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全国大会開催にあたって 

                              

 

一般社団法人日本イエナプラン教育協会事務局 

 

2016 年 7 月 31 日（日）、名古屋にて、第 1 回日本イエナプラン教育協会全国大会を開催

いたしました。全国各地から７４人もの参加者が集まり、イエナプラン教育への関心の高ま

りを実感するものとなりました。 

｢全国大会を開催したい｣という思いは、協会設立時から私たちにはありました。日本の教

育現場でイエナプラン教育の実践がたくさん行われるようになり、それらの実践を持ち寄

ってお互いに研鑽し合う、学ぶことをみんなで楽しむ、そんな大会が開けるようになる事を

とても楽しみにしてきました。 

しかし、実際に日本の教育現場で実践することは、皆さんもよくおわかりのように、そん

なに容易なことではありません。制度上の課題、教材や教具の問題、また私たち自身の意識

の問題など、とても大きな壁・ハードルを感じざるを得ません。けれども、様々な研修会を

開催したり、春・夏と年に二度のオランダ研修を定期的に実施したり、各支部で学習会を持

ったりするなど、できることを一つ一つ積み重ねていくうちに、イエナプラン教育の素晴ら

しさを感じ、日本の教育に取り入れたいと考える方々が確実に増えていきました。そして、

日本の教育現場での取り組みが徐々に広まっていきました。｢こんな取り組みをやってみた

よ｣という報告や、｢やってみたいけれどどんな風に実践していけば良いだろうか｣という相

談の声を寄せていただくことも増えてきました。そうした中で、私たちは、イエナプラン教

育を現場に広げたいと思う方々がつながることができる場の必要性を、強く感じるように

なりました。 

今回の全国大会は、その第一歩です。実践の事例が聞きたい、上手くいったこと、失敗し

たことを聞かせて欲しい、自分なりに取り組んでいることや悩んでいることを誰かと話し

てみたい、チャレンジしてみるきっかけが欲しい、イエナプラン教育に共感する仲間ととに

かく話してみたい、皆さんのそんな思いが実現する場を、まずはスタートさせる、それが今

回の大会の第一の目標でした。 

 

本大会の企画にあたり、大会実行委員全員一致で確認した方針が二つあります。 

一つは、誰かのすばらしい成功実践からそのやり方を教えてもらう会にはしないという

こと。もう一つは、なぜイエナプラン教育を自分の実践に取り入れたのか、最初のハードル

を越えさせたものは何だったか、という実践者の意識に関わる話を中心に報告していただ

こうということでした。こんな方法をとればこんな成果があがる、という研究発表のような

スタイルではなく、実践者の試行錯誤の状況や、悩んだり、困ったりしたことそのものを話



して頂くことで、参加者自身が、自分の実践と重ねて振り返り、自分にもできることが発見

でき、自分も最初の一歩を踏み出してみよう、と勇気づけられるような会にしたいという大

会実行委員の思いがありました。 

今、スタートラインに立つ日本のイエナプラン教育にとって、イエナプラン教育の根幹と

なる部分を深め共有すること、と同時に、知らず知らずに多くの大人が思い込んでいる｢学

校はこうあるべき｣という頑丈な壁にちょっと風穴を開けてみる、その一歩をともかく踏み

出すことが大切だと考えるからです。 

 

大会実行委員のこのような思いのもと、｢サークル対話｣と｢自立学習｣をテーマに、７人の

先生方による実践発表、３グループに分かれての分科会、地域別交流会を行いました。 

実践発表では、どの先生も、なぜイエナプラン教育が自分の実践に大切なのかを据えて発

表して下さり、また、実践でのハードルやそれを超えるにあたっての工夫・悩み・失敗、そ

して感動を語って下さいました。このことは、日本イエナプラン教育の今後の全国大会のあ

り方を示して下さることになったと思います。貴重な報告を本当にありがとうございまし

た。 

分科会では、｢20 の原則｣をもとに、参加者一人ひとりが主体となってサークル対話や自

立学習の実践の先にあるイエナプランの理念を深めつつ、自分がやってみたいことをより

具体的にすることを目指しました。しかしながら、イエナプラン教育についてまだ余り知ら

ない方々も多くいらしたこともあり、質疑応答の機会を取ることや、話しの柱をもう少し分

かりやすくした方が良かったのではないか、などの改善点があがっています。 

また、最後に地域別交流会を持てたことは良かったです。実際に顔を合わせることでつな

がりができ、各地区の学習会が盛んになっていくことは、今後、実践を深める上で大きな成

果になると思います。 

第 1 回全国大会を終えた今、課題や改善点もたくさんあったと思います。しかし、イエナ

プラン教育に共感する方々が全国から集まり、自分の実践を持ち寄ったり思い描いたりし

ながら、語り合い、学び合う熱気にあふれた場になった事は間違いないと思っています。大

会を、参加者みんなの研究の場にするという、まさしくイエナプラン教育がめざす｢学びの

場｣としての全国大会イメージへ向けて、協会自身、一歩を踏み出すことができたとしたら

幸いです。本大会での課題や改善点を生かし、次につなげていきたいと思います。 

 

また、全国大会に向けて、皆様方からのアイディアなど、協会事務局まで寄せていただけ

ると大変嬉しく思います。 

名古屋での第１回全国大会へのご参加、本当にありがとうございました。これからも一緒

に学びの場をつくっていきましょう。 

 

 



9:40 開場・受付

9:50 総　会

10:00 開　会

10:10 実践発表  

発表 ① 秋山真一郎（宮城県石巻市公立小学校）

発表 ② 河野正博（大阪府高石市公立小学校）

発表 ③ 若杉逸平（名古屋市公立高校）

10:55 休　憩

11:05 実践発表  

発表 ④ 石元周作（大阪市公立小学校）

発表 ⑤ 服部秀子（名古屋市公立小学校）

発表 ⑥
馬野友之（埼玉県公立中学校）
小林隆介（東京都公立中学校）

12:00 昼　食

13:20 分科会 １

14:20 休　憩

14:35 分科会 ２

15:35 休　憩

15:45

16:15

16:30 閉　会

～　大会　タイムテーブル　～　

振　り　返　り

【サークル対話】

【ブロックアワー】

【サークル対話】

【自立学習】

地域別交流会



３．実践発表報告 

 

  

 

 

 

 これまで弊協会では、イエナプラン教育から学んで、学校教育の中で実践をされている

方々のご紹介を、なかなかできずにいました。この全国大会開催にあたり、実践の切り取り

にはなるものの「サークル対話」と「ブロックアワー」についての実践発表を７名の先生方

にお願いし、ここにご紹介することができることとなりました。 

今回は特に、「オランダだからできるんだ」「力のある有名な先生だからできるんだ」で終

わらせたくないという想いがあり、短い時間ずつにはなりますが、より多くの先生に実践発

表をしていただこうと考えました。どの先生も、日々試行錯誤をしながら様々な実践を積み

重ねておられます。今回の発表は、そのほんの一部ではありますが、「少しでも一歩ずつ前

に進もうとされている先生」の実践を、是非じっくり味わっていただきたいと思います。 

実践発表のレジメと合わせて、その様子をレポートさせていただきます。 

 



  〈サークル対話〉 

（１）秋山真一郎さん（ 宮城県 小学校教諭 ） 

 

