテ

ーターをやってくれたりするわけです。そうい

うことで卒業後も先輩後輩で同じ志を持つもの

が集まって励まし合うという場が提供できると

いうところがいいかなと思っています。

講座の内容ですが、4月から12月の9ヶ月間が

実施期間です。1月に約2回のペースです。2回

ワンセットですからこのような形でやっていま

す。時間は少し遅くて、17時50分から18時50分

です。なぜかというと、実は私達の学校は7時

限目までが通常授業で、そのあとホームルーム

をして掃除をして、そのあとに8時限目に補習

があります。この補習というのが16時40分から

17時40分までです。この講座は後からできたも

のですから8時限目には入れなくて、その後と

いうことになりました。しかし、4年生から6年

生まではせっせと出ています。3年生は18時30

分には帰らないといけないので、出てきても途

中で返すということになってしまって、やっと

いいところになってきて帰すのは可哀想なんで

すが、まだ年も若いのでそのような形にしてい

ます。

次頁の表が年間計画表です。

「肥満のメカニズム」とか。これは毎年少し

ずつ変わっています。毎年、informed consent
を一番最初に持ってきていたのですが、何年も

続けて受講してくれている子が多いので、毎年

最初に informed consentということになります
し、informed consent もいろいろ問題があり、
医学の領域というのは日進月歩ですので、
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informed consent 問題も年によって変わってい
きますし、発表者が違うといろいろ切り口も違

うのですが、今年は informed consentはもう常
識だよねということで、最初は「肥満のメカニ

ズム」から始まって、「医療倫理」とか「終末

期医療」とか「社会保障論」というふうにやっ

ています。第20回で終了というふうになってい

ます。

医系小論文年間計画表

回数 日にち 時間 担当者 内容

第1回 4/19 (火） 17:50～18:50 福田 「肥満のメカニズム」(データ解読)

（群馬大学医学部医学科入試問題）

第2回 4/26 (火) 17:50～18:50 福田 演習・解説

第3回 5/ 9 (火) 17:50～18:50 北爪 「医療倫理」

第4回 5/16 (月) 17:50～18:50 北爪 演習・解説

第5回 6/ 6 (月) 17:50～18:50 福田 「終末期医療」(英文)

（秋田大学医学部医学科入試問題）

第6回 6/13 (月) 17:50～18:50 福田 演習・解説

第7回 6/27 (月) 17:50～18:50 北爪 「社会保障論」>（医師不足の現況）

第8回 7/11 (月) 17:50～18:50 北爪 演習・解説

第9回 8/ 1 (月) 13:00～14:00 福田 「放射線についての認識の歴史」(英文)

