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◆国際人に学ぶ日本人の生き方とは◆国際人に学ぶ日本人の生き方とは

平成２５年１０月１４日（月）塾の日シンポジウムにて「国際人に学ぶ日本人の生き方」と題して、国

際政治学者で参議院議員の猪口邦子氏の基調講演がありました。国際人であるための４つの

基準とは何か？母国語でないもう一つの言語を身につけることの意味など、興味深い内容で

す。全編ノーカットの講演録です。ぜひご覧ください。

◆会長年頭所感◆会長年頭所感

公益社団法人全国学習塾協会会長・安藤大作より年頭のご挨拶を申し上げます。

◆その他の項目◆その他の項目

●ＪＪＡインフォメーション 学習塾講師検定／学習塾認証制度／消費税率引き上げに伴う

注意点／経済産業省からの協力要請●プライバシーマーク情報 ほか
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年 頭 所 感年 頭 所 感

平成26年1月1日

公益社団法人全国学習塾協会 会 長 安藤 大作安藤 大作安藤 大作安藤 大作

新年明けましておめでとうございます。

皆様におかれましては、健やかに新春をお迎え

のことと存じます。旧年中は一方ならぬご高配を

賜りまして誠にありがとうございます。また、平

素より、当協会の諸活動に対し、ご支援ご協力を

いただき心より感謝申し上げます。

昨年春に特例民法法人から公益社団法人全国学

習塾協会に移行して初めての新年を迎えました。

昨年一年はとにもかくにも公益認定・公益社団法

人移行に全霊を傾注して参りました。内閣府には、

公益法人の「背骨」であります公益目的事業にい

ままでの多くの事業を認めていただき、移行記念式典には下村博文文部科学大

臣をお招きして盛大にその門出を祝うことができました。また、私事ながら７

月にははからずも協会会長の重職を拝命し、まさしく光陰矢のごとく約半年が

駆け過ぎていった感がございます。

そして、明けて平成26(2014)年―。

年頭にあたって、とりわけ感じますのは社会の変化の速さです。少子高齢化、

ＩＴの高度化、グローバル化、そして教育イノベーション。ＴＰＰ、サービス

業の貿易商品化、環境対策など本格的なグローバル社会が始まり、国境を越え

た競争が身近になりつつあります。

そのため技術力や創造性、多様性

などを有する優れた個人や企業が

求められる時代になってきました。

特に天然資源の少ない日本にとっ

て、人材育成はこれまで以上に重

要なファクターになっています。

しかも、国際競争力に勝てる人材

を育成するために、新しい教育が

必要になっています。文部科学省
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では小学校英語の教科化、大学入

試制度改革、土曜教室など次々に

革新的な施策を打ち出しています。

そして、学習塾にも連携の手を差

し伸べています。

この変化に、学習塾さらに民間

教育業界はどう対応したらよいの

でしょうか。

先日、ある勉強会において、国際成人力調査について知る機会がありました。

この調査は１０代後半から６０代までの成人対象のスキル調査で、「読解力」「数

的思考力」「ITを活用した問題解決能力」を測る国際調査です。調査によると、

日本はいずれのスキルもOECD平均より高く、参加国中で第１位でした。しか

し、興味深いことは、日本はスキルが高かったにもかかわらず労働市場におい

てそのスキルを活用できておらず経済成長率が低いということでした。反対に、

米国はいずれのスキルも参加国中１４位以下で、かつOECD平均以下であるに

もかかわらず日本よりも経済成長率が高いのです。

この違いは、米国の成人のもつ「読解力」「数的思考力」「ITを活用した問題

解決能力」以外の「知識」、「コミュニケーション能力」、「交渉力」などの高さ

だと専門家は言います。さらに米国は一つ一つのスキルは低くてものスキルが

互いに合わさって産み出される相乗効果で総合力が高くなっているとも言いま

す。日本のそれは米国より低いというのです。

本格的なグローバル社会が始まり、国境を越えた競争が始まっています。

人材育成はこれまで以上に重要なファクターになっています。その人材育成

の初期段階を担っているのが、私たち学習塾です。

近い将来にやってくる社会の変化、人材育成のゴールの変化に私たちも自身

も変化・成長を遂げ、準備しておく

必要があると思います。

そして、公益社団法人全国学習塾

協会は、世界において勝つための人

材育成を担う民間の教育資源の支援

に努めて参りたいと思いますので、

皆様方におかれましてはそうしたご

理解のうえで当協会にお力添えいた

だければ幸いでございます。
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共に未来を考える！塾の日東京2013共に未来を考える！塾の日東京2013

テーマは､『未来―塾と子供と教育と、日本と世界と我々と―LAST

25YEARS NEXT25YEARS』――海外留学生や国際人の視点から

日本人や若者を考えるシンポジウム･･･２回連載の後半です！

当協会では、学習塾が社会に正しく認識さ

れ信頼されることをめざして、協会設立とと

もに「塾の日」を  月  日に制定するととも

に、学習塾と私学・企業・消費者の皆様がと

もに学習を通じて未来の人材育成を図ること

を社会にアピールする象徴的なイベントとし

て「塾の日シンポジウム」を毎年主催してい

ます。

平成 年  月  日（月）――。

第１部・塾の日記念式典(前号に掲載)に続

いて、第  部・シンポジウムならび＆基調講

演、第  部・新睦交流会が行われました。

第２部

シンポジウム＆基調講演

第  部は午後  時  分から、「シンポジウ

ム 国際人に学ぶ日本人の生き方」と題し、

塾生に聞く国際化に関するアンケート調査結

果報告、海外留学生に聞く、そして基調講演

の盛りだくさんの内容となりました。

第  部は、協会常任理事の仲野十和田実行

委員の司会で進められ、井原大平実行委員よ

り興味深い国際化に関するアンケート調査結

果の報告がありました(詳細は協会  サイト

でご覧いただけます。)。

続いて、海外留学生が色鮮やかな民族衣装で

登壇しました。パンディ ヘンプロパさん(ネ

パール・女性)は、東京農工大学大学院国費留

学生（農林社会科学専門博士課程卒業・現、

同大学研究員）、セポンセシメ バクミナさん

(べナン・女性）は、筑波大学大学院国費留学

生（システム工学専門課程）、サカザデ マシ

ドさん（イラン・女性）は、筑波大学大学院

国費留学生（体育科学専門課程）の御三方で

す。「国際人から学ぶ日本人の生き方」の前半

は海外留学生からそのヒントをいただきまし

た。

セポンセシメ・バクミナさんセポンセシメ・バクミナさんセポンセシメ・バクミナさんセポンセシメ・バクミナさん

ベナン共和国出身

みなさんこんにちは。

私は、西アフリカのベナンから来ました。

ホントに遠い国です。飛行機で  時間くらい

かかります。ベナンからバリは、６時間くら

い。バリから日本は  時間くらい。それが一

番簡単です。でもいろいろな国でも、時間は

長くなりますね。ベナンはナイジェリアの隣

の国です。面積は日本の  分の  です。すご

く小さい国です。人口は  万人です。

ベナンについて、一番きれいな事は、自然

です。私はベナンの自然が大好きです。日本

の自然も大好きです。実は、私の国の自然は
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セポンセシメ・バクミナさん

