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第３回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 久保礼子 

 

本大会も、おかげさまで第 3回目を迎えることができました。 

今回は、７月 28日（土）・29日（日）の 2日間にわたり、東京家政大学を会場に開催

いたしました。前日より台風 12号が関東地方に接近しており、大会の開催が危ぶまれる

状況に、事務局一同ハラハラしておりましたが、幸いにも東京都への直撃を免れ、両日と

もほぼ予定通り行うことができました。こうした思い出と共に記憶に残る第 3回全国大会

になったと思っています。 

 

大会１日目は、「学びの真正性とは何かを考える」をテーマに、実践発表、講演、参加

者間の対話という構成でした。 

実践発表は、昨年度に引き続き東京都大島町立つつじ小学校のワールドオリエンテーシ

ョンの取り組みの報告をしていただきました。昨年は、ワールドオリエンテーションを校内

研修のテーマとして取り上げ、全職員で取り組んでいく経緯を中心に発表していただきま

したが、今年は、より具体的な内容を発表していただきました。子どもたちがたくさんの問

いを持つような刺激を準備していく職員チームの姿や、探究を楽しみ、自ら行事の意味を問

うていく子どもたちの姿に、自ずと学びの真正性について考えさせられました。 

講演は、東京家政大学の結城孝雄先生をお招きすることができました。先生は、日本のフ

レネ教育研究の第一人者でいらっしゃいます。フレネとペーターセン両者の視点から、「学

びの真正性」についてお話していただきました。今、ヨーロッパ・オランダのイエナプラン

教育に、「モダンイエナ」をめざす動きがあります。ここでのモダンはフレネ教育を指して

おり、実践家としてのフレネの思想とペーターセンの理論の親和性をもう一度はかってい

こうとする動きです。背景には、時代の変化や子どもの変化に充分対応した教育ができてい

るか、マンネリ化してはいないかと、学びの真正性を問う現場教師の姿があります。 

結城先生のご講演では、フレネ教育が授業研究を通して問い続けてきている「子ども自身

がどう学ぶか」の視点からのたくさんの実践を紹介していただき、「真正の学び」について

の考えを参加者みんなで深めていくことができました。 

つつじ小の実践、結城先生のご講演、参加者の対話によって学んでいくこの日の過程は、

フレネとペーターセンが互いの実践と理論を認め合い、親交を深めた 70年前の歴史を彷彿

させる贅沢な時間となりました。 

 

2日目は「日蘭アカデミー2017（オランダ・イエナプラン教育専門教員研修）研究発表」



でした。2017年度にオランダ 3ヶ月研修に参加した 12人のうち、9人がそれぞれの研究成

果についての発表を行いました。 

第 1 回日蘭アカデミーは 2017 年 9 月～12 月にかけて行われました。研修所での 2 週間

の理論講座、ホームステイをしながらの 2 週間のイエナプラン校実習、これを 3 サイクル

行い（3 回目の実習は 1 週間）、最後の週に研修所で研究発表を行って修了、という研修ス

ケジュールでした。帰国後、さらに研修生は、オランダ・イエナプラン教育から得た学びを

どのように日本の実践に深めていくことができるかの視点を加えた研究を各自行い、その

成果を発表したのが今回の研究発表会でした。この発表を受けて、特別顧問リヒテルズ直子

氏と協会理事が審査をし、「日本イエナプラン教育専門教員資格」が認定されることになっ

ていました。そのため、発表者にとっては少し緊張する場になったかもしれません。しかし、

参加してくださった多くの方の前で発表できたことは、研究を深める貴重な機会になった

ことと思います。 

発表者の研究テーマは、報告書後半にあるように、それぞれ違っています。違いますが『日

本でイエナプラン・スクールを実現するために』という大きなテーマにつながっていました。 

それは、オランダでの研究の始めに、マインドマップでお互いの興味関心・問いを出し合い、

分担して、個々の研究に取り組んでいったからです。 

「個々にとりくんでいるが、一緒に学んでいる」という協働のかたちは、研修生達もこれま

でなかなか経験してこなかったことで、とまどいもありつつ、その意味・意義をしっかりと

体感する経験になったことは確かです。 

これらの研究が、これからイエナプラン教育を学ぼうとする方々、実践に活かしていこう

とする方々にとって、何かのきっかけやヒント、つながりになっていけば素晴らしいことだ

と思っています。 

※尚、この研修に関するリヒテルズ直子氏の記事「オランダ・イエナプラン専門教員研修（３ヶ月研修）

を振り返る」は、ニュースレターNO34（2018 年 9 月 25 日発行）に掲載されています。また、第 2 回日蘭

アカデミー（2019年 9月～12月）の募集も始まりました。詳しくは協会ホームページよりご覧下さい。 

 

最後になりました。貴重な実践を報告して下さったつつじ小学校の細貝先生、秦先生、ま

た興味深いご講演をして下さった結城先生、研究発表をして下さった研修生の方々、東京家

政大学という素晴らしい会場をご提供くださいました手嶋尚人先生、そして準備や片付け

に御協力くださった千葉支部の山田さん、埼玉支部の土岐さん、東京支部の奥村さん、本当

に有り難うございました。心よりお礼申し上げます。 

 

さて次回は？ どこでどのような会になるか、楽しみです。  

 



 

～ 大会１日目 タイムテーブル ～  

 

9:50    開場・受付  

10:10    総 会         

10:30    開 会 

10:40    実践発表  

「ワールドオリエンテーションを軸にした公立学校での実践」  

       "質問づくりのためのグループトーク" 

       "質疑応答"    

12:30  "遊  び （地域交流）"       

12:40  昼 食     

14:00  講演 結城孝雄先生（東京家政大学教授） 

   「真正の学びについて」  

15:45  リフレクション    

16:00  閉 会 

    

  

 

 

～ 大会２日目 タイムテーブル ～ 

          

9:30 開場・受付      

9:50 開 会       

10:00 発 表 ① ② ③   

11:00 休 憩       

11:20 発 表 ④－１ ④－２ ⑤ ⑥ 

12:40 昼 食       

13:40 "オランダとの通信準備"    

14:00 発 表 ⑦ ⑧      

14:40 "参加者交流"      

15:20 閉 会        

 



【実践発表】 

「ワールドオリエンテーションを軸にした公立学校での実践」 

細貝 駿氏 

秦 佑太氏 

（報告：浅野聡子） 

 

お二人の学校では、生活科・総合的な学習の時間を校内研究の対象とする際に、ワールドオリ

エンテーション（以下 WO）を取り入れ、学校全体で取り組みました。その２年間の実践報告を

して下さいました。 

 

【細貝さんのお話】 

学校は小規模で、普段から異学年交流の機会があるが、WO を取り入れるにあたって、テーマ

のつくり方、教材開発や調べ方、教師の関わり方、子どもたちにどんな力が付くかなど、教員間

には様々な疑問や戸惑いがあった。協会理事（中川綾）を講師に招いてWOについて学び、職員

同士の対話を重ねながらスタートした。 

１～３年を下学年、４～６を上学年として、まずは、共に学ぶ時間をつくるために時間割を調

整した。次に、オランダ・イエナプラン教育協会のWO課題集を参考にして、自分たちはどんな

ことをしたいか、学校の周辺環境を生かせるテーマを話し合い、本校独自の課題集を作成した。 

 