（東京医科歯科大学入試問題）

第10回 8/17 (水) 13:00～14:00 福田 演習・解説

第11回 9/ 5 (月) 17:50～18:50 北爪 「自由とは？」

第12回 9/12 (月) 17:50～18:50 北爪 演習・解説

第13回 10/ 3 (月) 17:50～18:50 福田 「脳死・臓器移植」

第14回 10/11 (月) 17:50～18:50 福田 演習・解説

第15回 10/17 (月) 17:50～18:50 北爪 「共同体とは？」

第16回 10/24 (月) 17:50～18:50 北爪 演習・解説

第17回 11/ 7 (月) 17:50～18:50 福田 「免疫系のしくみ」（日本語文）

（群馬大学医学部医学科入試問題）

第18回 11/21 (月) 17:50～18:50 福田 演習・解説

第19回 12/ 5 (月) 17:50～18:50 北爪 「正議論・道徳論」

第20回 12/19 (月) 17:50～18:50 北爪 演習・解説

次に、どのように生徒に発表させるかという

手順についてです。受講生は3年生から6年生で

無学年制授業なんですが、まず年度の初回に受

講生でグループを組んでもらいます。少なすぎ

ず多すぎずというところで、大体2・3名から多

くても4・5名。それで、それぞれのテーマを担

当してもらいます。テーマはこちらで決めるこ

ともありますし、生徒の方で是非これをやりた

いということであれば、生徒の方のテーマでや

ってごらんということもあります。今年の中学

3年生のグループは是非、「脳死･臓器移植」を

やりたいということで任せました。非常にいい

発表をしてくれました。担当グループのメンバ

ーは大体1ヶ月くらい前から準備を始め、私か、

北爪先生かの担当と相談しながら調査研究して

パワーポイント資料を作る。それから配付資料

も作ります。研究発表の当日は、受講生の前で

パワーポイント資料を映写しながらプレゼンテ
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ーションを行います。その後で先ほど申しまし

