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教育フォーラム 
地域の力と学校の力で子どもたちに豊かな教育を！ 
̃"学びの動機づけ"こどもの意欲を引き出すために̃ 
主催：東京都教育委員会　杉並区教育委員会　平成１５年3月２７日 
会場：杉並区立阿佐ヶ谷中学校 
内容：１　開会の挨拶 
　　　２　事例発表　生徒の発掘で創り上げた「山辺ドリーム大学」 
　　　　　発表者：松本市立山辺中学校教諭　小室邦夫氏 
　　　３　パネルディスカッション　　　　　 
　　　　　＜パネラー＞ 
　　　　瀬口清之（せぐちきよゆき） 氏 
　　　　　（ＮＰＯ法人リフォーミスト・フェスティナ・レンテ理事長） 
　　　　香月よう子（かつきようこ） 氏 
　　　　　（きてきて先生プロジェクト代表） 
　　　　小室邦夫（こむろくにお）氏 
　　　　　（松本市立山辺中学校教諭） 
　　　　眞渕高史（まぶちたかし）氏 
　　　　（杉並区立阿佐ヶ谷中学校教諭） 
　　　　生重幸恵（いくしげゆきえ）氏 
　　　　（ＮＰＯ法人スクール・アドバイス・ネットワーク代表） 
　　　　＜コーディネーター＞ 
　　　　三輪建二（みわけんじ）氏 
　　　　　（お茶の水女子大学文教育学部教授） 
１．開会の挨拶 

(１) 東京都 教育庁 生涯学習スポーツ部計画課長　岡本恭広氏 

皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました、東京都教育庁生涯学習スポ
ーツ部計 
画課長の岡本でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本来でした
ら、教育長 
あるいは生涯学習スポーツ部長がご挨拶をするところですが、私から一言ご挨
拶させてい 
ただきます。 
平成13年７月に学校教育法・社会教育法の改正がございまして、学校教育と社
会教育が 
連携して様々な体験活動の充実を図ることなどが規定されました。また、平成
14年度から 
は、新学習指導要領に基づきまして「総合的な学習の時間」が開始されるな
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ど、学校にお 
きましても地域などと連携して、様々な体験学習などを行うことが求められて
おります。 
こうしたことから、東京都教育委員会では、学校を支援することを施策の柱の
一つとしま 
して、平成14年度から「地域教育サポート・ネット」事業を開始いたしまし
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
これは、地域の人材や施設などの多様な教育資源と学校との間のコーディネー
トを担う住 
民主体の活動を通じまして、「総合的な学習の時間」をはじめとする学校の教
育活動に対し 
て支援を行う事業でございます。 
　現在、都内５区市の、足立区、板橋区、小平市、立川市、そして、ご当地の
杉並区をモ 
デル地区として事業の実施をお願いしております。特に、杉並区の取り組み
は、これまで 
にテレビ・新聞等で多数取り上げられておりまして、私どもも、関係者などに
この事業を 
説明する際には、これらの映像資料などを活用させていただいております。今
後とも、よ 
ろしくご協力いただきたいと存じます。 
　さて、本日配布させていただきました資料の一つに「東京都青少年奉仕活
動・体験活動 
支援センター」のパンフレットがございます。これは、学校内外の奉仕・体験
活動の取り 
組みを一層推進するため、この２月に、私どもの生涯学習スポーツ部内に開設
したもので 
ございます。ここでは、様々な体験活動に関する活動情報の収集・提供や学校
支援人材の 
登録・紹介などの機能を持っております。今回の「教育フォーラム」も、この
センターの 
取り組みの一環として実施するものでございます。 
本日は、「地域の力と学校の力で子どもたちの豊かな教育を！」をテーマにし
まして、松本 
市立山辺中学校の「総合的な学習の時間」の先進事例の発表、パネルディス
カッション、 
そして、学校支援を行っている多くの企業、団体にご協力いただいて展示・発
表などを行 
います。この機会を活用しまして、関係の方々との交流・連携の輪を広めてい
ただければ 
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幸いでございます。 
　最後になりましたが、「教育フォーラム」の開催に当たりまして、大変ご尽
力をいただき 
ました杉並区教育委員会の皆様、会場を快くご提供いただきました阿佐ヶ谷中
学校の校長 
先生をはじめとする関係者の方々、また、趣旨に賛同してご参加いただきまし
た関係諸団 
体の皆様方、そして会場の皆様方に御礼を申し上げまして、挨拶と代えさせて
頂きます。 
どうもありがとうございました。 

(２) 杉並区長　山田宏氏 

　本日は、東京都教育委員会主催の教育フォーラムを、ここ杉並区で開催して
いただき、 
また多くのご来場の皆様にご協力をしていただき、立派な開会式を開くことが
できました。 
開催地の区長として、心から御礼を申し上げたいと存じます。皆様、本当にあ
りがとうご 
ざいました。 
　さきほど岡本課長さんの方から、本日の開催主旨についてはいろいろお話が
ございまし 
た。いま多くの制度改革が行われておりますが、日本全体の構造そのものを変
えていくと 
いう中で、教育も例外ではありません。私たちも古きをたずね新しきを知ると
いうことを、 
つねに繰り替えていかなくてはなりません。今日が、その良い機会となること
を期待して 
おります。とりわけ、かつては、子どもの教育というものは地域全体で担って
いたもので 
ございます。家族でやり、学校やお寺でやっていました。それが、いつの頃か
らか、教育 
は学校という、そういう方に意識が向いてきて、子ども全体に対する教育力と
いうものが 
低下してきました。また学校の先生にかなりの負担がかかるようになってき
た。そんなこ 
とがいえるのではないかと、私は思います。 
　そういった意味で、こういった企画を通じて、学校が中心ではありますが、
地域全体、 
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もっといえば、私ども杉並区がやっております、すべての政策が子どもの教育
というもの 
につながっているということが意識されていないといけないと思います。いわ
ば、地域全 
体が教室であるという意識を地域が持っていることが大切だろうと思います。
そこかしこ 
が教室である、もちろん学校も教室のひとつです。そういう意味で、地域と学
校の教育と 
の連携というものからスタートした本企画が実り大きいものとなることを期待
しておりま 
す。また、いま新学習指導要領や週５日制というものが導入されて、杉並区で
もいろいろ 
な改革が行われておりますが、学校で懸命になって先頭に立っておられる先生
方は、ご努 
力をされて、大変なご負担があると思いますが、そういう中でも、お互いが担
えるものは 
背負って、次の子どもたちに良い教育ができるよう、お互い研究ができればと
考えており 
ます。また、その成果を杉並の教育に活用させていただければ有り難いと存じ
ます。東京 
都さんには、改めて物心両面にわたってのご協力をお願いいたしまして、ご挨
拶と代えさ 
せていただきます。どうもありがどうございました。 

２．事例発表：生徒の発想で創り上げた「山辺ドリーム大学」 
～長野県松本市立山辺中学校における「総合的な学習の時間」の取組～ 
　　　発表者：松本市立山辺中学校教諭　小室邦夫氏 

　皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました、山辺中学校の小室と申しま
す。今朝、松 
本はマイナス４度でありまして、コートを着て来ようと思ったのですが、阿
佐ヶ谷の駅に 
降りましたら大変に温かくて、もう４月中旬の気候だというお話を伺いまし
て、東京は温 
かい所だと改めて感じました。私も28歳までは板橋区の会社に勤めておりまし
て、それか 
ら長野県に行って教員になったわけでございますが、まだ40代に入ったばかり
の未熟者で 
ございます。また皆様からいろいろご指導いただければ有り難いと思っており
ます。 
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　平成11年に、私が選択社会科の授業を担任いたしまして、松本市の農業問題
について学 
習をしていきました。松本市は人口が20万人で市内には15の中学校がありま
す。私が勤 
務しております山辺中学校は生徒数が324名から、現在は300名とだんだん
減ってきてお 
ります。その選択社会の生徒は３年生ですが、松本市の農業問題を勉強してい
るうちに、 
実際に中学生が「ぜひ、実際に農業をしている人たちの苦労や生き方について
お話しを聞 
いてみよう」ということになりました。インタビューの結果、松本駅周辺が活
性化を狙っ 
ているということが分かりました。皆様もご存じのように、松本市のど真ん中
には松本城 
がありまして、毎年130万人の観光客が訪れます。しかし、平成13年から減少
し始めて、 
現在は80万人台にまで減ってきています。 
松本駅前の活性化のために松本駅前の商店街の人たちが、駅前で土曜日の午前
10時から 
午後３時まで、少し安くお土産を売っています。同時に、松本市の農業をして
おられるお 
ばあちゃんを中心とした松本農村女性協議会という団体がありますが、そう
いった人たち 
も、松本の農産物が売れるようにということで、駅前商店街の人たちと一緒に
なって販売 
をされています。そこへ中学３年生の生徒15名が行きまして、一緒に野菜を売
る体験をし 
ました。彼らは農業体験はありません。はじめてセロリやナスなどを売る体験
をしたわけ 
ですが、「モノを売るということは自分の真心と笑顔を売るということだと感
じた」という 
感想をもらしました。そして、生徒が明るく大きな声を出した分だけ、お客さ
んが次々と 
集まったと。朝10時から午後３時までの販売で、70万、80万円もの収益を上
げたわけで 
すが、この商業体験を通して、彼らは農業は高齢化が進んでおり、後継者不足
が問題にな 
っていることを発見します。そこで今度は、学区内の一人暮らしの老人達の所
を訪問し、 
実際にどのような生活をしているのか、また生き甲斐は何なのかを聞きまし
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た。さらには 
平成12年の１月14日に、一人暮らしのお年寄りやお年寄りのご夫婦を学校に招
きまして、 
民生委員の方の勉強会も兼ねて、松本市の高齢者問題について一緒になって学
習をしまし 
た。ところが、私は、社会科の、単なる資料から得た高齢者問題ということな
ら分かるの 
ですが、行政面においても、もっと裏付けられた、実際の高齢者の生き方につ
いては分か 
りませんので、松本市の高齢者福祉課の係長さんをお招きして、その方に授業
をしていた 
だきました。しかし中学３年生ですから、３月に高校入試を控えておりまし
て、「先生、ど 
うしてこんな入試前の時に、私たちからすれば60年も70年も先の高齢者問題を
やらなけ 
ればならないのか」ということで、一部の生徒は授業には乗り気ではありませ
んでした。 
その時、87歳の一人暮らしのお年寄りの方が、そんな不安そうな生徒の顔を見
て、「君た 
ちはまだ若いから分からないかもしれないけれど、私は今87歳で、一番悩んで
いるのは、 
これからどんな介護が受けられて、どんな死に方をするかだ。君たちはまだこ
れから長生 
きできる。周りに惑わされず、堂々と生きなさい」とおっしゃったのです。６
畳のアパー 
トに一人で生活をされている、このお年寄りが、このように切々と訴えられま
した。それ 
を聞いた村上君という生徒がハッとして、「高齢者の方は、もっと寂しい生き
方をしておら 
れるかと思っていたら、まったく反対で、自分のことが小さく感じられた。あ
のおじいさ 
んがおっしゃるように、周りに惑わされることなく、自分らしく堂々と生きた
い完全燃焼 
したい」と言いました。 
　ところで、その頃、松本には四年制の大学がありませんので、地元の企業が
誘致して大 
学を作ろうという話が浮上してきました。そのときに、選択社会をとってい
た、ある一人 
の生徒が「先生、社会科で高齢者問題をやってきたけれど、ああいう地域の方
をお迎えし 
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て、地元の方を講師にして勉強すると、もっと深い学習ができるのではない
か。この学校 
の中に地域の皆さんが気楽に来て、誰でも一緒に学習できるような大学が出来
るといいね」 
と言ったのです。さりげなく言った生徒の一言でした。そして平成12年の２月
になると、 
子どもたちが、自分たちが学んだことを地域に還元したいと考えるようになっ
てきました。 
また、高齢者の方々を学校に迎えて授業をしたことが新聞などのマスコミに取
り上げられ 
たことをきっかけに、地域の方から学校に電話がかかってきました。「地域の
人が学校に行 
って授業をするのは良いけれど、学校に行けないお年寄りや地域の人もいらっ
しゃる。だ 
から、もっと学校と地域が一緒になって、さらには中学生の方が地域に出かけ
て行って授 
業をすることはできないだろうか」というご提案をいただきました。私は、正
直それは無 
理だと思いましたが、選択社会科を受けている15人の生徒に、そのことを投げ
かけてみた 
のです。「君たちは大学を作りたいと言ったけれど、逆に君たちが地域に出か
けて行って地 
域の皆さんと一緒に学習をしないかという提案が来ているがどうするか？」
と。すると、 
彼らは受験を控えた時期なのに、授業が終わった後30分、40分かけてディス
カッション 
を３回、４回と繰り返していきました。そして「ぜひ、やりたい！」と言い出
したのです。 
　それではどこでやるか、が問題になったわけですが、地域には公民館（こち
らではコミ 
ュニティセンターでしょうか）があるから、そこで、彼らが学んだことを、そ
の成果を発 
表し、一方、地域の皆さんは彼らの発表を聞いて意見交換を行い、その結果を
中学生なり 
に再度まとめてゆくという、そういう学習を展開しました。中学生たちが講師
として授業 
をする中で、地域の方々からいろいろな質問を受けましたが、自分たちでも、
地域に出か 
けて行って授業を計画すること、そして地域の皆さんと一緒に、それが出来る
のだという 
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自信が生まれました。一つの冒険であったわけですが、この成果から、私は、
13歳から15 
歳の中学生でも、そういう学ぶ場を与えたり、何か一つの学習活動を計画さ
せ、実現させ 
る責任感を与えていくことが可能であるという確信を得ました。もちろん失敗
もあると思 
いますが、失敗を恐れるよりも実行することを大切にしたわけです。 
　この後、また地域の方から学校に電話がかかってまいりまして、ＰＴＡと学
校の距離は 
近いけれど、まだ地域と学校との間には大きな距離があるとの指摘がなされま
した。そし 
て、一般の地域住民と学校が一緒になり、これから新学習指導要領、そして総
合的な学習 
の時間が始まるけれども、そういったことに対するディスカッションの場を
作ってもらえ 
ないかと要望が出されました。そこで、またこれを生徒に投げました。しか
し、これは学 
校全体に関わることですので、クラスのルーム長・副ルーム長を集めて審議に
かけました。 
その結果、「自分たちの生活を見ると、朝学校に来て、授業が終わると塾へ通
うという、自 
宅と学校と塾の三箇所だけで１学期、１年が過ぎてゆく。しかし、こういう話
し合いの場 
を作ることで、自分が地域に住んでいるという自覚も生まれるのではないか」
という結論 
に達しました。そこで平成12年の６月３日、一般の地域住民とＰＴＡの代表者
と、そして 
生徒代表、学校職員代表が集まり、『学社連携推進会議』なるものを発足させ
ました。学校 
と地域が連携をしようという主旨で、45名の方が集まりました。その席で、私
たちは、こ 
ういう総合的な学習の時間を展開したいこと、また生徒の企画による大学設立
を目指して 
いることを発表したのです。この会議は年３回行われましたが、その進展の中
で、生徒た 
ちは早急に大学を作りたいと考えるようになっていきました。では、まず、ど
のような勉 
強をするのかについて、当時の全校生徒324名にアンケートをとりました。さ
まざまな案 
が出ました。釣りとか料理とか趣味的な案もありましたが、それらはひとまず
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横に置き、 
ひとつのテーマの元で、地域住民と中学生が一緒になって学習したり体験学習
が出来るよ 
うに考えました。中学生たち自身も考え、地域の方々には回覧板に「こんな学
科を作って 
ほしい」という要望を記入していただいたり、あるいは、こういう講師がいる
という、自 
薦他薦を問わず、ご紹介いただくようにお願いもしました。その結果、43の学
科の案が出 
たのですが、これでは多すぎて成立しないということで、さらに生徒が話し
合って最終的 
には17の学科になりました。中国語学科とか地質学科とか環境学科など、さま
ざまな学科 
です。パソコン学科もあります。次に講師をどうするか、ということで、これ
も生徒たち 
が各地域で講師募集を行い、さらに地域の皆さん、ぜひ学校へお出でください
という呼び 
かけのチラシも作りました。学校のある地域には4,351世帯がありましたの
で、生徒一人 
当たり15枚程度を担当した計算になります。４月29日から５月６日のゴールデ
ンウィー 
クの時に、１軒１軒歩いて配りました。そして平成13年の６月11日に『山辺ド
リーム大 
学』の開校にこぎつけたのです。 
その時の講師は15名、受講者は148名でした。年間10回、授業は午後２時30分
から４ 
時10分までの100分授業です。中国語学科では、中国語の基礎を学ぶだけでな
く、全員で 
中華料理を作ったりといったようなことも行いました。各学科の学科長も副学
科長、もち 
ろん学長さえも生徒です。生徒自身が大学を運営するという形です。地域講師
の方は10回 
分のカリキュラムを作るわけですが、その連絡・調整役を、最初は私がやりま
したが、慣 
れてきたところで生徒、つまり学科長が中心となって進めていくようになりま
した。そし 
て、平成13年の12月15日、無事に山辺ドリーム大学の第一回目の終業式を迎
えることが 
できました。その壇上には15名の地域講師の方々が並び、学科長からお礼の花
束を贈呈し 

http://www.chinoichiba.com/datas2/eturan.cg...0&img4=0&img5=0&img6=0&img7=0&img8=0&img9=0 (9/36)2006/01/16 2:18:03