初めに全校で取り組んだテーマは、「旅名人になろう」だった。それを下学年は、「校外学習の

計画を立てよう」と少し具体的にした。まず教師から「今年はどこへ行くか子どもたちに考えて

もらいたい」と伝え、子どもたちは、みんなで行きたいと思う場所をグループごとに考え、下見

をし、全学年にプレゼンテーションをするという取り組みを行った。そして投票をし、決まった

ところへ実際に出かけた。 

下学年が次に取り組んだのは、「秋を楽しもう」だった。五感で秋を感じるネイチャーゲームを

経て、秋を感じるものを使ってお店やさんごっこをすることを教師が伝え、子どもたちそれぞれ

が考え、準備した。秋祭りには、保護者も招いた。１年間で自分たちは何ができるようになった

かを振り返り、紙芝居で発表する「ホップステップジャンプ」も行った。 

 

成果として、「意欲的に楽しく活動していた」「中間の学年の２年生の自主性も失われることな

く高く、リーダーになれる部分があった」「保育園や学童などの経験を生かしていた」などがあっ

た。課題としては、「子どもたちの経験に寄り過ぎていたので、教師が発想を広げてもよかった」

「学校行事で学習が途切れた」ことなどが挙がった。 

 

上学年は、予算を決めて日本国内を旅するなら、どういったルートでどんな交通手段を使うか

を考えるテーマや、地元の食材を使った料理コンテストなどを行った。 



 

１年目を終えて、教員間で疑問になっていたことが、３つある。 

１つ目は、生活科の１・２年生と総合的な学習の時間の３年生は、一緒に活動してよいのかと

いうこと。これについて、自治体の指導主事から、「それぞれの教科のねらいが明確であれば、同

じ学習活動をしてもよい。」という助言を得た。これにより、教科や学年を越えた学びが制度上も

可能であることが分かった。指導案に、教科ごとの位置づけやねらい、評価基準などを明記する

ようにした。 

２つ目は、生活科の教科書の使用について。下学年の学習を生活科で取り扱う内容に関連させ

ることで、教科の内容項目を落とさず、必要に応じて教科書も使用しながら学習することができ

た。 

３つ目は、ファシリテーターとしての子どもとの関わり、支援の仕方。これまでの teach する

教師像から、どう変わっていけばいいのか悩んできた。教員同士で定期的に不安を共有したり、

関わり方を振り返ったりし、対話を通して模索を続けている。 

 

２年目の下学年「私たちの農園をつくろう」では、地域で採れた野菜の美味しさを味わい、各

グループで育てたい野菜を決め、計画を立てたり役割分担をしたりして栽培した。育て方の知識

は、教員が動画などで伝える他、農家の方に直接教わる機会もつくった。子どもたちは観察や水

やりに休み時間も熱中したり、異学年で共に鍬を持って協働したりする姿を見せた。「農園通信」

として、取り組みを保護者にも発信した。これにより、保護者が子どもたちに植物の育て方のア

ドバイスをしてくれることもあった。 

 

さらに２年目には、行事をWOで行うという大きな変化があった。理由は、１年目に異学年で

学ぶ良さを実感したことや、行事の準備のために割かれる時数が多いこと。そこで、行事を WO

の学びの中に位置づけてはどうかということになった。学芸会をWOで行うことになり、下学年

も上学年も、教師が選んだ２つの演目から子どもたちに選択させることにし、準備が始まった。 

 

しかし、学芸会という学校にとって大きな行事をこれまでと違った形で行うことについて、教

員の間で考えがそれぞれに違っていることに気付く。そこで、「学芸会を語る会」をもち、何のた

めに学芸会をやるのか、どんな力を付けたいか、理想の学芸会や良くない学芸会などについて、

みんなが納得できるように、何回か話し合いをした。抵抗があったのは特に高学年。その高学年

の学芸会の取り組みについては、秦さんから詳しくお話しいただく。 

 

 

 

 

 

 

 
細貝先生 



【秦さんのお話】 

自分はそれまでは研究に前向きだったが、学芸会という大きな行事をWOの中で行うという話

には、なかなか納得できなかった。当時６年生の担任をしていて、子どもたちに役決めや演目選

びを任せられるのか、６年生が活躍できるのか、保護者は納得するのかなど、子どもを主体にす

ることがとても不安だった。もやもやを抱えながら、思い切って子どもたちに自分の思いを伝え

ることにした。学芸会を通してこんな力を付けてほしい、意味のあるものにしたいなどの願い、

教師としての懸念や不安などを伝えた。すると子どもたちは、これまで経験を積んできたサーク

ル対話を通して、どのような学芸会にしたいか、自分たちが何を乗り越える必要があるのかなど

を話し合って自分たちで確認をしていったのだ。このことで、何のために学芸会をやるのかとい

う一番大事な部分を子どもたちと共通理解することができた。また、子どもたちが「こんな学芸

会にしたい」と挙げたのは、教員が職員室で出していた考えと、重なるものだった。このような

ことから「いけるな」と確信して、スタートすることができた。 

 

まず、全学年を対象にインストラクションをした。 

今年は学芸会の取り組み方が変わることと、子どもたちにどんなことを願っての変更なのかを

伝えた。これまでの学芸会の名シーンを見せ、学芸会全体で、本番までにどんなことをしていか

なければいけないか、練習や準備の仕事などを、子どもと大人の目線を合わせて整理した。 

その後、上学年、下学年に分かれて、理想の学芸会像について発散・共有した。子どもたちか

らは、「演目を先生が決めるのは嫌」「オーディションで役を決められるのは嫌」などの思いが挙

がった。そこで、台本決めに参加したい有志の子どもたちと、演目会議を開いて、決めていくこ

とにした。様々な意見が出たが、台本がないものは書き起こさないといけないことや、実際にで

きそうなもの話し合うなかで、有志だけで決めてよいのかという意見が出て、候補を挙げて全校

児童に確認し、演目を決めた。 

台本読みや、演技の練習は、異年齢を生かしたグループで行った。練習をしつつ、大道具や小

道具、背景などを子どもたちの手で作ることもした。 

会場の運営計画や準備も子どもたちと共に行った。どのような案内が必要か考えて表示を作っ

たり、観客が見やすい会場づくりをしたりした。 

 

本番が終わって、６年生の子どもたち一人ひとりが成長し、達成感を得ることができていたこ

とから、大きな手応えを感じた。 

 

 

 

 

秦先生 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、お二人にとって「学びの真正性とは何か」を尋ねた回答がこちらです。 

 

細貝さん…学びは楽しい。教師が強制するのではなく、子ども自身が体験から感じて学んで 

     いくこと。 

 

秦さん……ホンモノから学ぶこと。子ども用に子どもができる範囲で計画し、大人がやって 

     しまっていたことに気づいた。子どもの限界を決めてしまわないこと。 

 

先生方、本当に素晴らしい貴重な実践報告をありがとうございました。 

 

 

 

 

質問づくりのためのグループトーク 



【基調講演】 真正の学びについて 

東京家政大学教授 結城孝雄先生 

（報告：原田友美） 

今年の全国大会では、基調講演として、長年フレネ教育を研究されてきた結城孝雄先生をお

招きし、「真正の学びについて」の貴重なお話を伺うことができました。 

 フレネ教育とイエナプラン教育とは、とても深い繋がりがあり、今改めてフレネ教育につい

て学ぶことは、「子どもたちの本物の学びとは何か」を考えるにあたってとても意義深いもの

になったのではないかと思います。 

 

 結城先生のお話しは大きく３つのテーマで構成されており、１つ目は、大阪府で小学校教員

として勤められていた時の授業研究を通して出会った問い「本当に子どもが学ぶとは？」とい

うことでした。スーパーティーチャーと言われるような名人芸の授業をする教師と、その先生

の前では活動するけれど、クラスが変わると活動を行わない子どもたち。いったい「教える」

とは何なのか・・・そんな中で出会ったのが若狭蔵之介さんがフランスで学んできたフレネ教

育だったそうです。 

 

