
日本イエナプラン教育協会

ニュースレター  Vol.1６  
　　　　　　201２.  １０月号

この秋のリヒテルズさんの帰国に合わせ、各地で講演等が開催されましたが、当協会でも、１０月１３日に
講演とワークショップを主催しました。たくさんの方にお集まりいただき、活気ある会になりました。イエナプ
ランについてのＴＶ番組が放映されるなど、少しづつイエナの輪が広がってきているように思います。 
Ｆａｃｅｂｏｏｋのページもできましたので、ぜひ皆さまお気軽にご参加ください。　　　　　　　　　　（編集　山崎） 

第１５回　

イエナプランは生き方

　　　　  　　　　　　　　　　　　　　協会代表　リヒテルズ直子 
 
イエナプランでは、よく、「コンセプト」という言葉が用いられます。概念とか考え方を意味
する言葉です。オランダのイエナプランの実践者たちは、メソッドという言葉を嫌います。
実際、イエナプラン教育はメソッドではありません。何か、授業の進め方とか、学級の経
営の仕方、などといった、決められた方法を学びそれに熟練すれば良い、熟練すれば、
誰でもイエナプラナーになれる、というものではないのです。	

	
けれども、イエナプランは、「ああ、そういうことか」と分かれば、誰にでもイエナプランナ
ーになれる可能性を開いているものでもあります。誰でも、自分を識り、自分らしく、みず
からの良心に偽ることなく、知らないことは正直に知らないと認め、人生を通して好奇心
を捨てることなく、常に問いかけながら学び続けて行こう、自分にできないことは、衒いな

く他の人に学ぼう、、、そう決めて、この原則を実践して行けば、いつからでも、どんな人
もイエナプラナーになれるものなのです。	
	
では、イエナプラナーの生き方とは、なんなのでしょうか。	
	

それは、イエナプランが、学校教育をデザインするのと同じように、教員である自分も
また、みずからの生活の中で実践していくことに他なりません。	
	
イエナプランの学校は、対話、仕事、遊び、催しという４つの活動を、バイオリズムに合

わせてリズミックに交換しながら繰り返します。どの活動ひとつをとっても、そこには、たく
さんの学びがあります。私たち大人、そして、教育者も、イエナプラナーとして生きるので
あれば、日々の生活に、これら４つの活動が、自然な形で組み込まれていなくてはなり
ません。なぜなら、そういう生活こそが、人間にとって、最も自然で豊かな生き方である
からです。	

	
あなたは、日々の生活の中で、対話を大切にしていますか。夫婦で、親子で、友人との
間でことばを交していますか。あなたは、自分の考えを言葉にして伝える努力をしていま
すか。伝えようとする努力は、相手を尊重しているとき、始めてできることです。あなたは
、他の人の言葉に耳を傾けていますか。親としてのあなた、教師としてのあなたが、子ど

もたちに対しても、自分が伝えたいことを相手がわかるように丁寧に伝える努力をしてい
るか、子どもたちの言葉に耳を傾けているか、それは、あなたがイエナプラナーであるか
どうかを分ける分かれ道です。なぜなら、面倒がって言葉にして自分を伝える努力をし
ない人、他の人のいうことに耳を傾けない人には、サークル対話を本当にファシリテート
することはできないからです。	
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仕事をしている時、あなたは、その仕事に、誠意を込めて向かっていますか。仕事の成果
が、自分にできる最善の質のものであるように努力していますか。自分なりのテンポを見
つけて、計画的に自分の責任で仕事を進めていますか。	
	
仕事の合間に、遊んでいますか。心から、リラックスすることは、どんな人にも大切な、

リフレッシュのための時間です。私たちは、働くために生きているのではありません。そ
うすれば、やがて、生きる意味がわからなくなってしまいます。私たちは、生きるために
仕事をしているのです。あなたの生き甲斐はなんですか。あなたは、自分の人生にどん
な意味を持たせたいと思っていますか。時々、そういう振り返りのための遊びの時間
を持っていますか。	
	

そして、あなたは、周りの人と喜怒哀楽を共にしていますか。感情の共有、共感こそは
、社会に生き、社会に参加し、過去に生きた人に思いを馳せ、未来を生きる若い世代
のためにより良い社会を残すために、なくてはならぬことなのです。共感のない生活
を送っているものに、未来世代を導くことができるでしょうか。	
	

イエナプランのハートは、ワールドオリエンテーションです。子どもたちの目を「世界」に
向けさせるための学びの時間です。そして、異なる子どもが、お互いの得意な分野を
認め、尊重して、相互に助け合って生きる道を学ぶのです。教育者であるあなたは、世
界に目を向けていますか。日本で、世界で起きているニュースを追っていますか。 世
界中の人たちが、依存しあっている今日の世界で、日本人であるあなたの行ないが、

