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「学習する学校---子ども・教員・親・地域で未来の学びを創造する」（ピータ・センゲ他著／リヒテルズ直子訳）が
英治出版より近日発売される予定です。今回のニュースレターでは、日本の教育においても重要な意味を持ち
を持つであろうこの本について、リヒテルズさんが語ってくださっています。どうぞお楽しみ下さい！                          

                                                              編集（田村） 

第20回  

｢学習する学校」：イエナプラン教育の教科書                                                                                         

                                               協会代表 リヒテルズ直子 
 

 2011年の夏に刊行企画が決まって以来、本当に何回もの紆余曲折を経て、やっと終わったSchools 

That Learnの翻訳書「学習する学校」。「オランダの共生教育」（平凡社）の中でも引用して書名を挙げ
ていたので、目ざとい方は気づいて既に原著を買って読まれているかもしれません。 

  

 本書の初版は2000年に出され、その後、何回も増刷され、世界の教育者たちに大きな影響を与えた
本です。今回翻訳したのは、2012年夏に出された改訂版（改訂版が出ることは、出版社も知らされてお
らず、翻訳出版権の交渉が長引く間、前倒しで初版の半分を訳していたのですが、何と改訂版の内容が、
相当変更され、泣く泣く、始めからやり直し、、、、というドッキリする場面もありました）。原著が584頁もあ
るので、抄訳、または、分冊などのアイデアもあったのですが、結局全文脚注も含め一字一句全部翻訳
となり、最終的には888頁という、うれしい数字が3つも並んだ翻訳書となりました。全文翻訳を強く勧めて
くれた出版社の方たちも、本書の内容が、今の日本にとってとてもタイムリーで重要であることをご存知
だったから、また、繰り返して何度も読む価値のある、まさに、未来の教育改革のバイブルのような存在に
なるものだ、と判断されたからと思います（それだけに、翻訳文は何度も訂正を繰り返しました）。でも、お
かげで、本書を隅から隅まで、多分、9～10回ぐらいは熟読しました。最後は、そうして熟読できただけで
も自分のためになったなあ、と満足ともあきらめともつかない気持ちになりました。 

  

 それにしても、なぜ、オランダの学校教育について調べ伝えてきた私が、突然、アメリカの組織学習のグ
ループの人たちの教育論を翻訳することになったのか、と訝っておられる方も多いことでしょう。 

  

 実は、本書（初版）を最初に私に教えてくれたのは、（テレビ番組の制作のために尾木さんが訪れたこと
で）皆さんにもよく知られるようになったバレンドレヒト市のドクター・スハエプマン小学校の校長先生リーン
さんでした。 

 

「この本、知ってるかい？僕は、うちの学校で、この本に沿って学校運営をしているんだよ。オランダには、
システム理論をベースにして子どもたちへの授業を組み立てているグループもあって、うちの学校の教員
は、全員、僕と一緒に彼らの研修を受けているんだよ。基本的に、考え方がイエナプランとほとんど同じな
んだ。」 
  

 本を読んでみると、実際、リーンさんの学校には、この本のアイデアがあちこちにみられました。イエナプ
ランとは単に相性がいいというより、社会や子どもについて、子どもの育ちや未来のあり方について、本書
のビジョンとイエナプランのビジョンとはほとんど一致しており、私も初めて読み進めていたとき、一体自分
が「イエナプラン」の本を読んでいたのか、「学習する学校」を読んでいたのか、分からなくなるような錯覚
に何度も捉われたのを覚えています。 

  

 リーンさんはじめ、オランダ研修を担当してくれるJASのフレークさんやヒュバートさんも、イエナプラン教
育に携わる小学校の先生への現職研修やワークショップに、本書のアイデアをちりばめて活かして使って
います。 
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 ｢翻訳したいな。｣と思いながら、他の学校などでも様子を見ていましたが、オランダ語版は、オランダの教育界
にかなりなインパクトを与えていたようです。幼児教育やシチズンシップ教育などにも、影響を読み取ることがで
きました。幼稚園からマインドマップを使ってシステム理論を教えている小学校の先生にとっては欠かせない必
読書だったはずです。訪問先の教育サポート機関などで、教員指導の専門職員などと話をしていても、「あれは
本当にいい本だから、きっと訳すといいわよ。」と言われました。 