 そして２つ目は、フレネ教育にみる「真正の学び」について。セレスタン・フレネが、教室

でカタツムリのレースに夢中になる子どもたちを見て、教師が教えたいことから、子どもたち

が学びたいことへの学習観の転換が起こったエピソードは象徴的です。それが「自由作文」と

して形になった「学習者中心の学び」、つまり、子どもたちの関心から始まる学びへと発展し

ていったと言います。 

  

 ３つ目は、フレネ教育の実践から繋がる、現在の教育の「真正の学び」に向けたお話でし

た。OECD CERI（※１）がまとめた『学習の本質』７つの原理と、フレネ教育が大切にしてきた

ことは、非常に類似しています。現在世界で起こっている教育の大変革と共に、学習者中心の

学びへと移行していく中で、フレネ やペーターセンの思想が現代においても色褪せず、さらに

ますます重要になっているのだということを、結城先生のお話から再認識することができまし

た。   ※１https://www.oecd.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000181.html 
 

 

 最後に、フレネとペーターセンが当時親交を深めていたことが分かる書簡を紹介してくださ

り、２人が非常に近い理想を抱き、教育に携わっていたことがよく分かりました。今後、フレ

ネ教育とイエナプラン教育は、お互いに刺激し合いながら、共に学び合いながら、子どもたち

を中心にした学びを広げていくために、手を取り合って進んでいくことが大切なのだというこ

とを改めて感じさせていただいた結城先生の基調講演でした。結城先生、ありがとうございま

した！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊補足 

2015年より、オランダのイエナプランスクールのうち 15校が、モダンイエナプラン校として

手を挙げ、取り組みを行っている。これらの学校は、以下の問題意識から、親和性が高くこれ

までも影響を受け合ってきたフレネ教育の考え方を、意識して実践に取り入れている。 

  

結城孝雄先生 
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発表１． 田村優弥 『個別学習を成功させるために教師が心得ておくべきこと』 

     

発表２． 藤元祐衣 『イエナプラン教育に学ぶシチズンシップ教育の展開』  

    

発表３． 森沢典子 『イエナプラン教育における『遊び』の子ども学的位置付け』 

          

発表４．①濱大輔   『オランダ・イエナプランスクールにおけるワールドオリエンテーシ 

ョンの分析』 

    ②原田友美 『日本の新学習指導要領におけるワールドオリエンテーションの可能 

性と課題』 

     

発表５． 甲斐崎博史 『日本でのイエナプラン教育におけるリーディングのカリキュラムの 

構想』     

 

発表６． 久保礼子  『日本の中学校におけるイエナプラン教育の実践の可能性と課題』 

         

発表７． 牧野惠   『イエナプラン教育に学ぶ管理者職（校長・園長）の在り方』 

     

発表８． 川崎知子  『学校における保護者の役割と保護者参加の意識』   



日蘭アカデミー オランダ３ヶ月研修

【 研修期間 】

２０１７年９月１７日

～１２月７日

【主催】 ＪＡＳ（jenaplan 
advies & scholing）

Global Citizenship 
Advice & Research 社

Ｈｕｂｅｒｔ Ｆｒｅｅｋ Ｇｕｉｄｏ 直子Ｒｉｃｈｔｅｒｓ

【 研修プログラム 】
①理論講座 ２週間づつ３回、JAS の研修所で行われる。

②実 習 ３つの異なるイエナプランスクールで、３回（２週間、２週間、１週間）行われる。

実習期間中は、イエナプランスクールのグループリーダーの自宅や保護者宅に

ホームステイし、オランダの家庭生活を体験しながら学校活動に参加する。

③自主学習 講座及び実習参加中の学びの記録、問いの記録をもとに、講師や他の研修参加

者とのリフレクションを通して、自らの向上を記録しながら行う。

最終日に、研修全体を通しての学びの記録を卒業制作として発表する。

④取得資格 ヨーロッパで認定される必修単位をもとに構成されており、オランダの国際教育交

流組織 EP-NUFFIC 及びポスト高等職業専門教育（学士取得後教育）として正式に

認められる。

⑤帰国後 研修期間に得た知識及び経験を、自らの現場において実践し、その内容を

日本イエナプラン教育協会が主催する全国大会で発表する。

研究テーマ：日本にイエナプランスクールをつくる研修生達

【講師陣】



日本イエナプラン教育協会第三回全国大会研究発表要旨 

田村優弥 

 

 私の今回の研究発表では、「個別学習を成功させるために教師が心得ておくべきこと」としまして、主

にイエナプランにおける個別学習についての研究成果を発表させていただきました。 

内容としては、まず私がオランダでの研修中にまとめた、「個別学習を成功させるために教師が心得て

おくべきポイント」といったものを発表しました。この「個別学習を成功させるために教師が心得ておく

べきポイント」を一覧にした表を添付しているので見て頂ければ幸いです。 

どのように作成したかというと、まず 3 冊にまとめられたイエナプランの教科書などの書籍や、現地

のイエナプランスクールでの先生方や学校の様子、またその先生方へのインタビューから個別学習を成

功させるために重要と思われるポイントを集めました。そして個別学習の目的を定めて、その上で抽出

したポイントを「学習計画」「インストラクション」「学び合い」「リフレクションとフィードバック」「学

習環境」の５つに分類し整理しました。また、作成する際には、実際に日本の学校で個別学習を取り入れ

る際に役に立つということを意識しながらポイントを整理しました。 

そして、その「個別学習を成功させるために教師が心得ておくべきポイント」を念頭におきつつ、日本

で個別学習を取り入れる際に心得ておくべきこととして、学習を個別化するためのプロセスについて発

表しました。こういったプロセスについて考えたのは、日本において一斉授業が多くの割合を占めてい

る現状から、個別学習へと移行するためには途中のプロセスについて考えておくことが必要だと感じた

からです。そして、学習を個別化するためのプロセスの一つの視点として、子どもたち一人ひとりの「自

立して学ぶ力」と「共同して学ぶ力」をバランス良く育てていくことで、上手く学習を個別化することが

出来るという結論に達しました。そこで、オランダのイエナプランスクールで見たものを参考にしつつ、

日本の現状に合わせた形で、個々の学習進度の可視化・共有のツールとしてのプリントを作成してみま

した。このツールを用いることで子どもたち一人ひとりの「自立して学ぶ力」「共同して学ぶ力」をバラ

ンス良く育てられるのではないかと考えました。全国大会では、このツールに対して様々な意見や批判

をいただいたので、そういった意見や批判を大いに参考にし、自らが実践の場に出て実用する際に活か

していきたいと思います。 

そして最後に上記のような「個別学習を成功させるために教師が心得ておくべきポイント」や学習を個

別化させるためのプロセス、「自立して学習する力」「共同して学習する力」といった内容に、オランダの

イエナプランスクールの先生方にインタビューする中でよく出てきた「Respect」「Trust」「Well Being」

といったキーワードを大切にしていくことが全ての根幹だということを加えて、発表のまとめとさせて

いただきました。 

今回の全国大会の研究発表を通して、オランダでの学びを日本での実践につなげるためにはどうすれ

ば良いのかということを多分に考えることが出来ました。また、発表の後たくさんの方から質問や意見

をいただいて、とても学びの多い研究発表になりました。この研究発表での成果を実際の現場でどう活

かすのかということをこれからも常に考えて、今後も学び続けていきたいと思います。 
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イエナプラン教育に学ぶシティズンシップ教育 
藤元 祐衣 