たように質疑応答に答えなければいけないの

で、今はネットから貼り付けたりしてパワーポ

イントはできますが、それでは全然だめで、先

輩にこてんぱんにやっつけられてしまいますか

ら、彼らも一生懸命考えるわけです。それで同

じテーマで行われる第2回目の授業ではそのテ

ーマに関連する小論文なり演習をするというこ

とです。この講座は8月1日、夏休みの登校日に

も入れました。午後に行いましたが、5年生の

生徒が「放射線についての認識の歴史」という

テーマで発表しました。3.11以降、放射線の問

題がマスコミ等に取り沙汰されていて懸念の材

料になっていますが、たまたま東京医科歯科大

学の英語の入試問題が、逆説的なタイトルです

が、「健康のために放射線を飲もう」というテ

キストでした。実はこれは健康食品、100年前

の健康食品と今の健康食品のありようについて

比べた問題文ですが、100年前に放射性物質を

含んだ水とか、あるいは放射線を発する器具が、

健康食品や健康器具としてもてはやされていた

事実が書いてある英文です。それで、放射線は

人間に対してどれくらいの、どのような影響を

与えるのかとか、健康食品は今までどのように

論じられてきたのか、あるいはどのような事故

があったのか、そういう問題系を広げて生徒に

振り分けて調べてもらったわけです。「100年前

は、『天然素材』というキャッチコピーで、ラ

ドンやラジウム入りのミネラルウォーターやラ

ディエンドクリネーターという商品名の放射性

健康器具が公然と売られ、人々は競って買って

いたが、実は、『天然素材』というコピーであ

やしい健康食品や健康器具を売る状況は、今で

もたいして変わらないのではないか、」という

内容です。プレゼンテーターは、5年生女子3人

のグループです。発表の1月前くらいから彼女

達は準備を始めました。まず英語の問題文です

から、手分けして訳して、最後に私が添削、手

直しし、訳文の配布資料をつくりました。担当

の3人は「健康食品の歴史を調べる人」、「放射

線の人体に対する影響を調べる人」、「英語課題

文を要約して解説する人」に分かれ、それぞれ

パワーポイント資料を作成して映写しました。

このときは夏休みということもあって（これは

よくやるのですが、生徒達だけではなくて、外

側からゲストコメンテーターというのを呼びま

す。これが結構いい刺激になります。私達の学

校から医学部医学科に行っている生徒は結構多

いものですから、連絡して、その日手が空いて

いる人を呼んでくるわけです。）、本講座出身者

で、群馬大学医学部医学科へ進学した卒業生と、

東京農工大学大学院博士課程で環境倫理学を専

攻する研究者、そして、法政大学文学部哲学科

4年生で、卒業後は来年医学部医学科への進学

を考えている大学生の3人を招待し、ゲストコ

メンテーターとして、それぞれの立場からのコ

メントをしてもらいました。結構いい刺激にな

ります。

3 特別講演会・シンポジウム

また、私達の講座の大きな特徴としまして、

1年に1回、2回の時もありますが、大きいのは1

回ですが、特別講演会シンポジウムというもの

を行います。これは外部から現役の医師をお呼

びしてレクチャーをしていただきますが、ただ

レクチャーをしていただくのではなくて、生徒

が2から3人、シンポジストとして、本格的なシ

ンポジウムを行います。シンポジストは、卒業

生の医学生、在校生の受講生、大体2・3人につ

とめていただきます。医学部医学科に進学した

卒業生、中学生、高校生を含めて行います。こ

の講座が始まったのが2008年4月からで、今年

で4年目になりますが、最初の年は準備不足で

できなかったのですが、2009年からこのような

形でやっています。最初の年は磯村大先生とい

う精神科医で、この人は中学生の時に先生とう

まくいかなくて内申書を書いてやらないと言わ

れ、だったらいよと言って高校に行かず、大検

を受けて、模試も何も受けず、東京大学の医学

部を1回で受かってドラマにもなった人です。

去年は萩原優騎先生で、社会学者ですが医療倫

理とか技術者倫理というのが専攻なので呼びま
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した。タイトルは難しいですが、生徒達には、