 

  さて、本書の内容ですが、章立ては次の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ヨーロッパの国々、特に欧州連合内の国の教育が、機会均等意識の強い、インクルージョンベースのものであ
るのに対し、アメリカ合衆国の学校は、経済発展偏重主義の中で、貧富の格差が露骨に教育格差を生んでおり、
本書は、そういう不条理に怒り闘う教育者の書とも言えます。その学校教育の現状は、読んでいても凄まじいば
かりにひどく、オランダでは考えられないことも多々あるのですが、反面、この10～20年の間に進んだ産業や経
済のグローバル化は、ヨーロッパといえども、本質的に同じ性質の問題を生んでいます。それは、私たち人類が、
モノとカネに溢れた暮らしの中で、貪欲になっていった間に、すっかり置き去りにしてしまった人々の絆の問題で
す。 

  

 他方、ヨーロッパの教育学者たちが「哲学」や「理論」に傾く傾向が強いのに対して、米国の教育書は実践性
が高いものが多いとも言えます。難しい理論だけでは、現場でどう展開したらよいのか分からない、と言う人たち
にとって、アメリカから発信される教育書は、実践例が多く役立ちます。特にこの書は、イエナプラン教育とビジョ
ンを共にしているので、「具体的にどうすればイエナプランがそれらしくなるのだろう」と思っている人が手に取って
みれば、4つの活動をベースにしたリズミックな展開や異年齢学級といったイエナプランの枠組みの中で、中身
を充実させる実践を重ねていくためのガイドブックにもなると思います。また、イエナプラン教育のワールドオリエ
ンテーションの考え方は、システム理論に拠る現実世界の理解、子どもたちの自発的問いに発する学び、学校
それ自身の学びへの意欲、といった考え方と通貫するものがあります。 

  

 それは、オランダにおけるイエナプラン教育はペーターセン自身の考えをベースとしながらも、オランダに伝
わって以来、スース・フロイデンタールが米国を訪れ、ジョン・グッドラッドなど、本書の著者らにも影響を与えた
教育者たちの感化を強く受けていたこと、その後、ワールドオリエンテーションのカリキュラムを整備していく中で、
ケース・ボットらを始め、70年代80年代のアメリカの科学教育に強い影響を受けていたことも無関係ではありま
せん。 

©リヒテルズ直子 

「学習する学校」の内容 

 

スタート 

 第1章 オリエンテーション 

 第2章 5つのディシプリン入門 

第1部 教室 

 第3章 教室のドアを開ける 

 第4章 学習者を理解する 

 第5章 実践 

 第6章 生産的な会話 

 第7章 教室におけるシステム思考 

第2部 学校 

 第8章 学校に入っていく 

 第9章 学校のビジョン 

 第10章 今の現実 

 第11章 能力開発 

 第12章 リーダーシップ 

第3部 コミュニティ 

 第13章 コミュニティに入る 

 第14章 アイデンティティ 

 第15章 つながり 

 第16章 持続可能性 
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 元来、ヒトの社会も、動物の社会と似て、本能的に他を顧み弱者を守る絆のある社会であったはずなのですが、
それがすっかり崩れ去り、しかも、そうした競争経済の中で貪欲になっていった富者たちは、この世界が、今地
球上に生きているすべての人類のためだけではなく、これから大人になっていく子どもたち、また、まだこの世に
生まれていない子や孫の世代に、健全なものとして受け渡していく責任のあるものだ、と言うことを忘れてしまっ
ているかのようです。 

  

 多分、そのことを、ペーター・ペーターセンは彼が生きていたワイマール体制のドイツに、また、スース・フロイデ
ンタールは戦後のオランダで、そして、本書の著者たちは、アメリカが持ってきた世界への覇権が崩壊する兆し
を見せている今、強く感じてきたのでしょう。 

  

 こうしたビジョンは、本書の中で、第1章の中の『産業化時代の教育システム』、また第16章の最後の論文『シ
ステム市民』という、二つのかなりの長文に上る素晴らしいセンゲの論文の中で明快に描かれています。 

  

