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キンデルダイク 

（撮影者 牧野） 
 
世界遺産にもなっているキンデルダイクの風車。オランダに来て初めの頃、初夏のさわやか
な時期に、オランダ人を真似して自転車とお弁当をもって訪れました。水路沿いに設置され
た風車を見たり、中を見学したりすると、オランダ人にとっての風車はまさに生きる術。国
土を広げ、粉などを挽き、生活と密着していることがよくわかりました。 

みんなでつくる 
  イエナプランの輪 
   De kring《デ・クリング》 
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日本イエナプラン協会オランダ支部発足！ 

牧野 恵 
 

 
２０１８年１月１２日金曜日 Utrecht にて第一回支部会議を行いました。冬場のオランダは日

照時間が短く、天気も曇りがちです。この日もいつものように寒くて暗い曇り空のもとでしたが、
リヒテルズ直子さんを始め、イエナプランに関心のあるメンバーが集まり、話に花を咲かせまし
た。久しぶりに会ったメンバーもいたため、支部の活動内容だけでなくオランダでの日々の生活
や関心事などについても話が及び、解散の時間になってもまだまだ話し足りない程でした。 
 
オランダ支部の活動を始めるにあたり、イエナプラン教育に関心があり、更にオランダに住む

私たちだからこそできる事は何か、ということを考えました。一つ目の活動はオランダ支部での
勉強会です。イエナプラン教育のビジョンは少し本や資料を見ただけではすぐに理解できるもの
ではなく、また、メンバーの今までの学びもさまざまのため勉強会を通して継続した学びが必要
だと考えました。そこで、この会を通して２０の原則を始め、様々なテーマでの対話を中心に、
学びを深めたり、メンバー一人ひとりの力を発揮し、みんなで知恵を出し合い、楽しく実りある
勉強会を実施したいと考えています。 
 
情報発信の面ではイエナプラン教育に関する記事や社会

の時事・教育ニュースについても取り上げたいと考えていま
す。学校と社会の繋がりを考えると、イエナプラン学校を育
んできたオランダ社会の生の姿を知ることは、日本の社会に
ついて考えるきっかけとなり、さらに日本でイエナプランの
ビジョンを広めるためのヒントになるのではないかと思っ
ています。他にも、メンバーの持ち味を生かしたコラムやオ
ランダならではの実体験など楽しい記事も掲載していきた
いと思っています。時々リヒテルズさんの特別コラムも入る
かも！？こちらもお楽しみに。 
 
終わりに、日本とオランダ、距離は遠く離れていますが、

日本の教育を良いものにしていきたいと考える気持ちは同
じです。活動方針にありますように、日本の教育が、地球市民としての日本の子どもたちの成長
に寄与することを願い、今後の活動を行っていきたいと思います。オランダ支部を今後ともよろ
しくお願いします。 
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〈会報 De kring タイトルの由来〉 
De はオランダ語の冠詞、kring は輪（サークル）の意味です。イエナプランの大切にする活動の１つ、
‘サークル対話’に由来しています。 

 
 
 

 
 
  
 
 

 
 

日本イエナプラン教育協会オランダ支部 活動方針 

 

①イエナプラン教育への理解・認識を、オランダ現地に在住する、イエナプランに関心をもつ人々の

間でともに学び深める。 

 

②オランダ・イエナプラン教育の背景にあるオランダ社会の興味深い事例について広く発信する。 

 

③オランダ現地で得られるイエナプランをはじめとするオランダの教育についての情報をもとにし、

日本の教育が、地球市民としての日本の子どもたちの成長に寄与するための活動を提案、実施する。 

メンバー紹介 
❶オランダの好きな食べ物 

❷ひとこと 
リヒテルズ 直子 

イエナプラン協会特別顧問 

❶ハリング（塩にしん） 

❷何事もフラットで率直、ユーモアのあ 

 るオランダ人の社会が大好き。 

川崎 知子 

❶アップルベーコン・パンネクーク（薄 

 焼きパンケーキ） 

❷オランダ生活約半年、夫と息子２人 

 とともに毎日を満喫中！ 

武田 昌子 

❶エルウテンスープ（えんどう豆の 

 スープ） 

❷ミドルエイジクライシスも厄年も乗 

 り越えて、さらにパワーアップ！ 

青木 尚子 

❶フリッツ（フライドポテト） 

❷先月オランダで５軒目となる家に引 

  っ越し。娘の小学校探し＆訪問に大奮 

 闘中。 

山地 芽衣 

❶クワルク・タルト（レアクリームチー 

 ズケーキ） 

❷オランダでの限られた食材で日本食 

 の再現に日々挑戦。牛丼は大成功！ 

牧野 恵 

❶クロケット（コロッケ） 

❷今年でオランダ生活３年目がスター 

 ト。暗くて寒い冬から暖かい春が待ち 

 遠しいこの頃です。 
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日本イエナプラン教育協会オランダ支部設立に向けて 