世界の裏の人にどんな影響を与えるものであるか、一見関係ないように見える世界の
裏の人たちのことにも、好奇心をもって知ろうとしていますか。子どもに対して、「知らな
いことばっかりなんだよ、勉強しても勉強しても追いつかないよ、君が知っていることを
教えてくれないかなあ」、、、そんな態度で接していますか。	

	
イエナプランは、メソッドではないのです。	
	
異年齢学級を作ったからと言って、教室の中にサークル対話の場所を作ったからと言
って、時間割を4つの活動の交換に変えたからと言って、それを使って教えているあな

たが、イエナプランの生き方をしていなければ、イエナプラン教育ではありません。	
	
でも、イエナプランの生き方は、難しいことではありません。人間として、最も自然で、当
たり前の生き方、同朋を大切にし、自然を大切にする生き方、世界が、人類にとってよ
り良いものになるように、人類が、世界を破壊してしまわないように、、、、未来の世代

に借りている環境をより良いものとして残して行く生き方なのです。それは、私たちにと
って苦しいことであるはずがありません。	
	
しかし、時として、私たちは、怒りを持って立ち上がることも必要です。なぜなら、そうい
う生き方を阻む力が、この世界には満ち満ちているからです。オランダのイエナプラナ

ーたちが、国に対して働きかけてきたのは、そのためでした。自分たちだけで、独り占
めし、社会に背を向けるのがイエナプランではありません。その正反対です。	
イエナプランがオープンモデルであるのは、この戦いを、一人一人のイエナプラナーが
、自分にとって、最もふさわしい戦い方で戦っていくためです。いい加減なものでも何で
もかんでも許容するためのものではありません。優しさと厳しさは、きちんと使い分ける

のが、イエナプランの生き方です。	
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　2012年10月13日（土）池袋・あうるすぽっとにおいて、協会主催の
　リヒテルズ直子氏  講演・ワークショップが開催されました。
　 
　テーマは『保護者の参加を促す』保護者が学校に参加しやすくなるきっかけ作りや、実際に参加 
　してもらう上での注意点など、参加者の皆さんが熱心に聞いておられる様子や話し合いの姿勢 
　に、今まさに学校と保護者、地域の方々との連携が強く求められているのだろうと感じました。 
　これから実践の場に移される方々の経過報告や質問も楽しみです。参加者の方にレポートを書 
　いていただいたので、当日いらっしゃれなかった皆さま、ぜひご参考になさってください。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局　山崎）	

１０月１３日講演・ワークショップレポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協会員　　遠藤　綾 
 
　「保護者の学校参加を促す」をテーマに10月13日に開催されたワークショップは、リヒテルズ

直子氏のプレゼンテーションに加え、2名のゲスト、柏市議会議員の山下洋輔氏と埼玉県狭山
市の小学校教諭である伊垣尚人氏からのプレゼンテーションと２つのグループワークで構成さ
れた。	
 	
　まず最初に山下洋輔氏より地方議会議員から教育を変革するための試みとして、教育共創
研究所の設立についてお話いただいた。高校教諭であった山下氏は、社会が変化しないと教

育現場も変わらないのではという想いを持ち、教育改革を掲げて柏市議会議員に当選。教育
委員会と議会が影響を与え合う教育行政の枠組みの中で、全国に35000人ほどいる地方議員
の数％でも教育に力を注げば、教育現場に変革が起こるのではと考えている。	
　柏市でのある小学校のケースでは、複式学級化することを機に、学校選択制度を活用し小規
模特認校することで、イエナプラン的な教育のあり方を模索したいと考えている。学校をなくすこ

とはコミュニティの存続に関わる大問題であり、小規模の学校でも存続できる仕組みを柏市か
ら全国に提示できればと考えている。	
 	
	

 	
　次にリヒテルズ直子氏のプレゼンテーション。イエナプラン教育での保護者の参加方法につい
て、20の原則の中から4つの原則にそって話をすすめた。原則6『わたしたちはみな、それぞれ
の人が持っている、かけがえのない価値を尊重しあう社会を創っていかなくてはなりません』、
原則８『わたしたちはみな、公正と平和と建設性を高めるという立場から、人と人との間の違い

やそれぞれの人が成長したり変化していくことを、受け容れる社会を創っていかなくてはなりま
せん』この２つの原則を教師と保護者の関係に引き寄せると、教師と保護者が互いに未完成の
存在であることを認め合い、尊重できる関係をつくることが大切になってくる。日本では、保護者
と先生が関わるのは、授業参観の日と家庭訪問。それでは、お互いに関係を築いていくには不
十分であり、役割を演じることにとどまってしまう。役割の固定化を防ぐためにも、イエナプラン
教育校では学校はいつも開放されており、保護者はいつでも授業に参加することができる。そ