 本書の著者たちは「対話」を重視しています。ソクラテス以来の「対話」は、私たちにリフレクションの練習の機
会を与えるとともに、共生の場を与えてくれます。イエナプランもまたそうです。教室、学校、コミュニティで、異な
る立場の人たちが、どうやって継続的な対話の道を拓いて行けばよいのか、本書は、たくさんの実践例で示して
くれています。イエナプランを試みている教室で、生徒達との、そして、保護者とのコミュニケーションや、仲間の
職員とのコミュニケーションに苦労している人にも、きっとヒントが得られると思います。 

  

 子どもは、工場の歯車ではなく、生きた有機体、内側に学びへの意欲を秘め、生きるための自己変革の芽を
持った存在だ、という子ども観は、多くのオルタナティブ教育や新教育運動の提唱者の考えと共通しています。
本書は、デモクラシーと教育の関係を強く意識していたジョン・デューイや、抑圧されている人々の解放のために、
人々に「リテラシー」を与えることこそが教育の果たす役割だと考えたパウロ・フレイレの教育哲学にも再三触れ
ています。 

  

 本書は、同時に、ブッシュ政権時代に米国で実施された「落ちこぼれ防止法（No Child Left Behind法）」
が、その美名に反して、子どもや学校を狭い認知的能力に限定した学力テストのために苦しめ、学校教育を崩
壊させた、との見地に立っています。今、日本で起きている「教科書中心主義」「学力テスト悉皆化」といった政
策が、いかに、目先の効果を負う、そして、そのために、大局を見誤る大失策となるものであるかを予測させてく
れるものです。政権期の目に見える成果だけを求め、20年50年100年という長期的展望で教育を考えることの
ない政治家の施策ではなく、本当に、子どもたちの健全な発達と、未来の社会参加を促進する学校教育が、今
こそ求められているのだ、と言うことに、多くの人に気づいてもらい、アクションにつなげてもらいたい、、、。 

 そのために、私自身、皆さんとともに、何年も続けてきたイエナプラン普及の努力と合わせ、どうしても、この本
を翻訳して、より広くそのビジョンを共有し、目の前の子どもたちが受ける教育のあり方を根本から変えるきっかけ
としたかったのです。それが、本書翻訳の動機でした。どうか、一人でも多くの皆さんに、著者たちの思いが伝わ
りますように、、、。   
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「学習する学校--子ども・教員・親・ 
   地域で未来の学びを創造する」 
  

ピーター・センゲ他著 

 リヒテルズ直子訳 
 

 

      英治出版より近日発売！！ 
※英治出版HP：http://www.eijipress.co.jp/ 
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 今回の会員特集は、福岡支部で活躍なさっているライター・編集者でもある遠藤綾さんです。 
遠藤さんとイエナプラン教育との出会い、現在の活動についてなど語って頂きました！どうぞお楽しみください。 
  

子どもの現状を伝えるために 
 

遠藤 綾 

 
 わたしのイエナプラン教育への関心は、2011年にリヒテルズ直子さんの著書『オランダの個別教育はな
ぜ成功したのか』を読んだことからはじまった。モンテッソーリ教育やシュタイナー教育など、オルタナティ
ブ教育について学ぶ中で、それぞれの良さは感じられるものの、「いまここ」にある社会的課題に教育現
場がどう向き合うのか、という点で物足りなさを感じていたこともあって、「オープンモデル」という言葉を本
の中に見つけた瞬間、｢これは｣という直感を得た。 
 
 加えて、書籍巻末の付録となっていた「コンセプト表」に心底驚いた。「個別化」「家族の変容」「労働の変
容」「情報」「福祉」「自然と技術」「時間」「空間」「グロバリゼーション」「合理化」「複雑化と非イデオロギー
化」「規範と価値観の多様化」「民主化・分権化と市場化」という13項目に現代社会の傾向を整理し、その
上で教育現場としてどう応えていくべきかがまとめられていた。 
 
子どもたちは「いまここ」を体現すると同時に「未来」そのもの。であるならば、教育は現在とともに更新さ
れ続けるべきもの。そのために、子どもに関わる人は、全方位に視野を開こうと努力し続ける人として存
在してほしい。わたしは、そんな願いのようなものをこの表から強く感じる。 