非常に良く分かる話をしていただきました。今

年は自治医科大学の松本卓也先生、この先生も

精神科医ですが、非常に興味深い話でした。3

人とも生徒達の今までの先入観とか常識を完全

に覆すような話です。それが面白くて仕方ない

のですが。医師というのは常識とか先入観でも

のを見てはダメですよね。その場で柔軟に症状

と取り組みあって、もしかしてこれは今までの

常識ではこうだけれどもこうかもしれない、こ

うやったら治るかもしれないとか、実はこれは

これが原因じゃないかとか、そういう柔軟性が

必要です。わざわざそういう話をしてくれる人

を選んで呼んでいます。

時間が少ししかありませんが、少し映像の方

を見ていただきます。

―ビデオ上映―

（2011年度シンポジウム）

このような感じで、シンポジウムが非常に活

発に今年も行われたわけです。

特別講演会シンポジウムの意義ですが、先ほ

ども申しあげましたように、良く言えば、素朴

な無垢な信念を生徒は持っています。人の命を

助けたいから医師になるとか。それはそれで立

派なのですが、悪く言えば、若くて経験が無い

こともあるのですが、しばしば先入観、偏見と

いうものを持ってしまいます。それを揺るがす

ことがこの講座の使命です。松本先生は講演中

で、そもそも治すとか治るということの見方と

いうか、治すということの概念が時代や民族や

社会によって全然違うという話をしてください

ました。それは生徒は非常にびっくりしていま

した。ですから医師になるものは、既成の価値

や常識的な世界観の中に安住していてはいけな

いということで、私は医療倫理をこう考えてい

ます。これを生徒にも教えるというよりも、一

緒に考えていくという姿勢をとります。これは

正解がありませんから、先ほど申しあげたよう

に、5択の中から1つを選んで正解だというよう

な、今の日本の試験制度に対する、過激な言い

方をすれば挑戦です。つまり、何か正解がある

よ、例えば、脳死･臓器移植とか安楽死はこう

考えたらいいんだよ、ではないのです。そうい

うことは教えていません。

4 今後の課題

今後の課題ということでお話しいたします。

これも実験的な授業ですので、いろいろな課

題があります。1つは、この講座には名前が、

医療倫理・医系小論文講座となっていますか

ら、主に医師を目指す生徒達が入ってきていま

す。医師を目指す生徒が多いのでいいのですが、

しかし、医師を目指さない生徒にもどんどん入

ってきて欲しいと思っています。つまり、中高

一貫校を有効に活用できるかなと思いますが、

中学生から高校生をまたいで登録できるので

す。やはり生徒は自分で調べて、それをパワー

ポイントにして、友達の前で発表するという経

験はとても貴重だと思っています。単に黒板の

方を見て、先生の話を受動的に聞いているとい

うのは、あまり面白くないのだろうなと、特に

中学生はパワーポイントとかを教えると面白が

るのです。写真を貼り付けたり音を出せたりし

ますので。しかもそれを映写して、友達からい

ろいろな意見が聞けます。これを中学校の時か

ら、もっと体系的にみんなができるようにした

ら、もっといい結果が出るのではないかと思っ

ています。

第二ですが、この講座は時間が大変遅いです。

部活動がありますし、なかなか出たり出られな

かったりということがあります。特に中学生。

しかし、4年生になれば登録して毎回毎回来て

くれますが、やはり中学生にたくさん聞いて欲

しいのです。そうするとこの講座を第8時限目

の補習、16時40分から17時40分の正規の補習の

中に取り込むとか、あるいは土曜日の補習の中

に組み込むという形で、他の補習も全部体系化

した形で、もう一度この位置付けを考え直すと

いうのが課題です。

第三に、私達の学校ではメディアセンターと
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呼んでいますが、いわゆる図書室です。その図

書室に医学コーナーというのを作りたいので

す。医師になりたいという生徒も多いし、医療

系に行きたいという生徒も多いですから、その

書架の中にいろいろな医学系の中高生向けの本

とか、「ブラックジャックによろしく」という

医学系のシリアスな漫画もありますので、そう

いうものを置きたいです。それは学校の方に買

っていただきましたけれども。

第四ですが、本講座は今まで医師や医学生、

研究者をお呼びして貴重なお話をしていただき

ました。本当に貴重な話です。それをそこだけ

の話で終わらせたくないと痛感いたします。他

の中学生や高校生にも是非その話を聞いて欲し

かったし、それを何らかの形で出版したいなと

思っています。

それから、中学3年生とかは、やる気、informed
consent にしても何にしても議論したい、そし
て自分達の学校の中だけではなくて、他の学校

で議論したいなと言っている生徒もたくさんい

ます。ですから、他校の生徒を呼んだり、ある

いは他校に出掛けていって、もっと大々的な学

校間のシンポジウムを開いて、例えば、脳死･

臓器移植でもいいですし、安楽死・尊厳死でも

いいですから、そういうのをやってみたいな、

来年やってみようかなという気もいたしており

ます。

結局、私はこう考えています。

私学はやはり、公立学校と違って、経営とい

う面でデリケートなところがありますから、近

隣、地域の目とか、地域からの評価というもの

を第一に考えます。勿論そうなのですが、しか

し、それは少し受動的過ぎはしないかと、生意

気なことを申しあげるようですけど、そのよう

な気がします。むしろ、私は、地域の文化創出

体となっていきたいと、つまり、ここではない

とやっていない、文化的なこと、これはスポー

ツでもそうなのですが、私はこの医療倫理・医

系小論文というのは、その一つの試みとして自

分の中では考えています。桐生というのは、最

初、校長が申しましたとおり、過疎化が進んで

いる田舎というと語弊がありますが、その中で

生徒達が informed consentや脳死･臓器移植のプ
レゼンテーション、東京でやっている学会のよ

うなものを子どもながらですが、やっているわ

けです。そういうことで、逆にこちらから地域

に刺激を与えていきたい。そして、是非、樹徳

中学校のホームページをご覧になっていただき

たいのですが、そこには生徒達が行ったプレゼ

ンテーションの内容が書いてあります。是非ご

覧になって生徒達がどんなことをやって、そん

なふうに考えているのかということを知ってい

ただけたならと思います。

長い時間どうもありがとうございました。
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学校法人白根開善学校 理事長・学園長 佐々木 克 典

