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「身近なイエナプランを語り合おう」 
～「今まで」と「これから」をつなげる学びの時間～
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１　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 代表理事 土岐 幸司 
  

  
2021年8月22日（日）第6回日本イエナプラン教育協会全国大会が開催されま

した。 
  
昨年の全国大会は宮城支部の皆さんが準備をしてくださったものの、新型コロ

ナウイルスの影響によりオンライン開催となってしまいました。「来年こそは宮
城で会おう！」と2年連続、今回も宮城支部が全国大会の準備をしてくださいまし
た。ところが今年に入っても沈静化する気配はなく、今回もオンラインでの開催
に。「今年も宮城ではできないのか」と少し落ち込んだ雰囲気も当初はありまし
たが徐々にオンラインの良さに目を向け、宮城支部の特徴である誰もが率直な発
言ができる雰囲気で、全国大会を楽しく準備してくださったと感じています。 

  
前回までの全国大会のテーマはイエナプランの「４つの基本活動」（対話・遊

び・仕事・催し）が元になっていました。それが一段落し、今回はテーマの設定
自体から支部にお任せしました。「それ、面白いね」「なんかひっかかるんだよ
なあ」そんな対話をしていく中で、「イエナプランってどこか遠くに正解としてあ
るのではなくて、私たちの近くにあるちょっとしたこともイエナプランとして見
直せないかな」と宮城支部がテーマにしたいものが徐々に見えてきました。 

  
そして今回の全国大会では、「身近なイエナプランを語り合う」というテーマ

になり、参加者が「聞く」よりも、「対話をする」時間を多く持てるようにしま
した。午前の部では参加者同士の対話のきっかけとして「フィッシュボール（金
魚鉢）」という形式で、まず始めに協会や宮城支部の皆さん、イエナプランの実
践者がテーマを通して対話をする時間を設けました。 

  
フィッシュボールで印象的だったのは準備の際に、登壇者は「正しいことを言

いたい」という気持ちから離れて、リラックスして自分の言葉で話せるようにし
よう、と話していたことです。「身近なイエナプランを語り合う」というテーマ、
そして「正しいことを言いたい」という気持ちから離れるという言葉、これらか
ら宮城支部の民主的、草の根的な意思を感じます。そしてそれが見事に反映され
たイエナプランの全国大会となりました。
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 午前も午後も、参加者の方たちとたくさん話す時間があり「お久しぶりです
ね！」や「はじめまして。何をなさっているのですか？」という出会い、初めて
会ったのに問題意識が同じで驚いたり、嬉しかったり、良い刺激がたくさんあり
ました。全国大会終了後に表や裏方として動いていた宮城支部の皆さんと協会事
務局との振り返りの時間でも「全国大会を年に数回やりたい！」などの感想が出
て、大成功だったなと感じています。 

  
とはいえ少し気になった、私たち協会への宿題のようなものもありました。今

回の全国大会はイエナプランの4つの基本活動の一つである「対話」の大切さを改
めて示してくれました。参加者一人ひとりに、語るべき、他者にとって価値のあ
る経験や想いがあるとあらためて感じたと同時に、今までイエナプランを通じて
知り合った方の中で、今回参加されてない方たちの顔が思い浮かびました。ぜひ
このような対話の多い時間の中で、今まであったこと、取り組んできたことなど
話を聞きたいという思いを抱きました。そういう時間を共有することで、忘れて
いた気持ちを思い出したり、クリエイティブな発想が生まれたり、そこからまた
明日の活力を得るものです。 

  
生活の忙しさや、興味関心のうつろいのある中で、協会や支部がいつでもふ

らっと戻ってこられるオープンさを持つこと。そしてプラスアルファとして、昔か
らの仲間には「久しぶりに話そうよ」と、そっと肩を押すような能動性を持つ必
要性も、全国大会が終わり感じているところです。 