"Select Menu"

ました。また会場には受講生だけでなく地域の多くの方々にご参加いただくこ
とができま 
した。その場で、ぜひ来年も多くの方々に入学していただくよう呼びかけを
行ったわけで 
すが、その時、一人の地域講師の方がこうおっしゃったのです。「私は初めて
学校に足を入 
れました。学校というのは非常に敷居の高いところです。学校でどのような教
育が行われ 
ているのか、どんな中学生がいて、どんな問題で悩んでいるのか、最初は分か
らなかった 
けれども、一緒に学習する中で、いまの中学生が何を考えているのかが分かっ
た」と。町 
づくりとか地域の向上といった場合、学校はその拠点でもあるし、地域の中の
一つの学舎 
です。地域住民と中学生が一緒に体験学習を行うことによって、コミュニケー
ションが深 
まります。また、13歳の子どもから、上は90歳の受講生もおり、そういう幅広
い年齢層 
の中で、お互い支え合ったり助け合ったりする、そういう豊かな人間性や感性
も身につい 
ていったのではないか、と思います。 
　お手元のレジュメの中に、「平成14年度　山辺ドリーム大学受講生数一覧」
がございま 
すが、そこにどのような学科があるかが載っております。たとえば、パソコン
学科では、 
地元にセイコーエプソンというＩＴ企業がございますので、そこの社員の方が
講師を引き 
受けてくださいました。また、手話点字学科では地元のＮＰＯの方とか社会福
祉協議会の 
方などが講師を務めてくださいました。講師の方々は、民間・企業を問わず、
すべて地元 
の地域の方々ばかりです。年10回の講義はほとんどボランティアのような形で
やってくだ 
さいました。平成14年度は地域講師の方の数が15名から28名に、受講生数も
148名から 
282名まで増加し、多くの成果を得て、無事12月７日に終業式を終えることが
できました。 
　この学習を通して、生徒や地域の方々から様々な感想が寄せられました。私
たちが感じ 
ていること、また、いま中学生が何を学ぼうとしているのか。与えられた一つ
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の学習問題 
を解いていく基礎学力も大切ですが、地域の課題などを発見し、その問題解決
を行うとき 
に、地域にいらっしゃる専門家や団体の方々から教えを受けながら、地域の
方々と一緒に 
学習をしていく中で、幅広い人間性が身についていくのではないでしようか。
モノの見方 
や考え方も確実に広がっていきました。また、町づくり・地域興しという点で
も、ひとつ 
の成果につながったのではないかと考えます。教育の機会が広がったというこ
とだけでな 
く、高齢者問題を一つの例として、地域に対する責任感とか誇りなどを身につ
けながら、 
問題解決能力も高めることができたのではないかと思います。 
　しかし、まだ課題も数多くございます。28名の講師の方々が学校に来てくだ
さいます。 
また、受講生の方だけでなく、どのような授業を行っているのかを見学に、
400名近い地 
域の方々もお出でになります。そこで安全管理・危機管理をどうするか、と
いった問題も 
残っているのは事実です。この山辺ドリーム大学は中学生の発想から始まった
ものなので、 
彼らの意思を尊重するために運営も彼らに任せています。しかし、私たちとし
ては、生徒 
たちにどのような力をつけてあげることができたのかを考える必要がありま
す。山辺中学 
校では“６つの力”を定めております（後述の参考資料－２参照）。そこで地
域講師の方々 
には、中学生にこういった力をつけるよう指導してくださいとお願いをしてい
ます。また、 
地域の方々には、こんな観点で中学生と接していただきたいというお話もして
まいりまし 
た。最後に、授業の模様をビデオでご覧いただきたいと存じます。 

　　　　　　　　＜ビデオ：「山辺ドリーム大学」を紹介したテレビ番組＞ 

　以上で、私どものドリーム大学の取組に関しては、ご理解をいただけたこと
と思います。 
こういった試みは、松本市だけでなく、北九州市など他県でもさまざまな取組
がなされて 
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います。学校と地域が連携しながらたくましい子どもを作りたいという願いで
あります。 
まだ始まったばかりで未熟な点も多々ございます。皆様からのご意見やご要望
などをいた 
だければ有り難いと存じます。つたない体験談でございますが、ご静聴いただ
き、ありが 
とうございました。 

〔参考資料－１〕 

平成14年度　山辺ドリーム大学受講生一覧 

学科名 生徒数 地域受講生 合計 

１ ゴスペル学科 　 １１ 　１４ 　２５ 
２ 囲碁学科 　 ２１ 　１０ 　３１ 
３ 演劇学科 　 ２３ 　　１ 　２４ 
４ 温泉観光学科 　 １８ 　　６ 　２４ 
５ 環境学科 　 １８ 　　３ 　２１ 
６ 郷土文化学科 　 １２ 　１２ 　２４ 
７ 健康学科 　 １５ 　　８ 　２３ 
８ 山辺史跡学科 　 ２５ 　１０ 　３５ 
９ 手話点字学科 １７ 　１５ 　３２ 
10 地質学科 　 １９ 　　３ 　２２ 
11 中国語学科 　 ２７ 　１０ 　３７ 
12 陶芸学科 　 １５ 　２６ 　４１ 
13 日本文化学科 　 １７ 　　６ 　２３ 
14 飛行学科 　 ２９ 　　２ 　３１ 
15 福祉学科 　 １９ 　　３ 　２２ 
16 平和教育学科 　 １２ 　　３ 　１５ 
17 パソコン学科 　　 ６１ 　 初級 
パソコン学科 　　 ４７ 　 中級 
　信州大学生 　 　 ３２ 

　 合計 ２９８ ２８２ ５８０ 

〔参考資料－２〕 
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総合的な学習の評価のあり方について－評価基準と具体的な評価基準 

評価基準 　　　　具体的な評価基準 

問題解決能力 ①自分で課題を選んだり、見つけたりすることができる。 
②学習活動の見通しをもち、解決に向けての学習計画をたてることができる。 
③計画にもとづいて解決をすることができる。 
④つまづきや困難なことが生じたとき、計画を修正したり、 
工夫をして解決に結び付けることができる。 
⑤探究及び解決の過程や結果を振り返り、検討をしたりよりよいものにしよう
と 
することができる。 
⑥学習の結果を、生活や教科をはじめ他の学習活動や分野に生かすことができ
る。 

学び方や考え方 ①目的にあった情報を選択したり、収集したり、処理すること
ができる。 
②必要なことを調べたり、不明な点や困難点を解消する方法も見いだすことが
できる。 
③解決やまとめの作成の過程を、作品や報告書などに効果的にまとめることが
できる。 
④自分の解決や作成の過程及び結果について、わかりやすく発表することがで
きる。 
⑤自分の解決や作成の過程及び結果について、討論し、考え方を深めたり、 
学びあったりすることができる。 

主体性や創造性 ①主体的に解決のための学習活動や探究活動に取り組むことが
できる。 
②課題意識や目的意識をもって、主体的に、粘り強く取り組むことができる。 
③課題解決のために、工夫したり、新たな考えを取りいれることができる。 
④自分や友達について、考えや工夫したこと、よさなどを自覚したり、 
認めたりすることができる。 

生き方 ①自分の興味や関心のあること、また将来についての希望を自覚でき
る。 
②自分の得意なことやよさなどについて、自覚できる。 
③自分の希望やしたいことの実現に向けて、積極的に行動できる。 
④自分の考え方や行動について、振り返ったり、よりよくしようと努力でき
る。 
⑤友達の考え方や行動から学び、自分に生かそうとすることができる。 
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自己表現力 ①地域の方や他の生徒と一緒に、意見交換や話し合いをすることが
できる。 
②発表会や交流会のときに、自己の考えや感想を堂々と伝えることができる。 
③自己の考えを多くの人とかかわらせながら、コミュニケーションを図ること
ができる。 

豊かな感性 ①地域の人々の交流や体験活動で、互いのよさを認め合ったり、 
励ましあったりすることができる。 
②自分から気づいて行動をおこしたり、心を寄せ合うことができる。 