  

 秋山さんからは、朝のサークルタイムと授業でのサークル対話の実践についてご紹介いた

だきました。教室をつくり出す主体者は、教師だけでも、子どもたちだけでもなく、教師と

子どもたちの「わたしたち」であるという視点でつくられた環境に、秋山さんのもつ子ども

たちへの優しさ、学級を思う温かさを感じました。「私たちはなぜサークルになって対話を

するのか」を子どもたちと共に話し合うことから始めたと言います。そしてそれは、「どん

な教室をつくりたいか」ということに繋がり、『一人ひとりの「話す」「聞く」を大切にする

クラス』ということを子どもたち全員と確認できたそうです。 

 朝のサークルタイムでは、『あいさつ・今日の体調どう？・色々なテーマ・みんなからの

お知らせ・先生からのお知らせ』の流れで日々繰り返します。授業でのサークルでは、導入

時にインストラクションとして、展開時には子ども同士の意見交流として、また終末には振

り返りとして、色々な場面で活用されています。 

 特に印象的だったのは、サークル対話を行うにあたって課題になりがちな「対話のための

環境設定」についてです。秋山さんは、子どもたち自身がひとり１つずつ作った「牛乳パッ

クで作れる持ち運び可能なスツール」をサークルベンチの代わりに使用しており、実物を見

せながら紹介してくださいました。制作のための準備や作業はちょっと大変ではあるもの

の、子どもたち自身が自分のスツールをつくることでお互いに協力する場面も見られ、それ

ぞれのスツールに愛着も生まれる、というお話もしてくださいました。「必ずしもベンチを

置かなくても、教室に落ち着いたサークル対話のための環境をつくることができる」という

ことが多くの参加者に伝わったと思います。 

 また、月日を経てサークルでの子どもたちの様子が段々と落ち着いていく様子を動画で見

せてくださり、サークル対話に取り組もうと考えている方々にとって、はじめの一歩を踏み

出すきっかけになったのではないでしょうか。 

 

 

 



サークル対話からうまれる「わたしたちのきょうしつ」 

宮城県　　秋山　真一郎 
１　サークル対話で学んだこと 
　 昨年度，４年生２４名と一緒に，そして今年は６年生３１名と一緒に取り組んでいるサークル
対話。昨年度の子どもたちが３月２４日（修了式）に語っていたのは，「サークル対話を通して，
自分の意見を話せるようになった」「（行事や，学習の前などに）みんなの話を聞いて，がんば
ろうと思った」というようなことでした。周りには，友達の語ることをじぃーっと聞く仲間たち。
サークル対話で子どもたちが伝えているものは，「意見」というより「語り」なのかもしれませ
ん。 

２　きっかけは…（BEFORE） 
　いろいろな先生方の実践を知り，「自分の学級でもやってみたい」と思ったのがきっかけです。
最初に始めたのは朝のサークルタイム。今までの一般的な朝の会と違うことを始めることに戸惑
いがなかったかというと嘘になるけれども，やったら力になると思って始めました。 
　理由① 秋山だけでなく，子どもたちも全体が見渡せる。 
  ・「みんなが聞いてくれている，見てくれている」という思いがもてそう。 
　理由② みんなの前で何かをする機会がもてる。 
  ・普段の朝の会では，日直だけが活躍する（ことが多い） 
  ・サークルなら，両隣の人と話したり，ちょっとした発表をしたりしやすい 
　瑣末だけど大事な理由①：楽しそう 
　瑣末だけど大事な理由②：何かがおきそう 

３　こんなふうにすすめました 
　 ４月，机を後ろに下げて，いすでサークルをつくってみようというところからスタート。サー
クルベンチを置こうとも思ったけれど，久々の通常学級担任ということもあり，そこまで思い切
れませんでした。そこで教えていただいたのは「牛乳パックスツール」。ベンチじゃなくて，スツー
ルでよかったなと思ったのは，①「自分のもの」という感覚がもてる。②収納ができる。という
こと。特に，「自分のもの」感をもつことができたのは，子どもたちにとっても，私にとっても
大きかったです。 

４　サークル対話の危機 
　 サークル対話を続けてきて，最初のうちは，「話，聞いているのかな？」「人が話していると
きにおしゃべりするって何なの！」と，担任として葛藤しました。本当にこのまま続けていいの
かな？何か悪いところがあるのかな？と悩みました。 

５　危機をのりこえるのも対話から 
　 でも，そこで「せんせい」という立場で指導するのではなく，子どもたちの中に入って，一緒
にサークルタイムを楽しむことを大切にしました。そして，「今日，こんな場面があったんだけど，
どう思う？」とか，「今日のサークルでうれしかったことある？」などと話していく中で，自分
たちで，こういうふうにすると，互いに楽しめるということがわかってきたようです。



  〈サークル対話〉 

 

（２）河野正博さん（ 大阪府 小学校教諭 ） 

 

  

 小学校低学年での実践をご紹介くださいました。河野さんの教室には、クラス全員が座る

ことのできるサークルベンチが置かれており、対話の場を常設することで、「毎日」サーク

ル対話をすることができるようになったそうです。日々の繰り返しにより、「生活・学習両

面での対話の機会が保障され、子どもたちが主体となる活動が促進されていく」という過程

がよく伝わってきました。３９人の教室にサークルベンチを置いた実践をされたため、「３

９人でも学習環境をつくることができたので、これから４０人でもできるという妙な自信が

もてた。」と笑って話してくださいましたが、先生の机を置くのは諦める、給食用の机も利

用する、などの工夫もされていました。そして、べンチを導入したことで「毎日やるしかな

い」という覚悟も決まったそうです。 

 １学期のはじめは、サークルに「座ること」からのスタートで、最初はビクビクしていた

子どもたちも、毎日じっくりゲームやペアトークを繰り返すことで、「ここにいて良いん

だ」という気持ちも高まり、２・３ヶ月経つと「先生に向けてしゃべる」という姿から、

段々と「みんなに向けて話す」という姿に変化する様子も見ることができたそうです。 

対話が豊かになることで教室が安心安全な場になり、自立的・対話的な関わりが教室の文化

になっていく過程には、サークル対話は大きな土台になっているとのことでした。 

 印象的だったのは、週末の催しの様子です。子どもたちが自分たちで企画したという楽器

演奏や自作のラップを、サークルの中心で発表している動画を見せてくださったのですが、

子どもたちが自信をもってその場に立っている姿を見て、１年生でもここまでできるのだな

ぁ、と感じさせられました。周りの子どもたちが関心をもって見たり聞いたりして、その場

やその時間を大事にしている空気も伝わってきました。教師が、ただ単に「輪になって何か

を話す時間」や「自分たちで考えたことをやらせる時間」を設定するだけでは、このような

子どもたちには育たないでしょう。河野さんが、粘り強く毎日対話の場を繰り返し設定し、

子どもたち一人ひとりの発言や表現の根っこにある“存在”に常に優しい眼差しを向け、大き

な懐で個を受けとめようとしていることが、教室の温かさや明るさに繋がっているのだろう

と思いました。 

 そして最後に、「今年は大人の事情で教室にベンチを置けなくなった」ということもご紹

介くださり、「現在では、ベンチがなくても、サークル対話はできる」と実感している、と

いうお話も印象的でした。 

 