はじめに 

　３ヶ月のイエナプラン専門教員研修の中で、強く印象に残っている体験のひとつは「あなたはどう思う？」と訊かれた時、自分
が思っている以上に応えることができなかったという、恥ずかしく、苦い体験だ。研修中のサークルで、ホームスティ先でのティー
タイムや食事の時に、実習先で、会話や対話をする機会と場が、オランダでは日常のなかにごく自然に、しばしばあった。オラン
ダでは幼少期から「自分の意思や意見を持つこと。そして、発言すること。また、相手の話を聴くこと。」の練習や体験を、日々
の中で重ねているということを知った。３ヶ月で、会話や対話の時間を何度も体験し、その中で私は難しさ、楽しさ、心地よさ、
も同時に知り、「対話」やそれと深く関係していると考えた「安心・安全の場」「シティズンシップ教育」についてより深く学び
たいと思うようになった。そして、今回の研究「イエナプラン教育に学ぶシティズンシップ教育」に行き着いた。 

１　オランダ・イエナプラン校におけるシティズンシップ教育 
（１）オランダ中核目標「kerndoelen（ケルンドゥーレン）」よりシティズンシップ教育と関連の深いコア目標36～38までを 
　　　引用・翻訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考文献：http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html 

 

（２）イエナプラン20の原則とkerndoelen 

 

 

　表2:イエナプラン20の原則とKerndoelen(上)

グループ1・2 グループ3・4 グループ5・6 グループ7・8

 社会の組織

•家や学校で、また通学路の 
  場面で、一緒に暮らす 
  ためのルールとその約束の 
  必要性について   (A-1.1) 
•一緒にルールを考える   
       　　　　     　(A-1.2)

•権威のある人々の役割や地位  
   　　　　　　　　　 (A-2.1） 
•公的な立場の人の権威を認め、 
 それと威張ることは違うという 
 こと　　　　　　　 (A-2.2) 
•行政の働き方（消防、清掃者、 
  造園など）と、必要性に 
  ついて        　　　  (A-2.3)

・選挙                  (A-3.1) 
・自治体の働き方と仕事内容 
　について　　　　(A-3.2) 
　（例えば警察： 
　　①どんな仕事内容か 
　　②働き方について） 
・世界人権宣言      (A-3.3)

・国の政府について   　    (A-4.1) 
　（政府、議会） 
・法の制定までの過程　　 (A-4.2) 
・オランダ王国と君主制　 (A-4.3) 
・王室                        　 (A-4.4) 
・司法制度の概要             (A-4.5) 
・欧州政権について          (A-4.6)

ルールについて 地方自治体の必要性と働き方 選挙や世界人権宣言 欧州政権やオランダの政府

グループ1・2 グループ3・4 グループ5・6 グループ7・8

一緒に生きる、価値観と基準

•家族と家族の生活    (B-1.1) 
•家族の種類             (B-1.2) 
•友情：特性と表現    (B-1.3) 
•グループに 
  属している　          (B-1.4) 
•学校での仕事          (B-1.5) 
•家での仕事             (B-1.6)

•家族                         (B-2.1)
（喧嘩：外観、原因、解決する) 
•家でどんな仕事が 
 あるか                      (B-2.2) 
•家族のメンバーのうち、 
  何人働いているのか    (B-2.3) 
•給料                         (B-2.4) 
•お金の必要性　　　    (B-2.5)

•家族構成、年齢、宗教、民族、 
   職業に基づく自治区の人口 
   構成                        (B-3.1) 
•グループでのいじめ    (B-3.2) 
•差別                        (B-3.3) 
•寛容と共生の必要性   (B-3.4) 
•給与と無給の仕事      (B-3.5) 
•尊敬                        (B-3.6) 
•クラブ活動               (B-3.7)

•社会における 
  民族グループ             (B-4.1) 
•アイデンティティの 
  統合と保持               (B-4.2) 
•偏見、ステレオタイプと 
  寛容                        (B-4.3) 
•解放                        (B-4.4) 
•言論の自由               (B-4.5) 
•男女の平等               (B-4.6) 
•価値観と規範            (B-4.7) 
•職業とセックス         (B-4.8) 
•仕事の機会               (B-4.9) 
•失業、給付、 
  社会サービス             (B-5)

それぞれの家族 仕事やお金 宗教・民族・職業 社会システム・性

コア目標36：生徒は、オランダとヨーロッパの国家組織と市民の役割の本質を学ぶ。

コア目標37：生徒は、一般的に受け入れられている価値観や規範を尊重して、行動することを学びます。

コア目標38：生徒は、オランダの多文化社会において重要な役割を果たしているスピリチュアルな流れに 
　　　　　　ついての本質を学び、性的多様性を含めて多様性のある社会を尊重することを学びます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

グループ1・2 グループ3・4 グループ5・6 グループ7・8

意味のある

•使用/生活スタイルの習慣 
　　　　　　　　 (C-1.1)  
•休日　　　　　　(C-1.2)

•宗教祭            (C-2.1) 
•宗教的な物語   (C-2.2) 
•宗教の慣習  　 (C-2.3) 

•宗教での重要人物（物語から） 
                                　  (C-3.1) 
•キリスト教            　　  (C-3.2) 
•教会の中心的な場所 　　 (C-3.3) 
•食べ方                 　　   (C-3.4) 
（①ユダヤ人、イスラム教徒、豚肉なし 
　②ヒンドゥー教徒,しばしばベジタリアン） 

•ユダヤ教              　　   (C-3.5)

・イスラム教                                  (C-4.1) 
・ヒンドゥー教 　　　　　　　  　　 (C-4.2) 
・ヒューマニズム　　　　　　　　　 (C-4.3) 
・信仰の自由　　　　　　　　　       (C-4.4)

生活スタイル 宗教的な物語 宗教による慣習 信仰について

セクシュアリティ

•セクシュアリティの意味      
  と表現の違い　　　(D-1.1) 
•性的な話題について話すと
きの適切な言葉        (D-1.2) 
・感情（親密さ、喜び、興奮）は 
　ポジティブであり、強制 
　または痛みがない  (D-1.3)

・愛と愛         (D-2.1) 
・優しさ         (D-2.2) 
・性的気持ち   (D-2.3) 

・メディアから考える性      (D-3.1) 
　（インターネットを含む） 
・自分の身体に触れることで 
   喜び、楽しみ、喜び        (D-3.2) 
・性交                             (D-3.3)

・性的行為と接触   　　　　　　　 　(D-4.1) 
・性的指向          　　　　　　　   　(D-4.2) 
・若者の性行為（性行動の変化性）    (D-4.3) 
・喜び、自慰行為、オルガスム   　　  (D-4.4) 
・性的アイデンティティと生物学的性別の違い                         
　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　 　　(D-4.5)

自分の感情 優しさ、性的気持ち 性的行為 性行動の変化と、性同一性

幸福と性的権利

・楽しい体験と、不愉快な 
   体験                     (E-1.1) 
・性的虐待               (E-1.2) 
・子どものの安全に対する    
　大人の責任            (E-1.3)

・子どもの性的権利（情
報、性的および関係的教
育、身体的完全性） 
                         (E-2.1)

・健康と福祉のポジティブな部分 
  としてのセクシュアリティ(E-3.1) 
・セクシュアリティに関連する病気 
                                     (E-3.2) 
・性的暴力と攻撃             (E-3.3)

•親密さとプライバシーのための個々のニーズ
の違い                                           (E-4.1) 
•危険で、不快な望ましくない性行為   (E-4.2) 
•（STI、HIV、望ましくない妊娠、心理的結
果）の症状、リスクおよび結果                 
(E-4.3) 
・様々な形の性的虐待                       (E-4.4) 
・さまざまなタイプの健康的で不健康な 
   関係                                            (E-4.5) 
・IPPF（International Planned Parenthood 
Federation）とWAS（世界自然保護協会）に決められ
た性的権利                                      (E-4.6)