昨日の全体集会に引き続き、特色教育部会と

長時間にわたって研修にご参加いただきお疲れ

様でした。心配しておりましたが、途中でお帰

りになる先生方も少なく最後までお付き合いい

ただけましたこと、心から感謝申しあげます。

基調講演の「建学の精神」（原点に立ち返る。）

では、ただ、漠然と教育の現場で子供達に向き

合うのではなく、先生方の心の中でそれぞれの

学校の「建学の精神」、「教育理念」を絶えず吟

味すること、そして教育現場において実践する

こと、その思いが学校全体で共有されることが

私学としての「特色ある教育」にとって大切で

あること、日本の教育をリードしてきた一つひ

とつの私立学校が特色ある教育に取り組むこと

が文部科学省主導ではなく日本の教育を変えて

いく大きな原動力になるものとの私の思いを述

べさせていただきました。

研究発表では白根関善学校の「山の小さな学

校の取り組み」、高崎健康福祉大学高崎高等学

校の「アスリートコースの指導について」、樹

徳中学高等学校「夢は大きく根は深く【無学年

制医療倫理・医系小論文講座】」とそれぞれ特

色ある学校づくりの具体的な取り組みについて

発表させていただきました。それぞれの学校に

は共通する学科等が設置されているわけではあ

りませんが、取り組みの方向性や指導方針の根

本には「一人ひとりの子供達」の夢や希望、目

標に向かって積極的に関わろうとする学校の

「意志」を感じることができました。

二日間にわたって開催された大会はこれで終

わりになりますが、今回の群馬大会が先生方の

それぞれの学校での特色ある教育に、又、日々

の教育活動の一助になれば幸いであります。

最後に全国からお集まりいただいた先生方、

研究発表を担当してくださった先生方、そし

て裏方として部会の運営に携わってくださった

多くの先生方に心よりの感謝を申しあげます。

準備等に不十分な点もあったかと思います。運

営委員長としての力不足を感じておりますが、

私学研修福祉会及び私学教育研究所の皆様、全

国の私学関係者の皆様のご協力で群馬大会が無

事終了いたしましたことに感謝申上げ、閉会の

ご挨拶といたします。

来年度は「東北大震災」で大きな被害を受け

られた岩手県で開催されます。厳しい状況の

中でも「私立学校」として子供達への熱い思い

を感じるご挨拶がございました。同じ私学人と

してお見舞いを申し上げると共に心からのエー

ルを送らせていただきます。

岩手大会には是非、参加させていただきたい

と思っております。大会での研修はもちろん

でありますが、逆境の中で奮闘されている先生

方のお姿・思いに触れ、お力を分けていただき

に参ります。
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総 参 加 者 数 437名

私 学 経 営 部 会 162名

教 育 課 程 部 会 73名

生 徒 指 導 部 会 54名

部 会 別 参 加 者 数 進 路 指 導 部 会 37名

国 際 理 解 教 育 部 会 32名

特 色 教 育 部 会 35名

全 体 集 会 の み 他 42名

都道府県別参加者数

都道府県名 参加申込数 都道府県名 参加申込数 都道府県名 参加申込数

北海道 13名 石 川 ― 岡 山 2名

青 森 1名 福 井 ― 広 島 12名

岩 手 21名 山 梨 2名 山 口 2名

宮 城 2名 長 野 1名 徳 島 ―

秋 田 2名 岐 阜 4名 香 川 1名

山 形 4名 静 岡 9名 愛 媛 1名

福 島 10名 愛 知 15名 高 知 2名

新 潟 6名 三 重 3名 福 岡 8名

茨 城 16名 滋 賀 2名 佐 賀 2名

栃 木 25名 京 都 8名 長 崎 10名

群 馬 71名 大 阪 18名 熊 本 3名

埼 玉 18名 兵 庫 9名 大 分 2名

千 葉 25名 奈 良 7名 宮 崎 4名

神奈川 26名 和歌山 3名 鹿児島 1名

東 京 50名 鳥 取 5名 沖 縄 1名

富 山 ― 島 根 10名

地 区 内 （関 東 地 区） 181名

地 区 外 （上 記 以 外 の 地 区） 256名
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回数 開 催 地 主 会 場 会 期 参加人員