 



サークル対話 実践報告                      
大阪府高石市立 羽衣小学校 河野正博 

 
《キーワード》 毎日あること、積み重ねること 子ども同士の直接の対話 
 
⑴ サークル対話の実践 
① 朝と帰りのサークル。 

 毎朝、サークルベンチに集まります。

まずは、近くの人とおしゃべり。テー

マは、「昨日、何してた？」。その後、

みんなでシェアタイム。今日の連絡や

相談をして、終わりです。 
② 学び・ふりかえりのサークル。 

 授業の導入の問いかけ、グループで

の発表、体験したことの感想、行事の

ふりかえりなど、サークルになって、

ゆっくり対話しています。 
③ 小さな催しのサークル。 

 一週間に体験したこと、印象に残ったことなどを、サークルになって話します。劇をしたり、

音楽の演奏をしたり、お楽しみの出し物をしたりして、週末を小さくお祝いしています。 
 

⑵ サークル対話の効果、よかったこと 
① 安心・安全な場づくり 

 サークルでは、クラスネームで呼び合っています。話を聞き合い、笑い合うことが、毎日繰り

返されます。近くに座る、いろんなペアをつくる、対話する。その積み重ねが、クラスを親和的・

家族的にしていき、少しずつ安心・安全な場所へと変えてくれます。 
② 友だちとのつながり 

 思わぬ発想を持った友だち、同じ課題を、違う視点で話す友だち。肩を寄せ合いながら行う対

話の中で、子どもたちはお互いに学び、つながりを深めていきます。こうしてできる関係が、自

立的、対話的に学び合う授業の土台になっているように思います。 
③ クラスの状況がよく分かる。 

 サークル対話の中で、⒈子どもたちが安心して参加している。⒉友だちの話を大切にしている。

⒊対話を楽しめている。こんな姿があると、自信をもってクラス活動を進めることができます。

一斉授業でなくても、個別学習を進めていても、一見、クラスがバラバラに見えても、「大丈夫！」

と思うことができます。また、逆にサークルの雰囲気が変な時には、子どもたちの間で何かあっ

たのかなと気づくこともあります。 
④ 話すこと、聞くことの大切さとスキルを学ぶ場。 

 教師は、友だちの話を大切にする聞き方やみんなに話しかけるタイミングなどを、子どもたち

の輪に寄り添いながら、対話の中で、実践的に、そっと教えることができます。 
⑤ 対話的な関わりが、教室の文化となっていく。 

 無理なく、平等に、参加する。対話の中で、子どもたちが決め、創っていく。そんな教室の雰

囲気がつくられていきます。これまでの自分の教室では、教師は、決める、話す存在で、子ども

たちは、見て、聞いて、受け取る存在でした。それが当たり前でした。大きな転換です。 
  
⑶ サークル対話を行う難しさは？ 
① 教室のスペースの問題。サークル対話は、毎日あること、何度も積み重ねることで、効果が出て
くる実践です。そのためには、クラス全員が、いつでも、すぐに集まれる場所が必要です。サー

クルベンチは、サークル対話を行う上で、強力なツールとなりました。ベンチのおかげで、子ど

もたちがとても集まりやすく、話しやすくなりました。また、授業の中で、ベンチはさまざま交

流の場となって、子どもたちの学びを促進させました。ただし、ベンチの置き場所には苦労して

います。クラス全員が、いつでもサークルになれる場所の確保は、なかなか難しいです。 
② 子どもたちの成長とともに、サークルも成長します。すぐに上手な対話ができるわけではありま
せん。子どもたちの成長を根気よく待ち続けようと思いますが、なかなかできません。 

③ サークル対話をはじめ、イエナプランをモデルに教室実践を行うとき、他のクラスや学年との統
一性、次年度との接続、保護者への説明など、いろいろと配慮が必要なことがあります。同僚に

も保護者にも、できるだけ説明する機会をつくり、理解を求めていきたいです。 



  〈サークル対話〉 

 

（３）若杉逸平さん（ 愛知県 高等学校教諭 ） 

 

  

 高校でサッカー部の顧問をされている若杉さんは、部活でのサークル対話の実践をご紹介

くださいました。教師としての日々に悩んでいた時に出会ったのがイエナプラン教育だった

そうです。自分が大事にしたいことは間違っていなかったんだな、という確信と共に、「違

いを認めあえる教育」「自尊心・自己肯定感の向上」「平和な世の中」を目指してサークル対

話を始め、練習や試合の振り返りをサークルで重ねました。まずは自分自身が変わること

だ、という思いからスタートし、大きなゴールとして「世界平和」という思いがあり、そこ

から考えた、子どもたちにこんな人になってほしい、というものとして、「自分の存在を大

切にできる人」「他に対しても大切にできる人」という思いを語ってくださいました。 

 それらを実現すべく、部活動での時間に、子どもたち同士で「違い」を尊重した対話を進

めることで、自主的な活動ができるチームへと育っていったそうです。最初は子どもたち

も、今まで経験したことがないことだったので、少し戸惑いはあったものの、「違いを大切

にしよう」「一人ひとりが対話を繰り返していこう」「顧問は管理者ではなく観察者である」

ということを子どもたちに伝えてスタートしたそうです。 

 具体的には、練習メニューを自分たちでつくる、練習の合間に話し合う、練習後は振り返

りをして次に活かす、試合の前にサークルで話し合う、試合の合間、試合後の振り返りをし

て次の試合に活かす、というようなことを繰り返したところ、「楽しくやっていると、勝つ

ことも増えてきた。」と実感できるようになったそうです。 

 ユーモアたっぷりでお話をしてくださった若杉さんが「自分にもできるのかなぁ？」と感

じている方に伝えたいポイントが「B.L.T」。もちろんサンドイッチではなく、Believe、

Learning、Timingの頭文字です。「自分自身も子どもも仲間も信じ、教師自らも学び続

け、学期や学年の変わり目などの新しい実践を導入する良いタイミングをねらってトライし

ましょう！」というメッセージに、「サークル対話をやってみたい！」と感じた参加者の方

も多かったのはないでしょうか。 

 

 

 



「サークル対話」を実践に生かして
　若杉逸平

○話の流れです。

はじめに

１　自己紹介

２　イエナプラン教育との出会い

３　出会った時の気持ち

４　自分の目指す先

５　イエナプラン教育の要素を用いて、なってほしい子どもたち像

６　１歩ふみ出せた日

７　私の教育実践

最後に

○参考資料です。（部員に配布したもの）

信頼関係を基にしたチームづくり　～「サークル対話」を用いて～
≪目標≫　

【自他ともに尊重できる関係をつくろう】
メンバー同士、又はメンバーとグループリーダー（顧問）との間の、互いに相手を「人として尊重しあう関係」

≪大切にすること≫
　
自分の立場や考えを、勇気を持って述べる
　自分の役割に責任を持つ
自分の利害とグループ全体の利害の間のバランスを求める
　他の人に対して敬意を持って接する
　　他の人の気持ち（感情）や意見に配慮する
　　　

・メンバーが自発的に、そして率直に発言しあうことのできる場を確保しよう
・互いに説明し意見を形成しよう
・参加者はみな平等な関係にある
・得られるものを喜んで受け入れよう