の他にも、子どもの誕生日には、保護者にもサークル対話に参加してもらったり、朝と帰りの短
い時間にも保護者と連絡を交わすなど、さまざまな試みが実践されている。	
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 原則11『学びの場（学校）とは、そこに関わっている人たちすべてにとって、独立した、しかも
協働して作る組織です。学びの場（学校）は、社会からの影響も受けますが、それと同時に、
社会に対しても影響を与えるものです』学びの場を社会変革の出発点にするための具体的
な方法として、学校の中に「喫茶室」を設けて、いろいろなことを気軽に話し合える場を提供し
たり、教室でパーティを行うことなどが紹介された。 
	
　原則20『学びの場（学校）では、何かを変えたりより良いものにしたりする、というのは常日
頃からいつでも続けて行われなければならないことです。そのためには、実際にやってみる
ということと、それについてよく考えてみることとを、いつも交互に繰り返すという態度を持って
いなくてはなりません』この原則からは、現場でまず話をすることからはじめられるのではな
いかという提案があった。異なる文化的背景を持っていたとしても、尊重しあい、何かを共に

つくることはできるはず。そうした対話的関係を学校現場でも育むために、教員と保護者がフ
ラットな関係をつくることができるかが大切になる。	
　立場を超えて、ひとりの市民として子どもたちの未来を共に考えるための手法として、グ
ループワーク「20年後の未来のシナリオ」を実践した。まず、5分間ひとりで20年後の日本を
想像した。そこで自分は何をしているのか、いま小学生の子どもたちがどのような社会で、ど

んな仕事をし、どんな人間関係を持っているのか。グループ内で個々に考えたことを発表し
あった後、次は20年後にこうあってほしいと思う社会と思い描く社会を実現するためにどのよ
うなことができるのかについて、ひとりで考えた後グループで意見交換し、グループごとに発
表、全体で共有した。	
　このワークでは、ひとりで考えていると見えない視点がみんなで考えることで見えてきたよう

に思う。リヒテルズ氏からは、こうしたシナリオづくりは何度も同じチームで系統づけて行うこ
とが大切だということと、意見交換の際の、自らの参加の仕方を意識してみることが大切だと
いうアドバイスがあった。	
 	

　次に保護者参加の方法の例として「ストーリーバッグプロジェクト」が紹介された。イエナプ
ランでは、4～6歳の子どもたちのために、図書館で本を借りるのと同じように、ストーリーバッ
グ（一冊の本をもとに、親と先生が協働し、物語をさらに楽しめるようにと考えだされたオブ
ジェやゲームを一つの袋にまとめたもの）を貸し出している。このバッグを作成するプロセス
が、教員と保護者が個として知り合う機会をつくることにつながり、それはそのまま学校への

敷居を低くすることことにつながる。対立する保護者と教員を同じ方向に向け、遊びながら気
楽に楽しむことができる機会として活用されている。	
	
　2つめのグループワークとして、ストーリーバッグをつくる過程をグループで体験した。各グ
ループに絵本が1冊配布され、その絵本をもとに、バッグのデザイン、どんな情報源を集める

か、協働ゲーム（参加者全員で協力してゴールを目指すゲーム）のアイデア、材料をどのよう
に調達するか、という4つの課題を考えた。	
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このワークでは、架空のものであったとしても、よりよいものにしようと積極的に意見を述べる
人、人の話を引き出そうとする人、自ら記録をとろうとする人など、話し合いに参加する個々
の態度が意識させられた。人の意見をどのように聴くか、それに対してどのような反応を見せ
るかなど、ひとりひとりの態度のありようによってグループの雰囲気が左右されていくことを
感じた。	

	
　最後に二人目のゲストによるプレゼンテーションが行われた。伊垣尚人氏より、小学校での
イエナプラン教育の実践報告として、大きく３つのことが紹介された。ひとつ目は、サークル対
話について。サークル対話に適した環境デザインとして、簡単に片付けることのできる組み
立て式の長椅子を考案した。床に直接座るのではなく、椅子にしたことで、途中で誰かが入
るときに輪を崩さなければならないといったことや、どこに座るのかといったことに意識を向け

なくてよくなった。サークル対話は、教員も生徒も平等になり、自分たちの場を自分たちで話
しあうという雰囲気をつくりだしてくれる。小さな声でも話しあえるため、互いに聴きあうという
態度が自然と出てくる。生活の声のトーンも落ち着いてきた。輪になったままで、近くの人と
シェアする時間をつくることで、共有する態度も身につけることができる。	
　ふたつ目として、個別学習の事例が紹介された。一学期は一時間、二学期は単元ごと、と

いうように、徐々に個別学習の時間を増やしていった。個別学習をすすめる中で、子どもたち
が自分たちで学び合う姿が多くみられるようになったこと、わからないことは質問するという
態度が身についてきたことなどがあげられた。	

	
　三つ目は、異学年学習（マルチエイ
ジ）の事例が紹介された。発達差があ
ることで学びがダイナミックになること。
子どもは自分ができなかったことがよ

くわかるので、その子のわからないポ
イントをつかみ、そのポイントをその
子がわかる言葉を選び、伝えることが
できる。	
　伊垣氏のお話の中で印象的だった
のは、子どもに任せたほうが自分の