  
最後に、温かい司会をしてくださった石垣さん、フィッシュボールでオープン

に対話してくれた名古屋の岩本さんや宮城支部の葛西さん、高橋さん、小野寺さ
ん、久松さん、八巻さん、藤坂さん、武山さん、協会の久保さんと岸野さん、裏
方でZOOMなどの操作をしてくれた秋山さん、平山さんと矢澤さんなど宮城支
部、協会事務局の皆さん、何より２回も全国大会の準備を引き受けてくださった
宮城支部の本川さん、そして参加してくれた皆様、感謝申し上げます。ありがとう
ございました。
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２　大会タイムテーブル 
  
●午前の部 

  
　10:00 【開会行事】 

  
  
　10:25 【トークセッション】 

　「私にとっての『イエナプラン教育』って?」 

  
  
  
12:00 休憩  
  
  
  
●午後の部 

  
　13:00 【分科会1】 

　「私の、あなたのイエナプラン教育について語り合おう、聴き合おう その1」  

  
  
　14:00 【分科会2】 

　「私の、あなたのイエナプラン教育について語り合おう、聴き合おう その2」  

  
  
　14:55 【振り返りと閉会行事】  

  
  
　15:30閉会
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３　トークセッション 
　　「私にとっての『イエナプラン教育』って?」  

  
フィッシュボール１回目 

報告：石井 七実 
  
　午前中はフィッシュボールという手法を使って対話を行いました。フィッシュボー
ルとは日本語では金魚鉢ですが、参加者は金魚鉢を覗くように数人の対話を聞きその
後で話し合う事で学びを深めるという方法です。 
  
　1回目のフィッシュボールでは、宮城支部から４名（本川さん、葛西さん、髙橋さ
ん、小野寺さん）と日本イエナプラン教育協会から１名（久保さん）の計5人の対話
を聞きました。 
　テーマは「あなたにとってイエナプランとは？」 
　5人のメンバーは、小学校教員、児童指導員、保護者、元中学校教員と立場も様々。
本川さんの「そもそもどんなきっかけでイエナプランに関心を持ったの？」という投
げかけからゆるりと対話が始まりました。 
「イエナプランは子どもの興味に寄り添った教育と感じて学び始めた。」 
「２０の原則を読んでもっと知りたくなった。」 
「保護者の立場でも宮城支部の勉強会に参加したらすごいウェルカムで、そういうと
ころもイエナプランならではと感じ嬉しくてもっと知りたいと思った。」 
「教員をしていて、授業は筋書き通りにできて、子ども達もそれなりに満足してい
る。でも、自分の進路を決められない子ども達を目の当たりにし、もしかして子ども
達をお客さんにして学びの美味しい部分を私が握っているのではないかという問いか
ら始まった。」 
皆きっかけは違うものの一人一人の話に深く頷いていました。「小学生の時、自分
で考えられる探求の時間が楽しかったから教員になった」という話から、「なぜ今
それができないのだろうか？」と話が続きました。「大切にすべきことは何か？」

の前に「こうしなければ！」があるからかもし
れない。小・中学校と幼児教育を比較すると、
幼児教育では、子どもがどこに興味を持ってい
るか？から出発する。そこからどう転ぶかわか
らないが先生がどのように広げていくか、伸ば
していくかを考える。幼稚園では生き生きして
いた子が、小学校ではうまく馴染めないという
話もよく聞く。その違いはなんだろうか… 
　幼児教育は学びが教科で分かれていないか
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ら？ 小学校では「生活綴方」という自分の生活の中から作文を書く教育があるが、
一人一人それぞれ思いがあって、それに正直に生きて欲しい。そのためには互いの感
情を受け止め合うことも大切だと思うとの意見もあった。日々のことから学びに繋げ
る。幼児教育から学ぶことは多いのではないか。「子ども」から出発すること、家庭
との連携、子どもに関わる全ての大人たちが連携できるといいよね。皆深く頷く時間
となった。 
 「学校教育において大切なことは何か？」を改めて考えるきっかけをくれた１０分
間だったと思います。 