すごくきれいです。季節について、４つの季

節がありますけど、日本みたいではありませ

ん。春・夏・秋・冬ではなくて、雨季と乾季

です。雨季は  つあります。小さいのと大き

いの。乾季も小さいのと大きいのがあります。

ベナンの学校制度について話したいと思い

ます。小学校は  年間。中学校は  年間。高

校は  年間、全部で  年です。学校で子供達

はかわいいけど、時々いじめがあります。で

もベナンで、本当にいじめが問題ではありま

せん。笑いながら、すぐ忘れます。日本に来

て、いじめは問題と聞いた時、本当にびっく

りしました。ベナンで、それはあんまり問題

ではありません。

ベナンの経済は農業です。コットンとかパ

イナップル、トマトはすごく人気があります。

ベナンの「シャバタ」も人気があります。日

本へベナンのシャバタを輸出します。化粧品

とか石けんとか、色々な物を作るために、ベ

ナンのシャバタを日本人が使っています。

「なぜ、日本にきましたか？」そんな質問

をいつも外国人に、日本人がしますね。実は

私は子供の頃に富士山の絵を見たとき、きれ

いだなと思いました。その時から日本に行き

たいと思いました。富士山に登るために。で

も父はいつも日本に行く前に「日本語がわか

らないと無理だよ」といつも言いましたから、

日本語の勉強を始めました。私は去年の  月

に、筑波大学の博士課程に入りました。まだ、

富士山に登ってませんけど、来年登りたい、

是非是非。今運動しています。私の専門は社

会システムマネジメント。それは、ちょっと

難しいけど、簡単に説明すると、どうやって

コンピュータとか色々なテクノロジーを使っ

て、生活を簡単にするかです。

私は国へ帰ると、自分の会社をつくりたい

と思います。それは、私の一番大きなチャレ

ンジです。日本に来て、生活は本当に違いま

す。私の国と全然違います。天気とか季節、

食べ物、ずいぶん違います。でも一番驚いた

ものは、年をとった人の生活。びっくりしま

した。ベナンで年をとった人はあんまりやり

ません。みんな家にいますから、町で買い物

とか仕事をする事、あんまりない。でも、日

本に来て「え～」びっくりしました。そんな

に年をとっている人が掃除をしています。本

当に大きなショックでした。いつも手伝う気

持ちがありますけど、みんな「いやっ、大丈

夫です」といいました。本当にそんなことを

私の国の人たちに伝えたいと思います。おじ

いさんとか、おばあさんはそんなに、部屋を

かたづける人ではなくて、人生を続ける人で

す。

あと今日は、日本人の生徒達に、ひとつの

伝えたい事があります。私達、留学生とか外

国人は、本当に日本人とたくさん話したいけ

れど、言葉の問題もありますし、あと、時々

恥ずかしい気持ちもあります。どんな言葉で

も、私の日本語はまだまだですけど、がんば

っていますから、みなさんとたくさんしゃべ

って、色々な国の経験をもらって、本当に大

きなステップにしたいです。他の国の関係の

ために。ご清聴ありがとうございました。

サカザデ・マシドさんサカザデ・マシドさんサカザデ・マシドさんサカザデ・マシドさん

イラン出身

みなさん、こんちには。
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サカザデ・マシドさん

私は、マシドです。イランから参りました。

年前に日本に来ました。私は、筑波大学の体

育科学専攻博士課程の  年目です。実は日本

に来ている主な理由ですが、私達の研究室で

は、高齢者の健康について、研究をしていま

す。ご存じの通り、日本の寿命はとても長く、

研究者達は高齢者達の健康を促進するために

非常に力を入れています。そして、より経済

的負担が少なく快適に暮らす事ができます。

日本人と日本の大学について、私が好きな

ところは、彼らが何かをしたい時は、時間が

かかりますが、一生懸命取り組み、小さなミ

スもしないところです。他に伝えたいことは、

市役所に書類を持っていった時はスタッフが

とても親切で、すばやい対応をしてくれます。

私達の事をとても丁寧に助けてくれます。

それでは、イランの「エデュケーショナル

システム」について話したいと思います。イ

ランは、小学は  年です。中学は  年です。

高校は  年です。トータルは  年です。そし

て、私の国も「いじめ」の問題はありません。

最後は、日本の学生の皆さんに、私からメ

ッセージがあります。

「たくさん勉強して下さい。机の上の勉強ば

っかりではなく、広い世界を見て下さい。そ

うですね！外国を旅行するとか、海外留学な

どです。とても広い視野で勉強をすることが

できます。」以上で発表は終わります。

ご清聴ありがとうございました。

パンディ・ヘンプロパさんパンディ・ヘンプロパさんパンディ・ヘンプロパさんパンディ・ヘンプロパさん

ネパール出身

みなさん、はじめまして。年前、ネパール

から参りました、パンディと申します。

東京農工大学で、博士をとって、今「毒物」

研究をやっています。ネパールで、一番自慢

するものは、世界で一番高い山、皆さん知っ

ていると思います。 ｍの高さの山です。

その  千ｍより上の山は世界で  個ありま

す。でもその中で、つはネパールの方にあり

ますから、ネパールは「ヒマラヤの国」とも

言います。アジアの方で、インドと中国の間

の小さい国です。飛行機で行くと  時間かか

ります。その遠いところから日本に来たのは、

勉強のためです。「ネパール」発展中の国から、

「日本」この素晴らしい国に来る。それでも、

勉強のため。夢でした。

人口 万人、アジアでの貧しい国のひと

つです。ネパールから高等学校の教師、最愛

の家族とも別れて日本に来ました。ネパール

の経済で、一番は、人口約  ％が従事してい

る農業。みんなの質的向上を図るのが私の研

究です。幸いにも、希望する農業大学の研究

会にも受け入れられ、厳しい反面、理解でき

るまで、優しく指導して下さる先生にも恵ま

れ、さらに諸外国の留学生の友達のたくさん、

それぞれの国の違いを学ぶことができました。

日本には産業の基礎である「人」それから「物」

「お金」、驚きます。「中卒・高卒・大卒」ほ

パンディ・ヘンプロパさん
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とんど希望する仕事に就けます。ネパールで

は、勉強をたくさんした人でも、就職の機会

が訪れません。ただただ、落ち込むことだけ

です。まだ、世界には学校へ行きたい、でも

行けない子供達もいます。学校行きたくても

行けないことを日本の子供達、学生達はあま

り知らないのだと思います。さらに、日常の

生活でみると「感情」を交友したり、「表現」

で表したりする習慣が日本人にはあまりない

気がします。この  年間の間に、私が気づい

たことです。感情を出さないことによって、

一人で悩み、結果的にいろんな問題が出てき

たりします。衣食住のなかでも、人としての

「情」の心がなくては、人間としては、貧し

くなってしまいます。これこそが、日本の人

々の問題だと私は思います。日本には物質的

なものは全てあります。でも、精神的な感情

の進化こそが今一番必要な要素だと私は思い

ます。先進国では経済的に裕福で誰でも最高

の教育を受けることができます。ネパールの

へき地の山岳地域で暮らす人々は、都市優先

のため、電気・ガス・水道・医療施設等イン

フラ、政治の恩恵から遠ざかっております。

これは日本のように全ての地域が一斉に発展

できていないことが理由になります。

私は帰国後、 年に近い日本での多い経験

を、２つの大学で教えたいと思います。さら

に私の特技の「ヨガと瞑想」を教えたいと思

います。ヨガと瞑想をすると、便秘がなくな

る可能性があります。心が広がってきます。

それで、大事にして勉強もやって、研究もや

って、家族もあって、ヨガと瞑想もあって、

幸せに生きたいと思います。だから、今から

の私の人生は家族と幸せに暮らすのが願いで

す。良い教授でありながら、良い妻と母にな

ることを願っています。

皆さん、ご清聴ありがとうございました。

御三方の講演が終わり、参加者との質疑応

答となりました。参加者から「それぞれの国

には、学校以外に教える学習塾みたいなもの

があるのか、ないのか？」という問いに、イ

ランのサカザデ・マシドさんは、「イランも学

校の後は、時々、家族がお金を払って、たと

えば私も同じように英語を習いました。日本

と同じように、イランも英語を勉強していま

すけど、でもあまり話すとか、文法だけです。

だいたい日本と同じだと思うんです。だから、

私もイランにいる時も、自分で子供の時から

英語を他の場所、学校の後、習いました。学

校だけではなく、他の場所とか、いろいろな

言葉を習う事は良いと思います。」と答えまし

た。

続いての基調講演は、国際政治学者で参議

院議員の猪口邦子氏です。

【基調講演】国際人に学ぶ日本人の生き方

猪口 邦子猪口 邦子猪口 邦子猪口 邦子 氏氏氏氏

(国際政治学者・参議院議員)

本日はお招きいただきまして、大変光栄に

存じます。

私は、日本学術会議の会員であり、長年国

際政治の上智大学で教授を務めて参りました

猪口邦子です。

 年から国会議員となり、初代、少子化

専任の大臣。また男女共同参画の大臣など務

め、その時はじめて自分は実務の世界という

ものを経験しております。

ただ、それ以前に、 年間、軍縮大使という、

もうひとつの外交実務の面を経験しているこ

ともあります。長年、研究者として、学者と

して仕事をしてきたけれども、自分が書いた

物をどなたかが読んでくださって、共感して

くれて、時代を変えていく。それを期待して

も、なんだかちょっと「ゆっくり」かなと、

時代はもっと早く変化を求めている、自分が

直接に問題の解決者にならなければならない。
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そう思って、研究者である部分を持ちながら