責任で動くようになり、それが自信に
つながっていくということだ。子どもの
尊厳を尊重し、子どもを尊敬する態度
を持った大人たちによって任せられた	

子どもたちは、自信を持って行動することができるようになり、その行動はそのまま自己肯
定感につながっていく。そして、自己肯定感の強い子どもたちは、周囲に対しても肯定的な
態度をとることができるようになるのではないか。	
 	
　「保護者の学校参加」という側面からイエナプラン教育に触れたプログラムだったが、その

根底には学びの場を社会変革の出発点にするという考え方があり、そのための保護者の
学校参加なのだと感じた。子どもは常に親の影響下にあり、親の変化は子どもの変化に直
結する。そうした変化の連なりが地域の変化となり、社会の変化となっていく。オランダでの
先進的な事例を知っても、家庭や教育をめぐる社会的状況の異なる日本で、実際に取り入
れていくのは容易なことではないかもしれない。けれど、どうせなにもできないと一歩踏み出
せなくなったときには、課題を解決したいという意思を持ち続けることこそが重要なのだと自

らを励ましたい。ちいさな試みと試み、人と人とがつながっていく時、社会は着実に変化を遂
げている、そして、そのための現場として教育こそが最も大きなリソースを抱えているのだと
信じ続けること。未来と現在を映す「子ども」という存在に関わることに誇りを持つことからは
じめたい。	
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10月13日の講演・ワークショップの感想をご紹介します。
	
	

・講演はいつも励まされるので帰国を楽しみにしていますが、ワークショップもいいですね。
学びの主体という事が理解されます。 
	

・実際にワークショップを体験してより具体的にイエナプランについての説明をできるように
なったと思います。より多くの教育を学ぶ学生さんにイエナプランを体験してほしいです！	
 
・参加者の意識が高い。ストーリーバッグのワークショップが楽しく創造的でした。山下さん、
伊垣さんの発表内容が素晴らしかった。お互いの交流承認が少なかった。	

 
・初めての参加でしたが全てが印象に残っています。大変参考になりました。	
 
・ストーリーバッグ作りのワークショップで感じたことは、「あれ？実際自分が保護者の立場
だったら本当にできるかな？」という事でした。これまでは見ていただけでしたので、改めて

見るとやるは大違いと感じました。	
 
・２０年後の未来のシナリオはグループでの話し合い時間が少なく戸惑っている間に終わっ
てしまい残念でしたが、意見交換する楽しさを感じました。ストーリーバッグはアイディアが
楽しいし、本当に作ってみたくなりました。ぜひまた参加してみたいです。ありがとうございま

した。	
 
・一番はやはりサークル対話です。どんなもんかと期待して来たわけですけれど期待通りと
いった感じです。机について話を聞くよりも自然に話に注意して聞くことができました。	

 
・全てが印象に残りました。とても勉強になりました。ありがとうございました。	
 
・保護者の参加促進でやってもらえる事が大変参考になりました。バックキャスティングの考
え方が重要だと感じました。	

 
・保護者と学校のつながりを強め、家庭と共に社会が一体となって子ども達を育てていく意
識が必要だと思います。	
20年後、何もしないとどうなるか？非常に悲観的な意見が多かったからこそ小さな動きを広
めていくことを早急にかつ確実に進めていくべきだと感じました。	
 
・危機感を持つためにこのままだったら今の子ども達が大人になった時にどんな社会になっ
ているかを考える事は刺激的だった。問題点が自分なりにはっきりした。今は日本の子ども
の自己肯定感が低いことが気になっています。学校教育の中で自己を知る事、自己肯定感
を高める事をやっていければと思います。世代間の考えの違いも気になりました。校長レベ
ルに話がしにくい。	

 
・「市民として…」という語りかけ。他にもたくさん。	
 
・今回初めて参加させて頂きましたが、とても多くの事を学ばせて頂きました。私は今大学
院で保護者の学校参加について研究しているのですが、日本の教育で教師ＶＳ保護者とい

う構図ができている事に悲しさを感じ、教師や保護者が（その他の人も含）教育に携わって
いけたらと思います。今回ワークショップなども取り入れて頂いて、自ら考えて学ぶことがで
きました。今度、教師になる学生と保護者が対話のできる会を考えているので、今回の事を
たくさん生かす事ができたらと思っています。今回は本当にありがとうございました。	

Photo:リヒテルズ直子	
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・「学校を社会変革の出発点に」という言葉が印象的でした。どのようにして自分自身がそ
の出発点となる場に関与していけるのか？という事を深めて考えながら実践したいと思い
ます。	
 