1 東 京 都 宝 仙 学 園 中 学 高 等 学 校 昭和27年 4 月27日 ～ 29日 185
2 東 京 都 女 子 聖 学 院 中 学 高 等 学 校 昭和28年11月20日 ～ 23日 235
3 東 京 都 早 稲 田 大 学 昭和29年11月20日 ～ 23日 283
4 東 京 都 東 洋 大 学 昭和30年11月11日 ～ 14日 402
5 京 都 市 立 命 館 大 学 昭和31年11月 9 日 ～ 12日 995
6 東 京 都 明 治 大 学 昭和32年11月22日 ～ 25日 679
7 名 古 屋 市 椙 山 女 学 園 大 学 昭和33年10月 3 日 ～ 6 日 857
8 東 京 都 法 政 大 学 昭和34年11月20日 ～ 23日 846
9 札 幌 市 北 海 道 学 園 大 学 昭和35年 8 月20日 ～ 23日 958
10 東 京 都 日 本 大 学 昭和36年11月22日 ～ 25日 954
11 横 浜 市 神 奈 川 大 学 昭和37年11月22日 ～ 25日 841
12 広 島 市 進 徳 女 子 高 等 学 校 昭和38年11月12日 ～ 15日 993
13 東 京 都 学 習 院 大 学 昭和39年11月20日 ～ 23日 612
14 福 岡 県 中 村 学 園 女 子 高 等 学 校 昭和40年11月21日 ～ 24日 1100
15 東 京 都 明 星 大 学 ・ 明 星 学 苑 昭和41年11月 3 日 ～ 6 日 750
16 仙 台 市 東 北 大 学 昭和42年11月 5 日 ～ 8 日 1172
17 東 京 都 文 化 女 子 大 学 昭和43年11月22日 ～ 25日 1074
18 大 阪 市 相 愛 学 園 昭和44年11月15日 ～ 18日 2294
19 宇 都 宮 市 作 新 学 院 昭和45年11月11日 ～ 13日 382
20 西 宮 市 武 庫 川 学 院 昭和46年11月11日 ～ 13日 2513
21 東 京 都 昭 和 女 子 大 学 昭和47年11月23日 ～ 25日 764
22 静 岡 市 静 岡 雙 葉 学 園 昭和49年11月 7 日 ～ 9 日 926
23 札 幌 市 札 幌 市 民 会 館 昭和50年10月 2 日 ～ 4 日 978
24 広 島 市 広 島 市 公 会 堂 昭和51年10月26日 ～ 28日 1216
25 東 京 都 千 代 田 女 学 院 中 学 高 等 学 校 昭和52年11月16日 ～ 18日 1054
26 福 岡 市 福 岡 市 民 会 館 昭和53年11月 7 日 ～ 9 日 1714
27 埼 玉 県 埼 玉 会 館 昭和54年11月20日 ～ 22日 1043
28 仙 台 市 仙 台 白 百 合 学 園 中 学 高 等 学 校 昭和55年10月22日 ～ 24日 1533
29 京 都 市 Ｋ Ｂ Ｓ 京 都 放 送 会 館 昭和56年11月12日 ～ 14日 1923
30 東 京 都 学 習 院 記 念 会 館 昭和57年11月17日 ～ 19日 1370
31 福 井 市 金 井 学 園 昭和58年10月26日 ～ 28日 992
32 札 幌 市 札 幌 市 民 会 館 昭和59年 9 月26日 ～ 28日 1040
33 山 口 市 山 口 市 民 会 館 昭和60年10月31日～11月 2 日 1210
34 福 岡 市 福 岡 市 民 会 館 昭和61年11月12日 ～ 14日 1696
35 千葉市ほか4市 千 葉 県 文 化 会 館 昭和62年11月11日 ～ 13日 1867
36 新 潟 市 新 潟 県 民 会 館 昭和63年10月19日 ～ 21日 1651
37 大阪市ほか2市 大 阪 国 際 交 流 セ ン タ ー 平成元年10月25日 ～ 27日 2530
38 東 京 都 学 習 院 記 念 会 館 平成 2 年10月24日 ～ 26日 1773
39 愛 知 県 愛 知 県 勤 労 会 館 平成 3 年10月23日 ～ 25日 1473
40 札 幌 市 札 幌 ガ ー デ ン パ レ ス 平成 4 年 9 月30日～10月 2 日 1123
41 岡 山 市 岡 山 シ ン フ ォ ニ ー ホ ー ル 平成 5 年10月27日 ～ 29日 1306
42 熊 本 県 熊 本 市 民 会 館 平成 6 年10月26日 ～ 28日 1170
43 神 奈 川 県 国 立 横 浜 国 際 会 議 場 平成 7 年10月25日 ～ 27日 2134
44 山 形 県 米 沢 女 子 高 等 学 校 平成 8 年10月16日 ～ 18日 829
45 京 都 市 京 都 会 館 第 一 ホ ー ル 平成 9 年11月12日 ～ 14日 1222
46 東 京 都 東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム 平成10年11月 4 日 ～ 6 日 1422
47 静 岡 市 静 岡 県 コ ン ベ ン シ ョ ン ア ー ツ セ ン タ ー （ グ ラ ン シ ッ プ ） 平成11年11月10日 ～ 12日 1042
48 札 幌 市 札 幌 ガ ー デ ン パ レ ス 平成12年10月 4 日 ～ 6 日 862
49 徳 島 市 徳 島 文 理 大 学 徳 島 校 平成13年11月15日 ～ 17日 827
50 宮 崎 市 宮 﨑 観 光 ホ テ ル 平成14年11月 6 日 ～ 8 日 928
51 水戸市・土浦市 茨 城 県 立 県 民 文 化 セ ン タ ー 平成15年10月29日 ～ 31日 1590
52 福 島 県 郡 山 市 ホ テ ル ハ マ ツ 平成16年10月28日 ～ 29日 774
53 神戸市ほか3市 神 戸 ポ ー ト ピ ア ホ テ ル 平成17年11月10日 ～ 11日 1383
54 東 京 都 新高輪プリンスホテル 国際館パミール 平成18年11月 9 日 ～ 10日 1354
55 石 川 県 石 川 県立音楽堂コンサートホール 平成19年10月25日 ～ 26日 791
56 札 幌 市 札 幌 ガ ー デ ン パ レ ス 平成20年10月 9 日 ～ 10日 722
57 松江市・米子市 島 根 県 民 会 館 平成21年10月22日 ～ 23日 505
58 佐 世 保 市 ウ イ ン ズ 佐 世 保 ゲ ル ッ ク ホ ー ル 平成22年10月14日 ～ 15日 621
59 高 崎 市 群 馬 音 楽 セ ン タ ー 平成23年10月27日 ～ 28日 437
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回数 研 究 目 標