実務の仕事をして、今日に至っているという

ことでございます。

教育によって、人は「イマジン」する力を獲得

する

私の、最初の軍縮大使の経験、その後大臣

含む国会議員としての経験。そして、研究者

と実務の違いは、何であるかを一言でいうな

らば、研究というのは真理の追求です。だか

ら、真実を追求していくことを目標にして、

いろいろと真実を明らかにしていくというこ

とをいたします。ところが実務はそれだけで

は不十分です。実務とは問題を解決するため

に全ての仕事があると思います。ですから解

決できない実務のやり方は、そもそも実務と

して成立していません。ですから私は、全く

不慣れな選挙運動をはじめて選挙区を持って

やった時、あれこれ考えていろいろ教えても

らってもよくわからないので、自分で信じた

ことを言おうと思いました。そこで言ったこ

とは、「解決力」です。それが政治にも実務に

も経済にも社会の活動にも全部必要です。問

題を解決できる人になれるかということが、

教育の本当の目標だろうというふうに思って

います。

教育というものは、人になにを可能にする

のか？

教育を受けた人と受けていない人の大きな

違いについてお話しします。

目の前の現実が自分にあります。目の前の

現実は、誰でもよくわかることです。ところ

が、本を読む人・人の話を聞く人・自分で勉

強する人、その人たちが可能になることは「イ

マジン」する力を獲得することです。自分は

経験したこともない、見たこともない、けれ

どもその問題が理解できる能力です。本を読

むということは、自分の経験していない世界

を知るということです。自分の経験していな

い世界を知ることは「イマジン」する力―こ

れがその後のその人の問題解決力を可能にす

ると思います。

それから、問題の解決をしていく時には、

身近な問題を解決できない人は、大きな問題

を手掛けることはできないと思います。私は、

海外で自分も留学生活をして、軍縮大使など

大使職をやったので、よく「猪口さん、国際

人になるにはどうしたらよいのですか」と、

聞かれるのです。国際人になるということは、

世界には問題が多いので、問題の解決するこ

とができる人になるという意味でもあります。

でも、例えば教室の中で、誰かがちょっと勉

強が遅れているとか、誰かが困っているとか、

そういう自分の身近な世界のその人を助ける

ことができない人は、遠いアフリカの子供の

苦難を助けることなんて絶対できないのです。

世界の問題を解決するためには、今日、目の

前のその教室の、その何かの活動の場面の、

その問題の解決者になっていくことができる

のか。その子の問題は、自分は経験したこと

がない。例えば、数学がどうしてもできない、

九九が言えない。そういうことが自分は経験

したことがない。その子の苦労を「イマジン」

することができるか。そして、自分として何

か助けることができるか。こういうことをで

きる人に教育することが、公教育も私塾の教

育も家庭教育もみんなそれを目指しているの

だろうと思います。

いろいろな子供たちが行き詰まる中、自分

も教育者でありましたので、よく私が最後に
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言うことは、「あなたが、オギャーと生まれた

日、世界でどのくらいの人がオギャーと生ま

れて、まず、今まだ命がある人、栄養がちゃ

んと得られて、識字を得ることができる人、

ましてや大学にまで進学して何らかの事を悩

みながらでも勉強できるという立場の人は、

何パーセントですか？１％以下でしょう。そ

のものすごいリスクをクリアして、今、この

目の前にあなたは座っていて、何を言ってい

るんだ。そのチャンスのなかった全ての人の

無念のために、しっかりと勉強して何らかの

問題を解決できる人にならなければならない

でしょう！」というようなことです。ですか

ら、常に「イマジン」する地平の広さを持っ

ているということは自分自身を助けることに

もなります。

「国際人」であるための4つの基準

教育の中には、さまざまな基準があります

が、例えば、私が勉強したアメリカでは、ど

んなにＩＱが高くてもどんなに学力が高くて

も、ある基準について安心感を与えられない

とうまくいきません。それは何かというとと

ても単純なことですけれども、「国際人」とは

何かということに繋がるのです。それは、「紳

士」であるということです。紳士であり淑女

であるということの根本が大事で、それがき

ちんとできていれば例え英語ができなくても、

「あっ仲間」だと思ってもらえるのです。

では、紳士淑女の基準とは何かということ

です。それは、教育を通じてきちんと授けな

ければならないものだと思います。どこかで

きちんと教えなければ、子供達はわかり得な

いのだと思います。誰かが言わなければなら

ない。普通は家でいうべきなのですが、最近

そういう家庭教育もないとするならば、まず、

私は４つくらいの基準を挙げることができま

すので教えてあげて下さい。

まず１つ目は、【フェアプレーが出来る人で【フェアプレーが出来る人で【フェアプレーが出来る人で【フェアプレーが出来る人で

なければならないなければならないなければならないなければならない】】】】紳士の文化というものは、

スポーツからもきています。フェアでなけれ

講演する猪口邦子氏
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ばなりません。なぜ、フェアでなければなら

ないのかというと、フェアでないことを行っ

ていれば、必ずどこかで謝らなければなりま

せん。例えば、自分の能力が追いつかなくて、

「すいません、宿題が間に合わなかったです。」

というような謝り方は、自分の尊厳に関わら

ない謝り方だから良いのです。フェアでない

ことを行った時、謝ることは尊厳に関わるこ

とになります。紳士淑女とは絶対に自らをそ

ういう立場に置かないことです。だから、必

ずフェアにやるということをきちんと教えて

いただきたいですし、また、業界全体として

フェアな精神でしっかりと水準を上げていく

という運動をすることが、全体の良いことに

必ず繋がります。

２つ目は【【【【弱者に優しく弱者に優しく弱者に優しく弱者に優しく】】】】ということです。

弱者に優しい言動がとれるかということです。

心で思っていても、というのはダメです。例

えば、電車の中でなぜ席を譲らないか？赤ち

ゃんを抱いたお母さんとか、妊婦さんとか、

体の具合の悪そうな人が目の前に立っている

のだから、譲ればいいじゃないですか。けれ

どもその小さな勇気がないっていうわけです。

そのように小さな勇気も持てない人が、塾に

来て猛烈に勉強して何かいつの日か立派な仕

事をしようと思っているのだろうけれど、立

派な仕事などできるわけがありません。

３つ目は【【【【差別的な発言をしてはいけない差別的な発言をしてはいけない差別的な発言をしてはいけない差別的な発言をしてはいけない】】】】

ということです。人の心の内心まであれこれ

と教育するのは難しいと思いますが、でも、

言ってはダメなことは言ってはいけないわけ

なんですね。やってはいけないことはやって

はいけないので、自分を律することができる。

そういう強い人にならなければなりません。

日本ではよく、政治の世界でも、「舌禍」とい

うのがあって、「いや～実はね～本当はね～こ

うなんだよ～」みたいに、「腹を割って言うと

さ～」みたいな、こういうことはダメなんで

す。腹を割ってはいけない。自分が本当に内

心も、偏見・差別がない人であるということ

が目指すべき教育ですけれども、教育の世界

でギリギリできることは、そういう差別的言

動を絶対に取らないということですね。

それは、教育を受けた人の水準の高さを示す

ことです。

先程の席を譲る譲らないのことで、本当に

内心から優しくて席を譲れる人がいたら素晴

らしいと思いますが、私は高校の２年から３

年にかけて留学してアメリカの家庭にお世話

になったことがあります。コンコードアカデ

ミーという学校に行きまして、今度、駐日大

使でアメリカからおいでになるキャロライン

・ケネディさんはその学校の私の後輩です。

とても名門の良い学校だったのですが、たま

たま「運」で行かせてもらった高校なのです。

そこに自分の子供を通わせている家庭のホス

トファミリーの所でお世話になりました。そ

このお母さんが紳士教育をするのです。息子

さんと娘さん二人にお嬢ちゃんも二人いるの

ですが、お嬢ちゃんは何とかなるんですけれ

ども、その年齢の男の子といったらなかなか

行儀良くすることができません。作法もなっ

ていないので、お母さんに毎日毎日怒られて

いるわけです。叱り方の最後の言葉が、「あな

たは絶対に道路をわたる時に目の不自由な人

がいたらやさしくしなければいけない･･･。そ

の場にいる全員に自分は紳士だということを

示しなさい。私は淑女としてあなたを教育し

ます」。こういう言葉が家庭で飛び交う。その

ように人に見せる形で自分の紳士教育を受け

たということをきちんと示しなさい。そのよ

うな教育を彼らはなさっていました。

日本ではそういう言い方はなかなかないと

思いますけれども、本当に内面まできちんと

きれいになって欲しいと思います。教師とし

てはしっかり紳士淑女になっていくことが、

教育の中でのひとつの目指すべきことだと思

います。

最後のポイントは【言葉の達人になる】【言葉の達人になる】【言葉の達人になる】【言葉の達人になる】と
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アメリカ・ニューヨークの街並み

いうことです。紳士というのはジェントルマ

ンですから優しい人ということで、つまり、

出会い頭に武器を使わないで済むということ

です。言葉で説得して自分の身の安全を確保

できる方です。言語の達人になると、武器を

使わずに自分の身の安全を図りながら相手を

言い負かせて自分の利益も追求できる。究極

のやり方です。でもなかなか立論の鮮やかさ

や鋭さを身につけないと手が先に出てしまい

ます。だから先生でも体罰をする先生がいま

す。今は体罰は完全に禁止事項となっていま

すが、愛情からというのはダメですね。言葉

できちんと説得できることが本当に大事な教

育の一部なのです。日本ですと鹿鳴館的なイ

メージで、スープの飲み方とかそんなふうに

思うかもしれませんけれども、今言ったよう

なことを教育を通じて、子供達に是非きちん

と伝えていただければありがたいと思います。

立論が鮮やかであること。そうすれば、即「国

際人」なのです。語学は後でついてきたらい

いと思います。例えば、通訳をつけて話す時

に立論が不明瞭では通訳のしようがありませ

ん。実際に通訳で話してたのかどうかもわか

らないぐらい緻密な論理で話をすれば本当に

よいやりとりができます。それが母国語でで

きない人は英語でできるわけがないと思いま

すので、しっかりとまずは日本語で立論の鮮

やかさを身に付けさせることが重要です。こ

れは後天的な能力になります。生まれて親に

立て板に水で論破できる子はいないので、言

語能力というのは全部後天的なものですが、

それは練習の回数によるということです。

幼稚園でも小学校でも、海外ですと友達と

ケンカしたら、どうしてそのケンカになった

のかということを説明できないと子供の分が

立たないと言われます。日本では黙って謝っ

てらっしゃいというので、能力が育たない。

訓練とか場数がないと育たないのではないか

と思います。

ある時一生懸命やるということが道を開く

言語能力はとても大事ですから、まず国語

に長けないといけないと思います。これから

の時代はコミュニケーションの力がとても大

事ですし、コミュニケーションの最後の形は
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文章で渡しますから文章がきちんと書けない