≪形式≫
　
円形（車座）になりお互いの顔が見あえる状態になる（お互いの顔を見て話をしよう）
サークルにはグループリーダー（顧問・キャプテン）も加わり、メンバーの対話のファシリテーターの
役割を果たします
　　注）対話・・・会話とは違い、「意味」を共有するもの

お互いの人格を認めあい尊重しあう関係がないと成り立たないもの
　　　　ファシリテーター・・・対話を促進・援助する者。メンバーと同じ目線で存在する位置にある　　　



  〈ブロックアワー〉 

 

（４）石元周作さん（ 大阪府 小学校教諭 ） 

 

  

 自立的な学習づくりを目指した、小学校高学年算数の取り組みをご紹介くださいました。

１学期は、サークルベンチを導入して始めた毎日のペアトーク、同じ本を読んで語り合うペ

ア読書や自分で作品（物語）を書く作家の時間（ライティングワークショップ）などの活動

を通し、徐々に子どもたちのつながりができていったそうです。  

 石元さんは、国語で徐々に一斉授業を手放していくことができたのだから、算数もやって

みよう！と、既に実践されている方の助言を参考に２学期から始めてみることにしました。

しかし、急に一単元まるごと子どもたちに任せるのは難しいので、まずは取り組みやすい４

〜５時間のものからスタートしました。子どもたちに最初に配ったのは、「自立した良き学

び手となるために〜算数編〜」という資料です。ここには、「自分たちで学ぶこと」「お互い

に高めサポートし合うこと」「新しい友達関係にチャレンジし、誰とでも学びの場をつくっ

ていくことができること」「良い結果を出すこと」などの目標が書かれています。また、自

立学習の計画表の他に、ノートの書き方や学習を進める上で参考となる項目が書いてある資

料も配りました。石元さんは振り返って、ご自身の不安もあり「注意事項」が多目だったか

もしれないとおっしゃりましたが、子ども達の自立を少しずつ促すための丁寧さを感じまし

た。 

 自立学習の様子が分かる動画では、黒板に貼ってある答えや解き方を見に行く子、ホワイ

トボードを使って友達に解説する子、一人で学ぶ子、数名の仲間と一緒に学ぶ子等、学び方

は様々でしたが、目的意識をしつかり持って授業に取り組んでいる様子は共通していまし

た。はじめは戸惑いもあった石元さんですが、子どもたちの様子を見ていくうちに、「子ど

もたち同士でやれる」という実感を持つことができたそうです。自立学習を始めてから、一

斉授業と比べて圧倒的に子どもたちを丁寧に見られるようになり、何よりも子どもたちが意

欲的になったことが大きいと感じているそうですが、同時に課題も見えてきました。それ

は、時間内に課題を終了できなかった子がいたことです。石元さんは悩んだ末に、「子ども

にとって必要ものは全て教育資源」という助言をヒントに、一斉授業のコーナーも設け、

T.Tの方と協力して授業を進めることにしました。子ども達に全て任せることだけが自立を

促すことではない。では自立的な学習とは何か？と試行錯誤し続け、先生が何を大切にして

いるのかということを子どもたちに伝え続けることも重要であるという言葉が印象的でし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



イエナプラン教育全国大会	 資料	 	 	「自立学習」  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 大阪市立塚本小学校	 	 石元周作 
 
１．イエナプランとの出会い	

	 ２０１１年ごろ、ちょんせいこさんと岩瀬直樹さんが提案されている「信頼ベースの学級ファシリテーション」

を知り、感銘をうけ、実践を始めました。そこから関連することを調べていく中で、イエナプランのことを知り

ました。そして、イエナプラン関西支部の学習会でリヒテルズ直子さんのワークショップに参加し、岩瀬さんの

実践の源流をみた思いがしました。「自分の実践に取り入れることができたら・・・」と強く思いました。 
	 ペーターセンの「罰や恐れ、強制によって生み出される（よい行動）というものは、一人の人間である子ども

の個人的な生においては何の意味もないものであり、社会にとっても意味のないことである」という言葉を知っ

て衝撃でしたが、それと同時に「そんなことが公教育でできるのか」と心が大きく揺らぎました。 
２．自立学習実施までの道のり	

	 様々な方の実践を参考に、子どもが意欲的かつ主体的に活動する授業作りを模索していました。子どもたち 
に授業を任せていく時間を増やしたいと思いつつ、もともと何事にも不安が強い自分の性格もあり、任せること

ができない状況が長いことありました。しかし、「信頼ベース」の細々とした実践で、少しずつ手応えを感じて

はいました。また、3年前から実践した「ライティングワークショップ」では書くことが苦手な子でも好きにな
っていく姿を見ました。このような実践ができたのは、 

①学年主任の方の理解があったこと  
②自分が子どもだったら、「楽しい、やりたくなる」だろうと思い、それを提供することのワクワク

感があったこと  
が考えられます。スタートさせるには勇気がいりますが、不安と期待感が半々だったと思います。 
そのような５年ほどの流れがあり、昨年（５年生担任）の 1学期で、子どもたちの関係性がやわらかく、温か

い関係になっていたと感じていたので、２学期から算数で自立的な学習をスタートさせました。 
３．自立学習を実施してから	

	 「算数プロジェクト」という名前で、単元の計画表をもとに、自分で進めていく方法をとりました。わからな

い時は、友だちに聞き、解決していくようにしました。子どもたちは、最初は不安だったようですが、単元の終

わりには「自分たちでできる」という達成感を感じた子が多くいました。Ｍくんは、「自分たちだけで算数をや

っている」ことが言いたかったらしく、校長先生に「見に来て！」と声をかけていました。 
	 しかし、時間内に終わらない子もでてきたのが、悩みでした。そこで教室の一角を一斉授業コーナーにし、時

間数ごとにきっちり進むようにすると幾分解消しました。また、子どもたちが集中できない時や、私語がうるさ

い時もあり、注意、叱責が増えることもありました。ただ、一斉授業よりも圧倒的に違うのは、子どもたちが意

欲的になったこと、算数が好きになったことです。年度末の振り返りでは、好きになった教科は７割くらいの子

が「算数」をあげていました。 
４．今後の展望	

	 やはり、「やってみないとわからない」ことも多いので、できうる限り挑戦したいと思います。また、一斉授

業での課題があるように、自立学習でも課題は出てくるし、全てがうまくいくわけではないと思います。子ども

の様子を見ながら、「自立」的な学習とは、どういうことかを考え続ける必要があると思います。「環境設定をし、

子どもたちに任せて何も言わない」ことが自立につながるわけではないと今は思います。ただ、「任される」経

験は絶対に必要だと思います。 
 



  〈ブロックアワー〉 

 

（５）服部秀子さん（ 愛知県 小学校教諭 ） 

 

  