　　◎以上の25項目を評価基準とし、学年ドリーム、全校ドリーム、山辺ドリ
ーム大学の学習活動から、 
自己評価と教師側で評価をする。 

（山辺中学作成） 

３．パネルディスカッション 
　　＜パネラー＞ 
　●瀬口清之（せぐちきよゆき） 氏 
　（ＮＰＯ法人リフォーミスト・フェスティナ・レンテ理事長） 
　●香月よう子（かつきようこ） 氏 
　（きてきて先生プロジェクト代表） 
　●小室邦夫（こむろくにお）氏 
　（松本市立山辺中学校教諭） 
　●眞渕高史（まぶちたかし）氏 
　（杉並区立阿佐ヶ谷中学校教諭） 
　●生重幸恵（いくしげゆきえ）氏 
　（ＮＰＯ法人スクール・アドバイス・ネットワーク代表） 
　　＜コーディネーター＞ 
　●三輪建二（みわけんじ）氏 
　（お茶の水女子大学文教育学部教授） 

■司会：それではパネルディスカッションを行います。総合的な学習の時間に
おける外部 
人材の効果的な活用方と致しまして、パネラーの皆様、また案内役の方にお話
をしていた 
だきたいと思います。まず、パネラーの皆様をご紹介します。ＮＰＯ法人リォ
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ーミスト・ 
フェスティナ・レンテ理事長の瀬口清之さん、ＮＰＯ法人スクール・アドバイ
ス・ネット 
ワーク代表の生重幸恵さん、そしてただいまお話をいただきました松本市立山
辺中学校の 
小室邦夫先生、きてきて先生プロジェクト代表の香月よう子さん、杉並区立阿
佐ヶ谷中学 
校の眞渕高史先生、そして進行案内役をしていただきますお茶の水女子大学文
教学部教授 
の三輪建二先生でいらっしゃいます。それでは三輪先生の方にマイクをお渡し
いたします。 
よろしくお願いいたします。 

■三輪先生：それではパネルディスカッションを始めたいと思います。すでに
ご紹介があ 
りましたように、平成14年度から小・中・高に総合的な学習の時間が導入され
ましたし、 
それ以外でも児童や生徒の体験学習とか、体験学習を豊かなものにするために
地域の教育 
力への期待が高まっていると思います。今回のパネリスト、５名の方は、必ず
しも杉並区 
に限定されているわけではありませんが、いずれも総合的な学習の時間やその
他の体験学 
習・体験活動のカリキュラム作りに積極的に関わっている関係者、学校の方や
地域の方々 
になっています。１時間半ということですので、流れについてご説明させてい
ただきます。 
最初に、パネリストの方々に、５分間ずつ、順に自己紹介を兼ねて活動の報告
をしていた 
だきたいと思います。その発表を踏まえた上で、共通に考えていきたいと考え
る論点を２ 
つ、３つ取り上げながら、パネリスト同士で話し合いをして、そして時間があ
りましたら、 
会場からいくつかご質問を受けたいと考えています。 
　私自身は大学で生涯学習を担当している者ですが、いま東京都が進めている
地域教育サ 
ポートネット事業にも関わっております。その関係もございまして、今日は進
行役として 
顔を出させていただいておるわけです。私事で恐縮ですが、これは偶然なので
すが、長男 
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が杉並区立の小学校に通っております。総合的な学習の時間でどのようなこと
をしている 
のか知るために、月１回土曜日に行われます土曜講座にも通っていて、一緒に
駆けっこを 
して疲れて帰ってくるという体験もしております。よろしくお願いします。で
は、まず私 
のお隣の杉並区立阿佐ヶ谷中学校の眞渕さんよりご報告をお願いしたいと存じ
ます。 

■眞渕先生：皆さん、こんにちは。阿佐ヶ谷中学校の眞渕と申します。実は
私、今日はピ 
ンチヒッターで出てまいりました。教頭先生から依頼されまして気楽に参加し
たものです 
から、今日、こんなに大きな会になっているとは思いませんで、ちょっと緊張
しておりま 
す。私は昨年までは目黒第六中学校におりまして、今年から阿佐ヶ谷中学校に
赴任してま 
いりました。この学校のことをどれだけ詳しくお伝えできるか不安ですが、本
校の取組に 
ついてお話をします。まず、指導要領が変わり、気をつけなければならないの
は、新しく 
総合的な時間が始まりましたが、どの学校でも同じ時間数で総合的な学習の時
間を教えて 
いるわけではないということです。昔は公立中学校ではどこも同じような取組
をしており 
ましたが、特に今年からはそれぞれ取組を大きく変えなければなりません。他
の学校と最 
も大きな違いは、阿佐ヶ谷中学校では、総合的な学習の時間を最大限にとって
いることで 
す。都内の大多数の中学校では、選択授業を最大限にとっておりますから、総
合的な学習 
の時間は減るわけです。ところが、阿佐ヶ谷中学校は総合的な学習の時間を最
大限にとる 
という少数派で、１年生には選択授業がありません。すべて総合にあててお
り、各学年と 
も選択の時間は最小限にしています。このように、公立中学校がすべて同じよ
うに総合的 
な学習の時間を使っているというわけではありませんが、阿佐ヶ谷中学校で
は、総合の時 
間を最大限使える環境にあるというわけです。それから、お陰様で、地域の
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方々のご理解 
とご協力も多く頂戴しております。これも都内の学校では珍しいと思います
が、マラソン 
大会や水泳大会を実施しております。いまは、一般に学力を付けさせることに
主眼が置か 
れており、授業時間の確保に重点が置かれており、そのような行事は削減の方
向にありま 
すが、保護者の要望もありますが、学校評議員会を開かせていただきまして
も、評議員の 
方からも多方面から子どもを育てて欲しいという要望が多い地域です。体育大
会や学芸発 
表会などの行事はどこの学校でも行っていると思いますが、マラソン大会や水
泳大会まで 
残っている学校は都内では少ないと思います。これも少数派だと思いますが、
阿佐ヶ谷中 
学校とこの地域にはこのような多方面から子どもを育てようとする特徴がござ
います。 
　本校では、昨年の１年生の総合的な学習の時間では「生きる」ことを重視
し、どのよう 
に生きるかというところに重点を置き、性教育も併せて取り組んでおりまし
た。また、地 
域の方の協力という点では、阿佐谷七夕まつりというのがございまして、その
七夕飾りを 
地域の方に指導していただきまして、１年生は毎年その製作に取り組んでおり
ます。２年 
生では、職場体験に主眼を置きまして、今年は１週間、月曜日から金曜日ま
で、朝から夕 
方まで、学校には１回も来ずに、職場体験をさせました。３年生では修学旅行
などの体験 
学習はどこの学校でも行っておりますが、やはり進路学習が多かったようで
す。今年から 
さらに進路選択の方法や選考の方式がバラエティー豊かになりました。それを
生徒に理解 
させるのが大変なのですけれど、阿佐ヶ谷中学でもずいぶん時間を費やしまし
た。 
それでは職場体験について少し詳しくお話をさせていただきます。阿佐ヶ谷中
学では、 
これまでは毎年２日間ほど、いろんな方面で職場体験をさせておりました。そ
うしますと、 
少し慣れた頃に終わってしまいます。それでは本当の職業体験にならなりませ
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ん。今年は 
５日間びっちりとやりたいということで、あちこち打診をして回ったのです
が、なかなか 
５日間も生徒の面倒を見てくれるところが見つかりません。結局は、区内の６
箇所の保育 
園、それから5箇所の幼稚園、さらに３箇所の老人ホーム、商業関係では高井
戸にある大 
型スーパーマーケットのご協力を受けまして、１週間の職場体験学習を行いま
した。いず 
れも近くにありますので、私たち教師が、授業の空き時間を利用して自転車等
でぐるぐる 
回りまして、様子を見てまわることができました。最初の２日間ほどは、最初
から職場に 
なじめぬ子もおりますが、どうしてよいのか分からずに窓辺に佇んでおりまし
て、私が行 
きますと、訴えるような救いを求めるような目で見つめる男の子が何人かおり
ました。そ 
れが３日過ぎ、４日目頃から子どもたちは、（相手をしているのか、やらされ
ているのやら 
分かりませんが）、現場に慣れ親しんできたと思います。体験を終わりまし
て、保育園の先 
生方にもお出でいただいて、発表会を行いました。保育園の先生方からも５日
間来ていた 
だいて大変良かったとおっしゃっていただきました。今後も同じ活動を続けら
れるかどう 
か分かりませんし、限られた業種でしたが、意義はあったと思います。ただ、
１週間丸々 
総合的な学習の時間のまとめ取りのような形でやりましたので、前後の授業の
進行と調整 
が大変になりまして、それ以降の１週間は、出来なかった通常の授業時間に戻
るための穴 
埋めも必要でした。 
私の前任の学校でも、グループ毎にそれぞれ興味のあることを学習させようと
しました 
が、地域にどのような方がいらして、どのようなご協力が得られるのかが分か
りません。 
特に都心ではそうですね。また、私ども教員も早く異動するシステムになって
おりますの 
で、こういった取組で、学校や地域が様々な情報を取り込めるのは良いことだ
と思います。 
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■三輪先生：では次に、きてきて先生プロジェクトの香月さん、よろしくお願
いします。 