人はなかなか難しいと思います。その上で英

語です。私は留学した時、それは大変でした。

ホストファミリーは温かい家族でしたが高校

の水準は高いので、学校で勉強するにあたっ

て本当にそのまま帰れないと思って、毎日ピ

アノ弾いてたいとかいろんな逃避行動もそう

いう場面ではありました。その時に自分の別

の才能を発見したり、いろいろな学力以外の

ことを発見したということもありました。

私はその後、イエール大学に留学しますが、

高校で一年の試練があったから世界を知らな

いととんでもないと思ったので、本当の専門

的な研究者・教育者になるには、きちんと留

学しなくてはと思って行きました。私の時代

は私費留学というのはあり得ない時代です。

私は普通のサラリーマンの家庭ですが、お金

持ちの家でも私費留学があり得ない時代です

から奨学金を取らなければなりません。私は

ロータリークラブの奨学金に百倍を超えると

いう倍率の中で合格することができ、これで

道が開けてイエール大学に留学することがで

きました。イエール大学に行ったらとにかく

人の何十倍も勉強しないとならないのですが、

すでにその人達がもう全米から集まっていて

彼らはすごく勉強する人達なので大変でした。

その時に、ノートの取り方や本の読み方のポ

イントなどを身につけたのですが、基本はと

にかく毎日絶対に繰り返して繰り返しやると

いうことです。一日も休まずにやるというこ

とです。最後にはこれにかなう人がいない。

私は一年目では少し難しかったですけれども、

一年の終わりには全額の奨学金がイエール大

学から出ることになりました。それだけの成

績が取れたということです。入学者の半分が

脱落していく博士課程の一年目ですが、自分

は残って、かつ、かなり成績優秀者で奨学金

は全額出るということでした。私は一年しか

ロータリークラブの奨学金はないので、もし

それが取れなければ帰るというだけの選択肢

しかありません。だから必死でやりました。

そして、二年目には学年で一番になりました。

そのぐらいの言語のハンディはどうでもよく

なるくらいの勉強の仕方でした。それはどの
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方法かというと、次のようにです。自分の宿

舎があって、大きなスターリングライブラリ

ーというイエールのキャンパスの真ん中にあ

る図書館があって、教授の部屋があって、も

う一つコンピューターセンターがその近くに

ありますが、この三角形エリアを絶対に出な

いということです。この三角形を必ず毎日ど

んなことがあっても行ったり来たりするので

す。図書館は  時間開いていますので、人に

よっては毛布を持って行く人などいて本当に

すごい勉強の仕方をします。私はさすがに 

時くらいには自分の宿舎に帰るようにしまし

たけれども。その二年間の経験があるので、

今でもその学力で自分を持っているような気

がします。ですから人生のある時ものすごい

ことをやらなければならないことがあります。

一週間のうち何冊も ページくらいの本を

読まなければならないこともありましたが、

なんとかクリアしていきました。いま振り返

るとあの後ずっとそうしてたらどんなによか

っただろうと思うのですが、そういかないも

のです。しかし、ある時一生懸命やるという

ことが道を開くと思います。

勉強の仕方ですが、最初どのようにしたか

というとまず全部教科書を暗記しました。と

にかく先生がリーディングでこの本のこの章

を読みなさいと言う時に、まずどこがポイン

トかアンダーラインをしてアンダーラインし

たところは丸暗記です。なぜなら、彼らが母

国語で議論するのに対し私は外国語で議論す

るのだから、はじめからビシっと文章が頭に

入ってないことをばんばん言うことはできな

いですからとにかく暗記するのです。次に暗

記する文章を書き出します。書いているうち

に覚えるし、書いてあればずっとそれを見て

いて、朝起きても見ます。教室に行く途中で

も見ます。どんどん頭に入ってきます。この

勉強の仕方が基本的に一番良いです。

それから、単語です。これはイエール大学

に行く前の段階でやっていたことです。言語

は語彙力ですからとにかく語彙力の小さい人

は相手を説得することができません。いかに

語彙力を増やすかですから、単語帳方式は非

常に有効です。ところが、単語帳は一旦理解

して次のページにいくというのが間違いで、

理解しているページを毎日必ず全部書き出す

んです。だからどんどん毎日やる仕事が増え

てきます。単語を覚えるのは高校くらいの時

ですね。例えばＡから始まって と書いて

いきます。わかってやめるともうそれは定着

しない能力になりますから、わかっているこ

とを書き続ける。一年も同じ単語を書き続け

るともうこれで誰にも負けない英語力になり

ます。本当に騙されたと思ってこれやってご

らんと周りの子供に言うのですが、このやり

方で全員英語の成績トップになっていきます。

もう一にも二にも語彙力ですから。

今でも国会議員の中でも、たぶん私が毎日

一番英語を勉強している人の一人だと思いま

す。まず、朝ヘラルドトリビューンとファイ

ナンシャルタイムズの一面を全部読むんです

ね。次々とページをめくらないで最初のペー

ジだけ  回読むのです。他人が何を言おうと
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関係ないのです。一生懸命勉強しているのを、

人に見られてもしょうがないと思います。で

も本当は、人に見られないで一生懸命やるの

が良いです。できれば鏡の前でやると、英語

を話す時は顔の筋肉の使う場所が違うので、

コーディネーションがうまくいかなくて表情

が崩れる時があります。気をつけて鏡の前で

ファイナンシャルタイムズの最初のページを

 回読む訓練をしたらどんな演説も困らない

です。それから簡単に文章が書けるようにな

りますから、英語で演説も書いてプレゼンも

できるようになります。東京オリンピック招

致でプレゼンの力がこれからの日本の歴史を

つくるのにどんなにか大事かということを、

あの時プレゼンをしてくださった総理はじめ

皆さんが示したわけですが、猛烈な努力をみ

んなしているのです。でも、日常的に私達は

それをやらなければならないからと努力をす

れば語学はできるようになります。

母国語でないもう一つの言語を身につける

ということ

先程は留学生の皆さんが立派な日本語でお

話し下さったんですけれども、よく学生達と

話す時にこういう質問をすることがあります。

「人間には  種類の人がいる。どういう種類

とどういう種類の人がいると思いますか。」

それは、例えば都会に住んでいる人、田舎に

住んでいる人。塾に通った経験がある人、全

く塾のない所に住んでいる人とか、色々いる

と思います。いろんな分類が人についてでき

ます。しかし、究極の人間の分類っていうの

があって、それは一つの文化を知る人と二つ

以上知っている人です。一つの言語を知る人

と二つ以上の言語を知っている人、これは深

い違いなんです。他人の言語を努力して学ぶ。

この決意をしてそれだけの自分の人生の情熱

と時間をかける人。そして、言語をわかれば

文化の深さや違いにも目覚めていきますから、

その全てが導火線のようになります。

私達は親からもらったこの「日本語」とい

う言語があります。でも、もう一つの言語を

努力する人とこれを諦める人。この違いがあ

るから、是非このもうもう一つの言語を身に

つけるグループにみんなで入りましょう――

それをやった人には、心からの敬意を表する

必要があるのではないでしょうか。それは、

ネイティブスピーカーではなくてがんばって

いるということです。

私は軍縮大使をした時に、国連の小型武器

軍縮の議長になりました。ネイティブスピー

カーではなく競争的に議長職を獲得できると

いうのは日本の歴史の中でもまずなかったこ

となのです。世界が、「猪口」でいいかという

ことなのですけれども、そこにはたとえネイ

ティブスピーカーではなくてもある分野の軍

縮について一生懸命やって英語で全部やって

いるというようなことに着目して、イギリス

人と日本人の女性の大使が同じくらいできた

ら、彼女にチャンスを与えようという空気が

議場にできて、日本の大使でこの議事はやっ

てもらおうじゃないか。だから、世界の人の

中で、特に言語で苦労している人達はその努

力をした人達を見分けるのです。自分がどの

くらいできるようになるかどうかは別として、

是非、もう一つの言語、その奥にあるもう一

つの文化、これを知る人の側に生徒達と一緒

に私達も立ちたいと思っております。

− 14 −



  