フィッシュボール２回目 
 　　　　　　　　　　　　報告：山ノ井 芙美 

  
フィッシュボール2回目は、宮城支部の秋山さん、久松
さん、八巻さんと協会の岩本さんの4人の話を聞きまし
た。テーマは『わたしにとっての「イエナプラン教

育」って？』でした。 
　まず、「イエナプランの好きなところ」やそれぞれに

とっての「イエナプランのキーワード」が話されていきまし
た。岩本さんは「本物から学びがスタートする」ところが好

き、というお話をされると、久松さんは、「一人一人への共感を
大切に している」ところが好きと話されていました。八巻さんは、子ども

一人一人のペースに合わせた学習スタイルを模索する中でイエナプランに出会った経
緯をお話しされていました。 
　そこからは、一人一人ちがう子どもたちの学びのペースに、それぞれの現場でどの
ように支援したり向き合ったりしているか、という話題になりました。その子にあっ
た支援を考えていくときに子どもとの対話を大切にしたいね、という話や、子どもの
発達や成長に合った子どもの目標達成のためであれば、やり方や手段は一人一人違っ
ていてもいいよね、などの話がありました。 
　15分間の4人の対話を聞いた後、参加者はブレイクアウトルームに分かれて、それ
ぞれのグループで話をしました。
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フィッシュボール３回目 
報告：末永 静 

  
３回目のフィッシュボールでは、宮城支部の石垣さん、藤坂さん、武山さんと、

事務局の岸野さんで対談が行われました。「日々の中でいろいろと葛藤があり、悩ん
だ末にイエナプランと出会ったという方が多いのかも。」という意見が出て、「学
力差のある子どもそれぞれに、できた、もっとやりたいと感じさせるにはどうした
らよいか。」「中学に行ったら、社会に出たら困るから、のような脅迫観念がある
のはなぜだろう。」「イエナっぽくありたいと思いながらも、学校のシステムが自分
をがんじがらめにしている気がする。」などの葛藤が上がりました。 

その後、岸野さんによる公立小学校におけるイエナプラン教育の実践報告があり
ました。特別支援学級の担任をされていて、子どもは少なかったけれど、サークルに
なれるようイスを並べたそうです。そして子どもの「やりたい」気持ちに焦点を当
て、エコアートやお店屋さんごっこなどを、展開していったそうです。すると、一緒
にやりたい子どもたちが現れて、休み時間にお金を作り出したり、オープニングセレ
モニーを開いたりし始めたそうです。セレモニー当日には、教頭先生が贈ってくれた
花を飾り、テープカットなどもして、学校中がわくわくするような素敵な式ができた
そうです。 

岸野さんは「できないことだらけの現場の中で、できないに目を向けても仕方が
ない。できることを考えた。」と話されていました。子どものやりたい気持ちを大切
にして、できることを積み重ねていくうちに、イエナプランになっていくという素敵
な実践を見せていただきました。岸野さん、ありがとうございました。
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４　分科会１・分科会２ 
「私の、あなたのイエナプラン教育 
　　　　について語り合おう、聴き合おう」 

報告：岸野 麻子、久保 礼子、末永 静 
  

午後からの分科会１は、大会実行委員で前もって用意した「イエナプランにま
つわるテーマ15」の中から参加者に選択していただき、そのテーマのブレイクアウ
トルームに各自で行っていただいて対話をするという形式でした。それぞれのテー
マの部屋にはファシリテーターとしてスタッフが一人はいるようにしました。15の
テーマは以下です。 
  

No.1　「これからの日本」と「イエナプラン」（未来の子どもたちに必要な力） 
No.2　遊びと学び 
No.3　実践をどう振り返るといいのかなあ 
No.4　価値観の違いをどうするか 
No.5　これまでの実践をがっつりふりかえろう！  
No.6　イエナプランの好きなとこ  
No.7　子どもが真ん中って？  
No.8　今すぐ実践！イエナプラン！（初心者でも入りやすい実践）  
No.9　共に生きるって、全ての人となの？  
No.10　学びに責任をどう作り出すか 
No.11　コンセプトと実践  
No.12　おうちでできるイエナプラン 
No.13　イエナプランにはまったきっかけ  
No.14　イエナプランで大人も変わる？  
No.15　いい実践って、どういうこと？  
  