 「できることを超えた教育者が求められている。」服部さんは、2015年夏季オランダ研修

に参加した時に、現地の校長先生のこの言葉と出会いました。大変感銘を受け、帰国後に研

修での経験を語っていた時に気がついたそうです。「イエナプラン教育の良さを語るには、

何より日本での実践が必要なのだ」と。その第一歩を踏み出せたきっかけは、すでに自立学

習を日本で始めていた先生の「自立学習計画表」を見たことでした。計画表をシェアしても

らったその日の夕方には、服部さんの計画表が完成したそうです。  

 自立学習を始めるにあたって、服部さんは、何故このような学習スタイルをとるのか？と

いう「あり方」の共有を子どもたちとしました。そこからの１週間は、てんやわんや。とい

うのも、計画表が小学１年生には少々ハードルの高いものだったからです。服部さんは毎週

毎週、計画表をリニューアルしていきました。目の前の子どもたちを見て、子どもたちに合

った計画表に修正していったそうです。（最初の計画表が①、５ヶ月後が②※レジュメ参照）

子どもたちが取り組む課題は、必修課題と自由課題の２種類です。１年生の計画表は「何

を・いつ・どこで・どれくらい」という４つの項目を意識して作成されています。５年生

は、そこにプラスして「誰と・なぜ・どのように」という項目が加えられ、教科を超えた学

力別の観点「読解」「作文」「漢字」「計算」を示し、基礎学力を高めることで学力を伸ばし

ていこうという事も伝えているそうです。高学年になると学力の差が幅広いことから、服部

さんは４〜６年生の問題集を購入し、それを全部ラミネート加工（裏に解答有）すること

で、その子に合った学習ができる用意もしています。これは子ども達に大変活用されている

ということでした。また、到達度や習熟度は、テストのような形でカルテを作成し（必修課

題から問題を出題）、子どもたちが自分自身の状況を把握して振り返れるようにしているそ

うです。 

 服部さんは、目の前の子どもたちと真摯に向き合った時「どうしたらいいんだろう？」

「この先どうなっていくんだろう？」という問いを持ち続けることになると言います。しか

し、この答えがない問いに向かっていくことこそが学びであり、楽しい時も苦しい時もある

けれど、同じような教育に対する想いを持っている人々と協働してより良いものを創ってい

けるはずだ、と力強いメッセージを投げかけてくださいました。 

 

 

 



①　カリキュラム　（終わったらチェックをしよう）

教科 目標

木

②　プラスα（やったら色を塗ろう！） 金

読解
（赤）

作文
（青）

漢字
（黄）

計算
（緑）

社会
（茶）

算数
（水）

理科
（ピ）

その他
（肌）

活用
（オ）

先生から

音読 作家の時間 ドリル ドリル 音読 教科書 教科書 さいほう みんなの問題

新聞記事要約 視写 辞書 教科書 ミニドラ 顕微鏡 カルテの勉強

問題シート 意見文トレーニング 問題シート 問題シート 問題シート 問題シート 問題シート 英語問題シート

イエナプラン教育　全国大会　実践発表資料　　　小学校教諭　服部　秀子

【　自立学習　】   　　7月4日～8日

月 火１ 火２ 木 金

名前（　　　　　　　　　　）

国語 算数 社会 理科

計画のみ

国語の学習P２１・２２ 教科書　P61 ワーク　P４７やること

音読　P44～48
２回

教科書　P60 作業帳　P8 ワーク　P４６

計算ドリル　４１

カルテ（◎・○・△）

火

算数のミニ授業 

カルテ（１５分） 

① ② 

③ 



  〈ブロックアワー〉 

 

（６）馬野友之さん（ 埼玉県 中学校教諭 ） 

 

  

  自立学習の取り組みは、卒業生からの「先生の授業じゃなくなって勉強をする気を無く

した」との言葉から始まったそうです。感じ方によっては、大変な褒め言葉かもしれません

が、馬野さんにはそれが、自分の授業を見直す契機となりました。一斉授業で生徒の主体性

を削いでいるのでは？自信をなくさせているのでは？学び続けることを伝えられてないので

は？と考え、もっと違うスタイルの授業のあり方を求めるようになりました。マルチプルイ

ンテリジェンスの考え方から、自分の授業が、その内の言語知能能力である「話を聞く」

「ノートを書く」という部分しか活用できていないのではないか？や、人はそれぞれ多様な

能力を持つのだから多様な学び方が必要なのではないか？とも考えました。そして、2015

年 11月、これまでの授業の方法を手放しました。 

自立学習に取り組むに当たっては、レジメに整理されているように、様々なハードルを感

じてはいました。しかし、「とりあえずやってみたら」という助言を受け、スタートし、少

しずつハードルを越えていったそうです。 

 中でも驚かされたことは、カリキュラムが１ヶ月も前倒しになるなど、一斉型中心の授業

よりも効率が上がったという報告でした。ポイントは、自立学習シートの活用にあります。

シートでは、①その単元で学ぶ内容の目的・目標を明記し、生徒と共有する。ここでの目

的・目標は学習指導要領を活用します。②その単元で必ずする具体的内容を示す。ここで

は、教師自身が基礎的内容を十分に精選することになります。中学 3年生担当だった馬野

さんは、全国の入試問題を分析し、課題にそれを組み込む工夫もしたそうです。③他にやれ

そうなこと（発展的・補充的内容）を示す。この項目があることで、生徒の自己選択・自己

決定の機会を増やすことができます。④学習計画とその振り返りの項目の表を設ける。ここ

に、生徒自身が自分の計画とふり返りを書き込みます。これをもとに、馬野さんは生徒全員

と１対１の面談を実施し、個々の生徒のつまずきや悩みを聴いたり、学び方のアドバイスを

したりすることができたそうです。これらが有効に働き合って、生徒たちの学習意欲を高

め、学びを主体的にし、授業の効率を高めたと考えられます。 

日本地図パズルや歴史人物カルタ、地球儀、ホワイトボードセット（４０組）などを教室

に用意し、多様な学び方ができるようにもしました。さらに、「先生の説明も欲しい」とい

う生徒に応え、説明動画の配信もしているそうです。 

 このように、生徒一人ひとり、同僚職員や保護者との関係性を大切にしながら、良い教育

をめざして学び、チャレンジする馬野さんの取り組みは、学ぶことが多く、感銘を受けまし

た。 
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埼玉県公立中学校	 教諭	 馬野友之 

１	 なぜブロックアワーをしようと思ったのか	

（１）高校生になった卒業生の言葉がきっかけ 
	 ・「先生の授業じゃないから、現代社会とか勉強する気なくしました。」「もう１度、中学生に戻 
	 	 って、先生の授業を受けたいです。」最初は嬉しかったが・・・。 
	 ・高校で、自ら学び続けることができる生徒を育てていないことにショック 
	 ・自分の授業を面白いと思ってもらうために、僕は授業をしているのだろうか？	 違う！！ 
（２）職員室での会話に対する違和感 
	 ・隣の生徒に「ねぇ、今の先生の説明どういうこと？」と、聞いたら「おい、私語するな！」 
	 ・そのような指導をしていながら、「なぜ、あんなに生徒たちは挙手をしないのだ？」 
	 「今の生徒たちは、自主性がない！やる気がない！」「内申に関わるよ！と言っても、 
	 手を挙げないんです。ほんと、ありえません。」という職員室の会話 
（３）平和な世の中をつくりたいという思い 
	 ・一斉授業で、分からない経験を積み重ねさせることで、自分で学ぼうとする力を削いでいる。 
	 	 生徒の自信を無くさせる授業に何の意味がある。それで平和な世の中ができるのか。 
	 ・自信を無くすことが、自分や人を傷つけることにつながるのではないだろうか。 
	 ・もっと助けてもらったり、人とつながったりすることが自然にできるような生き方を 
	 	 身につける方が知識を身に付けるよりも一人の人間として大切。学んだり課題を解決 
	 	 したりするためには、人の力をかりるのが効果的だということを学んで欲しい。 
（４）中学校という時間的な制約があること 
	 ・放課後は部活動のために、勉強が苦手な生徒を見てあげられる時間が少ない。だから、授業の 
	 	 時間内で勝負するしかない。 
（５）マルチプルインテリジェンスを知ったこと 
	 ・多様な学び方があってよい。今まで自分がやってきた一斉授業は、「話を聞く」「読む」「書く」	