・保護者と教師が協働するための具体的な取組が体験できて良かったです。何か行動を

起こさなければ両者の関係の改善はないのだなと改めて思いました。なおとさんの実践報
告は大変参考になりました。声のトーンについては、再度自分でも気を付けていこうと思い
ました。ベンチはさすがにハードルが高いですが何かしたいです。ありがとうございました。	
 
・グループでのワークショップ、貴重な体験でした。伊垣さんの取組見せて頂きありがとう
ございました。	

 
・オランダでの研修をふまえて伊垣さんの実践報告が大変参考になりました。具体的にど
う進めていくのか？テクニック、手順なども含めてさらに教えて頂き自分も実践をつんでい
きたいです。	
 
・ストーリーワークを通して視点の違いを体験できた一方で、１つ目のグループワークでの
同じ危機感を持っている方々がこんなにもいることを知る事ができて人の集まりとして教育
を変えられればと思います。	
 
・「保護者ならばストーリーバッグ作りなどの会に参加しますか」という問いかけがありまし

た。私は参加をできる限りしたいと思いました。しかし、ワークシェアリングが根付いていな
い日本では参加することが難しい保護者が今は多いかもしれないと考えました。	
 
・伊垣さんの講演は非常に印象に残った。現行の日本の教育制度の中で小さい事からイ

エナを取り入れればいいというメッセージが心強かった。保護者とは同じ目標に向かう事、
味方同士になる事が大切だと感じた。	
 
・ストーリーバッグプロジェクト、子どもの学習にも使えそう！「でも気を付けて！」の示唆は
とても大切だと思ったが保護者同士の間でいじめがあった時…、というところまで責任が

持てるか、気持ちや時間の余裕が持てるか考えちゃいました。職場の人とビジョンの共有
のシナリオ作りができると良い。本当にそう思います。校長からの校長のシナリオが降って
来る文化を何とかしたい。	
 
・今日はありがとうございました。日本の教育について色々な立場の人が考えていることを

知る事ができました。多くの先生も参加され、子ども達に何が必要かを学んでいることも知
る事ができてとてもよかったです。多くの先生もそれぞれにもっと学べる時間が持てるとい
いなと思います。保護者と学校の事については１保護者としてはまだまだどうしていけば
いいか悩んでいるところです。良い関係（何でも話ができる）ができればと思います。	
 
・初めて参加させて頂きましたがワークショップ形式で他の参加者の方々と試行錯誤しな

がら教育や社会について考えることができたおかげで短い時間の中でイエナプランのエッ
センスを味わうことができたように思います。教員をしていましがた保護者の方とも今日の
ように議論し合える機会を持っていかなくてはと感じました。実践も教えて頂きましたので、
できそうなことから少しずつ私も実践していきたいと思います。まずは直子さんのように教
室で静かに話すことから。貴重なお話をありがとうございました。	

 
・開かれた学校を作るために先生側も保護者側も情報発信が必要なのだと深く理解しまし
た。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
講演・ワークショップにご参加くださった皆さま、どうもありがとうございました。	
	

Photo:リヒテルズ直子	



◇◆◇　リヒテルズ直子の質問箱　◇◆◇
	
	

Q. オランダの教育費は無料ですが、なぜ無料が実現できるのでしょうか？日本	
     で同じ事をしようとするとどうすればいいでしょうか？ 	
　　 中学年代ではどのようなものなのか、伺いたいです。 	
	
Ａ．税金から支払われる仕組みです。かと言って、ヨーロッパの中で、オランダの	

　　 教育支出は決して高い方ではありません。日本の場合、検定教科書や入試	
      制度、学力テストなどへの膨大な支出が多すぎるとおもいます。  
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イエナプラン教育に関するご質問を募集しております。	
下記のメールアドレスまで、お気軽にご連絡ください！	

info@japanjenaplan.org	

	
Ｑ．イエナプラン以外のオランダのオルタナティブ教育の実情を聞きたい	
      のですが。 	
	

Ａ．この協会はイエナプランを日本で推進していくことを目的としたものですので、	
　　他のオールタナティブ教育の実情については、私の講演や書籍をご参考くだ	
　　さい。	
 

 
Q. 学級のグループ分けはどんな過程でされるのか？教員はどこで管理的	
     仕事（事務的仕事）をしているのか？（職員室では作業していないようだっ	
     た。）	
	
Ａ．学級編制は、イエナの場合、できるだけ同じ生徒が一緒に持ち上がる形が	

      多いようです。そして、3年間は同じグループで過ごします。	
      もちろん、様子を見て、他のグループに移った方がよいというようなケース	
      があれば、その子ども自身とよく話をした上で、 納得の結果、他のクラス	
      に移ることはあると思います。教員の事務的な仕事は、放課後子どもたち	
      が帰った後、教室でやるのが普通です。記録類はデジタル化されて、でき	
      るだけ効率的にできるようにされています。 	

	

