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Board Chairman
天高く馬肥ゆる秋と
いうように、すがすが
しい実りの季節を迎え
ています。「○○の秋」
とよく言われますが、
皆さんは秋と言えば何
をイメージするでしょ
うか。スポーツの秋、
食欲の秋、芸術の秋な
ど、色々な言葉が出て
くると思いますが、私が今年考
えている言葉は「読書の秋」で
す。子どものころは本嫌い、読
むのが面倒と思っていましたが、
大人になって「継続的にアウト
プット」するためには「継続的
なインプット」が必要であると、
常々感じています。以前の学園
だよりに書いた通り、学びとい
うのは先人達の模倣であり創造
的な発想、新たなことを発信す
るため（アウトプット）には、
先人達から学ぶ（インプット）
ことが必要です。
また読書は、本人が実際に体
験せずとも、読書という疑似体験
の中から人を成長させることがで
きます。ロシアの劇作家チェー
ホフの言葉に、「書物の新しい
ページを１ページ、１ページ読
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中学校教諭
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小中学校以外は｢労働力調査 (２０１６年度)」、小中学校は｢教員勤務実態調査 (２０１６年実施）」 をもとに作成
※週３５時間以上勤務の人のみを集計対象

今年も昨年と同様、８月下旬
に神奈川県私立中学高等学校協
会が主催する理事長・校長研修
会に出席しました。今年はサイ
ボウズ株式会社チームワーク総
研アドバイザーなかむらアサミ
氏による「学校教育現場におい
て個人と組織で取り組む『働き
方改革』」、日本経済新聞社編
集委員・東海大学政治経済学部
教授の木村恭子氏による「英語
を学ぶことの大切さ」のお話を
聞くことができ、新たな視点を
得ることができました。

何故こんなに残業が多くなっ
てきているのかについては、様
々な要因があり、文部科学省が
行った研究等、様々なデータが
世にあります。字数制限がある
のでここでは特定の要因につい
ては言及しませんが、湘南学園
においても今後、学園特有の要
因を特定していく必要があると
考えています。

ばならない課題の一つです。教
育研究家・学校業務改善アドバ
イザーである妹尾昌俊氏著の
「忙しいのは当たり前への挑戦」
における調べでは、業界別の残
業時間（図１参照）で、教職員
の先生方の残業時間の多さが顕
著に表れています。

小学校教諭

またその際に、「働き方改革
はなんのため？だれのため？」
という働き方改革をする目的（
最

むごとに、私はより豊か
に、より強く、より高く
なっていく」という一節
があります。一冊の本の
１ページ１ページが人を
成長させ、より強くなれ
るきっかけになる場合が
あります。
今年の秋は、本屋さん
や図書館で皆さんをより
豊かにする本を探してみ
てはいかがでしょうか。

週８０時間 (≒月残業 160 時間）
以上働いている割合
週６０時間 (≒過労死ライン）
以上働いている割合

現在、「働き方改革」は社会
全体、特に教育現場においては
深刻かつ緊急に取り組まなけれ

上位目的）を学園全員で考え、
皆が納得する最上位目的を決め
たいと思います。この理由・目
的がない、腹落ち感がないとこ
ろで、実際にお仕事をされてい
る方々の働き方を変えることは
不可能です。またお互いの意見
が衝突した時に戻ってくること
ができる、そんな最上位目的を
決めること、皆さんが認識を同
じにすること、それが大事だと
考えています。
＜https://edupedia.jp/article/5b0776d23b2c7faac6ddd97b＞

働き方改革はこれさえやれば
いいと言う特効薬も、これが正
解というようなこともないよう
に思います。それぞれの現場に
沿った解決方法を、実直に進め
ていくしかないのです。また急
な変化は受け入れにくいと思い
ます。まずは小さく始めてみる、
トライアルで始めるなど、様子
を見ながら、何かあれば修正・
訂正すればいいと思います。こ
の時に大事なことは犯人捜しは
せずに問題にフォーカスするこ
とです。また、私を含め管理職
や教える立場になると意外に難
しいのは「間違えを認める」と
いうことです。まずは「間違え
ても修正すれば大丈夫」という
雰囲気づくりが大事ではないで
しょうか。あまり難しく考えず、
身近なところから始めて、間違
ったらすぐに修正すればいい、
とにかく小さな変化から始めて
いきたいと思っています。現在、
学園では色々取り組みを始めて
おり、さらに本格的に進めて行

きたいと考えています。当然な
がら法人理事会だけが動くのでは
なく、教職員の方々と足並みを
合わせ、意見交換を行いながら
進めていかなければと思ってい
ます。現場の教職員の皆さんが
主体的に取り組めること、理事
会が取り組めること、それぞれ
の役割で相乗効果をもたらす形
で取り組めればと思っています。

また、学校の働き方改革を進
めるには、保護者の皆様のご理
解・ご協力も必要と考えます。
改めて湘南学園の「ＰとＴの共
同経営」の原点に立ち返り、保
護者理事である私も含めて保護
者も一緒に「学校をつくる」と
いう気持ちを持たなければなり
ません。「
学校をつくる」という
のは不平・不満・クレームを学
校にぶつけるのではなく当事者
意識を持ち、それらを意見に変
え、建設的な議論を続けること
です。大人もストレスなく、子
どもが安心していられる学校づ
くりを目指したいと思います。

本理事会は、現在のメンバー
になって２年目に入りました。
創立 周年に向け、働き方改革
を含め、今後も様々なことを具体
化し、 Sustainable
（持続可能な）
学園を創造して
まいります。引
き続き皆様のご
支援・ご協力を
お願い申し上げ
ます。
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２. ２％
国家公務

８. ７％

飲食店

５. ２％
１. ２％
医療業

２８. ４％
７. ５％

情報通信業

１. ５％
０. ７％
１. ２％
製造業

１３. １％
８. ３％
１０. ２％
建設業

図１
産業別１週間の労働時間の分布
他業界と比べても、学校の長時間過密労働は異常
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President