	 	 という特定の能力に長けている生徒に有効的だっただけなのではないだろうか。	

	

２	 どうして、小さなハードルを越えることができたのか。	

（１）カリキュラムが遅れることへの不安	

	 ・５〜１０分で授業のポイントだけを伝えた(ミニレッスン)自然と教える内容が精選	

	 ・入試の過去問を分析した（埼玉県、日本全国）	

	 ・カリキュラムは以前よりも、一ヶ月前倒しで進むようになった。子どもたちは、もっとできる	

	 	 というのを目の当たりにした。できる生徒を一斉授業でおさえつけていたという実感。	

	 	 ➔とりあえずやってみたら、カリキュラムは遅れるどころか、早く進んだ。	

（２）できない生徒、やらない生徒が目立つ	

	 ・最初の１〜２ヶ月は、そういう子を見てイライラしていた。できない生徒、やらない生徒は私	

	 	 語やちょっかいが止まらなかったから。でも、彼らの行動には理由があるはず！	

	 ・そのような生徒が一斉授業よりも明らかによく見えるようになったので、対応策を考えること	

	 	 ができるようになった。（例）全員面談の実施、学び合い、勉強法のアドバイス。	

	 	 ➔今までは、できない生徒、やらない生徒を見ないように「自分に目隠し」をしていたのかも	

	 	 	 れない。できない生徒、やらない生徒が顕在化することで、対応策を生徒と一緒に考える時	

	 	 	 間が増えた。一緒に授業を作っていく感覚が、楽しい。	

（３）受け身で学びたい子にとって、苦痛ではないのか	

	 ・確かに、「先生の話をもっと聞きたい」「話を聞くと分かりやすい」という生徒はいる。	

	 ・そのように学ぶ学び方も尊重したい。	

	 ・授業のプリント１枚につき５分程度で説明している動画を iPhone で撮影して youtube にアッ	

	 	 プロードした。学校のタブレットでも見られるようにした。	

	 	 ➔安心して受け身で学べる場を作ることで、解決できた。	

（４）管理職や同僚の理解を得られるのだろうか。	

	 ・社会科だよりを１学期で１０号、学級通信を１学期で５１号発行。自分の思いを普段から、管	

	 	 理職や同僚に発信している。積極的に、他の同僚の学級通信をもらって学ぶ姿勢を見せる。	 	

	 ・生徒たちとの面談の様子を伝えて、各担任の先生に、その生徒に合ったおすすめの勉強法を共	

	 	 有する。	

	 	 ➔思いを知ってくれることで、任せてくれるようになった。	



  〈ブロックアワー〉 

 

 

（７）小林隆介さん（ 東京都 中学校教諭 ） 

 

  

 中学校で英語を教える小林さん。大会当日の実践報告は、参加者同士にペアトークを促す

ところから始まり、一気に会場全体が活気づきました。小林さんは、２００８年から自立学

習的な取り組みを始めました。小林さんの自立学習へのチャレンジは、前任校が統合される

前の第１期と現在の学校に異動後の第２期に分かれます。第 1期は、サーキットトレーニ

ング（原田隆史氏提唱）を授業に取り入れるところから始まりました。この学習は、時間で

区切って５種類の英語活動を行うものです。何を学ぶかは班ごとに決定して取り組みます。

教師はタイムキーパーとなって進めていきますが、英語が苦手な生徒は反復練習ができ、得

意な生徒も短時間の取り組みなのであまり飽きることがありません。 

 また、サーキットトレーニングが終わったら小林さんの説明の時間や個人の課題に取り組

む時間があります。小林さんは第 1期の活動を通して、まだまだ一人一人の学びに寄り添

えるのではないかと考え、それが今年の４月からの第２期へと繋がっていきました。自立学

習シート（岩瀬直樹氏作成のものを参考）を使い、はじめの１０分は講義、残りは自立学習

という形で生徒に任せ、教師は個々の生徒の学習到達度や進捗状況を見ていきます。 

 今回小林さんは、まずは『できることから』という取り組みを多々私たちに紹介してくだ

さいました。教科通信の発行、生徒がチャレンジできるようにファイリングした沢山の教材

プリント、英語室が無かった前任校では、大量の教材を大きなワゴンで運ぶこともしたそう

です。また、最近は生徒が繰り返し学ぶことができるように作成した動画の披露もあり、実

践報告は終始楽しい雰囲気に包まれていました。生徒の感想や定期考査の結果など、実践の

成果や、今後の課題、改善点の共有により、自立学習に魅力は感じつつも１歩踏み出せなか

った方々への、ワクワクした後押しになったのではないかと思います。 
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小林 隆介 

 

Ⅰ．なぜブロックアワーをしようと思ったのか？ 

 １．自立し学習する生徒（学びの責任、目的目標、現状、計画、実行、振り返り）を育てたいから。 

 ２．全員の学力を上げたいから。（マルチプルインテリジェンス・学力差） 

 ３．イエナプランにあこがれがあったから。（とにかくマネしてみたい） 

 ４．学習することは楽しいことだと体験してほしいから。（学習を通じて感動した体験を自信に） 

 ５．自分も学ぶときに、自分のペースで学んでいるし、学び方を選んでいるから。 

 

Ⅱ．どうして小さいハードルを越えることができたのか？ 

 ハードル１：「自分にもできるのだろうか？」 

 ・人のマネをした（岩瀬直樹先生、田尻悟郎先生） 

 ・とりあえずやってみた（できることから始める、環境整備、try & errorの繰り返し） 

 ・どうしてこのように学習するのかを伝えた（教科通信、掲示物、授業中に止めて価値を伝える） 

 ・学習の目的、価値、方法を理解していると、自分から学習できる（子どもも大人も） 

 

 ハードル２：「自分の生徒にもできるのだろうか？」 

 ・少しずつできることから始める（できたらシェアする、ほめることとは少し違う。学習をしていて 

  「すごい・えらい」ということではなく、学習のあり方として価値があるかどうかを伝える） 

 ・思いを伝える（本来学びは楽しい、自分の実体験、岩瀬先生の「スーパーマリオの話」） 

 ・反発はある（「教えてほしい」生徒、毎回の振り返りシート、対話する、教師が変わる） 

 

 ハードル３：「保護者からのクレームが来たらどうしようか？」 

 ・同僚の理解（「色々な教え方がある、私も過去に言われたことがあります」と話した同僚） 

 ・保護者のクレーム＝生徒のクレーム＝生徒の不安（教師が変わる、対話する、個に応じた対応） 

 