人数は２人から12人とまちまちでしたが、そこはオンラインの良さ。移動のロスや
場所の広さ、人数の多少を気にすることなく、自由に選択していただき自由に動い
ていただきました。それぞれの部屋の様子を簡単に報告します。 
  
１．「これからの日本」と「イエナプラン」（未来の子どもたちに必要な力） 
　始めて参加された中学校の先生（兵庫）から、日々、目の前の部活・授業・学級
のことなどをとりあえず一生懸命やっているが、違和感を持っている。現場は色ん
な取り組みをしているけれど、子どもの声が反映されていない。生徒を主体とした
活動であるはずの生徒会や部活も、教師の枠組みの中での活動であって、一部の生
徒の活躍の場となってしまい、むしろ子どもたちを分断しているのではないか、と
いう意見が出された。現場への違和感、子どもの声が反映されていないというワー
ドから、他の参加者からも共感する話がたくさん出された。 
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２．遊びと学び 
　宮城で不登校の子どものための小学校を立ち上げようとしている高橋さんから
の、教科と遊びを往還するような小学校のカリキュラム編成をしたい、という話題
から話が進んだ。新学習指導要領にはカリキュラムマネジメントの必要性が謳われ
ており、公立校にイエナの良さを取り入れるキャパは実際にはあるはず。でもその
工夫をする時間や余力が教師にないのが現実だという意見や、社会人経験を経て教
員になった小学校の先生からは、教員になって初めはとても異質に感じていたこと
（たとえば「前に倣え」の号令 で子どもをピシッと動かすなど）が、徐々に心地
よくできる様になる＝たとえ異質なものでも学校文化として教員の中で当たり前に
なっていくと話された。 現実に流されてしまっている本来の感覚を取り戻すため
にも、現場に物理的にも精神的にも遊びを取り戻したいという話しになっていっ
た。 
  
３．実践をどう振り返るといいのかなあ 
　現場での実践の難しさについて話が進んでいった。実践においては、教員間・保
護者とのビジョンの共有がまず重要だといわれる。だがどのようにしてそれを行う
か、掲げるだけではダメ。教員間の対話が必要だし、ビジョンと子どもの（広い意
味での）学力との関係をきちんと示すことができないと保護者は簡単には納得しな
い。参加者同士、実践を進めていく仲間として、これからもつながって一緒にやっ
ていこうとの確認がなされた。 
  
４．価値観の違いをどうするか 
　同僚の先生方との価値観の違いで困っているという話題を皮切りに話が進んだ。
特に、学校がストレスで不登校になっている生徒がいるにも関わらず、「怠けで
しょ」と避難する声があったり、さらにそれが発言力の強い方（校内のリーダー的
存在）だったりする。それぞれの先生方にもこれまでの生活や経験からの様々な背
景があり、なぜそのような考え方に至ったのかのストーリーがある。地道な対話の
積み重ねが誤解を解消したり、考えを変えたりすることにつながるのではないか、
というような話になった。 
  
５．これまでの実践をがっつりふりかえろう！  
　実践を振り返るというよりは、「振り返りをどうしたらいいだろう」ということ
をテーマに振り返りを行った。グループリーダーとしての振り返りはどうしたらい
いか、子どもたちの振り返りをどのようにしていけばいいだろう、ということが主
たる話題になった。目的を持って振り返りをすること、子どもたちが振り返りやす
い環境をつくること、どの場面で振り返りをもつかを工夫すること、があげられ
た。 
  
６．イエナプランの好きなところ 
　なぜイエナプランに興味を持ったかという話題で話が進んだ。ある保護者の方か
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フォーカスしても解決はしていかないと思い、それなら新しい場所をと、海外の教
育について学んでいくうちに、イエナプランとつながって、興味を持った。」とい
う話などがあった。 
  