協会特別顧問 リヒテルズ直子 
 
 
 昨年秋、９月から３ヶ月の期間、１２人の参加者を迎えて、第１回目のオランダ・イエナプラ
ン教育専門教員研修が行われました。 
 もともと、この研修は、オランダ・イエナプラン教育について、初歩的な知識にとどまらず、
しっかり深く学び、同時に、オランダで実際に行われているイエナプラン教育の学校を一定期間
にわたって参与観察することで、理論としてのイエナプランを、オランダの教員たちが、どのよ
うに実践に翻訳しているかを見てもらうことにありました。そして、さらにいえば、こうした経
験を通して、私がこれまで伝えてきたオランダ・イエナプラン教育を、各人の異なる視点に照ら
して見直し、みんなで、より深い理解ができるようになること、その上で、一体、今の日本で、
どのようなイエナプラン教育を実践できるのかを考えていく、いわば、「実働部隊」を作ること
が目的でした。 
 研修の内容は、オランダの教員たちが、「イエナプラン教員」としての資格を得るために現職
研修として受ける内容とほとんど同じで、普通は２、３年の期間にわたり、研修日を使って行わ
れる研修を３ヶ月に凝縮したものです。 
 しかも、研修生が３ヶ月間昼夜を共にし、寝食を共にして、様々な交流をすることで、多分、
これまでどんな教育研修も実施したことがないだろうと思われるほど、研修生相互の、また、私
を含めての深い意見交換ができたと思います。 
 １２人の中には、すでにオランダに暮らしていた恵さん、この研修を機にオランダで長期滞在
を始めた知子さんがいたほか、１年半ほど前からオランダにきて、こちらの教員養成コースを１
年経験していた山地芽衣さんにも時々加わっていただき、理論研修や実習でオランダ語の通訳の
サポートをしてもらったり、参加者との交流に加わってもらったりしました。 
 そうして、周りを見渡してみると、この数年間に、日本を後にして家族でオランダに住み始
め、お子さんをこちらの学校に通わせていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。青木尚子
さんは、以前、短期研修に参加され、日本では協会の活動にも参加され、現在、オランダに家族
でお住まいです。また、短期研修で通訳などをしていただいた武田昌子さんは、以前、こちらに
在住している日本人の母を持つ子どもたちの、週末の日本語補習校をイエナプランをベースにし
ながら企画されていた方ですし、現在、（教育）哲学を学びながら、子どもの哲学にも深い関心
を持っておられます。 
 
 
 
 

３ 
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そんなことから、主として、オランダ・イエナプラン教育専門教員研修の研修生が中心となり、
日本イエナプラン教育協会のオランダ支部を立てよう、という話になっていきました。オランダ
に住んでいて、イエナプランに関心を持っている、様々な背景を持つ日本の人たちと繋がり、学
びをさらに深めていくためです。（もともと、ドイツで生まれオランダで育ったイエナプラン教
育を、今、どうにかして移入し根付かせたいと思っているのが日本。その日本のイエナプラン教
育協会の支部がオランダにできるなんて、と初めは、みんなで大笑いもしたのですが、、、、） 
 
 「オランダ支部の設立を通して、日本におけるイエナプラン教育の普及にみんなで貢献できる
ことをしたい」 
多分、それがこの支部に関わっている私たちが目指している最も大きな目的だろうと思っていま
す。そのために、現地にいながらにして学べることをもっともっと学んでいきたい、お互いの意
見交換・情報交換を通して自らの学びを振り返り理解をさらに深いものにしていきたい、それら
の学びを通して、意味のある情報を集め、日本でそうした情報を待っておられる方達と共有し、
さらに、日本では何ができるのか、どうすれば日本の子どもたちが幸せな未来を得られるように
支援できるのかを、共に考え、実践のために貢献していきたいということです。 
 オランダで暮らしていると、イエナプランスクールにしても、そのほかの学校教育にしても、
皆、すべて、オランダ社会と直結していることを感じます。オランダ人が、どんなふうに考えな
がら生きているのか、どんな社会を理想の社会として描き、どんな人間像や生き方を目指してい
るのか、それが、学校教育に皆反映されているのを感じます。つまるところ、学校は、決して社
会から切り離されたところにあるものではなく、常に、社会とつながり、社会に新たな息吹を吹
き込むべきものとしてある、、、。イエナプランスクールの実践だけではなく、そうした観点から
も、様々な情報を提供できれば幸いです。 
 私自身、これまで、オランダの教育について伝えるとともに、その背景にあるオランダ社会の
事情についても、様々な形で日本に伝えてきました。でも、それは、私の目を通して見たものに
すぎません。今後、支部の方達とともに意見交換を重ね、お互いがそれぞれの立場で見聞きして
いる様々な情報を交換し合うことから、私たちの理解や、私たちが日本に伝える情報が、一層深
く信頼性のあるものになっていくのだろうと思っています。 
 こうした、複数の目で複眼的に物事を理解する。そのために
は、信頼感情に支えられた仲間が必要です。そして、このよう
に、お互い助け助けられ、みんなで一人の力ではできない大き
なものを作り上げていくということ自体が、イエナプランの本
質なのだと思っています。オランダ支部の設立とこれを通して
広がるネットワークに、大きな希望を感じています。 
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教材フェアレポート 