 ハードル４：「同僚に理解してもらえるか？」 

 ・異動１年目、働きやすい職場を作る（常に上機嫌、朝一番に登校、対話、同僚の興味関心を知る） 

 ・他の仕事を進んで行う（電話を取る、事務さんの依頼、他の教員の手伝い・採点・ 

 ・仕事をする・提案する・長所発揮（学年だより週１、学級通信、週・学期予定、掲示物） 

 

 ハードル５：「生徒の力になるのか？」 

 ・わからないからデータを取る（ペーパーテスト、パフォーマンステスト） 

 ・まだ見えていない（中間考査からの反省点と改善点） 

 ・イメージはある（子どもが学びのオーナーシップをもつ） 

 ・生徒の感想 

 「毎日自分から机に向かうことができるようになった」 

 「授業があった日は帰ってから英語の勉強をするようになった」 

 「教科書を持って帰って家でも勉強するようになった」 

 「英語のことで助け合えるようになり、友達と課題を乗り越えることですごく達成感があった」 

 「授業中に友達に話しかけて言葉を言うことも、最初は自分から行くのは少し嫌でしたが、自分から 

  行ってジェスチャーもつけられるようになった」 



４．分科会報告 

 

  

分科会では、午前の部の実践発表を受けて、参加者それぞれがどのように感じ、今後に何

をつなげていくのかを深めるための時間として、参加者全員が３つのグループに分かれ、い

くつかのテーマについての対話に参加しました。 

 分科会前半は「サークル対話」、後半は「ブロックアワー」をテーマにし、それぞれ２０

の原則と絡めながら進めました。どちらのテーマも、「グループリーダーの役割」について

考え、「サークルに入れない子どもがいることについてどう考えるか」や「自立した学びと

は何か」「学習環境をどのようにつくるのが良いのか」など、いくつかの問いについても話

し合いました。今回は教師ではない方々の参加者も多かったため、参加者同士の交流ができ

たことはとても良かったと考えております。 

 事務局としては、実践を「どう行うのか（やり方）」ということばかりに目がいってしま

う前に、「何を目的とし、何を大切にしたいのか（あり方）」について考える場をつくりたい

と思い、このような分科会を設定しました。しかし、「もっと実践発表をした人たちに質問

したり、意見交換したりしたかった」というご意見もいただきました。改善点を検証し、今

後の運営に活かしていきたいと思います。 

 



 

   



 

 

《寄稿》 

１０年の歩み〜〜〜つながり、助け助けられて〜〜〜 

 

特別顧問 リヒテルズ直子 

 

 日本イエナプラン教育協会の全国大会が盛会のうちに終了したとの報告を受け、日本でのイ

エナプラン教育普及の歩みを振り返り、大変感慨深く思っています。 

 ２００６年にオランダのイエナプラン教育についての日本で初めての書籍として拙著「オラ

ンダの個別教育はなぜ成功したのかーーーイエナプラン教育に学ぶ」を上梓して以来１０年。

１０年後に、日本イエナプラン教育協会の全国大会が開催されるまでに成長することを、当時

誰が想像できたでしょうか。全国大会の開催は、次の１０年に起きる新しい飛躍のための土台

ができたことを意味しています。 

 イエナプラン教育は、人と人との違いを障害としてネガティブに捉えるのではなく、むしろ

ポジティブに受け止めることに根ざしたインクルーシブな市民社会の建設を目指しています。

ですから、イエナプラン教育を普及させるということは、地球規模での人間社会の健全な発展

に向けて、お互いの文化や伝統の違いを乗り越え、お互いを尊重して協働する志を持つ人々の

ネットワークを広げることと同義であるとも言えます。 

 この１０年の歩みを振り返り、これからの１０年に向けた所感を述べたいと思います。 

 

これまでの１０年：支え合い、つながって 

 

 １０年の歩みは、何よりも、イエナプラン教育への熱い思いに根ざしてその普及に貢献して

いる、オランダと日本で私が出会った多くの方の力に支えられたものでした。 

 私がオランダ・イエナプラン教育の存在を知ったのは１９９０年台の後半。冒頭の拙著を刊

行するまで、まず、ご自宅にまで押しかけて行った私を快く受け入れ、書棚から、また、執筆

中の原稿に至るまで、貴重な資料を惜しむことなく提供してくださったケース・ボット先生や

アド・ブース先生、２週間の参与観察を受け入れてくれたウーフストヘーストのイエナプラン

校の教職員の皆さん、絶版になっている書籍や資料を貸してくださったオランダ・イエナプラ

ン教育協会の会長ヤープ・メイヤーさんなどに、言葉では言い尽くせないほどお世話になりま

した。さらに、刊行後は、今や日本でもすっかりお馴染みの、JAS のフレーク・フェルトハウ

ズさんやヒュバート・ウィンタースさん、そして、アナザースカイで有名になったドクター・

スハエプマン小学校のリーン・ファンデンヒューヴェル校長が、私の日本での普及努力に進ん

で協力してくださったおかげで、日本に初めてオランダ・イエナプラン教育の専門家たちを上

陸させることができたのでした。 



 

 

 それでも、イエナプラン教育の普及は思いのほか進まず、しばしば挫けそうになる私に、オ

ランダの恩人や友人たちは、私と伴走し、常に励ましの言葉をかけ続けてくれました。ケー

ス・ボット先生には「いいんだよ、イエナプラン教育という名前が広がらなくても、、、要

は、子どもたちを一人ひとり大切に育て、探究心を育む教育が広がることなのだから」と諭さ

れ、フレークさんには「イエナプランナーはあきらめないんだよ」と微笑んで肩の力を抜いて

長丁場の仕事に取り組むことを教えられました。ヒュバートさんは「ターゲットを見据えて、

下からステップを一つずつ達成していけば、いつかは目的にたどり着ける」と教えてくれまし

たし、日本から何度もやってくる視察団を案内しながら、ふと「一体いつになったら本気でイ

エナプラン教育をやってくれる人が日本に現れるのかしら」とこみ上げる涙を抑えきれずに愚

痴をこぼす私に、そっと肩を叩いて微笑んでくれたのはリーンさんでした。 

 皆、自分の道を固く信じて生きることが時には決して容易ではないことを知っている人た

ち、社会の片隅にあっても頑固に信念を曲げずにいる人たちです。しかし同時に、こうして励

まされながら私が密かに感じていたのは、彼らがオランダで練り上げていったオランダ・イエ

ナプラン教育に共感して、日本でそれを広げようとしている日本人がいることを、誇りに思っ

てくれていたのではなかったか、ということでした。日本からの訪問客を連れて何度も訪れた

イエナプラン校で、ある先生が「日本から見に来てくれるから私たちも自分の実践を厳しく振

り返るようになった」と言っていたのを思い出します。 

 他方、もちろん日本でも、さらに多くの方が代償を顧みずに言葉では言い尽くせない努力を

してくれました。イエナプラン教育との出会いに希望を見出し、その日本での普及の必要性を

強く信じ、主体的努力をしてきた人たちです。 

 それは、教室で、私塾で、保育園で、家庭で、小さな集まりや勉強会でイエナプラン教育を

取り上げ、現場実践に取り入れる創意工夫を始めた全ての方に言えます。中でも、オランダ・

イエナプラン教育が日本でほとんど無名だった時から、ずっと私の日本での活動を支え続けて

くれた現会長の久保礼子さん、現理事の中川綾さん、田村悠子さん、幕内那菜さんの努力は特

記すべきです。仕事や家庭を抱えながらも、「自分の生活や子どものことだけではなく社会そ

のものが良くなってもらいたいから」という志に支えられ、時間も力も惜しまず、しばしば私

費を投じて重ねられた努力でした。以後、協会は任意団体から一般社団法人となり、新しい理

事たちを迎え、活動の基盤が一層強健なものとなり、それがこの全国大会の実現につながるこ

ととなりました。 

 