学園長
異年齢との交流機会が様々な
機会に組まれ、年長さんが年中
さんや年少さんのお世話をよく
する様子や、生き物との触れ合
いが豊かで命の尊さや思いやり
が育まれる様子に心が温まりま
す。毎日のあそびの中でいつも
園児達の工夫や提案が大事にさ
れ、全 員 保 育 のスクラムの中 で自
主性や主体性を伸ばしていく。学
園教育の原点がここにあります。

学園小学校

山

田

明

彦

にする授業を土台に、探求的な
学びで問題解決能力を育む総合
学習が系統的に展開され、児童
達は行動計画や振り返りのまと
め、現地での対話や交流を通じ
て社会にある様々な仕事やつな
がりを知ります。たいいく表現
まつりや音楽会など年間行事を
通じていつも創意工夫をこらし、
意欲的に表現や制作に取り組む
児童達は、中高進学後も積極性
やリーダーシップを伸ばします。

学園中高

中高では、学外との多彩な交
流や研修から紹介します。中１
から高３までの総合学習では校
外訪問や校内招待で社会に生き

る人びととの様々な出会いがあ
ります。将来の夢や問題関心を
スピー チして対 話 す る「プレゼン
テーション」が高校を中心に広
がり、仲 間 理 解 も深 めています 。
ロータリー長期交換留学の定着
で１年間を共にする留学生がい
て、一日招待の学園訪問には台湾
中高生やＡＳＥＡＮ訪日団など
アジア系の人達もいます。同窓会
のご支援で、最先端のエネルギー
開発に取り組む卒業生の大実業
家をお招きする、「ＥＳＤの日」
公開特別キャリア講座がアリー
ナで開催され、生徒会「学外活
動推進部門」の企画では難 民 問
題に取り組む有志団体の講演交
流会に百名近くが集まり、 防 災
をテーマに被災地を訪問した中
高生による報告交流会も続けら
れました。学園カフェテリアを
舞台に食と健康を考える新しい
「サ ロ ン 」 発 足 に は 中 高 生 も 参
画 し、 「Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 」 のアクション
ブック制作やプレゼン大会に

多数が参加しています。勉強や
試験など切実な課題に直面する
中１生に対して先輩達による独
自のオリエンテーションも主体
的に実行されました。ユネスコ
スクール加盟校として、「持続
可能な社会の担い手」であると
同時に自分らしく幸せに生きて
いける力を育めるよう「湘南学
園ＥＳＤ」を掲げ、全ての出来
事が学びであるとの視点から、
それらをつなげて社会で主体的
に考えて歩んでいける力を養お
うとしています。

湘南学園は、入学された学園
生にとって最長で 年間にまた
がる学園生活を送っていただく
学び舎です。そして幼稚園・小
学校・中高の各パートが大事に
してきた教育実践には、大きな
願いが共通に内包されているこ
とに気づきます。湘南学園の建
学の精神を参照し直し、理解を
深める思いになります。
社会の激動にまけない「明朗
有為な実力のある人間」に育っ
て、個性や持ち味を伸ばして社
会の中で大いに活躍してほしい。
そのために学園時代に自主性や
主体性を存分に養い、周りの人
たちと協力してチャレンジする
手応えを重ねてもらいたい。
そうした願いをバックボーン
として、各パートの様々な教育
の取り組みには強い一貫性があ
ることが理解されるのです。
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学園幼稚園

幼稚園では、７月初旬の年長
児お泊り保育「さくらわくわく
デー」からご紹介します。準備
から当日まで園児達の「こうし
てみよう」「あれもやってみよ
う」という気づきやアイデアが
存分に尊重されます。調理や宿
泊など様々な準備を分担し、買
い物先や学園カフェテリアのス
タッフとも関わりがあります。
今回は園児達がメニュー希望の
申し入れまで行いました。たま
ご割りや校内探検などドキドキ
の体験が続きます。隅々まで目
を配りフォローする先生方に支
えられて、達成感や仲間意識を
深めるのです。
小学校では、４月下旬の全校
イベント「交歓会」からご紹介
します。１～６年生がたてわり
班のチームに分かれ、江ノ島を
前に協力して砂の造形作品を創
り上げ、新入生を全校児童で歓
迎するという伝統ある全校行事
です。広く上級生と下級生のつ
ながり、信頼や友情が深まる機
会でもあります。６年生は入学
式以来、継続的に新入生のお世
話をします。個別ペアの関係に
とどまらず、相手全体のクラス
全員を見てあげようと６年生が
話し合い、２年生以上も校舎案
内や学年イベントの招待で張り
切ります。
教科の本質と学び合いを大切
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Educational Research

❉ テーマに込 めた想 い

覚え、その不安を生み出してい
る犯人をついつい探しているの
が「いま」なのではないでしょ
うか。そして、そのような大人
の不安に振り回されているのが
子どもたちなのかもしれません。
卒業生と木村恭子先生、共同
研究者の佐藤隆先生のパネルディ
スカッションという形で卒業生
からも学びを得ることができま
した。二人の卒業生は今も学園
小のアフタースクールに来てく
れています。

誰もがこの原理は理解できる
にもかかわらず、「隣の人を大
切にする」ことよりも「隣の人
に勝つこと」を願うようになっ
てしまったのはいつからなので
しょうか。

「授業中はとりあえずホワイト
ボードの図形をノートに写して
いました…せめて授業を受けて
いる雰囲気を出すために…」
「学園は『生徒が主体の学校』と
は言うものの、実は結構縛りが
厳 し い 部 分 も あ っ て 、 そ こ がも
ったいないと思うんです…もっと
失敗をさせてくれてもいいのに」

美奈都
田
山
全学教研実行委員長

あると感じています。少なくと
も、短期的な記憶を指さないこ
とだけは明らかなのですから。

❉今、ここから

第一回の全学教研より共同研
究者として学園の学びを見守っ
てくださっている佐藤隆先生は
最後に「ある意味で挑戦的な今
回の提起を受け、学園はどうし
ていくのか？」と私たちに問い
かけました。
「課題」を具体的に言語化する
ことは過去の否定のように思わ
れてしまうのかもしれません。
しかし、これだけ社会が変容す
る中で、「変えるべきもの」が
生じるのは必然なのだと思いま
す。より良い環境を願う以上、
「課 題 」 が 尽 き る こ と は き っ と
ありません。湘南学園がその課
題をどうしたら乗り越えられる
のか…それは、やってみたこと
がないのでわかりません。ただ、
湘南学園の強みがわかるのは間
違いなく湘南学園に関わってい
る人たちです。子どもたち同様、
大人も一人一人全員が「違う」
ことを大切にしながら、ここか
らどう歩んでいくのかの対話を
重ねていきたいと切に願います。