川崎 知子 
 
 
 １月中旬、リヒテルズ直子さんと一緒に教材フェアに行ってきました。 

 保育園、幼稚園、そして学校関係者向けとのことで、絵
本、有名なブロック、オムツなど多種多様なものが展示され
ていました。特に印象的だったのは、園庭用の大きな遊具が
どーんと置かれていたこと。子どもが来たら、すぐにその場
で１時間以上遊べそうな感じでした。オランダでは、予算の
使い方は各学校で自由なので、先生たちがこのようなフェア
に来て、自由に教材や遊具を選べるようです。 
 性教育のワークショッ

プにも参加しました。最初に１０問程のクイズをやって、そ
の解説を聞くという形式でした。オランダ人は、講義型のワ
ークショップでも、途中でどんどん質問をしていきます。誰
かの質問を受けて、また他の人が発言をするということも、
よくあります。能動的な参加者が多いのでしょうね。 
 肝心な内容については「なるべく早く正しい性知識を身に
付けさせた方がいい」という方針でした。それに対し、「寝
た子を起こすということにはならないのか。」という質問も
ありました。性教育については、リヒテルズ直子さんの本が日本でもうすぐ刊行されるらしいの
で、その本で詳しく、一緒に学びましょう！ 
  

５ 
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撮影：川崎 



 
 
 

 

オランダ教育ニュース 

山地 芽衣 
 
 
 オランダで放送された、オランダの教育、子どもたちについてのニュースをお届けします。 
今回は、1月 18 日から 24 日の一週間から子どもニュースで報道されたニュースを９つお届けし
ます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 

1 月 18 日（木） 
大半の 10 代 週 10 分未満 読む※１ 
10 代を中心とする若い世代の読む時間が減少
していることが、調査によって明らかになっ
た。調査は、読む対象が、新聞、雑誌、本。ア
プリや学校での読書は対象外。小学校の児童も
調査対象外。2006 年には 65％の 10 代が一週
間に少なくとも 10分は読んでいたが、現在の
割合は 40％にまで落ちた。 

 
1 月 19 日（金） 
エアコン 小学校の屋根突き破り 落下※２ 
18 日の強風により屋根の一部が飛ばされたた
め、そこに設置されていたエアコンが外れ教室
内へと落下した。授業中であったが、児童一人
が軽傷ですんだ。 
 
1 月 22 日（月） 
小児科医 エナジードリンク 禁止すべき※３ 
小児科医たちは 10代を中心とする若者へのエ
ナジードリンクの販売を禁止すべきだと述べ
た。カフェインや砂糖の大量摂取により睡眠不
足や心臓への悪影響があるためである。 
 
1 月 22 日（月） 
16 歳ニナ 侵入者 捕まえる※４ 
自宅にて侵入していた男性を発見、窓から逃げ
ようとする侵入者の足を捕まえ、上下逆さまの
状態の侵入者を警察が到着するまで抑え続け
た。その間、「息ができない」と話す侵入者に対
して、「まだ話せるんだから息ができる」と話し
ていた。 
 

1 月 22 日（月） 
子どもたち 警察で働く※５ 
警察官とともに子どもたちが働いている街が増
えている。警察は、これによって警察と子ども
たちのよりよい関係が築けると考えている。前
日には、サッカークラブの試合でこの子ども警
察が活躍した。 
 
1 月 22 日（月） 
子どもたち アプリ‘Say at me’ 匿名でコ
メント※６ 
ソーシャルメディアとつなげてフォロワーから
匿名でコメントをもらうことができるアプリ
‘Say at me’を、数多くの子どもたちが利用して
いる。しかし、ネガティブなコメントをもらう
こともあり、専門家は、「子どもたちが利用した
がるのも、一方で不安になるのも当然だ。」と話
す。 
 