関係ないのです。一生懸命勉強しているのを、

人に見られてもしょうがないと思います。で

も本当は、人に見られないで一生懸命やるの

が良いです。できれば鏡の前でやると、英語

を話す時は顔の筋肉の使う場所が違うので、

コーディネーションがうまくいかなくて表情

が崩れる時があります。気をつけて鏡の前で

ファイナンシャルタイムズの最初のページを

 回読む訓練をしたらどんな演説も困らない

です。それから簡単に文章が書けるようにな

りますから、英語で演説も書いてプレゼンも

できるようになります。東京オリンピック招

致でプレゼンの力がこれからの日本の歴史を

つくるのにどんなにか大事かということを、

あの時プレゼンをしてくださった総理はじめ

皆さんが示したわけですが、猛烈な努力をみ

んなしているのです。でも、日常的に私達は

それをやらなければならないからと努力をす

れば語学はできるようになります。

母国語でないもう一つの言語を身につける

ということ

先程は留学生の皆さんが立派な日本語でお

話し下さったんですけれども、よく学生達と

話す時にこういう質問をすることがあります。

「人間には  種類の人がいる。どういう種類

とどういう種類の人がいると思いますか。」

それは、例えば都会に住んでいる人、田舎に

住んでいる人。塾に通った経験がある人、全

く塾のない所に住んでいる人とか、色々いる

と思います。いろんな分類が人についてでき

ます。しかし、究極の人間の分類っていうの

があって、それは一つの文化を知る人と二つ

以上知っている人です。一つの言語を知る人

と二つ以上の言語を知っている人、これは深

い違いなんです。他人の言語を努力して学ぶ。

この決意をしてそれだけの自分の人生の情熱

と時間をかける人。そして、言語をわかれば

文化の深さや違いにも目覚めていきますから、

その全てが導火線のようになります。

私達は親からもらったこの「日本語」とい

う言語があります。でも、もう一つの言語を

努力する人とこれを諦める人。この違いがあ

るから、是非このもうもう一つの言語を身に

つけるグループにみんなで入りましょう――

それをやった人には、心からの敬意を表する

必要があるのではないでしょうか。それは、

ネイティブスピーカーではなくてがんばって

いるということです。

私は軍縮大使をした時に、国連の小型武器

軍縮の議長になりました。ネイティブスピー

カーではなく競争的に議長職を獲得できると

いうのは日本の歴史の中でもまずなかったこ

となのです。世界が、「猪口」でいいかという

ことなのですけれども、そこにはたとえネイ

ティブスピーカーではなくてもある分野の軍

縮について一生懸命やって英語で全部やって

いるというようなことに着目して、イギリス

人と日本人の女性の大使が同じくらいできた

ら、彼女にチャンスを与えようという空気が

議場にできて、日本の大使でこの議事はやっ

てもらおうじゃないか。だから、世界の人の

中で、特に言語で苦労している人達はその努

力をした人達を見分けるのです。自分がどの

くらいできるようになるかどうかは別として、

是非、もう一つの言語、その奥にあるもう一

つの文化、これを知る人の側に生徒達と一緒

に私達も立ちたいと思っております。

  

内戦から教育立国へ、ルワンダの大統領の

ことば

世界に、日本の子がどのように目を向けて

いるのか。最近は内向きになっているという

ことで何とか触発する方法を教えてというこ

とをこの講演の企画の方からもお話しがあり

ました。

私が一ヶ月に１回出している通信をお手元

に配っています。アフリカ会議が６月にあっ

た時の通信の方を開いてもらうと、下にルワ

ンダという国の記事がありますけれども、後

で見ておいて下さい。いろんな国のことが書

いてございます。

ルワンダという国ですが、皆さんは大虐殺

があった国として思い出すでしょう。多数派

のフツ族と少数派のツチ族の内戦でものすご

い大変な戦いをした国です。現在のカガメ大

統領という方は少数派の方で、 歳の時に難民

となって隣のウガンダの方に難民としてずっ

と育ちました。その国で認められて軍人にな

ってアメリカの士官学校に行っていた時に、

自分の国で内戦が起きて初めて自分の国に大

人として戻って内戦を平定するのです。そこ

で、虐殺を最初にやったフツ族側の大統領を

立てて自分が支えてあげるのです。その後 

年くらいやって、いま自分が大統領になって

います。ルワンダは  年くらい経ったいま、

最もアフリカで治安の良い国のひとつです。

ルワンダは、アフリカのスイスと呼ばれる程

の国になって汚職と治安の悪さが完全に払拭

されました。すごいことをやり抜いたのです。

さらにこのルワンダは資源がありません。

普通、アフリカの国というとダイヤモンドや

金を産出して日本もそういう所に投資したり

します。そういうことがない国なのです。内

戦と大虐殺の近代史・現代史をもっていると

どれほどの負からのスタートだと思います。

カガミ大統領は、「地面を掘っても何も出てこ

ないんだから『数学』だ。数学は金やダイヤ

モンドより重要な資源なんだ。」と言いました。

これを国の方針にして、全員数学をやるので

す。数学ばかりをやるのです。だからという

わけではないでしょうけども、ルワンダから

日本に来ている大使は数学博士です。全員数

学がよくできる若い世代が出てきたのです。

金も銀もマンガンも何も出ないという国に日

本の企業として、投資する人はいないだろう

と思うのですが、大統領がおいでになったの

でルワンダに投資している日本企業の方々に

集まってもらいました。そしたら、なんとた

くさんいらっしゃいました。どういう所に投

資されているんですかとうかがいましたら、

ルワンダの「 ですよ」、「ソフトウェアはも

う、彼らにかなう人はいないですよ」という

感じです。つまり、ものすごく  関係の投資

を始めているのです。東京とルワンダの間は 

時間の時差がありますから、東京でプログラ

ムが夕方終わって、頭が疲れたといったらル

ワンダの方に送って夜仕上げてもらって、ま

た東京に戻ってくる。インドのバンガロール

(インド南部の州都)でやっていることのシフ

トがルワンダとは組み合わせることができま

す。これはいろいろな発展をします。外国を

知るということはそういうことなのです。

学生さんでも  をやっている方でもそれ

ぞれの立派なカウンターパートがいます。そ

の人達はみんなすごい歴史と何かを背負って

生き延びた者の責任として、その貧しい国で

全てを失った国を立ち上げなければならない

と情熱をもって勉強してやっているのです。
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だから、塾があるかどうかわからないですけ

れども、公教育全部は破壊されていましたの

で、もともと塾から立ち上ってきた教育体系

であるという感じがします。

ベトナムで見た現代人の素晴らしいイマジン

力

今朝ベトナムから戻ってきました。

ベトナムでずっと軍縮会議をやっていて、

朝  時の便で成田に来て、今日この場に来て

います。ベトナムといえば、ベトナム戦争で

す。ベトナムのある将軍がちょうど  月 

日に亡くなりました。この方は  歳まで長

生きされました。まずフランス軍と戦って植

民地解放して、第二次世界大戦では日本とも

戦っていらっしゃいます。最後はアメリカと

戦いました。ベトナム戦争はアメリカが建国

以来の最初のそして今日に至る唯一の敗北で

す。これを実現したその方が亡くなったので

す。ひとつのベトナムの歴史が終わったと新

聞に出ていました。

私は現地に行くと必ず現地の新聞を読むの

ですが、そこで、私もたくさんベトナムにつ

いて書いてきたのですが、わからなかったと

思うことの多くが一週間の滞在でわかりまし

た。まず、日本と比べると新聞の内容が全く

違います。どの国も戦争や自分の歴史を背負

っているのです。それを生き延びた人達がど

のように立派に生き延びているかを原点にみ

んなが勉強するのです。日本でも戦争の遺族

の方いらっしゃって高齢化していますが、ベ

トナムでは  年にようやく統一されたとい

う歴史があります。生き延びた人の中には、

非常にディスアビリティ(障がい)を持ってい

る人達がたくさんいます。

昨日読んでいた新聞に出ていたのは、ある

作家のことで、彼は両手が  歳の時に失われ

ました。いろいろな人が彼が言ったことを書

いてくれたり、後にはコンピュータができた

から足でコンピュータを打って本を書き上げ

たりしました。彼はハノイ大学にその後進学

するのですが、学生の時に書いた最初の本で

非常に注目されました。その本の名前は『僕

は学校に行った』という本です。本当に教育

を受けるということがどれほどの感動なのか

ということを書いている本なのです。そうい

うディスアビリティだからどこの学校も受け

入れてくれなくて、でもたくさん勉強して学

校に行ったんだ―『僕は学校に行った』とい

う最初の本がベストセラーになったのです。

それから彼は先生になる道を選んで大学教授

になっていきます。最近出た本で『僕は教え

た』という本が出ていて、それがまたベスト

セラーになっています。だから、どの国も何

か背負っているものがあって、その背負って

いる人が背負っている姿というものを明らか

にすることによって必ずしも直接背負ってい

ない人――例えば戦争も知らない人、「ヒーロ

ー」が立派に生きているのだから、自分もち

ゃんと勉強しなければならないと思ってもの

すごい勉強をするのです。だから、投資する

人達も最近はベトナムの勤勉さや一生懸命勉

強すること、労働水準も非常に高いというこ

とをおっしゃいます。そういう「歴史を背負

っていること」と「本当に真っ只中でそれを

背負わざるを得えなくなった立場の運命の方

のすさまじい立派な生き方」にみんなが感化

されています。教育というのはある種の感動

を子供達に伝えて、だからがんばらなきゃだ

めなんだということを言うのではなくて、そ

の人が内発的にそのオーナーシップを持って
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それを受け止める・抱きしめていくことが大