７．子どもが真ん中って？ 
　どうして子どもが真ん中なのだろう。子どもが真ん中って聞いて、どんなことを
想像する？という問いが出て、それぞれのイメージする「子どもが真ん中」を話し
合った。「円があって、真ん中に一人の子どもがいて、周りにそれを支える人たち
がいるイメージ。」という意見や、「真ん中は上でも下でもないから、大人も子ど
もと同じなのではないか。」という意見などが出た。さらに、主体と真ん中は同じ
なのか？という問いがでて、ワールドオリエンテーションで、子ども主体と出てく
るが、それはどんな状況か。など、議論が深まっていった。 

８．今すぐ実践！イエナプラン（初心者でも入りやすい実践） 
　この分科会にはとても多くの方が集まっていた。すでに実践されている先生も何
人かいて、サークル対話は何人ぐらいが活動しやすいか、時間はどのくらいがよい
かなど、具体的な経験談がシェアされていった。「単発的でなく、１年にわたって
繰り返し対話を積み重ね、最後は子どもが自分たちでサークル対話ができるような
コミュニティーができていくといいな」という意見などが出されていた。 
  
９．共に生きるって、全ての人となの？ 
　この分科会の参加者は二人で、学びの選択肢を増やすにはという話題から、ハイ
テックハイやエドビジョン型プロジェクトベース学習の話題で盛り上がった。どの
ような特徴や良さがあるのか話す中で、あらためて自分たちはどのような教育がし
たいのかを深めていくことができた。そして、子どもが選べること、大人が選択肢
を知っていることって、とても大事だねという意見が出されていた。 
  
１０．学びに責任をどう作り出すか 
　大日向小学校では、通知表はなくなったが、教科で頑張っていたことなどを記述
で書いて、学年末に渡しているという話があった。評価については保護者説明会も
行っており、学期の終わりには三者面談で、子ども自身が保護者に、頑張ったこと
や学んだことを説明するそう。三段階評価では子どもを表しきれない。「できた」
の中にもいろいろあって、１人１人違うから、自分たちの学びを、自分たちで責任
をもって語れることを目指していきたいなどの意見があった。 

１１. コンセプトと実践 
この分科会の参加者は５名でした。しなければならないことがしたいことにな

るようになることが大事。コンセプトの意味がでてくるのだという話だった。
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１２．おうちでできるイエナプラン 
　３名の参加者でした。良いシェアタイムになったようでした。 
  
１３．イエナプランにはまったきっかけ  
　５人の参加者でした。それぞれ「イエナプランにハマったきっかけ」を話があり
ました。「同じ学年で同じ学習をするということや、できる子だけで進む授業な
ど、枠が決まっているのに違和感があった。」「特支の先生が協力学級の先生のご
機嫌をとらなきゃいけないことがあり、何でこんなに交流がうまくいかないのだろ
う、と思っていた。」「補助員をしているときに、教室を飛び出した子がその先で
イキイキしているのに教室に戻さなきゃいけないことがあった。先生方ももっと機
嫌がよければいいのにと思った。」など、それぞれ困り感がある中で調べるうち
に、イエナプランに辿り着いたようでした。 

１４．イエナプランで大人も変わる？  
　５名の参加者で、スタッフと話す時も「私は・・・」というガードがあることを
感じている。学級での実戦とは異なり大人に言葉を伝える難しさを感じている。も
うすでに価値観や態度が固まってしまっていると感じているとのこと。海外育ちの
Kさんは「愛しているよ」とスタッフに伝えていたら少しずつ雰囲気が良くなって
きたとの話。照れ臭いがスキンシップや、大切に思っているという態度を向けてい
くことが大人に対しても大切だよねという話がでていました。 
  
１５．いい実践って、どういうこと？  
　この分科会は３名の参加者でした。子どもたちがいかに学びを自分ごととして考
えることができるか。自分の形で実践していく。などの意見が話されました。 
  