★木村泰子先生×佐藤隆先生×卒業生
によるパネルディスカッション

実行委員会での議論を通して
共通認識となっていったのが、
湘南学園が抱える課題の多くが
社会の抱える課題と密接に関わ
っているということです。社会
が「学校」に求めるものが多様
化し続ける中で、大人たちの価
値観がぶつかり合い、「子ども
たちを主語にする」という本来
はシンプルであるはずのことが
困難になっているのです。
そこで、今年度の全学教研は
「
子どもたちは今苦しいんだ」と
いうことをしっかりと言語化し
て、そこに学園はどう向き合っ
ていくのかを考えていこうとい
う決意のもと、「学園は誰のも
の？ ― 今、子どもたちの生き
づらさと向き合う」というテーマ
を設定しました。

すから。
そう考えると「いまを凌ぐ力」
ではなく、「社会を見つめて学
び続ける力」こそ、子どもたち
に身につけてほしい力なのでは
ないでしょうか。
この話をすると、「進学実績
を捨てるのか」という捉え方を
されることがよくあります。「ど
ちらも必要だよね」「バランス
が大切だよね」…という声も聞
こえてきます。
日本では「やらないよりはや
った方が良い」とあらゆる場面
で考えられがちだそうです。そ
れぞれの得意があればそれぞれ
の苦手もある、そんなすべての
子どもたちにとって「学校」が
学びの場となるためには、「す
べての子どもたちにとって共通
して必要なこと」を今一度問い
直さねばならない時に来ている
のではないかと感じています。
子どもたちの幸せを願って我々
大人が用意している数多くの「学
び」が子どもたちを押しつぶし
てしまわないように。
「
学力」はもちろん必要です。
「学 び 続 け る こ と 」 の 必 要 性 を
しっかり理解することも自分に
合った「学び方」を知ることも。
ただ、この「学力」が何を指す
のかについては、対話の必要が

★小学校による実践報告

❉この一年

自分の言葉で語る卒業生たち
に感服しながらも、多くの「課
題」を提示されていたように思
いました。
これまでの学園の教育実践に
おいて、良かった点は数え切れ
ないほどあるはずですが、問い
直すべきところもきっと同じく
らいあるのではないかとも思う
のです。

★グループトーク

❉「教育」の役割
今、ライフキャリアデザイン
の形は多様化しています。目の
前の子どもたちの数年後、数十
年後の未来を見据え、豊かに生
きていく力を養うことが教育の
大きな目的なのだと考えた時に、
ここ十年の世界の変化を考える
と、それが具体的にはどのよう
な力を指すのかを共有すること
の困難さは想像に難くないでし
ょう。良くも悪くも今の社会で
存在感を放っている「スマホ」は
十年ほど前に初登場だったので

★木村泰子先生講演

❉ 『みんなの学校』
と卒業生
今年度は映画「みんなの学校」
の舞台でもある大阪市立大空小
学校の挑戦を描いたドキュメン
タリーを鑑賞し、初代校長であ
る木村泰子先生のお話を伺いま
した。「すべての子どもの学習
権を保障する」ことを最上位の
目標とし、子どもを主語にして
行われる教育実践に我々教職員
は様々なことを考えさせられま
した。
「今、みんながみんなの隣の人
を大切にしたら、一瞬で世界が
平和になります」
映画にも登場するセイシロウ
君が卒業式で後輩の五年生に送っ
た言葉です。

★『みんなの学校』
ドキュメンタリーの鑑賞

今、子どもたちの生きづらさと向き合う

「学園生の未来のために～変え
るべきものとは～」をテーマと
した昨年度の全学教研では、学
園の子どもたちを「主語」に変
え、学校文化の「当たり前」を
問い直すことの必要性を皆で共
有しました。誰にとっても苦し
い「いま」を打破する何かと出
会えたように感じた教職員も多
かったのではないでしょうか。
しかし、それと同時に、「当
たり前」を捨てることの難しさ
も思い知らされました。我々大
人は未知のものを想像すること
が苦手です。それよりも既知の
ものを正確に習得することの価
値を学び続けてきたからかもし
れません。そんな大人たちが社
会の変化のあまりの目まぐるし
さから未来に漠然とした不安を

プログラム

学園は誰のもの？

4

Kindergarten

幼稚園年長組担任
幼稚園は、子ども達が主体的
に遊び、生活をする場所です。
大人にとっての遊びとは、日常
生活とは少し違う存在で、余暇
活動や趣味の意味合いが大きい
ものですが、子ども達にとって
の遊びは、生活と密着していて、
別々の存在ではなく、イコール
で繋がっています。
例えば片付けです。一見遊ん
だ後の事務的な行為だと捉えが
ちですが、子ども達にとっての
片付けは遊びの延長です。同じ
種類の遊具に仲間分けすること
や、元の場所に整えて戻す事、
遊ぶ前と同じ数が揃っているか
など…子ども達は楽しみながら、
いろいろなことを主体的に試し
たり、考えて工夫したり、時に
は友達と力を合わせる経験を重
ねながら行っています。

白

井

智

子

年少児から年長児まで、全学
年が共通して行っているのが、
毎週金曜日の雑巾がけです。一
週間自分達が使った椅子・棚・
床・遊具そして廊下などを、一
人一枚の雑巾を持ち、来週もま
た気持ち良く生活でき
るようにと清掃し整え
ています。初めはたど
たどしい手つきで雑巾
を絞っていた年少児も
経験を積み重ねていく
中で、少しずつ左右の
手の動かし方や力の入
れ具合が分かっていき
ます。また、濡らす・
ゆす ぐ・縛 る・広 げ る・
干すなどの様々な言葉