事です。自分の国にもあるでしょうけれども、

どの国にもすごいストーリーがあります。そ

ういうことを知るということです。先程「イ

マジンする力」ということをいいました。見

たこともない、行ったこともない、生涯行く

かどうかわからない、遠い国のことだけれど

も、現代史としてのその悲劇を知っていてど

のようにその人達が現代、そして若い世代と

して折り合って生きているのかということを

勉強していく。いろいろな勉強の仕方がある

と思いますね。

教師としては、時に雑談の中でも、直接教

科になくても教えてあげると有意義なことに

なるのではと思います。どうやって子供たち

をモチベートできるか、動機付けることがで

きるかということがすごい難しいのです。

「どうでもいいや」とか「そんなの私と関

係ないや」とかそういう感じの態度が多いで

す。しかし、そう言いつつもどこかで聞いて

います。

そういう話について、「いや～それはすばら

しい」、「ベトナムはがんばってるんですね」

とか「ルワンダもそうだったんですか」と言

うのは、私の世代なのです。

今の若い世代は「何言ってんだ」みたいな

感じなのだけれども、どこかで聞いていて、

あとで「手紙を書きたい」とか、「 － は

届くのか」とか聞きにきたりもします。です

から、真正面からの教育ではなくてもどこか

で刺激して、モチベーションを与えることが

できたら、教育としてはすばらしいのではな

いかと思っています。

自分の学習が無限に可能になるという構造

数学――。日本も資源がないですね。やは

り数学は基礎的教育の最も鍛錬が必要なとこ

ろです。

数学というのはある程度の教育への覚悟と

決意がないとできるようにならないでしょう。

頭が良くても数学ができるとは限らないです

ね。数学というのは (繰り返し)です。

日本では九九は  です。意味がよくわ

からなくても教室でずっと教えられた記憶を

われわれ持っています。昔の教育はとにかく

次から次へと計算問題をたくさんやって、こ

んなのはできるからと言ってもまたやりまし

た。それはこんなのはできるからと言って単

語書きをやめてしまう人が実際には実力がつ

いていかないという話しと少し似ていて、こ

んなのはできるからと言ってどんどん毎日必

ずやるというある種の勤勉さの基準となるの

が数学なのです。だから数学はきちんと全員

できるようにしなければならないと思うので

す。その一定の能力があれば、勤勉であれば

全員数学はできるようになると思うのです。

しかし、毎日覚悟してやらなければならな

いから、生き方や自分の生活の秩序をどうや

って作っていくかということや、いやでもわ

かっていてももう一回やってみるかという好

奇心のようなものが現れるのが数学だと思う

のです。

英語もそうですけれども、国語はもともと

できるというものがあると思います。ですか

ら読書ですね。読書量が足らな過ぎます。イ

エール大学で勉強した経験を申し上げますと、

ものすごい量を読まされました。このことが

全ての出発点だったと思います。

日本の大学では、シラバス(一定期間の講義

計画)がありますが、この内容が貧弱過ぎます。

きちんとしたシラバスの概念がそもそも日本

に入ってきていないと思います。例えば、国

際政治の冷戦の崩壊の授業をやろうとする。

その週は冷戦の終結という授業です。これを

論じるにあたって、世界の  の論文を読むと

すれば、この  本が教授の証明なのです。そ

の  本の内容が貧弱だったらあなたは何を勉

強してきたのかということなのです。教授達

はこれを競います。いま、ネットで自分のシ
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ラバスを公開しますから立派な先生のものを

見て勉強して自分の学生にもこういうのを読

ませようとします。だからアメリカの場合、

どんどん水準が高くなっていくのです。シラ

バスのその週のその時間のために読む。その

本の全部ではなくて、この章の何ページから

何ページまでという教え方をするからです。

だから読める範囲のものがくる。日本ですと

教科書・参考書のこの  冊と言って半年間持

たせるということなのですが、それですと実

際には勉強の手引きになっていきません。さ

らに、大学・高校もある程度そうかもしれま

せんが図書館が貧弱過ぎるのではないでしょ

うか。中心的な書物はいつでも必ず手に入る

ようにしておかなければならないですし、教

育目的だったらそれらをコピーとして可能に

しなければならない。イエール大学の図書館

は、まず全ての科目のシラバスが全米一であ

ることが教授に期待されています。そこで勝

負するのです。だから、教育者も研究者も同

じことがいえます。立派なシラバスを作るこ

とが教育者の最大のサービスです。では、

本の論文はどこにあるのかといいますとスタ

ーティングライブラリーという図書館に行く

と、受付のデスクの後ろに棚があります。シ

ラバスに載っている全ての文献は全部この棚

にのってるのです。だから自分が本屋に行っ

たら絶版でしたとか、図書館のどこかの棚を

見たら誰か借り出していましたなどというこ

とがないのです。いつでも必ずどの子も手に

入る文献としてこのフロントデスクのリザー

ブセルフが管理されてないとなりません。こ

のシラバスとリザーブセルフの二つの武器に

よって自分の学習が無限に可能になるという

構造なのです。

世界のレベルを見ながら教える、輝くところ

をたくさん強化してあげる

私が前述したコンコードアカデミーという

高校ですが、ここはハーバード大学の進学が

全米  位の高校です。キャロライン・ケネデ

ィさんもハーバード大学に進学されておりま

す。高校でも、大学でも関係なく同じシステ

ムでやっている。ですから、今回はこういう

授業だといって、日本では学習指導のルール

があるけれど塾だったらそれができるのです。

だから高校でも大学でも教えるということは

こういうことだとリザーブセルフへ行けば、

コンコードアカデミーのライブラリーに行け

るのです。行けばその文献が全部あります。

私は、学校教育を補う形で塾があるという

中に非常に尊い使命があって、いま学校教育

でも追い着いていけてない内容がたくさんあ

ります。もっと世界のレベルを見ながら教え

る。それぞれの子供にみんな輝きがあります

から、それをうまく引き出す。この二つがで

きるのは多分塾だろうと思っています。実は

長年放課後子どもプランを大臣の時から提案

していて、それが今回土曜授業の政策につな

がっているのです。塾の協力を得てやりたい

と文科省が私の所にも来て言っておられまし

た。今日いただいた資料にそれがあるので、

塾の皆さんも協力してくれていたのだという

ことがわかります。どういうことかと言うと、

子供達はみんな才能があるけれども、才能が

偏ってます。平均的にできる子はまずいなく

て、輝くところをたくさん強化してあげると

いうことが学校教育の中ではできないと思い

ます。例えば、音楽ができる子、美術ができ

る子、算数ができる子、いろいろなできる子

のその部分を大いに伸ばしてあげることが、

多分放課後授業あるいは土曜日授業で、英才

教育的なことをきちんとやってあげられる所

は私塾だったらできるのではないかと思いま

す。それは、親の希望や受験のために必要だ

ということもあるだろうけれど、受験をして

よいところに入ったとしても就職があるかど

うかわからない時代ですから、その親からし

て考えを改める必要があって、自分の子供と
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や自分の教えている子供の才能を見出せるか

どうかなのです。親が発見できないのを発見

するのが教師の仕事だろうと私は思います。

私は上智大学で教えていた時、たくさんの

学生がゼミに来ましたが一人一人全員発見で

きました。上智大学は私学でしたけれども、

私立のところで上手く子供のできる部分を大

きく発展させないと今のグローバルな競争は

その部分での競争になりますから、到底普通

の標準的なでき方ではなかなかもったいない

と思います。もうひとつは、補習です。すご

く不得意なものがあるためにそれだけで自信

を失うともったいないので、そこは普通に自

信がつく工程が持てるようにレベルアップし

てあげることがあるけれど、本当の勝負はそ

こからでできることを大いに伸ばしてあげた

らそこにその子の将来があるし、それを発見

できた先生はその先生しかいないぐらいだと

思います。他の先生達はそういう目を持って

その子に接することが少ないでしょうから、

と思います。

教育の課題、世界にどう目を向けるかとい

うことで前述した世界の二つの例を（ルワン

ダとベトナム）申し上げましたけれども、い

ろいろな国の歴史は勉強したらよいと思いま

す。それが教養の範囲のことであり、まして

や留学生が自分のクラスに来てくれてたり、

姉妹校提携などで交流することがあったら、

ぜひそういうことを勉強したら良いと思いま

す。何かのきっかけがあって世界には  も

の国がありますけども、きっかけがあってあ

る国のことをよく知る。必ずそこにドラマが

あり、歴史があり、それを生き抜いた人達が

あり、その人達の情念があり、それらを分か

ることがまず自分の所を発見するということ

にもなるかもしれないと思います。既定の教

育のなかではやりきれないこと、親が本来は

やっていたことがもはや成されていないこと。

自分の直接の子供ではなくてもいいんじゃな

かと私は思います。たまたま自分の塾に来た。

私が思うにたまたま自分の地域に生まれ育っ

た子は、自分の子みたいなものです。その人

達に自分が持てる大人社会の裁量を提供する。

それが塾の場ですよ。塾という枠があるから

すごくいいですよね。自分の子だけに何かを

伝授するという江戸時代的な考え方ではなく

て、そこに算数の才能のある子や文章がとて

も上手な子がいたら、自分のその才能をその

子に伝授すれば次世代にその才能は伝わると

いうふうにして全体をレベルアップして、み

んなが自信をもって広く世界をイマジンでき

る子に、そして、そこまでのラッキーな教育

の機会を得た子だから問題は解決しなければ

ダメだよと教えてあげて欲しいのです。解決

しなくて、そんなすばらしい能力を自分だけ

で持っていてどうするの？だからそこを「解

決力」に展開するということもお伝え願えれ

ばと思います。

どうぞこれを機会に皆様と一緒に次世代に

我々世代の最良の物を伝達していく、チーム

と同盟を結びたいと思います。一緒にがんば

って参りましょう。本日はありがとうござい

ます。

第3部

親睦交流会

第  部終了後、会場を  階「祥雲」に移し
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て、午後  時――。会場は、テーブルに新鮮