	
Q.　保護者の中には仕事を持っている人もいると思います。学校での活　　	
　　 動により多くの保護者が関われる工夫、オランダではどのようにさ	
  　 れているのでしょうか？残念ながら日本では専業主婦で関心のある	
     何人かが頻繁に関わる事がほとんどです。 	

	
Ａ．オランダでは、ワークシェアリングの制度があるため、すべての仕事	
     は、フルタイムでもパートタイムでも納税義務と共に、社会保障があ	
     ります。その結果、子どもが小さい間は、両親のどちらかが自宅に	
     いるということが多いですし、残業もほとんどありません。ですので、	
    平日の昼間や夕方に保護者参加の会を開くことは可能です。 	
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この夏、リヒテルズ直子さんの企画により、オランダにあるイエナプラン教育を見学してきま
した。ちょうど一月ほどたった今だからこそ見えてきたことをふりかえり、報告いたします。	
 	
１　イエナプランは生き方である	
２　子どものための学力を捉え直す	
３　日本イエナプラン教育を公教育において実践するには	
 	
 	
１　イエナプランは生き方である	
 	
　オランダでは初日の二日間、のどかな田園風景の中にある研修施設でイエナプラン教
育のワークショップを受けました。講師はヒューバートさんとフレークさん。オランダ語と英
語を通訳してくださったのがリヒテルズさん。初日、イエナプランの原則についてふれる機
会がありました。「イエナプラン２０の原則」についてです。それは「人」 「共同体」 「学校」
といった３つのカテゴリーに分かれています。この視点がとても広く、教育現場にいるとつ
い目の前の学習内容のことや追われている行事活動といったものから、本来の教育の目
的について気付かせてもらえます。	
 	
　教育は教育だけで成り立つのではありません。 教育を受けた子どもたちが将来、社会
に進み、幸せな共同社会を築き上げながら、 人としての自分を磨いていく。 そのためにこ
そ学校という組織は存在します。そういった教育をマクロな視点で考えていることに魅力を
感じます。自分の領分である学年の学習内容をしっかりと教えることがゴールではなく、そ
れを通して、この目の前の子どもたちがどう、社会とつながりどんな人に育っていくのか、
そんな先の見通しながら進めていくこと、これはどの国の教師にとっても必要な視点のは
ずです。	
 	
　また、教育活動の全体的なシステムに目を向け、ひとつのシステムとして捉えていく、そ
んな視点が大変必要だと思います。世の中が部分のみで成立するわけでもなく、それぞ
れの相互関係の中に生かされている、教育だけで教育を語らず、社会とのつながりをもっ
て教育を考える、そういう視点にこそ、大きな学びがあるはずです。日頃より、こういったこ
とを考えていることはあっても、イエナプラン教育のように実際に仕組みとして機能してい
ることに驚きを隠せませんでした。	
	
　そして、イエナプランではそのビジョンやシステムを機能させるためには、教師の存在や
生き方を大変重要視しています。同じ目的に向かって、その人らしさやその先生が持って
いる個性を生かしながら教育できるスタイルにとても新鮮さを感じました。日本の教育は
古来、個性あふれる先生がいたはずです。最近では若手への研修では画一化され、だれ
もが波風立てないそんな雰囲気が目立ちます。個性よりも集団で同じことをすることに安
心と信頼があるといった風潮があり、そこで個性を出そうものなら…。	
　	
　イエナプランを実践していく教師は、その人のもつ教育観や哲学といった「考える人」でな
ければいけません。教科書のノルマを達成するような授業から、本当に何を伝え、何を育
てたいのか、そして、自分が教師としてどうありたいのか、そんなことを考えながら教育活
動を続けていくことが必要だということを。なにか形ある物に収まると行った物ではなく、自
分を自分らしく作っていく、そういうプロセスを賞賛している	
「イエナプラン２０の原則」 改めてその魅力を感じました。	
 	

　	

コラム　：　オランダイエナプラン教育を見学してきて	
　　　　　　　　　　　　　	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　狭山市立富士見小学校　　教諭　　伊垣尚人	
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今回のイエナプラン教育の研修を受ける中で、自分の視野を広げるきっかけになりました
。経済や政治、そういった市民としての教育をも展望に教師自身がまず学び、考え、これ
から必要な教育について考えながら生きていく。そのために、教師としての教育哲学をど
う鍛えていくのか重要なポイントとなります。	
「イエナプラン２０の原則」といった優れたビジョンに触れることで、磨きがかけられていくは
ずです。ぜひ、もう一度読み直してみることをお勧めいたします。	
	
「日本イエナプラン教育協会　イエナプラン２０の原則」	
http://study.japanjenaplan.org/?cid=2	
	
	
	
２　子どものための学力を捉え直す	
 	
　学力っていったい何でしょうか？文科省の提唱する生きる力、PISA型学力やグローバル
学力。今、現場には様々な学力が存在します。私が思うに、本来の学力は、自分の人生
を幸せにするためのもの。そして、その学力をもって社会で助け合い共同しながら生きてい
くことができる、そのために必要なものだと考えています。	
 	