と動作が結びつき、楽しみながら
雑巾掛けをする姿が見られます。
年中・年長児になると、自分
の保育室だけでなく、廊下やテ
ラス・階段・絵本の広場など、
自分達で気付いた所を率先して
清掃する姿が見られます。きれ
いに整えていく事で、気持ち良
さや達成感・満足感も味わって
いるようです。

お弁当や活動で使う机や椅子
の準備も、発達段階に合わせて、
子供達が自分達で行えるように
促 しています 。お弁 当 の前 には、
机と椅子をクラスの人数分準備
するだけでなく、食事の前後に
は台布巾で机の上を拭きます。
また、使った台布巾を食後に石
けんで洗い、干し、翌日に取り
込み畳んで準備する事も、年中・
年長児の子ども達が自ら行なっ
ています。
台布巾を濡らし石けんを撫で

つけ、泡だてた後にゆすいで天
日干しにする。大人からすると、
あっという間に終わる工程も、
子どもにとっては工夫と試行錯
誤の連続です。
石けんを泡立てる事が楽しく
て嬉しくて、泡だらけになって
洗った後、すすぎが足りなかっ
た布 巾 は次 の日 パリパリに乾 き、
表面に白い石けんの粉が貼りつ
いていることに気付き、不思議
そうに眺める子。水を流しなが
ら石けんをずっと泡立てていた
ら、どんどん溶けてすぐに石け
んが小さくなっていくことに気
付く子。そこで隣りのクラスの
石けんの方が大きくて洗いやす
い事に気付くと、借りに行って
洗ってみたり。また、洗濯板を
使って台布巾を洗ったところ、
使わずに手で泡立てた時と比べ
て泡立ち方が異なる事に気付い
た 年 長 児 が、「わあ～ なにこれ！
すごい」と友達と顔を見合せて
驚いた時の生き生きとした表

情が、とても印象に残っていま
ます。
大人は色々なことを、効率良
く行う方法を考えます。それに
比べると、子ども達のこういっ
た姿は、回り道のように感じる
かも しれません。しかし、このよ
うな時間やプロセスが、実はと
ても重要なことだと思います。
「ど う して？ 」「な んでか な ？ 」
と感じたり発見したことを友達
や先生と共感すること、時には
うまくいかない経験や失敗した
ことから、次はどうしようかと
考え工夫したり、次に挑戦する
気特ちにも繋がるからです。

自分達の生活を自分達で作っ
ていく、ということは幼稚園の
大きなねらいのひとつです。大
人の指示を待ち、それを行う受
け身の生活ではなく、自分で考
え行動する子ども達であってほ
しい。そのためには、一人ひと
りの考える力、挑戦する気持ち
などを信じて、その時間を保証
しながら待ち、時に見守り時に
手立ての方法を一緒に考えてい
く…。そういった丁寧な関わり
方を、引き続き行っていきたい
と考えています。

5

Elementary School

小学校では、この一学期の間に四年→六年→三年の順で宿
泊学習を体験してきました。いずれの宿泊学習も単発のお泊
りではありません。それぞれの学年の総合学習のテーマと関
りを持つ、息の長い学習の中の一コマです。しかし、子ども
達にとっては忘れられない一コマです。
今回は、各学年の宿泊学習の実践の一端をお伝えします。

『
修学旅行×デジタル時代』

86

許

竜

宏

してきた『本物に触れる』こと
にこだわり、教師と子ども達が
互いに学び合い、発見、創造し
ながら学習をつくっていくため
に、ＩＣＴをどう取り入れるか
の挑戦です。
小学校の修学旅行は、三泊四
日で奈良京都に行きます。その
三日目には「タクシー班別行動」
として三～四人のグループで、
タクシーを一台貸し切って京都
市内の寺社や名所を巡ります。
その行程は修学旅行前に自分達
で計画します。見学場所、移動
時間、昼食をどこで食べるか、
おみやげをどこで買うかなどを
自分達で調べ、一日の行程を作
成します。その調べ
学習 で活 躍 したのが、
」です。
「 Google Maps
見学する場所を記入
するだけで、ルート
と所要時間が表示さ
れます。ガイドブッ
クや検索アプリも使
いながら、一 日 のコー
スを作成しました。
昨年までの修学旅
行では、教員本部と

中

～タクシー行動の進化～

湘南学園は２０１９年度で 周
年を迎えました。 年間で実践さ
れた学習は、多くの子ども達に、
いつの時代にも通用する「力」を
育んできました。中でも「体験」
と「学び」を結びつける宿泊行事
は、三年生「海の学校」四年生
「山の学校」五年生「雪の学校」
六年生「修学旅行」として、様
々な教科や校外学習と繋がりな
がら、豊かな学びとなっていま
の「超ス
す。時代は、 Society 5.0
マート社会」に突入しています。
この社会は、Ｉo Ｔ（ Internet
）で全ての人とモノが
of Things
つながり、様々な知識や情報が
共有され、今までにない新たな
価値を生み出していきます。ま
た、人工知能（ＡＩ）も活躍す
る社会が実現します。湘南学園
小学校は、こんな時代の変化に
も順応し、指導方法や形を変えな
がらも様々な学習を展開してい
ます。
今回、六年生「修学旅行」で
のチャレンジについてお伝えし
ます。小学校がこれまで大切に
86

タクシー会社の本部、
児童が乗っている
台のタクシーが個々
に繋がっていました。
怪我、トラブルが発
生すると、児童のタ
クシーから連絡が入
り、位置情報を確認
してから、教員の配
置を検討し対応して
いくというものでし
た。また、渋滞や混
雑状況によっては、児童が考え
た計画通りには進まないことも
あるので、金閣・銀閣・清水寺
にチェックポイントを設け、そ
こに待機している教員のチェッ
クを受け、所在の確認をしてい
ました。全部で 台のタクシー
を貸 し切 るので、その情 報 の共 有
は大変な作業でした。それが今年
を
からは、グループに一台 iPad
配布し、その中の「ロイロノー ト」
」を使用しました。
「 Google Maps
各 グ ル ー プ は 、 カメラ機 能 を 使
い写 真 を 撮 影 し ま す 。 そ し て 、
見学地で撮った集合写真に出発
時間を記入し、「ロイロノート」
を使って担任に送ります。担任
は、その写真を確認します。担
任からクラス全グループにコメ
ントや連絡事項を送
ることも出来ます。
一方、教員は、児童
の全グループの iPad
の位置情報を共有し、
上で各
Google Map
グルー プの移 動 を確
認しながら、チェッ
クポイントの教員と
情報を共有していき
ました。これによっ
て教員スタッフ全員
28