な食材を交えた料理が並べられ、第３部・親

睦交流会が開かれました。

親睦交流会は渡辺浩実行委員の司会で進め

られました。全国学習塾協同組合の森貞孝理

事長の発声による乾杯のあと、ご多忙の中を

かけつけていただいた高市早苗衆議院議員よ

りお言葉をいただきました。 年の長崎、

年の広島から東京・浅草とつながれた「塾

の日」のグランドフィナーレはいつも地域色

ゆたかな趣向となりますが、今年は 

流なスマートでコミカルなおもてなし。サッ

クス奏者による四重奏やプロのバーテンダー

によるカクテルサービス、そして大道芸人に

よるアクロバティックなパフォーマンスが演

じられました。

笑顔のうちに宴たけなわとなり、塾の日シ

ンポジウムの次回開催地・宮城県仙台から協

会北海道・東北支部の皆さんが紹介され挨拶

されました。最後に、内藤潤司実行委員長よ

り謝辞があり、会場は大きな拍手に包まれな

がら、エンディングとなりました。

全国学習塾協同組合の森理事長の音頭で乾杯

挨拶する高市早苗衆議院議員

会場が固唾をのむ大道芸の妙技

親睦の夕べを彩った四重奏の音色

2014年「塾の日」を担う北海道・東北支部の皆様

閉会にあたり謝辞を述べる内藤潤司実行委員長
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ＪＪＡインフォメーションＪＪＡインフォメーション

��ス���������������に��！学習塾��
検定集団指導２級・３級は３月１日申込受付スタート！

����������������の���の���塾��を準��������受�����く������

協会では、学習塾における優秀な人材の確保・

育成を図るために、学習塾講師能力評価システム

の構築に取り組み、学習塾のミッションと期待さ

れる講師像を定義した上で、「学習塾講師集団指

導１級（以下、集団指導１級）」「学習塾講師集団

指導２級（以下、集団指導２級）」及び「学習塾

講師集団指導３級」検定試験を実施しております。

学習塾講師検定は、現役の講師を主な対象とし

て集団指導２級をご用意しております。２級試験

は『テキスト学習・筆記試験』と『実技試験』の

２つの段階を有しています。集団指導２級を認定

されるためには「『テキスト学習・筆記試験』の

合格と『実技試験』の受験合格」が求められます。

現在、 名の２級資格取得者と  名の１級資

格取得者がおります。

今秋申込を開始する集団指導１級検定は２級資

格取得者が受験対象となります。より高き頂きを

目指してチャレンジを始めて下さい。

協会では新たにウェブサイトにて、学習塾講師

検定受験のために自習用の動画配信を始めまし

た。どなたでも閲覧可能なのでぜひご覧ください。

学習塾講師検定自習用動画サイト



��者������ー�ス�用�����く��の���ー�
認証基準に基づく第三者評価「学習塾認証」のご活用を！

学習塾認証制度とは、消費者が安心してサービ

スを利用していただくために、サービスの質や信

頼性について、第三者が評価し認証を与える取り

組みです。認証された事業者は、当協会の発行す

る認証マークを事業所や広告に表示することがで

き、消費者はこの認証マークを目印に、適切なサ

ービスを提供する事業者を選択することができる

安心の制度です。

当協会は、サービス産業生産性協議会が公表し

たガイドラインに沿った認証基準に基づき審査を

行い、法令を遵守し、公正な取引を行う学習塾事

業者に対して、認証を付与します。

本年度は前期に  社を審査し全社認証付与、後

期は  社を審査し、 月  日に認否の判定を行い

ます。現在は、 の学習塾事業者が認証を取得

しています。

学習塾認証付与事業者は、認証マークによって、

次のことを消費者や近隣の保護者層にアピールす

ることができます。

●消費者に十分で適切な情報提供を行っています

●消費者と適正で明確な契約・解約を行っていま
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す

●通塾する子どもの安全確保に努めています

●顧客相談窓口を設置してその充実を図っていま

す

●個人情報の適切な取り扱いを行っています

●こうしたことが継続的に守られ、改善を行って

います

平成26年度の申請期間は次の通りです。

〈前期〉平成26年4月1日(火)～平成26年5月31日〈前期〉平成26年4月1日(火)～平成26年5月31日〈前期〉平成26年4月1日(火)～平成26年5月31日〈前期〉平成26年4月1日(火)～平成26年5月31日

(土) 認証決定目安 9月初旬(土) 認証決定目安 9月初旬(土) 認証決定目安 9月初旬(土) 認証決定目安 9月初旬

〈後期〉平成26年9月1日(月)～平成26年10月31日〈後期〉平成26年9月1日(月)～平成26年10月31日〈後期〉平成26年9月1日(月)～平成26年10月31日〈後期〉平成26年9月1日(月)～平成26年10月31日

(金) 認証決定目安 平成27年2月初旬(金) 認証決定目安 平成27年2月初旬(金) 認証決定目安 平成27年2月初旬(金) 認証決定目安 平成27年2月初旬

申請書類を整える等のご準備は早めのスタート

をお薦めします。

まずは、別紙「学習塾認証申請書類データ申込

書」にてサンプル・書式集をご注文ください。サ

ンプル・書式集と学習塾認証制度ＦＡＱ(Ｑ＆Ａ)

を無料でお送りいたします。サンプル・書式集は、

エクセルやワードからなる電子データをＣＤＲ

化したもので、パスワードをつけて送付いたしま

す。

�������������の����に�������
付における注意点について

平成  年  月  日からの消費税率の変更に伴

い、消費者庁・経済産業省の連名で、先月  日

付「消費税率の引上げに伴う特定商取引に関する

法律の特定継続的役務提供取引における書面交付

義務についての考え方」が公表されましたので、

お知らせいたします。

学習塾事業者が消費税率の引上げ分を消費者に

請求する場合、後に事業者と消費者間でトラブル

が発生する可能性もあることから、特商法の運用

上注意すべきと考えられる点及び消費者トラブル

の発生を避けるために事業者が実施すべき措置に

ついて、明確化していますので、学習塾事業者及

び関係者の皆様には広くご周知いただければと存

じます。

協会正会員様は、同封の「消費税率の引上げに

伴う特定商取引に関する法律の特定継続的役務提

供取引における書面交付義務についての考え方」

をご覧ください。

���������を��！���に���������
生の取り組みを要請！

昨年  月  日に、学習塾業を所管する経済産

業省から山田真貴子大臣官房審議官が協会事務局

を訪れ安藤大作会長と会談しました。

日本経済はアベノミクスの効果で力強い回復傾

向にあり、堅調な生産や消費の拡大で業況が大幅

に好転しているものの、効果は地域経済の隅々、

個々の生産者、生活者までは必ずしも行き届いて

おらず、デフレからの脱却はいまだ道半ばの状況

です。

山田審議官からは、デフレ脱却と日本経済再生

に向けて政府が取りまとめた  兆円規模の減税、

規制緩和の新しい仕組みの創設、 兆円規模の経

済対策、復興特別法人税や法人実効税率引下げの

検討、エネルギーコスト対策などからなる経済政
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策パッケージの説明があり、当協会を通して学習

塾業界において、先を見据えての生産性向上や新

事業にチャレンジするための思い切った設備投資

や従業員への投資といえる賃金引上げなど日本全

体を覆う、デフレマインド・縮み志向を払拭して

いただく具体的な行動を起こしていただくよう協

力要請がありました。

昨年  月に公益社団法人に移行して以降、当協

会の安藤大作会長は  月、文部科学省生涯学習分

科会内に設置された今後の放課後等の教育支援の

在り方に関するワーキンググループの委員に就任

し、第  回  では公教育と学習塾の連携事業

についてプレゼンテーションしました。同の

設立趣旨は次の通り。

すべての学校区での学校と地域が組織的に連携・

協働する体制づくりを進めていくにあたり、今後の

土曜日の教育支援体制等の構築や、学校支援地域

本部・放課後子供教室の取り組み内容の充実などに

ついて検討を行う必要がある。そのため、今後のこ

れらの教育支援体制や活動の在り方について検討

を行う。

また、当協会の稲葉秀雄専務理事は  月、文部

科学省の民間教育事業者における評価・情報公開

等の在り方に関する検討会の委員に就任し審議に

参画しています。同検討会の設立趣旨は次の通り。

民間教育事業者における学習の質の保証・向上の取

組については、ISO29990が発行されるなど、ますま

す活発化している。この状況等を踏まえ、文部科学

省と経済産業省が緊密な連携を取りながら、民間

教育事業者における評価・情報公開を始めとした学

習の質の保証・向上の在り方に関する推進方策を検

討し、具体的な普及促進策等の総合的な支援方策

を講じることとする。

− 23 −

デフレ脱却と日本経済再生に向けて（経済政策パッケージ） 

○日本経済再生に向けて、３つの歪み 
「過小投資」「過剰規制」「過当競争」 
を是正し、国際競争に勝てる体質に変革 

○経済の好循環を実現 

所得拡大促進税制 
 
個人の所得水準改善に向けて、 

使い勝手を大幅に改善 
 
 ・総額「５％」増加要件緩和 
 
 ・平均賃金の比較対象を工夫 
 

 
  