　オランダのイエナプラン研修センター（以下JAS）を見学してきて、学力の捉え方を再認識
しました。そこではハワードガードナーが提唱するマルチプルインテリジェンスを受け、学
力観をもう少し幅広く捉えています。子どもの育てたい能力として、言語、論理、音楽、空
間把握、身体、内省、人間関係、自然といった能力を指し、さらに時代の要請からデジタ
ル能力という提案もありました。	
　一方、日本はというと、そういった幅広い分野での学力観は欠如しがちになっています。
 今、日本の中の学力というと「読み書きそろばん」といったように言語的な能力、論理的能
力が優先されています。評価するためのテストも言語主体なそのような仕様となっているこ
とが多いはずです。しかし、JASではマルチプルインテリジェンス使った教材や見本となる
環境を提供していました。確かに、日本の小学校や中学校における各教科にはマルチプ
ルインテリジェンスの提案するような図工、体育、音楽があります。しかし、決定的にJAS
のそれと異なるのが、同列として捉えられていない点です。本当に子どもの未来を慮っ
た時、どんな力を身につけていてほしいかもう一度考え直す必要があるはずです。日本に
は既にその教科教育といった有効活用できるはずの資源はすでにあります。しかし、ビジ
ョンとしてどんな学力を育てていくのか、学習指導要領を深く読み解き共有しきれていない
現状があります。今一度、学力観について現場レベルから対話していく場が望まれます。	
 	
　さらに、イエナに特徴的なことに、「学び方を学ぶ」ことがあります。オランダの指導要領に
あたるものにも、学習内容ではなく、身につけるスキルを重視しているとのこと。これは私の
実践している自主学習ノートと同じく、学び方を学ぶノートとまさに同じことでとても共感しまし
た。学び方」は学習コンテンツがあってこそはじめて学べるもの。その学習コンテンツが子ど
もたちにとってとても身近でありダイナミックな体験ができるもの、そういった日常とのつなが
りを生かした授業が設計され学び方を学んでいるようだと考えました。現に日本でも、今回の
学習指導要領改訂を受け、「学び方を学ぶ」といった内容が、どの教科においても少しずつ
子どもにも教師にも分かりやすい形で教科書に取り上げられるようになってきました。学習コ
ンテンツから、学習者の態度や思考フレームを育てようとする方向に向かってきています。ま
だまだ、現場レベルでは学年会議において「教科書のどこまで終わらせるのか？」「この行事
ではどんな動きをすればいいのか？」といった会話が聞こえてきます。子どもの将来を共感
したとき、本当に必要な力とはなんなのか？今、どんな力を身につけるべきなのか、そういっ
たことを思考することへ転換が必要です。だからこそ、我々教員は常に学ぶべきことだと思
います。安易にオランダと日本を比べ、制度上の違いに一喜一憂できないものだと感じま
す。今ある日本の現状を生かして、学び方を学び、日常やこれからの共同的に生きる社会を
築いていけるように学力観についてもう一度深く考え直す機会としていきます。	
	

　	



-１１-	
Copyright©2012 日本イエナプラン教育協会 All rights reserved.	

３　日本イエナプラン教育を公教育において実践するには	
 	
　イエナプラン教育を日本の公教育にそのまま取り入れようとすると大きな摩擦が起こります。
それは教育の制度も違うし、日本の持つ文化や風土も違う、何より目指す教育ビジョンが異なっ
ています。イエナプラン教育を現場レベルで実践し、広げていくためには、日本の教育の持つ教
育資源をもう一度見つめ直し、そこから一歩ずつ変えていく必要がありそうです。革命的な実践
、カリスマ教師では広がっていくことは難しいかと思います。追試やその人がいなくなってしまっ
たとき、実践が根付かないからです。	
　それでは、どのように実践に写していくべきでしょうか。私は、「つながりを意識すること」だと思
います。それは、「自分が今やっている実践がどんなビジョンとのつながり」、 そして「仲間との
つながり」という二つの側面を指します。	

　	

　報告では、「イエナプラン２０の原則」の話に照らし合わせ、今、自分たちがそれぞれの現場で取
り組んでいる実践、クラス会議やあいさつ、アサーションやプロジェクトアドベンチャーや学び合い
といったものがどんなところにつながっているのかを小グループで話し合う時間をとりました。そこ
で実践のやり方は様々あるけれども、大筋のゴールイメージは共有することができました。こう
いった対話の場は、日本における「イエナプラン２０の原則」をつくるきっかけとなるはずです。オラ
ンダイエナプランをそのまま導入するのではなく、イエナの持っているすでに先見的な教育視点を
理解し参考にし、現場レベルの教師たちが自分の実践を省みて、これからの共有ビジョンを共有
する対話の場をつくること。そういう積み重ねが、日本の現場を少しずつ変えていけるようなビジョ
ンを対話を通しながらつくりあげていけると確信しました。また、そういった場を今後もLAFTにおい
て続けていこうと考えています。	
 	