28

小学校の
宿泊学習

が同じ情報を同じタ
イミングで共有する
ことができ、何かト
ラブルが起きたとき
にも、すぐに対応で
きる環境ができまし
た。
を使用する
『 iPad
ことで、可能性が大
きく広がります。写
真を撮ったり、時に
は動画だったり。ロ
イロノートを使用し、チェック
ポイントを把握したり。ＧＰＳ
機能を使用しながら、何かあっ
たときには先生方がすぐに動け
るように安全を確保することも
できます 。しかし、何 よりも大 切
なことは、「五感を大切にして、
感動を見逃さない」こ と で す 。
で写真や動画を撮ったりす
iPad
ることに夢中になりすぎて、そ
の場の空気感を感じられなかっ
たら本末転倒。まずは、その場
所の空気感を大切にして、五感
すべてで感じ取って下さい。』
これが、児童への説明で強調し
は便利なもの
たことです。 iPad
であると同時に、使い方を間違
えると、すべてが台無しになる
こともあります。チームで協力
をしながら充実したものになる
よう、メディアリテラシーを高
めていくことも重要でした。

を使うことで、修
今回、 iPad
学旅行が大きく変化しました。
児童も次々に操作し、可能性が
大きく広がりました。時代と共
に子ども達の教育環境は大きな

変化を迎え、デジタル時代が到
来してからは日を追うごとに技
術が革新され、新しいものがす
ぐに創造される時代になりまし
た。自然界の生命は、環境の変
化に対して、自らの種が変わら
ないために（絶えず、少しずつ）
変わり続けているといいます。
湘南学園小学校が 年間の、建
学の精神等に基づく授業実践を
大切にしつつ、時代に合わせた、
新たな考え方や教育方法等の導
入 を 図 る 必 要 が あ り ま す 。 「少
し ず つ で も 『 変 わ り 続 け る 』こ
とにより、『変わらない』こと」
。
ＩＣＴ機器を使用することは目
的ではなく手段です。活動や体
験を通して五感で体感したこと
がより効果的に表現できるよう、
ツールとしてどう使用するか。
さらに、どう自分の生活や考え
方に活かせるか。次世代をも見
据えて、改めて、湘南学園小学
校が目指す教育の原点に立ち戻
りつつ、目に飛び込んでくる感
動・聞こえてくる音・その場の
においや香り・肌で感じる感
覚 ・お い し い も の を 食 べ て お い
しい！と感じること。そんな感
覚を総動員させて、その場でし
か 感 じ る こ と の で き な い 、そ の
瞬間を 大 切 に す る 、 湘 南 学 園 小
学校らしい修学旅行を創っ
ていきたいと思います。

86

6

Elementary School

で「やまだ
ようじ自然
塾」
を開き、
ＮＨＫ「な
りきりむー
にゃん生き
もの学園」
の番組アド
バイザーも
務めている
方です。山
田氏が実際
にビーチコーミングで見つけた
様々な漂流物を紹介していただ
きながら、三浦海岸でもたくさ
ん見られる「タカラ貝」の話な
ど、子どもたちの興味を引くよ
うなお話をして頂きました。海
の学校当日のビーチコーミング
で、氏のお話に出てきたものを
一生懸命に探す子どもたちの姿
がたくさん見られました。
これらの活動は、それぞれが
つながり合いながら、学びを体験
的に深めていこうという意図で
進めていま
す。実際に
経験を重ね
ていくこと
で、子ども
たちの様々
な発見につ
ながり、豊
かな学びに
なっている
と感じてい
ます。

『
山の学校日記』
四年生は五月一五日から二泊
三日で「山の学校」に行った。
活動場所は富士山周辺だ。
四月から、子どもたちはその
準備に追われてきた。食事係や
キャンプファイヤー係など、係
りの仕事に右往左往。休み時間
も仕事優先で取り組んだ。
■
山の学校の日がやってきた。
大きな荷物を背負った四年生
がニコニコ集まって来た。不安
気な様子な子も、一人二人と友
だちが姿を見せると表情が柔ら
かくなった。
■
一日目はいきなり山登りから
スタート。大人にすれば、トレッ
キング程度のものだが、子ども
の目線で山道を見ると、たいし
たことがないと思われる登り坂
が急登だったり、より岩が大き
く見えたりした。子どもにとっ
てみれば、ほぼ登山だ。「疲れ
た～」、「まだあ～」の声も出た
けれど、みんなで登り続けた。
新緑の森を
抜けると、視
界が広がり樹
海や遠くの山
々と湖が見え
た。背中には
富士山がドー
ンと構えてい
た。三日間の
フィールドを
一望できた。

■
宿に到着後、す
ぐに入館式。山の
学校リーダーが司
会とあいさつをし
た。司会を務めた
男の子は、悩んで
悩んだ末に自ら手
を挙げた。やろう
と思わなければ何
も始まらない。やってみなけれ
ば事は起らない。練習のときか
らずっと緊張していたけれど、
自分の力で殻を破った勇気は、
新しい力となったことだろう。
夜は、絶滅したと思われたク
ニマスが、西湖で発見された話
を、紙芝居と劇で鑑賞した。翌
日、目の前で泳ぐクニマスを見
てみんなで驚いた。話に聞いた
クニマスが目の前で元気に泳い
でいたからだ。
■
たくさんある山の学校の思い
出の中で、宿で過ごしたことを
取り上げる子が何人もいる。部
屋のことお風呂のこと。
普段は学べないことが
たくさん学べたことだ
ろう。そして、友だち
と一緒に露天風呂の中
で寝転がるように見上
げた夜空は、さぞかし
格別だっただろう。
ああ、山の学校一日
目の夜が更けていく…
■