デフレ脱却と日本経済再生に向けて（経済政策パッケージ）デフレ脱却と日本経済再生に向けて（経済政策パッケージ）デフレ脱却と日本経済再生に向けて（経済政策パッケージ）

所得拡大促進税制

１兆円規模の減税 
               生産性向上 
          設備投資促進税制 

かつてない大規模な投資減税を実現 

・先端設備や生産ラインの入替えを対象 

・即時償却、５％税額控除 
 

  

ベンチャー投資促進税制 

ベンチャーファンドへの出資額
の80%を準備金として損金算入 

  

 簡素な給付措置 

 駆け込み需要、反動減対策
（住宅ローン給付、車体課
税の見直し） 

 転嫁対策 

企業実証特例制度 
 

企業の提案に基づき、企業単位で特
例的に規制を緩和 

 
企業の技術力等を生かした規制改革

を先導 

  グレーゾーン解消制度 
 

企業の事業計画に即して、規制の適
用の有無をあらかじめ判断 

 
企業が安心して新分野に進出するこ

とを後押し 

国家戦略特区 
 

国主導で、大胆な規制改革のための
体制を構築し、世界で一番ビジネス
がしやすい環境を創出する 

 

関連法案を次期臨時国会に提出 

規制緩和の新しい枠組みの創設 

５兆円規模の経済対策 

新たな経済対策を12月上旬に策定 

－競争力強化（中小企業、研究開発等） 

－高齢者・女性・若者 

－復興、防災・安全対策 

消費税引上げにあたっての対応 

復興特別法人税 

１年前倒し廃止について検討 
（12月中に結論） 

法人実効税率 

速やかに検討開始（与党大綱） 

今こそ経営者の決断で、デフレ脱却 
日本経済再生の好機 

企業業績の改善 

賃金の増加 

投資の拡大 消費の拡大 

研究開発税制 

試験研究費の増加額の 
最大30%を税額控除 

 
  

 事業再編促進税制 

統合会社への出融資額の 
70%を準備金として損金算入 

新事業の創出 
 

企業がベンチャーや
研究開発への投資を
進めるとともに、新
事業にチャレンジ。 

思い切った 
設備投資の促進 

イノベーションの源泉
である設備の新陳代謝
を進める。 

大胆な事業再編 
 

一企業内では十分に
成長できない事業の
再編・統合を進める
とともに、新たな市
場に挑戦。 

 

株高・円安 

エネルギーコスト対策 

 全14基の原発で新基準への適合
申請 

 シェールガス等の安定的かつ低廉
な調達 

昨年11月と比較し、株価は５
割超上昇、為替は２割超円安 

通商交渉 

TPP、RCEP、日中韓FTA、
日EU・FTA等の経済連携を
推進 

産業競争力 
強化法案 

制

ベンチャーファンドへの出資額ベンチャーファンドへの出資額ベンチャーファンドへの出資額

産業競争力 
強化法案 

統合会社への出融資額の統合会社への出融資額の統合会社への出融資額の

産業競争力 
強化法案 

企業の提案に基づき、企業単位で特

産業競争力 
強化法案 

産業競争力 
強化法案 

 中小企業投資促進税制 

税額控除を拡大 

（資本金１億円までの企業：7%控除 
小規模企業：10%控除） 

  



  

ＪＪＡご入会のご案内ＪＪＡご入会のご案内

全国学習塾協会（略称「ＪＪＡ」）は、民間教育を担う団体・個人に関する支援及び能力開発、調

査研究、地域社会に対する貢献の推進等を行うことによって児童及び青少年等の学力養成の推進に

寄与し、より良い社会の形成を推進することを目的として設立された公益社団法人です。

公益社団法人全国学習塾協会には、どなたでも入会できます。

会員は、正会員・準会員・賛助会員からなっています。

■正会員■正会員■正会員■正会員 学習塾事業を営む法人または個人でどなたでも会員になることができます。正会員は総

会での議決権を持ちます。

協会報、会員名簿を配布いたします。本会が主催する事業をご案内して、これに優先的に参加する

ことができます。

協会  サイトと正会員のホームページのリンクを掲載するとともに、会員名簿に正会員一覧を掲

載します。

正会員証プレートを使用できます(使用料あり)。

■準会員■準会員■準会員■準会員 学習塾事業者に従事する個人、協会の目的と活動に賛同する教育事業に従事する個人ま

たは従事した経験のある個人であればどなたでも会員になることができます。総会での議決権は持

ちません。

協会報、会員名簿を配布いたします。本会が主催する事業をご案内して、これに参加することがで

きます。

準会員証プレートを使用できます(使用料あり)。

■賛助会員■賛助会員■賛助会員■賛助会員 協会の目的と活動に賛同してその事業にご支援くださる法人・団体・個人で、総会で

の議決権は持ちません。

協会報、会員名簿を配布いたします。本会が主催する事業をご案内して、これに参加することがで

きます。

協会  サイトと賛助会員のホームページのリンクを掲載するとともに、会員名簿に賛助会員一覧

を掲載します。

賛助会員証プレートを使用できます(使用料あり)。

会費は次の通りです。

入会金入会金入会金入会金 （１）正会員 30,000円

（２）準会員 10,000円

（３）賛助会員 法人 50,000円

学校法人 30,000円

団体 50,000円

個人 10,000円
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ＪＪＡご入会のご案内ＪＪＡご入会のご案内
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査研究、地域社会に対する貢献の推進等を行うことによって児童及び青少年等の学力養成の推進に

寄与し、より良い社会の形成を推進することを目的として設立された公益社団法人です。

公益社団法人全国学習塾協会には、どなたでも入会できます。

会員は、正会員・準会員・賛助会員からなっています。

■正会員■正会員■正会員■正会員 学習塾事業を営む法人または個人でどなたでも会員になることができます。正会員は総

会での議決権を持ちます。

協会報、会員名簿を配布いたします。本会が主催する事業をご案内して、これに優先的に参加する

ことができます。

協会  サイトと正会員のホームページのリンクを掲載するとともに、会員名簿に正会員一覧を掲

載します。

正会員証プレートを使用できます(使用料あり)。

■準会員■準会員■準会員■準会員 学習塾事業者に従事する個人、協会の目的と活動に賛同する教育事業に従事する個人ま

たは従事した経験のある個人であればどなたでも会員になることができます。総会での議決権は持

ちません。

協会報、会員名簿を配布いたします。本会が主催する事業をご案内して、これに参加することがで

きます。

準会員証プレートを使用できます(使用料あり)。

■賛助会員■賛助会員■賛助会員■賛助会員 協会の目的と活動に賛同してその事業にご支援くださる法人・団体・個人で、総会で

の議決権は持ちません。

協会報、会員名簿を配布いたします。本会が主催する事業をご案内して、これに参加することがで

きます。

協会  サイトと賛助会員のホームページのリンクを掲載するとともに、会員名簿に賛助会員一覧

を掲載します。

賛助会員証プレートを使用できます(使用料あり)。

会費は次の通りです。

入会金入会金入会金入会金 （１）正会員 30,000円

（２）準会員 10,000円

（３）賛助会員 法人 50,000円

学校法人 30,000円

団体 50,000円

個人 10,000円

  

年会費年会費年会費年会費 （１）正会員 １口 塾生数1000名未満 36,000円

塾生数1000名以上 60,000円

3000名未満

塾生数3000名以上 120,000円

（２）準会員 １口 12,000円

（３）賛助会員 １口 法人 50,000円

学校法人 36,000円

団体 50,000円

個人 12,000円

毎年４月から翌年３月までが一年度になります。

会費について、正会員の方は、会費を３月と９月の年２回に分け、金融機関から預金口座振替によ

り納入いただきます。

準会員・賛助会員の方は、年度初めに当協会の銀行口座にお振り込みいただきます。

入会初年度の会費は、入会月からの月割りで計算いたします。

入会をお考えの方、協会の活動概要などをお知りになりたい方は協会事務局まで遠慮なくご連絡く

ださい。資料をお送り申し上げます。

また、入会申込書は協会 サイトから入手することもできます。

公益社団法人全国学習塾協会 事務局

〒171-0031 東京都豊島区目白3-5-11

TEL03-5996-8511 FAX03-5996-9585
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