 

これからの１０年：オープンモデルの意味 

 

 今日、（オランダ・）イエナプラン教育は、日本の教育界でも１０年前に比べてずっと知名

度が高くなっています。イエナプラン教育を日本に紹介した私の書籍や、イエナプラン教育協

会が何を背景にして生まれたものなのか、一切知らない人たちが、オランダでの短期研修に参



 

 

加してこられるようになったことがそれを物語っています。 

 これは、素晴らしいことであると同時に、少し心配な要素も含んでいます。なぜならば、使

命感よりも「知名度」「流行」によってイエナプラン教育を学び始める人がこれから増えてい

くことを予想させるものであるからです。こうした人々が、真にイエナプラン教育の意義を理

解し、主体的に自分の頭で批判的に考え、クリエイティブにイエナプラン教育に関わるように

なるかどうかは、おそらく、日本における第一世代のイエナプランナーの姿勢にかかっている

と言えるでしょう。これまで日本のイエナプラン教育の普及を担ってきた第一世代のイエナプ

ランナーが、決して独善に陥ることなく、真のイエナプランナーとして、（新来の）他者の存

在を自分と同じように心から受け入れ、自分自身の信念や生きがいにしているイエナプラン教

育について、胸懐を開いて共に学びをさらに深化させること、それが、後に続く若い人々の心

に火を灯し、新しい世代のイエナプランナーを生み育てていくのだと思います。 

 イエナプラン教育の輪が広がり、関わる人の数が増えれば増えるほど、主流・亜流、正統・

非正統といった党派的対立が生まれやすくなることでしょう。そうした無意味な対立を避け、

ゆるやかにつながって、それぞれが、お互いの信頼に基づいて、自分の足元から地道に取り組

んでいく、、、オランダのイエナプランナーらが示した「オープンモデル」とは、そのための

ものでした。 

 スース・フロイデンタールは、かつて、８つのミニマムを示し、それをイエナプランナーが

共に目指して戦うべき＜目標モデル＞と呼びました。２０の基本原則やコア・クオリティも、

日々、教室で子ども達の教育に関わっているイエナプランナーたちが、人間や社会の理想像を

見失わないための目標モデルです。 

 「オープンモデル」は、この＜目標＞から大きく離れて、安易に妥協するためのものでは決

してありません。何もかもが自由であるのが「オープンモデル」の意味ではないのです。 

 俳句や短歌には規則・形式があり、作者がそれをもとに自分の心情のエッセンスを引き出そ

うと努力したその結果、素晴らしい表現に行き着きます。実際、何についても言えることです

が、誰からも何の制限も加えられず、法や規則の縛りもなく、何もかもが自由であると、私た

ちの活動はメリハリがなく工夫のないものとなります。何らかの条件、それも、＜理想の社会

を目指す＞という観点から生まれた条件によって、「自由」にタガがかけられる時、人は、頭

脳を駆使して創意工夫をしながら、この目標に少しでも近づこうと努力します。 

 例えば、「クラスの生徒たちの算数の点数を上げる」という目標が定められたとしましょ

う。教育方法が全く自由で、ただこの目標だけを達成すれば良いのであれば、私たちは、朝

晩、ドリルで子どもたちを強化訓練し、テストの練習をして、点数を上げるでしょう。でも、

イエナプラン教育はそこで、１．サークル対話を続けながら、２．異年齢の学級で ３．ブロ

ックアワーで子どもたちに自分で計画を立てさせて、４．ワールドオリエンテーションの探究

学習もやりながら、５.あくまでも子どもの発達段階やテーマに合わせ、など、２０の原則で

約束していることを条件として「それをやりなさい」と迫るのです。こうした条件を満たして

おかなければ、社会性や情緒が育たないし、自分で主体的に行動することができなくなるし、

身の回りのものに関心を持たない人間が育ってしまうからです。「オープンモデル」は、こう

した条件がイエナプラン教育の目指している理想の人間をつくるためにかけがえのないもので



 

 

あるからこそ、教員たちが自らの仕事にタガをかけ、自らに創意工夫を迫るのです。それぞれ

の教員が、自分の目の前にいる特定の状況の中の子どもたちを前に、その人が最大限の力を発

揮できるように「オープンモデル」があるのです。 

 「オープンモデル」を何でもありの自由気まま、２０の原則のうち、どれか幾つかはできる

がどれかはできないと放棄してしまえば、創意工夫はなくなり、怠惰で妥協的なイエナプラン

教育が世の中に広がってしまいます。それは、日本のイエナプランの未来を閉ざし、普及運動

の危機の始まりとなることでしょう。 

 「オープンモデル」の中で努力を続ける時に、ぜひ思い出して欲しいのは、２０の原則にあ

る「タガ」は、決して障害ではなく、それを守ることが、結局は、教員の仕事を意義深い楽し

いものに変えてくれるものだということです。挫けそうになったら、どうか私がオランダのイ

エナプランナーたちに励まされた時の言葉を思い出してみてください。「イエナプランナーは

あきらめない」「一つずつステップを踏みながら自分が信じているビジョンに向かっているの

だ」ということを。 

 協会は、会員が何か利点を受けるだけの組織ではありません。イエナプラン教育協会は、と

もすれば孤立しがちな一人ひとりの協会員をネットワークでつなぎ、共に活動を支え合い励ま

しあうための組織です。一人ひとりが主体の組織です。 

 そして、次の全国大会からは、研究会だけではなく、みんなで一緒に楽しく遊んだり催した

りする時間を是非設けてください。遊びや催しは、他の何にもまして、人と人をつなぎます。 

 １０年後、今よりもずっと大きく堅固な日本イエナプランナーのつながりが、日本の学校と

人と社会を大きく変えていることを今から楽しみに待っています。 



６．会計報告

（収入）

項　目 内　容

一般（46人） 230,000

会員（28人） 126,000

合　計

（支出）

項　目 内　容

発表者旅費 ホテル代・新幹線代・JR（普通）代・私鉄代・地下鉄利用代（計５名）

事務局旅費 ホテル代・新幹線代・高速バス代（計５名）

施設費１ ウィンクあいち部屋代（振込手数料込）

施設費２ 備品（プロジェクター、マイク、パーテーション、スクリーン）

印刷製本費 用紙代

会議費 打ち合わせのための昼食・お茶代など（発表者、スタッフ用）

雑費 器材等運搬時駐車料金など

合　計

収支合計 356,000円　－　349,696円　＝　6,304円

349,696

7月31日【第1回日本イエナプラン教育全国大会】収支計算書

決　算

参加費収入
参加費　5,000円×46人＝230,000円
　　　　　 4,500円×28人＝126,000円

356,000

667

9,645

1,850

決　算

116,170

102,360

97,964

21,040

《大会実行委員》

日本イエナプラン教育教会理事・事務局、名古屋支部事務局