1
2
3
4
5
6
7
8 私学教育本質の究明・明日の教育体制の整備・全人教育の再検討
9 私学教育の将来と教育課程改訂
10 中学校及び高等学校の教育課程及び改訂に伴う問題点の研究・現在の世情に即応する青少年の指導のあり方・私学教育の充実振興を目指す諸方策の討議
11 日本の教育を前進せしめる私学の使命を果たそう―新指導要領の適切な展開と私学プランについて―
12 私学の教育を向上させ、日本の教育を前進させよう
13 中等教育革新のために
14 私学における教育はいかにしたらその実効を挙げることが出来るか
15 私学教育の自由とその限界
16 私学教育の特性を発揮し、その内容の質的転換を図る
17 魅力ある私学中高教育の推進のために
18 教育の現代化に適応する私学のあり方
19 新教育課程の私学教育における展開
20 1970年代の私学教育の展開を如何にすべきか
21 1970年代の私学教育の展開―特色ある私学教育とその実践―
22 激動期における私学教育の原点を求めて
23 昭和50年代の私学教育の展開―私学の自主性を高め教育の充実発展をはかる―
24 創造的私学教育の展開とその充実―ひとりひとりのよい資質をのばすために―
25 教育の転換期に立って私学教育を考える－新教育課程をめぐる今日的課題－
26 新教育課程への移行と実践－私学教育の独自性と充実をはかる－
27 新教育課程実践の道－建学の精神と教師の役割－
28 私学の使命と特色教育－新教育課程の展開－
29 今日の中等教育における私学の役割
30 より豊かな私学教育の創造を
31 次代を担う私学教育の独自性と公共性
32 次代を担う私学教育の充実と発展
33 明日をひらく私学教育－私学の原点に立って－
34 豊かな私学教育の展開
35 国際化と近代化を志向する私学教育の発展
36 時代に対応する魅力ある私学教育を求めて
37 21世紀に向けての豊かな私学教育の創造を求めて
38 社会の期待に応える私学教育の推進
39 豊かな人間性の育成を目指す私学教育の推進
40 新しい時代に対応する創造的な私学教育をめざして
41 たしかな私学教育をめざして
42 活力ある私学のあり方を探る
43 21世紀に向かって躍進する私学教育
44 教育改造への試み
45 新しい時代を拓く私学教育の創造と発展
46 民間活力としての私学教育を
47 21世紀の私学教育の充実を目指して
48 生徒と教師のロマンを実現する私学教育
49 新時代の私学教育－中国・四国からの発信－
50 感性豊かな人間を育てる私学教育
51 明日の私学教育を求めて－伝統と創造－
52 特色ある私学教育を求めて－建学の精神と国際化－
53 魅力ある私学教育の創造を目指して
54 未来を担う人材育成を私学教育
55 特色ある私学教育の創造
56 時代を見すえ、未来を拓く私学教育
57 これからの人材育成をめざして―悠久の地から私学教育の未来を考える
58 時代を創造する人材の育成をめざして ―私学教育の挑戦―
58 日本の未来を拓く私学教育
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第59回全国私学教育研究集会群馬大会が無事にそして成功裡に終了し、安堵いたしておりまし