 
 とはいっても、わたし自身は教育現場に軸足を置いているわけではない。おおづかみにいうと、子ども
の問題を「伝える」仕事をしている。昨年から、家族と暮らせない子どもたち、またはその危機にある子ど
もたちとその家族を対象とした活動を展開する、国際NGO『SOS Children’s Villages（SOS子どもの村）』
の日本支部『日本SOS子どもの村』で広報担当者として働きながら、個人プロジェクトとして、子どもを考え
るインタビューサイト『こどものカタチ』の運営を行っている。 
  
 「子どもの村」の仕事では、貧困や虐待など、 
子どもたちの厳しい状況を目の当たりにしなが 
ら、社会的養護を必要とする子どもたちの現状 
をいかに市民の課題にすることできるかを常に 
意識している。 
 
 大きなミッションではあるが、これまで閉じられ 
ていた分野であるからこそ、できることがまだま 
だあるし、可能性を感じている。そして、貧困や 
虐待の問題を考えていく時にも、「教育」は当然 
大事な要素として浮上する。悲しい連鎖を避け 
るためにも、またセーフティーネットとしても、教 
育機関は最も大きな砦となることができると思う。 
 
一方、「こどものカタチ」では、昨年、イエナプラン教育を実践されている小学校教諭、伊垣尚人さんのお
話を伺う貴重な機会を得た。教室を訪れてみると、色とりどりのマインドマップが掲示された教室の壁、
ロッカーの上にうず高く積まれた自習ノート、廊下にずらっと並んだ本棚など、その実験工房のような 

【会員特集】～イエナプラン教育と出会って～ 
 

 

Photo:山下洋輔 

PHOTO：遠藤綾 

【こどものカタチ研究会の様子】 
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雰囲気に圧倒された。試行錯誤しながら、一人ひとりの子どもたちの「いま」を輝かせようと手を尽くされている
様子がビシビシと伝わってきた。「日本の教育はこれからおもしろくなりますよ」という伊垣さんの言葉に希望を
感じ、励まされる思いがした。 
  
 わたしにできることは、ほんの僅かなことでしかないが、子どもたちの現状をひとりでも多くの人に届けること
を通して、未来のあり方を見つめなおすきっかけをつくれたらと思っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【遠藤綾さんプロフィール】 
ライター・編集者。日本SOS子どもの村スタッフ／こどものカタチ主宰。 
大学の研究機関で子どもの居場所づくりに携わった後、絵本の編集の仕事を経て、「こども」を
軸に伝える・つくる活動をしている。2013年春に東京から福岡に拠点を移す。福岡支部では学
習会などのスタッフとして参加している。 
インタビューサイト「こどものカタチ：www.kodomonokatati.org/」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

※イエナプラン教育を実践されている伊垣先生の記事はこちらから 

  【 http://www.kodomonokatati.org/interview/011/】 

【コドモノカタチHP（©遠藤綾）】 

■【会員特集】に協力して下さる方を募集しております■ 

 

ニュースレターでは、それぞれの場で活躍されている会員の方を【会員特集】のコーナーでご紹介して
おります。「イエナプラン教育との出会い」「是非この方の活動を紹介したい！」など、【会員特集】に関
する皆さまからの情報をお待ちしています！ 

ご興味のある方、ご協力頂ける方、是非info@japanjenaplan.orgまで題名を「会員特集」とし、情報をお
寄せ下さい。お待ちしております！ 
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ワークショップin東京 
～イエナプラン教育の基礎ワークショップ～ 

 

 
 2013年10月20日、リヒテルズ直子さんを講師にお招きして日本イエナプラン教育協会主催のワーク
ショップ『イエナプラン教育の基礎ワークショップ』が開催されました。今回のワークショップではオラン
ダのイエナプラン校教員の手引書の日本語版『イエナプラン教育のためのポイント・ガイド』を使用して
行われました。 
 参加者は36名。大きなサークルになってワークショップがスタートしました。最初のリフレクションで、
リヒテルズさんが 
 
「今回、参加されている方の大まかな年齢層をちょっと聞いてみましょう。50代の方、40代の方、、、。』 
 
と、質問をしました。この時一番参加率が高かった層は30代と20代。20代の方々に、「希望の星」とリヒ
テルズさんが声をかけられると会場に穏やかな笑いが生まれました。 
 