1 月 23 日（火） 
子どもたち お父さんのサッカークラブ 面
白顔写真 集める※７ 
ある街では毎年、２つのお父さんサッカークラ
ブの試合が行われる。街にとって重要な試合で
あるゆえに、あえてユーモアも交え合う。子ど
もたちは、両チームのお父さん選手の顔写真を
集める。今年は、南のチームが対戦チームの選
手全員の顔写真にひげをつけた。 
 
1 月 24 日（水）  
オランダ読み聞かせ週間 始まる※８ 
全国で読み聞かせ週間が始まった。毎年、朝食
とともに始まる。有名、無名問わず、オランダ
人が子どもたちに読み聞かせをする。読み聞か
せは子どもの成長によく、とりわけまだ自分で
読めない子どもにとっては言うまでもない。 

ダ イ ジ ェ ス ト  
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【筆記 再び教科にすべき：２０１８年１月２３日】※９ 
 
筆記は国語とは異なる一つの教科になるべきでしょうか？筆跡鑑定人たちは、筆記は一つの教

科になるべきだと考えているため、分厚い署名を今日、デン・ハーグにある政府に提出しました。 
現在、筆記は国語科の一部として取り扱われています。しかし同専門家によれば、国語科とは

別の教科として設けたほうがよいとのことです。 
ある専門家は、次のように言っています。 

「もし、小学校で筆記を本当によく学べたら、全人生を楽しむことができるのです。」 
まさに今、誰もが携帯電話やタブレット機器の操作で忙しくしていますが、専門家たちは、丁

寧に書けるということも重要であると言います。手で書くことは脳にとってよく、また、書くこ
とによって物事を覚えやすくするのです。 
ロッテルダムにあるクラーリングス小学校は、筆記がとても大切であると考えています。当小

学校では、丁寧に書く教科が国語科とは異なる一つの教科として設けられています。 
 

 
 
 

 
 
 
 

昨年度、教員養成学校に在籍していた私は、実習先で全学年の子どもたちの文字をたくさん見
てきました。大文字と小文字が入れ替わるようにして書かれていることは稀ではなく、形も整っ
ているとはなかなか言えませんでした。個性や発達の途中と捉えることもできますが、読みにく
いと思ったことも否めません。 
また、現在は筆記という教科は設けられてはいませんが、教員養成学校で数回、筆記の授業が

ありました。丁寧に書くことはもちろん目的の一つでしたが、その他にも、文字をアートのよう
にして描く活動もあり、手書きの文字で楽しむことも大切な目的とされていました。 
筆記を学ぶことにはどんな可能性があるでしょう？記事の中にある「筆記を本当によく学べた

ら、全人生を楽しむことができる」という言葉に、手で書くことの持つ、美しさや身体への効果
だけではない、楽しさを生み出すという可能性にも、私はあらためて気づかされたのです。 
 

  

 

N E W S ピ ッ ク ア ッ プ ！ 

ニ ュ ー ス 担 当 か ら 
写真：NOS Jeugdjournaal 
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website ‘NOS Jeugdjournaal’ より 
 ※１ ‘Meeste jongeren lezen minder dan 10 minuten per week’ 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2212474-meeste-jongeren-lezen-minder-dan-10-
minuten-per-week.html 
※２ ‘Airco valt door dak van basisschool’ 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2212762-airco-valt-door-dak-van-
basisschool.html?ext=html 
※３ ‘Kinderartsen: energiedrankjes moeten verboden worden’ 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2211992-kinderartsen-energiedrankjes-moeten-
verboden-worden.html 
※４ ‘Nina (16) pakt inbreker op’ 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2213176-nina-16-pakt-inbreker-op.html 
※５ ‘Deze kinderen werken bij de politie 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2213183-deze-kinderen-werken-bij-de-
politie.html?ext=html 
※６ ‘Kinderen geven anoniem commentaar via Sayat.me’ 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2212093-kinderen-geven-anoniem-commentaar-via-
sayat-me.html 
※７ ‘Kinderen sparen grappige voetbalplaatjes van vaders’ 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2213434-kinderen-sparen-grappige-voetbalplaatjes-
van-vaders.html?ext=html 
※８ ‘De Nationale Voorleesdagen zijn begonnen’ 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2213493-de-nationale-voorleesdagen-zijn-
begonnen.html?ext=html 
※９ ‘Schrijven moet weer een apart vak worden’ 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2213322-schrijven-moet-weer-een-apart-vak-
worden.html 
 

次回のオランダ教育ニュースもお楽しみに！ 
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