二日目は、こうもり穴と樹海
を歩き、富士山周辺の不思議を
知った。陣馬の滝では水が湧き
出る様子に釘付けになった子が
いた。地下から染み出た湧き水
が滝となって流れる
のを見て、富士山が
いかに大きな水瓶で
あるかが分かったの
だろう。
■
最後の夜は、湖の
畔でキャンプファイ
ヤーを囲んで歌って
踊った。燃え上がる
炎と天まで舞い上が
る火の粉を見て大興奮した。一〇
歳の子どもはこれくらいじゃなきゃ
だめだ。キャンプファイヤーが
終わったあとは、心も身も燃え
尽き放心状態だった。
心地良い夜風。
穏やかに揺らめく湖面。
優しい月明かり。
日本一の山に抱かれた三日間。
夜空ノムコウに子どもたちの
明るい未来がある。

7

『
海の学校×総合学習』
今年度の３年生は、６月６日・
７日の１泊２日、三浦市のグロー
バルエコビレッジにて、はじめ
ての宿泊学習「海の学校」を行
いました。
何事もそうですが、この行事
をより楽しく価値あるものにす
るには、事前の仕込み（準備）を
いかに充実させるかが大切です。
今年度は、そのことを意識し
て、事前に２人の先生をお呼び
しての特別授業を行い、当日の
活動につなげていきました。
第一弾は、ＮＰＯ法人・海に
学ぶ体験活動協議会の小池潔氏
を招いての「江ノ島の海と磯観
察」をテーマにした特別授業で
す。ダイビングのインストラク
ターとしてこの地域で活躍して
おられる小池氏から、江ノ島周
辺（相模湾）の海がいかに豊か
で魅力的なところであるかを、
毎年クサフグの産卵場所になっ
ていることなどの具体的な事例
をもとにお話し頂きました。この
特別授業を受けることで、３年
生のみんなが、その後の磯観察
をするにあたってのモチベーショ
ンをあげることとなり、５月
日の江ノ島磯観察（小池氏のレ
クチャーによる）、海の学校の
磯観察につながっていきました。
第二弾は、自然体験教育研究
会（略称ＮＥＥＳ）代表山田陽
治氏による「三浦海岸とビーチ
コーミング」をテーマにした特
別授業です。山田氏は、この地域
20
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★第１回〈４／ （土）
１～３校時〉
目的は以下のように設定しま

低下し、そのままの状態にな

で、学習意欲・学習姿勢等が

れたといった感がありました。

湘南学園生の底力を見せつけら

に「これだ！」というように思

らないようにすること。

中１生諸君の心にはどう響い
ようにする〈「発信」〉。

った人もいるでしょう。あるい

たでしょうか？話を聞いた瞬間
同時に、他の人の語る思いも

受け止め方は、それぞれでしょ

は、これから学園生活をおくっ

うが、これからも、いろいろな

受け止められる（聞ける）よ

レンジしていけるようにする。

人たちの話を聞きながら、だん

ていく中で、先輩たちのコトバ

③「これはおかしいのではない

だんと「自分の意見」を形づく

うにする〈「傾聴」〉。

個々の生徒が「持続可能な社

か」とか「こうした方がよい

これらを大枠として、グルー

がジワジワと効いてくるといっ

会の担い手」になるのだという

のではないか」といったこと

プワークなども取り入れながら

たことになる人もいるでしょう。

「湘南学園中高
意識をもち、湘南学園がそうな

があれば、不平を言うだけで

にするためにも、積極的にチャ

での６年間を有
るための実践ができる場として

はなく、自分から変えようと

した。

意義に過ごすた
あるということを理解する（た

②自分の経験をより豊かなもの

新たな「中１オリエンテーション」について

今年度から始まった取組の一
つに、「入学直後」と「初めて
の定期試験〈前期中間試験〉の
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いう意志をもち、状況を鑑み
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生に伝えてもらえるようになる
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にする。
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そして、具体的な活動内容を
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ます。ここでい

のコンセプトを設けました。

う「基礎的な姿

①自分の経験に則して、自分の

勢」とは、「『持

す。
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４～６校時〉

「 目 標 を持 って勉 強 す るとよい」

いて、学園生活でのそれぞれの

といったメッセージや、成功し
生徒一人一人が「学習習慣」

をしていけるようにすること。

経験を背景にして、新入生たち
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①中１のなるべく早い段階で、
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言葉で、自分の思いを語れる
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続可能な社会の
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Supporters
同窓会会長を務め、５年が経過しまし
た。近年、学園の総合力が世の中で力を
発揮する時代が来ている様に思えます。
大きな時代の変化に、学園の対応の素
晴らしさが随所に感じられます。総合学
習の積み重ね、ユネスコスクールに認定
され、グローバルな学びへ、キャリア教
育の充実等、しっかりと時代をとらえて
取り組んでいます。特に、湘南学園ＥＳ
Ｄ（持続可能な開発の為の教育）は学園
が目指す教育を具現化したものであり、
すでに受験科目に「ＥＳＤ入試」を加え
ています。ＳＤＧ Ｓ（持続可能な開発目
標）は国連でも認められ世界的な関心事
になっています。
令和の時代に入り一気に世の中の変化
は加速され、偏差値とか、ブランド（学
校名）というものを利用している時代は
もうすでに終わりにきているでしょう。
今まで以上に実力社会になってきている
と思います。企業に入ってからいい仕事
ができる人は、偏差値の高い学校、有名
なブランド学校を出た人が社会のトップ
に立っている分けではありません。湘南
学園で云う人間力のある人が求められて
いる時代だと思います。
６月に行われた山下耕平先輩（湘南学
園４回生）のキャリア講座はまさに時代
性をとらえており、時代にぴったり合っ
たタイミングで、高１、高２の生徒中心
への講義とパネルディスカッションが行
われ、私もお話を聞いて大いに感動いた
しました。
この大きな時代変化の時に、時代を変
える「６つのＣ」①好奇心、②勇気、③挑
戦、④自信、⑤継続、⑥集中のお話は、
私も実社会に出てからも常に意識し、自
分自身の成長に大いに関与してきたこと
を思い出します。
グローバル社会では、教える側の姿勢
が大きく影響を与えると思います。教え
る側が常に幅広く好奇心を持ち、学びと
教えにどれだけ情熱を保っているかに掛
かっているでしょう。
この６つのファクターが他校に負けな
い、湘南学園に成長されることを願って
おります。
同窓会も今回の山下先輩によるキャリ
ア講座の機会に新設される「松ぼっくり
基金」を今後継続して、学園の発展の為
に押し進めてまいります。