今回のワークショップはテーマの通り、『イエナプラン教育の基礎』を丁寧に確認していくものとなりまし
た。参加者は、「イエナプラン教育について何等かの知識を持っている」という方が大半でしたが、それ
でも一つ一つリヒテルズさんが確認をしながら問いかけていく中で、『新たな疑問』が生まれたり、『そう
いう事だったのか』という納得の表情を浮かべる皆さんの様子が見てとれました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ワークショップの終盤は、ワールドオリエンテーション（イエナプランのハート）について学びました。こ
の時の様子が特に印象深かったのでご紹介いたします。 
リヒテルズさんがバナナの房を持って、「このバナナを見て、持ってみて、浮かんでくる疑問や知りたい
事を１人１個づつ述べて下さい。」と問いかけ、バナナの房を参加者に渡しました。 
 
「このバナナはなぜ黄色いのか。」 
「なぜバナナは甘いのだろう…。」 
「このバナナの値段は？」 
「バナナはどこから来た？」 
「バナナの種って？」 
「どんな料理方や食べ方があるのか。」 
「どれぐらいの重さだろう。」 

ワークショップ（東京・福岡）のご報告 

 

10月にリヒテルズさんが帰国された折に開催された協会主催の会、福岡支部の会をご紹介させて頂きます。 
参加できなかった皆さま、ニュースレターで会の様子をお楽しみ下さい。 

PHOTO：田村悠子 PHOTO：田村悠子 



 参加者の方々のバナナをめぐる疑問はつきる事なく、スムーズに次の人へとバナナのバトンが渡されて
いきました。36人分の『知りたいこと』が出尽くした時にリヒテルズさんから、 
 
「このバナナ１つでこれだけの疑問が上がりました。問いが生まれたんです。その問いには『歴史』『算数』
『地理や文化』『経済』『言葉や文章』ありとあらゆる教科が関連付けれています。できるだけ子ども達の身
近なもので、意味や意義の感じられるものを取り上げて『生きた学び』を創っていく。既に、科学者が見つ
けた理論や知識を「覚える」という事だけではなく、現実の目の前の問題を解決するためにさらに探求
し、研究するということを学ばなければ社会をより良くするための力を持った人間は育たないのではな
いですか。自ら問いを立てられなかったら、子どもたちはどんな大人になるでしょう…。」 
 
という言葉があり、深く考えさせられた場面でした。 
このワークショップに参加された皆さんは次のような感想を持たれたようです。その一部をここでご紹
介いたします。 
 

～皆さんの感想より～ 
 
・ワールドオリエンテーションの考え方＝科学の手続きという発想（思想）がとても印象的でした。 

 

・自分の今後の活動に役立つ、またはそのベースとなる事を確認できて大変ためになりました。 

 

・オランダの「特別ニーズ」にはよくできてあまり支援されていない子たちが右肩上がりになっていない  

 場合も含まれるというお話に驚きました。「全員を右肩上がりにする」というモニタリングの目的が県 

 別の平均点を競わせている今の日本の学力テストの無意味さと対照的でした。また、パワーポイント  

 を下さるというリヒテルズさんの姿勢に感銘を受けました。ある程度の、年齢の現役教員ですのでＯ  

 ＪＴも担っておりますので頑張ります。 

 

・日本の当り前だと思っていた学校教育に対して疑問意識を持つ事ができました。以前から学校現場  

 で苦しく思っていた事について実践していくヒントを得ました。子どものための教育者でありたいです。 

 

・ワールドオリエンテーションの具体的な進め方をうかがう事ができて理解が深まりました。私は教育  

 が専門ではありませんが、現場の先生たちが日本でイエナプラン教育をどう取り入れるのか？考え 

 上手く学び合いの場ができたらと思います。 

 

・初めて参加しました。以前モンテッソーリ幼稚園に10年勤務していたので異年齢集団の良さは分かり 

 ますが、小学校教育と連携しているという点で大変興味深く考えさせられました。自立、社会貢献、 

 社会の中で詰め込みでなく生き生きとした学びが国の活力につながっている様子がうかがえました。 

 