■香月さん：きてきて先生プロジェクトの香月です。錚々たるメンバーの中で
は、私のよ 
うな若輩者は少し浮いた存在のように感じておりますが、きてきて先生プロ
ジェクトにつ 
いて簡単に紹介させていただきたいと思います。きてきて先生プロジェクト
は、小学校の 
社会人講師招聘事業のサポートと、そのノウハウの蓄積、それと、間に入るコ
ーディネー 
ターの質向上に対するフォローアップなどの目的で、2000年に立ち上げまし
た、非営利の 
任意団体で、ＮＰＯ法人格は取っておりません。たまたま静岡県伊東市の教育
委員会とご 
縁がございまして、2001年、2002年と、伊東市内の小学校、全10校に社会人
講師を招い 
て授業を行ったという実績を持っております。メンバーは、お手元の資料には
17名となっ 
ておりますが、来る者は拒まず去る者は追わずで、今年改めて意思確認を行
い、12名の精 
鋭メンバーとなりました。また、適時説明会などを開き、常に新しいメンバー
を入れて、 
硬直することのない団体にしようと頑張っております。その12名のメンバーに
は専従の者 
が一人もおりません。私も別に仕事を持っておりますし、他のメンバーもほぼ
30代の働き 
盛り、家庭と仕事の掛け持ちで忙しく、普段ボランティアなどやりたくともや
れないよう 
な人とか、教育に関してもそれほど真剣に論じ合っているようなことのない者
たちがやっ 
ていることも特徴です。実はこういうメンバーが乗っているということがとて
も重要なの 
です。きてきて先生プロジェクトというのは、一芸に秀でた社会人講師を学校
に呼ぼうと 
いうことでやっております。歌手の浜崎あゆみさんが学校に行って授業をやり
ましたとい 
ったことが話題になりますが、一芸に秀でた人が１日学校に行って授業をしま
すと何とか 
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なってしまうということがあります。子どもたちも喜んで、めでたしめでたし
で終わって、 
次の日からまた普通の授業に戻る…といのではもったいなのではないかという
ことで、こ 
こに私たちコーディネーターがおりまして、学校の先生がどのようなことを子
どもたちに 
教えたいと思っているのか、どんな狙いを持っておられるのかということを真
剣に聞かせ 
ていただきます。そして、先生の魂に、ベクトルに合った講師とコーディネイ
トするとい 
うのが私どもの目的だと考えています。ですから、間に立つ私たちコーディネ
ーターも、 
それなりに社会経験を積んで、先生からも「この人だったら話ができる、話を
しても分か 
ってもらえる」と思ってもらえるようなコーディネーター、そして、社会人講
師の方も多 
忙な時間を割いて学校に行くわけですから、「このコーディネーターとつき
あっていたらお 
もしろい」と思わせるような魅力がないとうまくゆきませんね。そんなわけ
で、間に立つ 
私たちは重要な存在なのではないかと、最近思うようになってきまして、その
中で、教育 
のプロでもなければボランティアのプロでもない、でも、社会経験は積んでる
よ、すごく 
頑張ってるよ、いままさに社会の第一線で活躍しているよというメンバーを、
現在12名集 
めています。 
実際にどんなことをしてきたかということですが、2001年の１年目は理科系の
授業を多 
く行いました。たとえばソニーのアイボの開発者の方をお呼びしまして、「ア
イボと人を比 
べてみよう」ということで、授業を行いました。実際に方眼紙を使って児童が
アイボを設 
計してみたりしました。展開図から書いて立体にしてみたりとか。これは算数
の授業です。　　 
また、理科の授業では、人間の臓器を調べよう、人の身体の中を見てみよう、
そしてア 
イボはどういう仕組みになっているかというふうに発展させた、そんな授業を
行いました。 
あるいは、国際理解にもつながるし、社会の単元の三角貿易にもつながるとい
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うことで、 
ジャマイカのレゲエについて学ぼうというような授業を行いました。折しも
サッカーのワ 
ールドカップの前だったのですが、外国人を自分たちの社会に招き入れるには
どうすれば 
よいか、子どもたちが積極的に考えました。ジャマイカの国旗の色に合わせ
て、髪を緑色 
に染めようと子どもたちが言い始めまして、街に出て緑のスプレーを探したり
と、子ども 
たちが自ら考える授業まで発展したようです。 
昨年は、伊東市教育委員会と伊東市の方針で、「スポーツで街を元気にしよ
う」という健 
康回復宣言に則りまして、スポーツの授業が多かった。フットボールのチーム
を招いてフ 
ラッグフットボールの授業を行ったりとか、居合いの先生を呼んで「サムライ
になろう」 
という授業をやったりしました。その中でも、「バドミントンで新しい友達つ
くろう」とい 
う授業が印象的でした。今日、この会場に展示をしておりますライツという会
社がござい 
ますが、その会社のご紹介で、障害者バドミントンの２年連続チャンピオンの
女性をお呼 
びしました。私たちは障害者教育のプロではないので、非常に悩みました。車
椅子に乗っ 
てその体験をするということで障害者を理解できるかというとまったく理解で
きないし、 
たった１日の授業で可能かどうか、自信がなかったのですが、その講師の方の
協力とチャ 
レンジ精神によりまして、子どもたちが、その方が車椅子に乗っていることを
忘れてしま 
うくらいの熱気で授業を行うことができました。民謡の授業を行ったところで
は、オリジ 
ナルの民謡を作ったり、その後地元の放送局に呼ばれて、地元の方が三味線を
弾いていた 
だく中で、それを披露したりと、授業の後の余韻といいますか、地元との交流
が続けられ 
たような気がします。 
１年目と２年目と比べますと、やはり１年目よりも２年目、２年目よりも３年
目という 
感じで、どんどん良くなってゆくのが実感されます。外部の講師を入れるのは
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難しいこと 
ですが、１回失敗したとしても、細々とでも続け行くことで一つの形になって
ゆくのでは 
ないかと、心から感じることができました。 
最後に、私は学校とか教育に関しては、人並みに興味を持っていたわけです。
マスコミ 
の世界に身を置きながら（仕事はアナウンサー）、報道されることをそのまま
鵜呑みにして、 
学校の現場に行ってみたのですが、学校の先生はすごく真剣に子どものことを
考えていて 
おられることを認識しました。どうしたら子どもが積極的に学んでくれるのか
を勉強して 
おられる。そのお姿を見て、私たちは、ただ外から意見を言っているだけでは
ダメだと思 
いました。実際やれることを手伝ったり、一緒にやることで楽しくなるのでは
ないかと思 
いました。普段と使っている脳と違う部分を一杯動かせて、すごく楽しんでや
ることがで 
ますし、先生からも「この授業はすごく楽しめました」という言葉を聞きます
と、子ども 
のためというだけでなく、みんなが楽しくなり、それが社会の元気につながっ
てゆくので 
はないかという気がしました。これからも細々とではありますが、続けてゆき
たいと思い 
ます。 

■三輪先生：学校と外部の講師をつなぐコーディネーターの役割というお話し
でした。で 
は、さきほど講演していただきました山辺中学校教諭の小室さん、お願いいた
します。 