　次に、同じ志をもつ仲間たちとどうつながれるのでしょうか。それにはこういったイエナのニュー
スレターでの情報共有、SNSのFacebookやTwitterなどでコミュニケーションをとりながら、つながる
こともできるはずです。このような場で具体的な実践の情報を共有していくことです。この実践交流
はとても重要です。これは、共有ビジョンでつながることができても、そのビジョンを具現化するや
り方、教育実践を持たなければ効果をなさないからです。こういったことを土台として、共有ビジョ
ンとつながりに照らし合わせながら、 やり方に固執すること無く、 そして子どもたちの持つ背景を
照らし合わせながら、ひとりひとりにあった個別教育を提供していけるはずだと確信しています。	
 	
 	
　最後に、リヒテルズさん、そしてリヒテルズさんとつないでくれた中川綾さん、これからの教育をか
えていく一緒に見学してきた仲間たち、たくさんの刺激と先見の明をいただき、本当に感謝してお
ります。ありがとうございました。　　	
　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊垣尚人	

　一つ目に、今自分がやっている実
践は「何のために」やっているのか、
少し立ち止まって内省する機会が必
要だと思います。自分が体験してきた
ことや深いところにあるものが今の、
目指したいビジョンにいろんな影響を
与えているはずです。それを言語化
して、仲間と共有をする。教育実践は
千差万別で人それぞれあります。し
かし、目指す大きなゴールは「子ども
たちの幸せ」といった案外みんな同じ
ところにあるはずです。このことに気
付いたのは、狭山市の学習サーク
ルLAFT(Learning Association of
 Facilitative Teachers)でオランダ研
修の報告をしたときのことでした。	
子	



―１２―	

ニュースレターへのご意見ご感想を　
お聞かせください！	

◆より充実したニュースレターの制作
のために、みなさまのご意見・ご感想を
お送りください。 リヒテルズ直子さんへ

の質問も常時募集中です。いただいた
ご質問への回答は、順次ニュースレ

ターにて公開いたします。 
 
◆イエナプラン教育に興味・関心をお

持ちの方々とのネットワークを広げてい
きたいと考えています。みなさまの活動
（体験談・実践してみた上での悩みや

失敗談など何でも）をニュースレターや
Ｆａｃｅｂｏｏｋで紹介し、イエナプランの輪

を広げていきたいと思っています。
ちょっとしたことで構いません。ぜひ以
下ＵＲＬまでお送りください。 
info@japanjenaplan.org	
心よりお待ちしております。 

	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京支部　　info@japanjenaplan.org　　　　　　　 
 
千葉支部　　chiba@japanjenaplan.org　　　　　　　埼玉支部　　saitama@japanjenaplan.org 
	

京都支部　　kyoto@japanjenaplan.org　　　　　　　福岡支部　　fukuoka@japanjenaplan.org	
 

★今年の夏は本当に暑くて長くて、東京で
はなくて、南国で生活しているような気分
でしたが、ようやく涼しくなってきましたね。 
最近、イエナプランの本をいくつか知人に
貸す機会があり、もう一度読み返してみよ
うかなと思っています。なかなか読書が進
まない私ですが、秋なのでと理由をつけて
チャレンジします。ニュースレターやＨＰの
ライブラリにあげられているテキストも、再
読したいと思っています。皆さんも実りある
秋をお過ごしください。次号は１月２５日発
行予定です。 
どうぞお楽しみに！             　 （編集：山
崎）	

★各支部のご案内	

Copyright©2012日本イエナプラン教育協会 All rights reserved.	

■支部の活動報告■
	

9月22日（土）　『浦安子育て応援メッセ』にブース参加	
これから子育てを始めるお父さん、お母さんに、こんな教育があるよ！とメッセージを発

信！世界で一番子どもたちが幸福だと感じている国、オランダの教育イエナプラン教育を
紹介をしました。	
	

9月29日(土）　午後2時～5時　『イエナカフェ』　浦安市民活動センター 	
今回はオランダ研修ツアー終了後初めてのカフェということで、 研修に参加した笹田彰子

さん、森田 茂さん、奥村天志さんに それぞれ違った視点から報告をして頂きました。 参加
者15名中、他にも研修参加者が2名、リピーターや初参加の方も 一緒に「子どもが心から
楽しいと思える学校」について熱い話し合いが！ 	

	
次回は10月27日（土）　午後2時～5時　浦安市民活動センター 
山田からオランダ報告の予定。テーマは「評価」について。是非、お出かけください。  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉支部　　山田　順子	

	
	

協会のFacebookページができました。	
	
協会のページができました。 イエナプランに

関心をお持ちの方や、多様な教育に興味が
ある方が、お互いの活動や意見を共有でき

ればと思います。お気軽にご投稿下さい。 	
 