・「問いを持つこと」を続けていくために総合的な学習を行い、その活動を支えていくために教科学習を 

 行うという考え方に納得した。６つの特性の１つである意義と意味につながる大切な部分だと思った。 

 モニタリングの目的・実施方法についても魅力を感じた。詳しく知りたい。 

 

・オランダイエナプラン教育の様子と現場の実態を重ね合わせながら聞きました。日本の学校制度に 

 絶望していられません。できない理由を探すのではなく、できる可能性を考えそこから地道に取り組 

 んでいく事が大切です。今考えていることは、いわゆる｢総合｣を中核にすえることが必要だという事 

 です。そして知識ではなく、スキル系統化の研究もやっていく事が大事だと考えます。子どもの問題 

 と いうよりも大人の問題として教育を考えていく時期ですね。できる事から取り組んでみます。 

  

・この一年｢学びの責任を持つ｣ことを大切にしてきました。それだけにくしくも違和感を持つことが多く 

 ありましたが、今日リヒテルズさんの話を聞くとまだまだやれる事がたくさんあるなと元気をもらいまし 

 た。ブロックアワーをすることでいかに個にフォーカスする事ができるか、そんな気づきがありました。 

 しかし、まだワールドオリエンテーションが良く分かっていない自分がいて調べ学習、発表で終わって 

 いるなあと。日本は教材・知識が先にあるとはおっしゃるとおりで、そこからどんな経験を積む事がで 

 きるのか、デザインできる可能性もまだまだたくさんあります。覚悟を決めて実践に向き合おうと改め 

 て思いました。ありがとうございました。 
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・見守る大人のあり方がとても大切だと思いました。子どもたちの発達に合わせて何を決め、何を生徒 

 にやらせるのかという事、違いの豊かさを感じられる事が大切だなと思います。 

  

・イエナプラン教育とは何か。サークルをすることなのか？そうではなく（型）“観”なんだと、６つの特性、 

 20の原則につきるんだと感じました。これをどう現場で生かしていくのか、全てを展開する事ができな 

 い中でどう実践していくか、もやもやが残りますが考え試していきたいと思います。 

  

・日本の学校は単元や１つの授業でぶつ切りにし知識を教えている。子どもの疑問、もやもや「？」に 

 関係なく進んでいるというのが印象に残りました。日本はそれについていけない子を切り捨てている。 

 イエナやオランダの教育はそれを無くすために制度を考え柔軟にし、全ての子の幸せを考えている。 

 シフトチェンジしていかなければいけないと思います。話を聞いていて、自分ひとりではできない。自 

 分のクラスだけを変えてもできない。もっと学校単位、地域単位で考えを共有して協働して子どもた 

 ちに学びやすい環境をつくっていきます。 

  

・「？」マークを持ち続ける事の話、日本の教科は「？」マークを持たせないように１時間を計画している 

 気がした。そのために、現実と離れた導入となったり無理に子どもたちに気づかせたり、価値を押し 

 付けているんだなと思った。イエナプランをそのまま学校に取り入れることは難しいが、その中で自 

 分ができる事をアレンジして取り組んでいこうと思った。もう少し自分で勉強してまたリヒテルズさん 

 の話を聞いてみたいです。 

  

・小学生にブロックアワー（もどき）を週に１回実施しています。やりながらたくさんの疑問点（どうやった 

 ら良いのか分からない）があがっていきましたが、解決した点が多くありました。公立校で制限がある 

 ためエッセンスを取り入れる形にはなりますが、うまい具合にワールドオリエンテーションも行ってい 

 ければと考えています。 

  

・子どもたちが主体的に学びを進めていくためにはどうすれば良いのか、悩んでいた時の道筋が今日 

 見えてきた気がしました。今自分が受け持っている環境で積極的に実施していきたいと思います。 

  

・イエナプランの目的として自立（自律）を置いている事が印象的でした、自身が学校教育での学びと 

 社会に出た時に必要とされる事での大きなギャップを感じており、日本の教育の在り方に疑問を持っ 

 ていたため考えるヒントを頂きました。もっと本質への理解を深めるために学びたいと思います。 

  

・学問体系として学ぶ過程（例えば円の定義に気づくなど）を重視する日本の授業とそれを活用し子ど 

 もの生活に意味づけることを重視しているオランダの在り方の話が興味深いと思いました。 

  