■小室先生：さきほどはありがとうございました。この総合的な学習の時間の
狙いは、ご 
存じのように二つあります。一つは自ら課題を見つけ、考え、判断するという
中で問題解 
決能力を身につけることです。もう一つは、学び方を身につけたり、調べ方と
か、学ぶ態 
度を通して自分の生き方を考えることです。そういう狙いを考慮しますと、総
合的な学習 
の時間というのは学校だけでは、また教職員だけではできません。他の教科で
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は指導書も 
ありますし、また子どもには教科書があります。しかし、総合的な学習にはそ
れがありま 
せん。私は、だからこそ、特色ある学校作り、魅力ある学校作りのための絶好
の機会であ 
ると考えます。一面、教師の負担もありますが…。 
ドリーム大学の中に「温泉観光学科」というのがありまして、松本市から20㎞
くらい東 
に行きますと、美ヶ原高原があります。そこにはビーナスラインが通っており
まして、昨 
年からこの道路の使用が無料になりましたが、毎年観光客が80万、70万、60
万と減少し、 
そこに住んでいる人の数も減ってきまして、過疎化が問題になっています。こ
の温泉観光 
学科の生徒たちに、この過疎化のことが課題として持ち上がってきました。こ
の地域の会 
長さんや地域の方々と話をする中で、何か観光客を呼ぶことができるシンボル
を作ってみ 
たいということになりまして、７月21日に、ツリーハウスといいまして、６畳
一間の山小 
屋ですが、地域住民の方と一緒に３ヶ月かけて作ることができました。その元
のアイデア 
を練ったのは生徒たちですが、設計図の作成にあたっては地元にお住まいの一
級建築士の 
方にお願いをしたり、町会長さんのおはからいで間伐材を入手することができ
たりと、地 
域と学校が一体となって地域の問題解決に取り組む中で、新しい人間関係が作
られていっ 
たように感じます。 
本校でも不登校生が何人かおりますが、そのうちの３人が「日本文化学科」に
入ってお 
ります。その講座には70歳、80歳のおばあさんたちがいらっしゃいますが、そ
の方々が、 
その不登校の子どもの家にまで出かけていってくださいました。最終的には１
年くらいか 
かりましたが、平成14年６月ごろ、その３人の子どもが地域の高齢者の方と一
緒に保健室 
まで来るようになりました。さらに今年１月の終わり頃には、教科によっては
授業にも出 
ることができるようになりました。ドリーム大学には出席することができます
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が、通常の 
授業には出ることができない。それを何とかしたいと私たちも願っておりまし
たが、うま 
く解決できなかったり、指導で悩むことがあります。そういった状況の中に地
域の方が入 
っていただくと新しい人間関係の中で、子どもたちも同じ学年、同じクラスだ
けでは解決 
できないところを、地域の方のご協力で解決することができたことを大変あり
がたく思っ 
ております。 
学校が地域の一存在として、地域社会と一緒になって新しいものを創り上げて
行くとい 
う明るい希望・展望といいますか、夢がなければ、問題が多い教育現場におい
ては、どう 
しても精神的に暗くなってしまいます。生徒たちにドリーム大学の運営を任せ
る、30時間 
を任せる中で、生徒たちにも多くの地域の人に来てもらいたいという夢が広
がってゆきま 
す。いま、ドリーム大学を立ち上げた生徒たちは、世界の６大陸の学校や生徒
と交流をし 
たいというところまで夢を広げています。そして最終的には「世界平和子ども
連合」を作 
りたいという夢のようなことを考えていますが、子どもの持っている可能性と
いいますか、 
豊かな発想を、教師だけでなく地域の方々－－スペシャリストの方だけでなく
一般の住民 
の方も－－学校教育に参画していただいて、それを伸ばしてゆく。町づくり、
地域社会を 
一歩でも良い方向に持って行ける、そんなところを目指しております。 

■三輪先生：ありがとうございました。伺えば伺うほど元気になってくるお話
しだったと 
思います。それでは後のお二人は、いずれもＮＰＯ法人の方々で、最初はＮＰ
Ｏ法人スク 
ール・アドバイス・ネットワーク代表の生重さんです。 

■生重さん：私は、杉並区の学校改革アクションプランの一期目の、今年度の
学校教育コ 
ーディネーターということで、現在５校を担当させていただいております。総
合的な学習 
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の時間だけではなく、部活の外部指導員、選択教科に関してもご相談を受けま
した。先生 
たちと、どういう形でやってゆくのがよいかを検討して、学校が望む形で、子
どもたちと 
教師が創り上げる授業のお手伝いをします。外から入ってくる企業、地域の人
たち、そし 
て学校、この三者は生活のリズムが違います。そのせいで巡り会えないでい
る、さまざま 
な出会いがうまくいくような形を作りたい。ということで、ささやかながらサ
ポートをさ 
せていただいております。その他にも、地域人材の活用、活用という言葉は失
礼になって 
しまうかもしれませんが、眠っている魅力ある人材にどうしたら学校教育の中
で活躍して 
いただけるかを、私たちの活動のメインにしております。実は昨日も調布の方
で、パネル 
ディスカッションに参加しておりましたが、いまさまざまな地域で、どうした
ら子どもた 
ちを生き生きと育てることのできる温かい環境を作れるかという声が挙がって
いることを、 
とても頼もしく思っています。 
総合学習を批判する声もございますが、本物に触れること、そして体験をする
ことで、 
子どもたちが漠然と言われている「生きる力」というところの目標とか夢のよ
うなものに 
出会えるという良い機会につながっていると思います。夢や希望を持って学習
に挑む、本 
当に身につく学習ということが、そこで本物との出会いによって実現可能な夢
になってい 
くと考えて、細々ながら点いている灯火が全国に広がってゆけばよいという気
持ちで、今 
日いらしている方達にも支援をいただきながら、公教育支援の活動を広げて、
全国の公立 
の小学校・中学校で学ぶ子どもたちが生き生きとした学校生活を送っていける
ような環境 
作りに、皆さんと一緒に取り組んでゆきたいと思っております。 

■三輪先生：ありがとうございました。最後にＮＰＯ法人リフォーミスト・
フェスティナ・ 
レンテ理事長の瀬口さん、よろしくお願いいたします。 
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■瀬口さん：名前がややこしくて大変申し訳なく思っております。私は杉並区
の荻窪に住 
んでおります。息子が西田小学校の６年生と２年生です。西田小学校の「おや
じの会」の 
会長をやったりとか、「お金の話」といった授業をやりに行ったりとか、
ちょっと変わった 
父親の役割をしております。また、会社を休んで学校の保護者会に顔を出した
りもしてい 
ます。学校に行ってみますと、これまで分からなかったことがだんだん分かっ
てまいりま 
す。 
我々のＮＰＯが何をやっているのかをお話し申し上げます。まず「リフォーミ
スト・フ 
ェスティナ・レンテ」という名前ですが、“リフォーミスト”というのは“改
革者”という 
意味の英語です。“フェスティナ・レンテ”というのはラテン語でし
て、“フェスティナ” 
は「急げ！」の意味で、“レンテ”は「ゆっくり」の意味です。「ゆっくり急
げ、改革者」 
が我々のＮＰＯの名前の意味です。何を目指しているのかを申しますと、
ちょっと固苦し 
い話になりますが、いままで日本という国では、みんなの役に立つことは役所
が決めて、 
お膳立てしたものを国会なりを通して決めて、それを民間の人たちにやらせる
という、官 
で決めて民にやらせるという仕組みでした。でも、そういうことでは、もう日
本は立ち行 
かなくなっているのではないかと思います。いまよく「失われた10年間」とい
う言葉を聞 
きますが、90年代以降日本はだんだん閉塞状況に陥っており、小泉さん（首
相）は何をや 
っているんだという声が強いわけです。そういう状況の中にあって、我々は今
までの公の 
ことをやる仕組みを変えようと考えました。官僚が、あるいはお役人が考える
のではなく、 
自分たちの社会のことは自分たちで考えようというところから、動き出そうと
いうのが 
我々のＮＰＯの考え方です。自分たちの身の周りのこと、たとえば学校のあり
方とか、病 
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院や介護の仕組みだとか、地域のさまざまな行政サービスのやり方などは、地
域の住民自 
身が考えて、どうするのが一番良いのかということを提案し、それを理解して
くれる政治 
家を選挙で選んで、そして直接お役所に命じて実施してもらおうと考えたので
す。民・政・ 
官という仕組みを一旦白紙に戻して、いままでとは違う考え方で、行政もしく
は地域の運 
営をしていってはどうか、というのが、私たちが考えている大きな枠組みで
す。 
やっている活動を一言で言えばシンクタンクです。みんなで意見を出し合っ
て、知恵を 
絞って、世の中のいろいろな問題の解決方法を考えてゆこうというのが、その
中身です。 
普通、シンクタンクは専属の研究員を抱えて、その研究員に高い報酬を払っ
て、研究成果 
を発表してゆくというのが一般的ですが、我々の中には一人も専属の研究員が
いません。 
そういう意味では、きてきて先生プロジェクトの香月さんがやっておられる活
動と同じで、 
我々もボランティアでやっております。唯一の例外が、先ほどからあそこで白
いスーツを 
着て一生懸命写真を撮っております事務局長がおりまして、彼女だけが事務局
に常駐して 
おります。後は30人くらいのメンバーでアイデアを出し合って活動をしており
ます。 
知恵を出してもらうなら、本来は給料を払わなければならないのですが、その
逆に高い年 
会費をもらっておりまして、“やらずぼったくり”の組織だと言われており、
よほどの物好 
きが集まっていると言われております。 
我々のシンクタンクには３つの特徴があります。普通、シンクタンクは頭だけ
の活動で 
すが、頭だけで活動したいという人は少なく、まず自ら動こう、ということで
実践活動を 
重視しています。実践活動の中身ですが、実は、今回のこの教育フォーラムが
ほぼ最初の 
実践活動でありまして、生重さんと一緒に企業の方々に展示をお願いしまし
た。たとえば 
富士ゼロックスさんとかＩＢＭさんとか東京電力さんですが、たまたまそうい
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う企業に知 
り合いが多くいます。そういう方々に声をがけさせていただき、今日ここで展
示をしてい 
ただいているというわけです。 
二番目に重視しているのは“自立・共創”という言葉です。一人ひとり自立し
てゆこう、 
そしてお互いの多様性を認め合おうということです。社会を良くしようという
志を共有し 
て、みんなで社会を創造してゆこうという理念です。 
三つ目が“地域社会から日本を変えよう”ということで、国のことを考えて
も、正直何 
をしているのかよく分からない。でも地域のことなら分かりますよね。具体的
には、まず 
杉並区と一緒にいろんなことをやろうと考えています。教育の話から始めます
と、教育は 
社会の土台だととらえています。ところが、最近、多くの方が現状の教育には
大きな問題 
があると考えています。文部科学省が新しい政策を打ち出せば打ち出すほど、
日本が悪い 
方向に向かっているのではないかと思っている人も増えているようです。そう
いう中にあ 
って、地元、杉並区なら杉並区に自由な権限を与えてもらって、「これが杉並
にとって大切 
な教育なんだ」と、「こういう授業をやりたい」「こういう先生を採りたい」
あるいは「こ 
ういう先生にもっと給料を払いたい」といった自由な杉並の教育のあり方を任
せてもらう 
という方向にもってゆけば、もっと良い教育ができるようになるのではないか
と考えてい 
ます。 
杉並区の教育委員会は一生懸命に応援をしてくださっているので、杉並区に住
んでいる 
お父さんたちは、もっと学校に行くべきだと考えます。たとえば会社を休んで
保護者会に 
行く、個人面談に行く、もしくは土曜日学校の先生をやってみる。あるいは、
ここにおら 
れる生重さんや香月さんのようなコーディネーターの方のところに行って、連
携したり協 
力してみるとか、いろんなやり方があると思います。学校の外で文句を言って
いても何に 
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もなりません。自ら現場に足を運び、どうしたらよいかのを考え、どんな簡単
なことでも 
よいから、自分で動くことが大切だと思います。そういう意味では、普段学校
に行くこと 
の少ないお父さんたちが学校に足を踏み入れることにより、学校と社会をつな
ぐ、学校を 
社会に対して開くということが可能になるのではないかと考えます。特に杉並
区は区民の 
社会に対する問題意識が高いという土台があります。加えて、教育委員会の素
晴らしいメ 
ンバーの方々がいらして熱心に活動しておられる。さらに山田区長という改革
に熱心な区 
長がいらっしゃる。三つが揃った、非常に珍しい地域ではなかと思います。そ
ういった背 
景から、“杉並から日本を変えよう”と私たちは考えています。そういう意味
で、我々のＮ 
ＰＯも杉並区の改革をサポートするということを大きな柱として掲げているわ
けです。 