性的虐待 子どもの性的権利 健康と福祉からみる性 個々のニーズの違い、性的虐待

社会的、文化的影響

・性別、文化、年齢から生じ
る差異                     (E-5.1)

・性役割               (E-5.2) ・性的多様性、 
  アイデンティティ、尊敬   (E-5.3)

メディア、ポルノ、文化、宗教、性への知覚と
性的期待、性的決定、パートナーシップ、行動
に関する法律や社会経済的地位の影響  (E-5.4)

性/文化/年齢による違い 文化的相違から考える性 性の多様性 メディア/ポルノ/パートナーシップ

学校について

11

学びの場(学校)とは、そこにかかわっている人たちすべてにとって、独立した、しかも共同
して作る組織。学びの場(学校)は、社会からの影響を受けると同時に、社会に対しても影響
を与える。

(B-1.3/4/5) 
(A-1.1/2) 
(A-3.1/2/3)

12 学びの場(学校)で働く大人たちは1～10までの原則を子どもの学びの出発点とする。

13

学びの場(学校)で教えられる教育の内容は、生きている暮らしの世界と（知識や感情を通じ
て得られる）経験世界とから、そして、大切な文化の恵みの中から引き出される。

(A-2.1/2/3)(A-3.1/2/3)
(A-4.2/3/4/5/6)
(B-2.2/3/4/5) 
(B-3.5)(D-3.1)(D-4.3)(E-2.1)
(E-3.2/3)(E-4.2/3/4/5/6)

14 子ども学的によく考えられた道具、教育学的によく考えられた環境

15 対話・遊び・仕事（学習）・催しの４つの基本的な活動が、相互にリズミカルに

16 子どもたちがお互いに学びあったり助け合ったりすることができるように、年齢や発達の程度の違いのある子ど
もたちを慎重に検討して組み合わせたグループを作る。

17 子どもが一人でやれる遊びや学習と、グループリーダー(担当教員)が指示したり指導したり
する学習がお互いに補い合うように交互に行われる。

18 ワールドオリエンテーションが中心的な位置。

19
評価をする時は、それぞれの子どもの成長の過程がどうであるかという観点から、また、
それぞれの子ども自身と話し合いをする

20 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、
そのためには、実際にやってみること、よく考えてみることとを、いつも交互に繰り返す態度を持っておく。

人間について

1
どんな人も世界にたった1人しかいない人。 (A-3.3)(B-4.2)(B-5)(D-1.1)

(D-2.1/2/3)(E-2.1)(E-5.3)

2

自分らしく成長していく権利。 
前提にしていること（誰からの影響も受けず独立ていること、自分自身で頭
を使って物事について判断する気持ち、創造的な態度、人と人との関係につ
いて正しいものを求めようとする姿勢）人種、国籍、性別、性的な傾向、社
会的背景、宗教、信条、障害に左右されるものではない。

(B-3.7)(B-4.9)(B-5)
(D-2.1/2/3) 
(E-1.1)(E-3.1)(E-4.1) 
(D-1.1/2/3)

3
その人だけにしかない特別の関係を持っている。（自然や文化について実際
に感じたり触れたりすることのできるものとの関係、また、感じたり触れた
りすることはできないけれども現実であると認めるものとの関係）

(B-3.7)(C-1.1/2)(C-2.1/2/3) 
(D-3.2/3)(D-4.1/2/4)(E-5.2)

4 どの人も、独特のひとまとまりの人格を持った人間。 
できる限りそれに応じて待遇され話しかけられる。

(D-3.2/3)(D-4.1/2/4) 
(D-4.1)

5
どの人も文化の担い手として、また、文化の革新者として受け入れられ、で
きる限りそれに応じて待遇され、話しかけられなければならない。

(A-1.1/2)(A-3.1/2/3)(A-4.1) 
(B-5)

社会について

6

かけがえのない価値を尊重し合う社会 (A-1.1/2)(A-3.3)(B-1.1/2/6)
(B-3.1/2/3/4/6)
(C-3.1/2/3/4/5)
(C-4.1/2/3/4)(E-1.3)(E-5.1)

7
それぞれの人の固有の性質（アイデンティティ）を伸ばすための場や、その
ための刺激があたえられるような社会

(B-2.1)
(B-4.1/2/3/4/5/6/7/8/9)

8

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
れの人が変化していくことを受け入れる社会

(A-2.1/2/3)(B-3.1/2/3/4/6)
(B-4.1/2/3/4/5/6/7/8) 
(D-1.1/2/3)(D-4.5) 
(E-5.1/2/3/4)

9 地球と世界を大事にし、注意深く守っていく社会 (A-1.2)

10
自然の恵みと文化の恵みを、未来に生きる人たちのために、責任を持って使
うような社会

　表1:コア目標36～38(上)　
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　　　　　２　実習校で発見したシティズンシップ教育                                          　　　　４　考察 

 
３　日本の学習指導要領、道徳科におけるシティズンシップ教育の可能性 

 

　オランダ中核目標「kerndoelen」に示されて
あるコア目標36～38の中で、特徴的でオランダ
らしいと感じたことは、宗教や信仰、そして性
の多様性についての項目があること。また、そ
れらの項目が全体の4割弱占めていることも表1
から明らかになった。これらの背景には、社会
のグローバル化による多民族化、多様化が考え
られる。 
　また、イエナプラン20の原則と「kerndoelen」
を照らし合わせ、表2のように分析•整理した。
全コア目標58項目のうち、今回はシティズンシッ
プ教育と関係が深いとされる3項目を書き出して
みただけでも、イエナプラン20の原則の中に、
シティズンシップ教育の要素が散りばめられて
いることがわかった。 

　実習校で、発見したり、見聞きした
シティズンシップ教育と深く関係があ
ると考えたプログラムについては、表3
に整理した。また、各プログラムと奥
深く強く関係している、オランダ教育
文化科学省がシティズンシップ教育の
ガイドラインとして作成した「民主的
な法治国家の基本的な価値意識」につ
いて、リヒテルズ直子氏著の「オラン
ダの共生教育(p.126~128)」からキーワー
ドだけではあるが抜粋し、以下に取り
上げる。 
①表現の自由②平等③他の人への理解
④寛容⑤自律⑥不寛容の拒絶⑦差別の
拒絶 
これらを直子氏は著書の中で、「ここ
に挙げられている価値意識こそは、各
学校が、たとえどんな形でシティズン
シップ教育を設計するにしても、子ど
もたちに伝えられなくてはならないも
のだということです。」と記している。
プログラムは、あくまで手段のひとつ
にすぎず、各学校が、独自のビジョン
と校風を考えた上で、プログラムを選
択・導入していくことができることも
わかった。 
　最後に、日本の学習指導要領、道徳
科におけるシティズンシップ教育の可
能性について「小学校学習指導要領解
説　特別の教科　道徳編(p25)」の学年
段階ごとに示されいる内容項目から一
部抜粋し、表4に整理・分析した。達成
されなければならないとされている項
目は、シティズンシップ教育という視
点だけでなく、イエナプラン教育で大
切にされている要素や活動という広い
視座に置き換え、考えることで、ほと
んどの項目が達成されると分析した。

　表3:実習校で発見したシティズンシップ教育（下）

　表4:日本の学習指導要領、道徳科におけるシティズンシップ教育の可能性(下)

プログラム名 内容 実習校で
の頻度

サークル対話

サークルは、ファミリー(根幹)グループの子どもたちが、知識やアイデア
や経験を交換するという目的で集まる時間である。(イエナプラン教育の
ためのポイント・ガイドより) 
家や学校での出来事、哲学対話、クラス会議、時事問題など、クラスのみ
んなで「話すー聴く、話し合う、解決する等」の練習や体験をサークルで
行う。