について、生徒の皆さんか
その SDGs
ら、啓発をいただく貴重な機会をいただ
ア
きました。過日、中高生による SDGs
クション・リポートなどの記事で構成さ
アクションブックかなが
れる、「 SDGs
わ」の取材が、湘南学園中学校高等学校
アクションブック制作チームから取材の
申し出をお受けした折のことです。
同制作チームよりいただいた、インタ
ビューにおいて私たちの目配りが及ばな
いような、問題意識のもとに、しっかり
した時間軸の意識のもとにＮＰＯ設立の
経緯、理念、運営における対話は熱のこ
もった時間となりました。

地球レベルの環境悪化は、体感できる
ようなレベルにまで加速しているように
の取
見えます。湘南学園における SDGs
組は、自然、文化、人為的にもたらされ
る変動に対する、現在、未来に対する認
識と思考は、大きな意義を持つと感じて
います。食育を理念とし、食の安全を目
指す私たちにとって、自然環境、食を巡
る社会の変化は持続的な食の提供に直接
かかわる問題であり、強い関心事として
臨んでまいります。

SDGs

話題は、湘南食育ラボの「安心と安全
とおいしさ」へのこだわりとなり、カフ
ェテリアの米は「援農」により生産に参
加し、農薬、化学肥料を使用せず生産さ
れているとの説明に対し強い関心を示し
ていただきました。地元で営農の、無農
薬、有機農法生産者を訪問するとのこと
で、安心、安全な野菜を栽培する畑で生
産現場での体験、体感したいとの希望に
よるものと伺いました。

身近な対象からの取組みとして、湘南
食育ラボを選択していただきましたが、
今後の取組に大きな触発を受ける機会と
もなりました。戦後の食糧難解消のため、
化学肥料、農薬投下による生産の土壌負
荷は、連作障害や、健康影響の原因とも
なっています。その一方で近年、農業の
周辺環境が急速に変化し、減農薬による
生産が進むなど目に見える形で新たな動
きが加速しています。 S D Gは
s 、多岐に
わたる問題を対象としていますが、食は
海、陸の自然環境、健康、産業に、密接
に連関しています。未来に向けた「持続
可能な未来のための食育」を、湘南学園
の中高、小学校、幼稚園の皆さんととも
に進化させてまいります。
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は、「校納金」及び「助成金」そ
して「寄付金」が主な柱となり
ます。家計負担上の限界が増し、
国と地方の財政の現状を考慮す
ると、学園へのご支援のお志を
お受けする新たな「受け皿」を
改めて整備し、広く卒業生や関
係者の皆様に募金をお願いする
必要があると判断いたしました。
創立 周年、 周年、その先
の将来を見すえて、学園教育の
充実と経営の安定を推進し、独
自の私学としての教育の使命を
はたしてまいりたく、「湘南学
園松ぼっくり基金」を創設いた
します。学園の立地を象徴して
校章の軸となり、文集タイトル
としても踏襲されてきた「松ぼっ
くり」の名を学園史のシンボル
として今回も採用しました。学
園の財政を支えて、学園生のため
に豊かに運用される強固な基金
を設けていきたいと存じます。
100

の対象者の方々

﹁松ぼっくり基金﹂

90

卒業生とご家族の皆様、学園
生の保護者の皆様をまず念頭に
おいております。本学の教職員
及び在職経験者や、本学に関心

をお持ちの一般の方、本学に関
係のある法人・団体など広範な
方々からのご支援も期待してお
ります。個人寄付は１口５千円
からでお願いいたします。法人・
団体寄付は特に金額を定めてお
りません。ご寄付いただいた方々
については「湘南学園寄付者芳
名録」に記載し、学外の個人・
団体は（ご匿名も可）特別広報
の機会に掲載いたします。

﹁松ぼっくり基金﹂

のプログラムと方法、
税額控除

使途を指定しない「一般寄付」
とともに、今回は「使途指定寄
付」をご用意いたしました。「こ
の分野やこの学校への具体的な
支援になるような寄付をしたい」
といったご意向が広範におあり
になるのではと考えた次第です。
たとえば「学園生の海外留学支
援」や「学園中高生の部活動支
援」、在学の経歴などによる「学
園小学校の教育環境支援」や「学
園幼稚園の教育環境支援」など
の項目、「特別教職員採用・教
職員研修支援」の項目もあげ、
その他ご指定の使途を明記して
いただく欄もご用意させていた
だきました。
募金の方法では、通常の振込
用紙を使用する「書面手続きで
のご寄付」に加えて、「ウェブ
でのご寄付」や「定期的なご寄
付」などの設定も考慮いたしま

した。
また湘南学園へのご寄付をさ
れた個人や団体について、所得
税、住民税や法人税などで広く
税額控除の対象になる措置が設
けられることにも、ご留意いた
だけるとありがたいです。

これまでお願いしてきた
寄付金との関係
におけるご報告

創立 周年記念の募金事業で
は２年以上にわたって多額のご
協力をいただき、記念館建設、
記念式典、記念誌とＤＶＤ制作、
ホームカミングデイ、音楽祭な
ど記念行事経費に充てさせてい
ただきました。創立 周年記念
の募金事業では５か月で３百万
円以上のご協力をいただき、記
念冊子制作やタウン誌等広報出
稿、記念花壇造りなどを実施す
ることができました。
また毎年度、学園生保護者を
主な対象に「教育振興寄付金」
へのご協力をお願いし、毎年度
百件前後で一千万円前後のご寄
付をいただいてまいりました。
さらに毎年度、幼小中の新入生
保護者を対象に「教育充実基金」
へのご協力をお願いし、百数十
件で千数百万円のご寄付をいた
だいております。
今回の「松ぼっくり基金」の
発足にあたって、従来の「教育振
興寄付金」は、今年度中に「松
ぼっくり基金」に組み入れて運