・本日はありがとうございました。全ての子に伸びが分かるグラフがあること、ヤンセンの自転車が印 

 象に残りました。全ての子について細かく力を分析し全ての子が右上がりになる事が大事という事は 

 印象的でした。クラスでも何かできないかな。 

 

  

 

 今回のワークショップで使用した資料（リヒテルズさんが作成したパワーポイント）は、後日参加者の
皆さんにデータで配布させて頂きました。 

 

「この資料を活用し、それぞれが活躍されている場でイエナプラン教育についてご紹介して下さい。」 

 

とリヒテルズさんは語って下さりましたが、これをきっかけに日本の教育について、子ども達について
様々な場で対話が深まっていく事になる事を願っています。 

 

 

 

【ワークショップ報告：日本イエナプラン教育協会事務局 田村悠子】 
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学習会in福岡 
 
 約2年半ぶりの福岡支部学習会を10月に２回行いました。若い方がたくさん集まってくれ、今後につな
がる良い学習会になりました。 
 

★10月5日（土）19時～21時★ 
 スタッフ4人を入れて、25人の参加でした。アルバスという写真屋さん（1階が店舗兼、イタリア料理店。
2階がスタジオ兼フリースペース）で、2階のスタジオを借りての学習会でした。店主の酒井さんが、社会や
子ども、教育に関心の深い方で、イエナプラン教育にも関心を持って下さり、とても温かいいい雰囲気の
中での学習会になりました。 
 
 30代の方が中心で、子育て中のご夫婦が3組、保育園やフリースクールに関わっていらっしゃる方、 
建築関係の方、県議さんなどいろんな立場の方が来られていて、福岡にも色んな活動をしている方が 
いるんだと、自己紹介の時点で、集まったみんなも少しテンションが上がりました。 
 
 内容はDVD教育先進国リポート「オランダ入門編」の上映と、この夏のオランダ夏期研修の参加された 
山田千晴さんからの報告を受けるというものでした。 
 
 子どもの教育環境に関心を持って参加された方々が多かったのですが、初めてイエナプランを知った方
が大半だったので、質問がたくさん出て質問に答えるだけで時間がいっぱいになってしまいました。それぞ
れが持つ課題を、イエナプラン教育をとおして深め、つなげていくような交流になるといいと思うのですが 
いつも入り口で終わってしまいます。 
  
 会の終了後、11時くらいまでそのまま話し込んだ若者たちもいたそうですし、もう一度、ゆっくりとDVDを
見ていく集まりをしたいとの声もでていました。 もっと知りたい、交流したいという、次につながる入り口に
立ったことは確かな会になりました。 
 
 

★10月23日（水）18時～20時半★ 
 こちらの会もスタッフ4人を入れて、25人の参加でした。九州大学の記念講堂の会議室が会場。以前も
使いましたが、きれいでゆったりとしていて良い場所です。 
 
 当日はあいにくの激しい雨。 足下の悪い中、平日の仕事帰りに皆さん集まって下さいました。 
 
 今回はリヒテルズさんが講師ということで、リヒテルズさんのご本や講演会をとおして、社会や教育に対す
るリヒテルズさんの鋭い見方や考え方に共感して集まって来られた方が中心だったと思います。 
 
 リヒテルズさんは体調が余り良くなかったにもかかわらず、とてもわかりやすい内容の濃いワークショップ
を組んで下さり充実した時間を持つことができました。 リヒテルズさんが講師の会は、質疑応答が特に深
まるんです。 
 
 何か行き詰まった想いを持って参加している参加者に、その行き詰まっているところに、ちょっと違う方
向・視点から、話しを持って行く。その結果、ふっと風穴が空き、ぐちゃぐちゃに思えていることが、意味を
もって一段ふっと高められる感じ。わかります？ 
 
「日本の学校で実際可能なんでしょうか？」 
 
という常にたどりついてしまう問い。今回もしばらく、いろいろな人が自分の立場に置き換えて考え、発言し
ていき、悲観的になっていったところで、リヒテルズさんから 
 
「私がイエナプランを好きなところは、社会に背を向けなかったこと、背を向けずに変えていったこと」と。 
 
一瞬、皆がはっとする空気が流れました。 
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「すべての問いがそのようなプロセスを踏める可能性があることに気づき、希望を持つことができました。」 
 