3回～5
回/日

クラスボックス 
　会議

クラス作りや運営をファミリーグループのみんなで行うことによって、ク
ラスに対しての帰属感、責任感が生まれる。「誰かがやってくれる。私は
何もしなくていいんだ。」ではなく「みんなで創っていくんだ。」という
感覚、意識が生まれる。 

2回/月

学校ミーティング 1回/月

Kiva フィンランド発祥のいじめ防止プログラム。 1回/週

ピースフル 
　プログラム

オランダ発祥のプログラム。1990年頃、国内でいじめや生徒の問題行動
が増加したことをうけ開発される。目標は大きく５つ。 
　　①建設的に議論して意思決定をする 
　　②コンフリクト（対立）を自分で解決する　 
　　③社会の一員としての責任感を持つ 
　　④他者を思いやり、多様性を尊重する 
　　⑤社会における自分の役割を知る

×

小学1・2年生 小学3・4年生

B　主として人との関わりに関すること

親切. 
思いやり

(6)身近にいる人に温かい心で接
し,親切にすること。 
(異年齢や仲間との関わり）

(6)相手のことを思いやり,進んで親
切にすること。(異年齢や仲間との
関わり）

感謝

(7)家族など日頃世話になってい
る人々に感謝すること。 
（学校という共同体）

(7)家族など生活を支えてくれてい
る人々や現在の生活を築いてくれ
た高齢者に,尊敬と感謝の気持ちを
もって接すること。（地域の人と
の関わり）

礼儀
(8)気持ちのよい挨拶,言葉遣い,
動作などに心掛けて,明るく接す
ること。（学校という共同体）

(8)礼儀の大切さを知り,誰に対して
も真心をもって接すること。  
（学校という共同体）

友情, 
信頼

(9)友達と仲よくし,助け合うこ
と。（協働）

(9)友達と互いに理解し,信頼し,助
け合うこと。(協働)

相互理
解,寛容

(10)自分の考えや意見を相手に伝
えるとともに,相手のことを理解し, 
自分と異なる意見も大切にするこ
と。(サークル)

小学5・6年生

B　主として人との関わりに関すること

思いやり,
　感謝

(7)誰に対しても思いやりの心をもち,相手の立
場に立って親切にすること。(異年齢や仲間と
の関わり）

 (8)日々の生活が家族や過去からの多くの人々
の支え合いや助け合いで成り立っていること
に感謝し,それに応えること。 （学校という共
同体）

礼儀
(9)時と場をわきまえて,礼儀正しく真心をもっ
て接すること。 
（学校という共同体）

友情,　 
信頼

(10)友達と互いに信頼し,学び合って友情を深
め,異性についても理解しながら,人間関係を築
いていくこと。 
（学校という共同体）

相互理解,
寛容

(11)自分の考えや意見を相手に伝えるととも
に,謙虚な心をもち,広い心で自分と異なる意見
や立場を尊重すること。（サークル）

小学1・2年生 小学3・4年生

C　主として集団や社会に関すること

規則の尊重
(10)約束やきまりを守り、みん
なが使う物を大切にすること。
(クラス会議)

11)約束や社会のきまりの意義
を理解し,それらを守ること。
(クラス会議)

公正,公平,　 
社会正義

(11)自分の好き嫌いにとらわれ
ないで接すること。 
（異年齢/宗教/性的多様性）

(12)誰に対しても分け隔てを
せず,公正,公平な態度で接す る
こと。 
(異年齢/宗教/性的多様性)

勤労, 
公共の精神

(12)働くことのよさを知り,み
んなのために働くこと。(仕事)

(13)働くことの大切さを知り,
進んでみんなのために働くこ
と。(仕事)

家族愛, 
家庭生活の充

実

(13)父母,祖父母を敬愛し,進ん
で家の手伝いなどをして,家族の
役に立つこと。  
（学校という共同体）

(14)父母,祖父母を敬愛し,家族
みんなで協力し合って楽しい
家庭をつくること。 （学校と
いう共同体）

伝統と文化の
尊重, 国や郷
土を愛する態

度

(14)先生を敬愛し,学校の人々
に親しんで,学級や学校の生活 
を楽しくすること。 （学校と
いう共同体）

(15)先生や学校の人々を敬愛
し,みんなで協力し合って楽し
い学級や学校をつくること。
(クラス会議)

真理の探究

(15)我が国や郷土の文化と生活
に親しみ,愛着をもつこと。 
（学校という共同体）

(16)我が国や郷土の伝統と文
化を大切にし,国や郷土を愛す 
る心をもつこと。 （学校とい
う共同体）

国際理解,  
国際親善

(16)他国の人々や文化に親しむ
こと。  
（多宗教/多国籍）

(17)他国の人々や文化に親し
み,関心をもつこと。 
（多宗教/多国籍）

小学5・6年生

C　主として集団や社会に関すること

遵法精神, 
公徳心

(12)法やきまりの意義を理解した上で進ん
でそれらを守り,自他の 権利を大切にし,義
務を果たすこと。(クラス会議)

公正,公平 
社会正義

(13)誰に対しても差別をすることや偏見を
もつことなく,公正,公平な態度で接し,正義
の実現に努めること。 （異年齢/宗教/性的
多様性）

社会参画 
公共の精神

(14)働くことや社会に奉仕することの充実
感を味わうとともに,その意義を理解し,公共
のために役に立つことをすること。(仕事)

勤労
(15)父母,祖父母を敬愛し,家族の幸せを求め
て,進んで役に立つことをすること。  
（学校という共同体）

よりよい 
学校生活, 
集団生活の 
充実

(16)先生や学校の人々を敬愛し,みんなで協
力し合ってよりよい学級や学校をつくると
ともに,様々な集団の中での自分の役割を自
覚して 集団生活の充実に努めること。(ク
ラス会議)