分科会２は、また新たなメンバーでの対話が行われました。分科会1で出た内容
のシェアをもとに、自分の現場でこれからどうしたいかについて話す時間でした。
午前中から数えると5回目のブレイクアウトルームで、皆さんだいぶ打ち解けて
（相手は変わっても雰囲気を共有しているせいでしょうか）話をされている印象で
した。自分が今抱えている苦しさや、これから実はこうしたいと思っているんだ、
などの話が飛び出してきた部屋も少なくなかったのでないかと思います。 
  
　今年の分科会スタイル「始めましての方々で30分の対話×2」がどのようになさ
れるか、実は少々心配もしました。しかしやってみると、参加者の皆さん本当に話
したいことがたくさんあって、どの分科会も大変活発に話が出ていました。現場で
の違和感や、どうしたらもっと良い実践ができるだろうという問いを持ちながら頑
張っている方々が、イエナプランに共感して、仲間を求めて、こんなにもたくさん
集まってくれているということを実感する分科会でした。
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５　振り返り 
  

報告：濵 大輔 
  

　会の終わりに、1日の学びを振り返りました。一旦画面をオフにして、静かに自
分の学びを言語化したり、味わったりする時間。しばらくすると、それぞれの想い
がチャット欄に投稿されました。仲間との繋がり・出会いを喜ぶ声、運営したメン
バーへの感謝の言葉、イエナプランのコンセプトについて理解を深めた方、子育て
や自分の生き方を振り返った方……皆、一人ひとりに異なる学びを掴んでいたこと
がわかりました。 
  
　次に、この時のチャット記録から一部を抜粋し、時系列でご紹介します。 
  

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

・「日本の学校教育が変わろうしていることを感じます。」 
・「イエナプランを知らない人又は興味がない方とのギャップをどう埋めるかが今 
　　後の課題。」 
・「方法に迷わず、イエナプランのビジョンを胸に一歩一歩進みたいです！」 
・「自分の中にある当たり前やねばならぬことからの脱却」 
・「他の学校での取組みを知りたかったので、岸野先生の授業の様子を知ることが 
　　できてよかった。」 
・「利益社会のリーダー像ではなく、共同体をつくるリーダー。」 
・「こどもの幸せと同時に大人の幸せも忘れない教育活動、そしてその足元となる 
　　家族や身近な人たちも大切にした生き方をしていきたい。」 
・「印象的だったのは、参加者の方が、『話している人たちが自分の言葉で話して 
　　いる』ということに共感していらっしゃったところでした。」 
・「テーマの『今までとこれからをつなげる』は、自分自身を見つめることと、で 
　　きることを焦点化し進んでいくということだったと思いました。」 
・「雑談をすることで保護者や同僚との関係が深まり、その先の対話も深まるかな、 
　　きっと。」 
・「子どもをど真ん中に置き続けるため、これから100年先も続く世界のために、 
　　私たち大人がさらにオープンにつながり合うこと。」 
・「クラスの保護者と雑談したくなってきた。私立だし広域から生徒がきてるか 
　　ら、オンラインで金曜カフェやってみたいな。」 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
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また、これらの振り返りが共有され、会もさらに佳境を迎えていく中、次のような
声がチャットに提出されました。 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

・「私もオンラインカフェやってみようかな」 
・「私もやりたい！いや、やります！」 
・「オンラインカフェ実際にやってます！とてもいいです」 
・「オンラインカフェ、いいですね！」 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

このようなやりとりからも、丸1日間を終えても、参加者の皆さんから互いにつなが
り合い、学び合うことへのモチベーションが次々湧いてきていることが伺えまし
た。今後の具体的な展開が楽しみです。 
  
最後にZoom画面（ギャラリービュー）のスクリーンショットで記念撮影。これを機
に、出会うことのできた方々とのご縁を、これからも大切に進んでいきたいと感じる
瞬間でした。 
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