■三輪先生：ありがとうございました。杉並から世界を変えてゆくという力強
いお話しで 
あったと思います。では、最初に申しましたように、こちらの方でいくつかの
論点を上げ 
て、さらにお話しを進めてまいります。その後で、皆さんからのご質問の時間
をとりたい 
と思いますので、もうしばらくお待ちください。 
論点を少し考えてみました。本日参加されている方の半分は学校の先生の方
か、関係者 
の方々のようにお見受けします。素晴らしい実践例のお話しを聞き、「素晴ら
しい、けれど 
私には関係ないなあ」とお考えになると、パネルディスカッションの成果もご
ざいません。 
そこで、最初の論点は、地域の人々、これはＮＰＯの人々、団体の人々、ある
いは企業の 
人々が学校に入るにあたって、どのような難しさ、あるいは課題があるのか
を、学校の先 
生にあえて投げかけてみたいと思います。それについてＮＰＯの方々や団体の
方々がどの 
ように考えているのかをお聞きしたいと思います。たとえば眞渕さんには、い
ま基礎学力 
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の低下が問題となっているのに総合的な学習の時間をやらなければならいの？
　とか、総 
合的な学習の時間はそのうち無くなるのでないか？　とか、いろんな不安を抱
えながら進 
めているところがあるはずですので、その中でのご苦労とか難しさを挙げてい
ただければ 
と思います。 

■眞渕先生：まるで中学校の先生の代表のようにお話しをしなければならない
ようなご質 
問に、ちょっと緊張しますが、新しく総合的な学習の時間が出てきた背景に
は、あまり詰 
め込み学習は良くないという、子どもにもっと自由な時間が必要ではないかと
いった考え 
があったと思います。しかし始まってみますと、今後はそのような考えが180
度変わって 
しまうような感を受けています。実は私は理科を教えておりますが、今回だい
ぶ指導内容 
を削られたところがございます。他の教科の先生方も同じだと思いますが、ま
た１年たっ 
たら、ころっと変わるのではないかという不安を抱きながら教えなくてはなら
なりません。 
ですから、いろいろ工夫をします。たとえば、ここからここまでは削減して教
えなくとも 
よいといわれている箇所でも、これから先のことを考えてとりあえず教えてお
こうと考え 
てしまうわけです。中学３年間、高校３年間、大学４年間と、まだ先が長いで
すから。そ 
ういう中で、授業時間数を確保しながら、もっといろいなことを教えようとい
うことで、 
総合的な学習の時間で国際理解を取り上げ、英語をついでに教えてしまう学校
もあるわけ 
です。総合学習には良いところもありますので、そこをどういうふうに両立す
るのか、非 
常に悩ましいところだと思います。ただ、さきほど「オヤジの会」の話が出ま
したが、阿 
佐ヶ谷中学にもその会がございます。先日休日に学校に来ていて、その会の人
たちと一緒 
に飲みに行くことになり、気がついたら入会させられていました。民間の方々
と話しをす 
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る、そういう中でいろいろ手伝っていただくことが見えてくる。地域と一緒に
なって活動 
してゆくことが有意義だと思います。 
昔は、学校の先生は同じ学校に10年以上、15年以上も在籍している人が数多く
いまし 
た。地域の人は全部卒業生というか顔なじみなのですね。ところが、いまは最
大でも８年 
間で異動しなければいけないということになり、なかなか地域と情報交換しに
くい環境に 
なってきましたので、いろいろな形で地域の情報を学校に入れていただくのは
大変有り難 
いと思います。ただし、学校開放ということで、テニスコートを一般に開放し
ますと、希 
望者の方々がいっぱいお出でになります。そこでくじ引きで利用者を決めると
いうような 
ことになってしまいます。そのように、競争のような形になっても困ります
し、あくまで 
学校の教育現場にいる私たちが選べる形で展開できればと思います。 

■三輪先生：小室さんはいかがお考えですか？　変な質問になるかもしれませ
んが、小室 
先生のお話をお聞きしていて、非常に力のある先生だと思いました。ドリーム
大学の試み 
は素晴らしいし、子どもが主体だけれど、それを支える優秀な先生がおられる
から可能な 
のではないかと。今の学校に、それだけ情熱を傾けることができる先生がどれ
だけおられ 
るのだろうか、といったことを思われた方も、この会場には多くいらっしゃる
のではない 
でしょうか。 