郷土の伝統と文
化の尊重, 郷土
を愛する態度 
我が国の伝統と
文化の尊重, 国
を愛する態度

(17)我が国や郷土の伝統と文化を大切にし,
先人の努力を知り,国や郷土を愛する心をも
つこと。 
（学校という共同体）

国際理解,  
国際貢献

(18)他国の人々や文化について理解し,日本
人としての自覚をもって国際親善に努める
こと。 (多宗教/多国籍）



〜オランダ・イエナプラン専⾨教員研修報告〜    

⽇本の公教育に必要な『⼦ども学』と『遊び』                   森澤典⼦ 

◆幼児教育の中で、⼦どもたちを「家」でいうと「基礎の部分」と捉え、⽬に⾒えないものを育む時期だと考えて来た。

『⽬の前の⼦どもたち』が主体で、⼦どもたちの成⻑を願う時、何かを教え込むのではなく、まずは⼀緒に遊んでいる。

遊びは、ありのままの⾃分がさらけ出され、⼼も体も解放されていく。遊びの中では⼦どもも⼤⼈も関係なく、お互い

が対等で、平等。そして同じワクワクや⾯⽩さを共有しながら⾃由な解放された気持ちで過ごせる。遊びは⼦どもの⽣

活そのもの。全⾝全霊で⾏われる他者との初めての対話とも⾔える。⼦どもたちは遊びの中でやりたいことや⾃分の欲

求を⾒つけ、時に周りの⼈とぶつかったり葛藤を味わいながら多くの体験をし、⾃分や他者への信頼感や愛情を育みな

がら⼼⾝ともに成⻑する。⼦どもは⼀⼈ひとりに能⼒があり、未知の可能性がある。どのタイミングでそれを引き出せ

るのかを⾒据え、⼦どもたちと⼀緒に遊び、体験し、驚き、笑い、時を分かち合い関わりあったり、場合によって⾒守

ることは保育者の⼤切な役割。 

◆今の⽇本の学校教育は、教科学習や成果に⼒を⼊れるあまり、⼦どもたちの主体的な学び、特に遊びが時間的にも視

点的にも⽋けているように思われる。遊びは『息抜き』『運動』、場合によっては『無駄な時間』と地位が低いことが多

い。幼児教育と学校教育の隔たり、遊びと学びの乖離に懸念や疑問を持ちつつ、公教育の希望や可能性、特に遊びの重

要性について探っていた。 

◆オランダ・イエナプラン教育は「⼦ども学」を⼟台にし、専⾨家たちは「⼦どもたちの頭は空のバケツではない。外

からいろいろ放り込めば良いというものではない。種から芽が出たばかりなので、光や⽔や栄養を与えながら、⾒守る

ことが⼤切だ」としている。⽬の前にいる「⼦ども」を主体に、その⼦はどのような⼦どもで、より良く成⻑するため

に必要なものは何か、その⼦にとっての幸せは何なのか、その観点で公教育を捉えていた。このコンセプトから、⽇本

での公教育の実践や学校の在り⽅のヒントが掴めるのではないかと思い研究テーマとした。 

◆オランダ・イエナプランは「遊び」が柱の１つに掲げられ「SPEL  ALS  BASISACTIVITEIT」という研究資料も作成さ

れている。遊ぶことのほかに「時間」「空間」を⾃分で選択できる「⾃由・余⽩」も「あそび」として保障し、⼦どもた

ちがチャイムに合わせて机に座り動かず 1 ⼈で受け⾝で学ぶのではなく、⾃由な時間軸の中で、仲間と関わり学校の中

を⾃由に⾏き来しイニシアチブを取りながら楽しく学ぶという概念を学校⽣活の柱の１つに掲げている。 

～イエナプラン「  SPEL  ALS  BASISACTIVITEIT 」はじめに～より 

遊びはイエナプラン学校の 4つの基本的な活動の 1つです。 

遊びは子どもの発達には根本的な活動として認識されています。 

また遊びとは、学校に「遊びの余地がある」ことも意味します。 

子どもが自由に利用できる、つまり遊べる余地のある「空間、環境、時間」があることを保障しています。 

例えばリズミカルな週次計画はこれを示しています。  

子どもたちの選択できるオプションコースもあり、子ども自身が遊びながらイニシアチブを取る、そのような余地が学

校には必要なのです。 

つまりイエナプランの基本に「子どもたちが自分の意思で行動できる」という「概念」があるということです。 

よって、イエナプラン教育において、子どもが作る学習計画は「遊び」の余地があるということに対する１つの証なの

です。                                       



◆イエナプラン校の教師たちは『⼤⼈は⼦どもたちのすることに何かと意味や成果を求めすぎてしまうが、本来「遊

び」は成果を求めるものではなく、その楽しさは「真⾯⽬に遊ぶ」ことによって得られる「本質的なもの」であるは

ず。けれども成果を追求するあまり、「真⾯⽬」が「遊び」を飲み込んでしまい、その⽣真⾯⽬さが「⾃由」や「創造

性」を奪い「不⾃由」で「束縛」された成果主義になってしまう』ということを警戒し下記の研究していた。 

 

◆この資料の元になっている著書「ホモ・ルーデンス」の中で、著者でオランダ⼈のホイジンガーは「遊べない関係」

は「戦争につながる」とし、さらにナチズムこそが「真⾯⽬」が「遊び」を飲み込んでしまった状態＝「⼩児病」と捉

えていた。 

《1930 年年代ナチスの特徴》 

●新しいもの、より進んだものを追求する傾向。  

●科学技術に⼒力力。物質的価値を追求。⽣生活の便便利利さと結びつき、⼯工業化を追い求める。管理理、統制、真⾯面⽬目さが尊ば

れ、⼈人は真⾯面⽬目に働くことに専念させられる。 

●真⾯面⽬目な⾃自分を正しいと感じる。現実から離れ空想世界を共有し遊ぶことへの柔軟な精神の⽋欠如、意味のあること、

成果のあることをしなくてはならないという強迫観念。 

●⽬目の前の仕事に忙殺されることで、全般的に判断⼒力力、批判能⼒力力の低下を招く。  

●間違っていることもおかしいと思わなくなってしまう。 

●体制に迎合し、議論を唱える気⼒力力が低下する。 

●「議論や対話」と「非難・中傷」の区別がつかなくなる。 

●多様な意見を受け入れられず否定感、被害妄想→怒りの感情、許せない→異なるもの、異論を非難、排除する傾向 

以上のことからホイジンガーは、「遊び」は⽂化の形成だけでなく、倫理観の形成にも必要不可⽋と説いている。 

この状況は今の⽇本社会にも⾒られる傾向・警笛として受け⽌められる部分があるのではないか。 

◆まとめ 

学校に「遊び」を取り戻すということは、「真⾯⽬」＝（成果、⽣産性、認知能⼒主義）  から  「遊び」＝（⾃由、

平等、創造性、楽しさ、⾮認知能⼒、モラル） を取り戻し、⼦どもたちを解放する試みとも⾔える。 



日本の新学習指導要領におけるワールドオリエンテーションの可能性と課題 
濵 大輔 

1. ワールドオリエンテーションと7つのエッセンス 
　ワールドオリエンテーションとはオランダ・イエナプラン教育のハートとも呼ばれる総合学習
である。JAS（Jenaplan Advies & Scholing社）は、イエナプラン校の卒業生に対して「学校で
学んだことで、あなたの人生に役立ったものはなんですか？」と質問し、その回答をまとめたり、
関係者と議論・分析したりして、7×7のマトリクス（7つのエッセンス(1)　下表を参照）を作成し
た。つまり、ワールドオリエンテーションにおいても、この7つのエッセンスの育まれる学びが展
開されることでそのクオリティを保っていくことが期待されている、ということだろう。 

2. 7つのエッセンスと新学習指導要領 
　そこで、わたしは7つのエッセンスと日本の新学習指導要領の各教科・領域等の目標・内容の比
較を試みた。以下は、小学校新学習指導要領の3・4年生の目標・内容の記述全てを分析し、エッ
センスの項目と対応している項目がいくつあるかを数え上げた結果を表にまとめたものである。 

　小学校の全学年を通して、「企画力」と「責任性」の項目に該当する記述がほとんど見られな
いことが読み取れた。ただし、これらの能力は総則に記載されている内容(「アクティブラーニン
グの視点からの授業改善」等)と大きく重なるところであり、今後の日本の教育においてますます
重要視されていく部分だと考えられる。また、「カリキュラム・マネジメント」というキーワード
でも示された教科横断の探求的な学びは、まさにワールドオリエンテーションが大切にしてきた
ことそのものである。 
　以上から、オランダ・イエナプラン教育が育もうとしているものは、日本の教育の進む方向と
重なりながら、それを遥かに超える具体性と体系を備えていることがわかった。わたしたちには、
この検討の上に「日本の」ワールドオリエンテーションを実現していくことが求められている。 