という感想が、参加者から寄席られています。 
 
 今後は、こうやって少しづつ繋がってきている方々と、もっと、それぞれ自身が持つ課題を深められるよ
うな学習会を続けていかないといけないと、思っています。 
 
 ユートピアをイエナプランに求めるのではなく、イエナプランが投げかける問いに一人ひとりが向き合い、
自分のいる社会でできることを見つけ出し、進んでいく元気を持てるような学習会をしていきたいです。 
 
あまり大きな事をいうと、「本当～？？？」とリヒテルズさんに笑われますので、あまり大上段には構えず、 
来年早々にも、まずは集まります。以上、福岡支部学習会の報告でした。 
 

【学習会報告：日本イエナプラン教育協会事務局：久保礼子】 
 

 

 
オランダの教育・イエナプラン教育をより深く理解するために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DVDの案内役はリヒテルズ直子さんです。自立心を育む環境の整った保育園、オランダの教育を支える
教育サポートセンター、イエナプラン教育の小学校、国際交流の盛んな中高一貫校、リヒテルズ直子さん
のインタビューなど、今最先端の海外教育情報が盛りだくさんの貴重な資料です。 

 

画像：一般社団法人グローバル教育情報センターＨＰより 

■イエナプラン教育のためのポイントガイド■ 

 

このガイドは、オランダのJASが発行している 

ものを日本語訳し、日本イエナプラン教育協 

会と共同して、制作されたものです。 

 

とても簡潔に、分かりやすくまとめられており、 

現在、イエナプラン教育の教員向け教材で、 

日本語で読めるものはこのガイドただ１つとな 

っております。 

 

ご購入はこちらのサイトより。 

【https://efc.stores.jp/#!/】 
 

                                      紹介文、画像引用元：ＮＰＯ法人Ｅｘｕｃａｔｉｏｎａｌ－Ｆｕｔｕｒｅ－Ｃｅｎｔｅｒ ＨＰ 
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Photo:リヒテルズ直子 

協会よりお知らせ 
 

★協会のFacebookページをご活用下さい。 

Facebook上で少しずつ情報共有や実践紹介などが始まっています。イエナプラン教育に関心を持た
れている方や多様な教育に興味がある方にもどうぞご紹介下さい。また、お気軽にご意見等お寄せ
下さい。 
 

★会員更新手続きをお願いします 

会員手続きをされてから１年以上経過した皆様に、事務局から会員更新手続きのお願いをしてお
ります。日本イエナプラン教育協会は、イエナプラン教育に関心のある方々とのネットワーク作りや
情報提供をはじめ、日本でのイエナプラン教育の発展、普及のために活動をしております。今後も
ご支援頂きたくどうぞよろしくお願い致します。 

★ニュースレターへのご意見・ご感想、 

                  リヒテルズ直子さんへのご質問をお待ちしています★ 

 

より良いニュースレターの制作のためにも、みなさまのご意見ご感想をお聞かせください。また、イ
エナプラン教育やオランダの教育に関することなど、リヒテルズ直子さんへのご質問もお受けして
います。ご意見、ご質問等ある方はinfo@japanjenaplan.orgまで、ご連絡お願い致します。 

 

東京支部  info@japanjenaplan.org 
 

千葉支部  chiba@japanjenaplan.org 
 

埼玉支部  saitama@japanjenaplan.org 
 

関西支部  kansai@japanjenaplan.org 

（京都支部  kyoto@japanjenaplan.org） 
 

福岡支部  fukuoka@japanjenaplan.org 
 

★各支部のご案内 

★ 新しい年がスタートしました。今年もよろし
くお願い致します。昨年は今号でも紹介させ
て頂いたＤＶＤやポイントガイドが発売され、
より多くの方にイエナプラン教育を知ってい
ただく機会がありました。 

イエナプラン教育が広く知られ、これをヒント
に日本では、私達はどのように教育と向き
合っていくのか？考える場を多く持つことが
できるよう、事務局として努力していきたいと
思っています。                      （編集：田村） 