たところ、研究集録の編集という大事が残っておりました。「熱し易く冷めやすい」と言う群馬

県人気質（特に私は強い性行）を自戒しながら、10月27日全体集会、28日の各部会を想い出して

おります。

群馬担当の話を伺ったのが平成21年末でありました。群馬の私学12校で全国大会の開催ができ

るのだろうかと心配しながら、過去の大会記録を繙くと、本県は受けたことがない。 すべて初め

ての経験でした。大会メインテーマを「日本の未来を拓く私学教育」と定め、前年の長崎大会に

は30名近い関係者を送り込み、実地見聞。そのスケールの大きさに驚き、不安がよぎりました。

しかし皆で知恵を絞りあいました。足らざることから群馬の実情に先ず目を向けよう…着眼点を

換えるといろいろ見えてきました。

群馬県の特性を全国の先生方に積極的に発信し、知っていただきたく機会としたい。戦後の荒

廃期、県民に音楽の香りを届けた先人の活動。「ここに泉あり」の映画で紹介された群馬交響楽

団の生演奏と高崎音楽センターホールの使用もそうした考えからでした。

群馬の私学12校、普段はあまり意識しませんでしたが、改めて各校を眺めますと、それぞれが

建学の精神を体して、特色ある教育と個性的な校風を持っております。歴史の風雪に耐え、大地

に根を張った私立学校。各部会もテーマに沿った素晴らしい実践発表ができたのではと思ってお

ります。

いずれにしましても、ご参加いただきました全国の先生方のご協力の賜と感謝いたしておりま

す。

また大会運営を通じて思いがけない収穫も多々ありました。それは県内はもとより全国の先生方

とも和気藹々の交流ができ、良き刺激となり、互いに研鑽を深める事ができたことです。

この研究集録をまとめるにあたりまして、各部会担当の先生方には誠にお世話になりました。

心より御礼申し上げます。

結びに、この「群馬大会」の成功にお力添えを戴きました関係各位に深甚なる感謝の意を表し、

御礼申し上げます。 ありがとうございました。

第59回全国私学教育研究集会群馬大会

全体集会運営委員長 野 口 秀 樹
（樹徳中学校 理事長・校長）
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