85

﹁松ぼっくり基金﹂
会の中で深め直しております。
教職員と保護者の共同を大切に、
激動する未来を生きていく次世
代の成長に寄与する学園教育の
発展をはかっていく所存です。開
学当初から鮮明な「個性尊重の
自由教育、子どもたちの成長第
一の手づくりの教育」という〝学
園ＤＮＡ〟は、現在も脈々と受
け継がれています。
今世紀に入り、２００４年に
中高校舎等の新築、２０１２年
に小学校の全面改築、２０１３
年に 周年記念館の完成とカフェ
テリアの開業など、長期計画にも
とづく事業を実行してきました。
一方で少子化の進行や公立学
校の巻き返しが進み、私立学校
間の募集競争が激化しています。
多数の私学が募集と経営の困難
に直面し、改めて建学の精神に
もとづく教育の質と独自性が
問われており、より魅力的な学
園生活を送ることができる教育
環境の整備という課題では、本
学もまだ不十分な現状がありま
す。特に近年、グローバル教育
やＩＴ機器活用教育、校舎の設
備関連など私学に課せられる必
要経費が急速に増大しました。
他方で私立学校としての財源

80

の開設について
湘南学園は、昨年度に創立
周年の節目を経て、令和の新時
代を迎えました。風光明媚な湘
南・鵠沼の地に小規模な幼稚園
と小学校として産声をあげ、現
在では幼稚園、小学校、中高を
合わせて２千名近い学園生が通
学する私立の総合学園として新
たな歴史を刻んでいます。
建学の精神である「個性豊か
にして、身体健全、気品高く、
社会の進歩に貢献できる、明朗
有為な実力のある人間の育成」
という教育の志を改めて現代社
85

80

Information & Topics
用させていただきたいと考えて
おります。年度途中の変更とな
ってしまい、失礼な対応になる
ことについて心よりお詫び申し
上げます。このご案内では、「グ
ローバル教育の推進」「ＩＣＴ
教育設備備品の拡充」「カフェ
テリアの施設設備の拡充」を示
しておりましたので、頂戴した
寄付金についてもその主旨に沿
って活用させていただきます。
他方、新入生対象の「教育充実
資金」については、独立性の高
い内容のため、今後も別枠で継
続させていただきます。
全体として周年行事の節目に
とどまらず、永続的な基金の構
築に向けて、幅広い個人と団体
からのご寄付の受け皿を、出来
るだけ統合してご案内に努めて
いくことが主眼です。
基金の詳細につきましては、
別紙のご案内リーフレットと学
校法人湘南学園ホームページを
ご参照いただければ幸いです。
どうか広範な皆様のご理解を
いただき、大
きなご支援を
賜りたく、何
とぞよろしく
お願い申し上
げます。

＊お問い合わせ＊

湘南学園法人事務局

TEL．0466-23-6611
平日 8：20～16：30
土曜 8：20～12：20

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 学 校 法 人 か ら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●理事会報告
これまでに、次の理事会を開催いたしましたのでご
報告いたします。
第１回定例理事会
第１回臨時理事会
第２回臨時理事会
第２回定例理事会
第３回定例理事会
第３回臨時理事会
第４回定例理事会
第５回定例理事会

4/13
4/26
5/11
5/25
6/22
7/11
7/20
8/23

●主要な議題・報告等
・小学校特別事業「ICT機器整備」について
・特別事業「軽トラック購入」について
・中高丁合機リースについて
・中高オルフィス（カラー印刷機）リースについて
・2019年度神奈川県私立中高協会の負担金等の支払
いについて
・ブロック塀耐震対策工事業者の選定について
・スクールカウンセラーの委嘱契約内容の一部変更
（追記）について
・85周年記念冊子に関する報告
・85周年記念事業の収支最終結果
・2019年度の１年単位の変形労働時間制に関する協
定書・覚書について
・2019年度の36協定締結について
・中高特別事業「メディア室ＰＣリプレース等
（ＰＣの入れ替え、サブモニターを含めた環境の再
構築）」について

・2018（平成30）年度事業報告（案）について
・2018（平成30）年度決算報告（案）について
・スポーツ振興センター災害共済給付掛金の支払い
について
・小学校校納金の改定について
・小学校学則の変更について
・特別事業「幼小中高長期修繕工事」の業者選定に
ついて
・幼稚園給排水管更新工事の業者選定について
・屋上テニスコート防球ネット張替え工事の業者選
定について
・2018年度事業報告書の確定について
・2018（平成30）年度決算書の確定について
・湘南学園松ぼっくり基金の創設にむけて（案）
・2019年度評議員補充選挙における「理事・評議
員選任規程」の運用と今後の対応について
・中高渡り廊下部の軒天新設工事業者の選定について
・慶弔規程の一部改正について

●評議員会報告
これまでに開催された評議員会についてご報告いた
します。
第１回評議員会

5/25

●主要な諮問事項等
・2018年度事業報告書（案）について
・2018（平成30）年度決算書（案）について
・湘南学園松ぼっくり基金の創設にむけて（案）

・・・・・・・・・・・・・・・・ 事務局からのご連絡 ・・・・・・・・・・・・・・・・
●住所変更のお手続きについて
お引越し等の事由により、ご登録頂いている住所が変更された場合は、誠に恐れ入りますが、住所変更の
お手続きをお願い申し上げます。なお住所変更に係る所定の様式は、事務局に準備させて頂いております
ので、どうぞ宜しくお願い致します。

●登下校・登降園時の自家用車送迎禁止について
湘南学園では、園児・児童・生徒の登下校・登降園にあたっては、自家用車での送迎は原則禁止とさせて
頂いております。園児・児童・生徒の安全確保はもとより、近隣の住民の方等への安全配慮もご考慮いた
だき、改めてご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。なお、園児・児童・生徒の病気や怪我
等の特別な事情で止むを得ない場合は、必ず事前に学校（園）にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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