■小室先生：私、胃袋は大きいのですが、気持ちは小さいもので、うまく言え
るかどうか 
分かりませんが…。生徒に、こういったものはどうか、こういったものができ
るのではな 
いか、という投げかけをして、生徒なりに考えて実行に移して行くということ
を生徒中心 
に任せていくと、私たちが想像しなかったようなことが一杯出てくるんです。
しかし、そ 
れが本当に総合的な学習として、または教科として成立するかどうかというの
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は、また別 
ですが、思い切って生徒に任せてみるということはできるんですね。 
ドリーム大学で世界６大陸の生徒と交流をしようと展開になりつつあるという
お話しを 
しましたが、この４月から始まるのは、地域にお住まいのおばあさんで、娘さ
んがイギリ 
スに留学をして、そこで生活をしていらっしゃる方があり、それを通してイギ
リスの、ロ 
ンドンのある中学校とドリーム大学が交流しようということになりました。具
体的にはビ 
デオレターを利用し、後は文通です。いま戦争についてどのような意識を持っ
ているか、 
意識調査を子ども同士で進めています。そういう生徒の発想や行動力を私たち
は支えてい 
るわけでありまして、実際には、そういう時間の確保をどこでするかとか、こ
のような活 
動を通して生徒にどんな力が付いてゆくのかというところをしっかり私たちの
方で見定め 
ておけば、後は生徒の学習活動や行動が誤った方向に行きそうになったときに
アドバイス 
をすればよいのではないでしょうか。 
こちらで指導することもありますが、あくまでも生徒主役という形になるよう
にやって 
ゆけば、自分たちが自らの責任の元に実行したという、共に活動したり学ぶ喜
びを、中学 
生だけでなく地域の皆さんと共有できるという成果に結びつきます。その共有
の場が学校 
であったり公民館であったりコミュニティセンターであるわけです。生徒が自
分たちで授 
業を作っているという夢が、生き生きとした活動に展開するのではないか、そ
れを、私た 
ちが出ていって、国際理解ではこんな学習をする、福祉はこんな形というふう
に、他の教 
科と同じように教師の側から問題を与えてゆくのでは受け身的な学習になって
しまいます。 
生徒が自立する時間、場所、土壌を思い切って提供してゆくことが大事ではな
いかと思い 
ます。ですから、松本の田舎の子どもたちでも、任せればきちんと出来るので
す。まして、 
ここ大都会なら、もっと素晴らしい方がいらっしゃると思いますので、ぜひご
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意見をくだ 
さい。 

■三輪先生：いま二人の先生からお話しがございましたが、ＮＰＯの方、団体
の方からは 
何かご意見がございますでしょうか。 

■生重さん：ここにいらっしゃるのはやる気があって力のある先生なので、前
向きの意見 
ばかり出てくるんですね。たまたま私が昨日行っておりました調布では、美術
の先生が、 
美術はヒマだろうから総合的な学習の時間をやれと言われて腹が立ったという
お話しをさ 
れておりました。ぜんぜんヒマではないし、私は大学で美術を教えることを学
んできたけ 
れど、総合学習のやり方なんて学んでこなかったと。ところが、仕方なくやっ
てみたとこ 
ろ、おもしろさを感じたそうです。でも来年は降りたいと、それほど大変だっ
たとおっし 
ゃっていました。そのお気持ちはよく解かります。たとえば山辺ドリーム大学
のように、 
地域を巻き込んできちんとした形になってゆくのがある種理想なのかもしれま
せんが、ま 
だまだそこまでできない、これから手探りで始めようというところが大多数で
しょう。そ 
れにここに来られておられるようなやる気のある先生ばかりではない。そうい
う中で、ど 
うやったらよいのか、やる気うんぬんよりも、総合学習が難しいと思う気持ち
を、そんな 
ことないよ、というところに持ってゆくためにどうしたらよいのというところ
が、今日こ 
の場で話せればいいんじゃないかと思います。いろいろ学校を廻ってみまして
も、先にあ 
げた美術のような先生の方が圧倒的に多いというのが実感ですね。 

■香月さん：私もやる気のある先生にしかお会いしたことがないものですか
ら、皆さんや 
る気がおありになると考えていたきらいがございます。でも、会社でもやる気
がない人の 
方が多くないのですか？　私の勘違いでしょうか…。一般社会で、全員一丸と
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なってやっ 
ている会社はそんなに多くはないと思います。だから、やる気のある人が、ま
ずできるこ 
とからやればよいのではと思うのです。先生にしろ、一般の社会人にしろ、無
理をせずで 
きることだけをやれば、何も難しいことはないのではないかと思います。むし
ろ、ＮＰＯ 
とか団体とかやる気のある人たちと、立場のちがいを楽しみながら活動できれ
ばいいのじ 
ゃないのでしょうか。 
私が、きてきて先生プロジェクトで２年間活動してみて感じるのは、私たちも
ちょっと 
勘違いしている部分があったということです。たとえば、私たちはお互い忙し
く、月に１ 
回しか顔を合わせることができないので、メーリングリストを使っていわゆる
バーチャル 
会議をやっています。それが世の中の常識だと思っていました。ところが一昨
年、先生と 
コンタクトを取ることになったとき、ｅメールを使っておられない先生が圧倒
的多数でし 
た。伊東市では当時インフラが整備されていなかったのです。そのときに、
「ああ、メール 
がないの？　それではやりとりできないよ！」と言った人がいました。でも、
それは大き 
な勘違いだと思います。メールがなければ電話やファックスを利用すればよい
ではないか。 
また、午後６時以降は学校に来ないでくださいと言われました。これに対して
も、「私たち 
は９時10時まで働いているよ」という反発がありました。でも、学校の先生は
午前７時く 
らいから学校に来て仕事をしておられる方もいるんですよね。私などは午前７
時にはまだ 
寝ております。ただ生活の時間帯が違うというだけです。自分の常識が世界の
常識という 
ように思ってはいないかと反省しました。電話もファックスも利用すれば良い
のです。で 
も100回電話をしたり、ファックスするよりも実際に学校に足を運ぶことも大
切です。以 
前、伊東市のある学校の先生からファックスを頂戴して、そのお返事のために
学校まで足 
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を運んだのですが、非常に喜んでいただいたことがあります。生重さんも何度
も学校に足 
を運ばれて先生のお顔をみながらて話をされていますが、これは電話でいいと
かファック 
スで済むとかを考えないで、本当に行く必要があるとき、そこで一人の人間同
士として繋 
がることができるかどうかが問われるのです。そういったところで、分断して
しまわない 
で、ちょっとずつやれるところからやってゆくのがよいのではないかと思いま
す。 

■瀬口さん：社会で働いている人たちにもいろいろな職場がありますが、やる
気がないか 
というと、私は結構やる気はあると思います。ただ、やる気はあるが、自分で
考えて、何 
をやったらよいのだろうと思う人が少ない。そして、やろうと思ってもそこか
ら一歩踏み 
出して実行する勇気が出てこない。たとえば会社を休んで学校の個人面談に出
かけてみま 
すと、たぶん、お父さんで面談に行くのはクラスで一人だけでしょうね。ある
いは保護者 
会に行くと、お母さんが30人でお父さんが１人というような状況ではなかなか
勇気が出な 
いというのが実態だと思いますが、その勇気を出せるか出せないかというとこ
ろが難しい 
問題ですね。勇気を出そう思っている人がいれば、他にも同じように勇気を振
り絞ろうと 
している人がいるよということを情報として共有できれば、もっとみんな学校
に行くこと 
ができるのではないかと思います。 
何よりもまず学校へ行って、現場を見ることが何よりの基本だと思っていま
す。自分が 
何をやろうかというのを考えるところまでなかなか行かないというのは、いわ
ゆる「生き 
る力」が足らないのではないかと思います。それがいま、社会全体が元気を無
くしている 
大きな原因ではないか考えます。それを解決する一番有効で、近道となるのが
総合的な学 
習の時間ではないかと思います。そこを通じて、自分で問題を設定するという
ことを学ぶ 
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ことができるのではないかと。普通の学校の授業は、教科書に書いてあること
をどれだけ 
覚えて、どれだけ点数を取るかということが重視されるわけですが、そもそも
教科書に書 
いてあること以外のことを考えることが大切です。たとえば山辺ドリーム大学
で、農産物 
の販売を通して感動を覚え、次の行動に移ってゆくというような体験は教科書
にはない、 
自分で考えたことなんですね。自分で考えたことから行動を起こし、それを新
しい活動に 
つなげてゆく中で、自分も感動するし、周りも喜ぶ。それが社会で一番大切な
技術革新な 
んです。これが日本も変えるし、世界も変えるのです。総合的学習は、そのこ
とを学ぶこ 
とができる大きなチャンスです。もちろん、総合的な学習の時間だけでなくと
も、チャン 
スはいろいろあります。子どもたちが自分で考えることを先生がサポートして
あげること 
ができればよいのです。そこにお父さんやお母さんたち、地域の人々を巻き込
んでゆく。 
みんなが主役であり、みんなそれぞれ違うから良いのだということを、子ども
たちにどう 
やって伝えてゆくのかということが、学校の先生に求められている役割ではな
いのか。そ 
のきっかけになりやすいのが総合的な学習の時間ではないかと思います。 
もうひとつ、学校に関心を持ってもらうために、保護者の方々や地域の方々に
学校で起 
こっていることを伝えてゆくことが大切ですね。たとえば総合的な学習の時間
と選択授業 
はどう違うのか、普通、お父さんお母さんで、詳しく理解しておられる方は少
ないでしょ 
う。学校の先生は何をサポートしてほしいのか、お父さんお母さんがどういう
役に立てる 
のか、ということを教えてもらえれば、一人か二人は、「あっ、私やってみよ
うかな」とい 
うふうに動いてゆくと思います。 
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