(1)『イエナプラン教育　共に生きることを学ぶ学校1 イエナプラン教育ってなに？』フレーク・フェルトハウズ、ヒュバート・ウィンタース（著）、リヒテルズ直子（訳）2017に詳しく紹介されている。 
(2) 筆者が作成した表は、2015年に法政大学（東京）にて開催されたオランダ・イエナプラン教育専門家招聘研修大会の折に配布された資料を基に作成した。基となった資料は下記の出典により、内容の著作権は著者に、翻訳著作権はリヒテルズ直子に属す。 
　　引用・転用の際には、必ず出典を明記のこと。 出典:Freek Velthausz & Hubert Winters, “Jenaplan: School waar je leert samenleven”, NJPV 2014 (フレーク・フェルトハウズ&ヒュバート・ウィンタース著 「イエナプラン:共に生きることを学ぶ学校」 
　　オランダ・ イエナプラン教育協会刊行) なお、上記の電子書籍版ではこの資料からさらに訳が改められている部分がある。 

(2)



3. 公立小学校におけるワールドオリエンテーションの実践 
　わたしは2018年4月より、島根県の公立小学校で4年生30名（7月31日時点で28名。学年3ク
ラス中の1クラス）の担任としてワールドオリエンテーションの実践に取り組んで来た。日本にお
ける制度上の課題をクリアすべく、①テーマ設定において社会・理科・総合的な学習の時間の内
容とできる限り重なる題材を設定したり、②それに伴い3学期の内容を前倒しして学んだり、③学
習指導要領の各教科・領域等の記述を一覧にまとめたチェックリスト（3）を作成してクラスの学び
の状況をアセスメントしたりしながら学習を展開した。１つ目のテーマは「火」、２つ目のテー
マは学年の総合的な学習の時間の題材と同じ「トマト」だった。火を扱った調理に関係した実験
に取り組んだり、トマトの歴史をマンガにしてまとめたりするなど、教科を横断した学びも展開
された。 

4. 課題と展望 
　しかし、①深い学びを実現すること、②他クラスとの学習内容・方法の違いに関して子ども・
同僚・保護者等から理解と協力を得ること、の2点に課題を残した1学期間でもあった。 
　これからは、①教科か
ら始まり緩やかに教科横
断の学びに移行する学習
を展開すること、②互い
が大切にしていることを
丁寧に聞き合い対話を重
ねること、にさらに取り
組んでいく。（筆者が作
成した右の表は、①のよ
うな学習を展開する上で
鍵となるであろう。）

３学期の内容

社会

理科

(3)JAS(Jenaplan Advies & scholing社)が3つのイエナプラン校と共同開発して作成した『Doelenboek』に着想を得て作成。Doelenboekは学習者自身が学びのオーナーシップを持つことを促すためのさまざまな資料が収められた1冊のファイルであり、パーソナ 
　ルポートフォリオとして活用される。 
(4)ソロタクソノミーとは学習成果をその深まりに応じて5つの段階に分けて示した理論である。提唱者はJohn Biggs、Kevin Collins。初出は Evaluating the Quality of Learning: the SOLO taxonomy. New York, Academic Press(1982)  
　上記の表は、筆者がこの理論を下敷きにして、新学習指導要領解説に記載された各教科等における「見方・考え方」を統合的に捉えるために作成した。新学習指導要領では、これらの「見方・考え方」を働かせることが「深い学び」を実現する上で肝要であると 
　されている。筆者がソロタクソノミーと出会ったのは2017年にオランダのDr.schaepmanschoolの校長室（校長：リーン・ファンデンヒューヴェル氏）を訪れた時であり、壁に掲示された模造紙の中にこの理論が描かれていた。本資料がアクティブラーニン 
　グの視点からの授業改善(主体的で、対話的で、深い学び)と日本におけるワールドオリエンテーションの実践を前進させることに資すると期待している。

(4)

子どもたちから出された「火」に関する問いをまとめたマインドマップ。これを基に担当する問いを分担
し、探求活動を行う。社会・理科でテーマに関連して学習すべき内容については、筆者が問いを追加するこ
とで網羅した。

ホンモノの火を観察するところから学習をスタートさせた。トマトの場合にも数種類のトマトを教室
に持ち込んで自由に観察したり、実際にクラスの子のお父さんが経営するトマト農園を取材した動画
を見るなど、題材との出会いを工夫した。



オランダ・イエナプランスクールにおけるワールドオリエンテーションの分析 
～日本での可能性を探る～ 

2018年7月29日 
原田友美 

１．新学習指導要領における学校教育の目標 
　　●教育基本法第１条（教育の目的） 
　　●教育基本法第２条（教育の目標） 
　　●新学習指導要領　育成すべき資質・能力の三つの柱 

２．オランダの学習指導要領「KERNDOELEN」の概要　　　　 
　　・語学　・算数　・自分自身と世界へのオリエンテーション、 
　　・芸術的なオリエンテーション、運動教育 

３．KERNDOELENにおけるワールドオリエンテーションの目標　 
　　●KERNDOEL （中核目標）１～ 58のうち 
　　　自分自身と世界へのオリエンテーションは　KERNDOEL 34 ～ 53 
　　　・KERNDOEL 34 - 39  人々と共生社会 
　　　・KERNDOEL 40 - 46  自然と技術 
　　　・KERNDOEL 47 - 50  空間 
　　　・KERNDOEL 51 - 53  時間 

４．オランダ・イエナプラン教育におけるワールドオリエンテーションを概観する 
　　❶刺激する 
　　❷学ぶための問いかけ 
　　❸計画する 
　　❹経験・発見・探究 
　　❺発表する 
　　❻記録・保管する 
　　❼学習経験として、評価、次の行き先　 
　　→『生きた本物の状況に関わり、その中で学ぶことを学ぶ』 
　　 
　　●KERNDOELENの目標を達成しているかチェック 
　　●７つのエッセンスの引き出しを開けていく 

５．オランダ・イエナプランスクールで見たワールドオリエンテーションの実際 
　　●３つの学校で見たワールドオリエンテーション　　　　 

６．考察／日本の学習指導要領下におけるワールドオリエンテーションの可能性 
　　●ワールドオリエンテーションは、単に教科を寄せ集めたものではなく 
　　　根本的に ”学び方” を変えるものである。 

　　＊子どもの体験を尊重し子どもが発する言葉を丁寧にあつかう。 
　　＊本物と出会う機会を逃さない。 
　　＊子どもの関心を刺激する環境設定。 
　　＊探究したことを共有することで、クラス全体の知識となる。 
　　→自分自身と世界につながる生きた学びとなる 

　　●学習指導要領も考慮していく必要がある。 



 



日蘭アカデミー研究発表 要旨 

日本の中学校におけるイエナプラン教育実践の可能性と課題 

2018 年 7 月 29 日 久保礼子 

Ⅰ．問題意識 

   日本の学校では、楽しく、わかりやすく、失敗しないようにと、教師が子どもたちを一生懸命に引っ張っている。 

その中で子どもは受身の状態に置かれている。何のために学ぶのかはとりあえず横に置いて、道をそれないよう 

に大事にされている。しかし、子どもたちはそれで本当に力をつけているのか。  

Ⅱ．日本の中学校での実践に向けて 

１．リズミカルな週時制を取り入れることについて 

   （１）教科によるくくりではなく、４つの活動によるくくりの週時制を取り入れることに意義を置く。 

（２）新学習指導要領施行規則の教科時数をこの週時制で達成できることは、検証できる。 

 

２．ブロックアワーとワールドオリエンテーションを中心にカリキュラムをつくることについて 

   （１）教科をどう捉えるかを、オランダ、フィンランド、日本で比較する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

→ どのような力をつけるのかの指針を持っておく事が大事。 

 

 

・世界各国の動きは、日本も含め、教科横断的な学習の方向へ向かっている。 

・しかし日本はまだ「教科で教える」ことに期待するところが大きい。 

・日本は、授業時数実績や、全国統一テストやＰＩＳＡでの順位などの数値で諮りやすい評価

に影響を受けやすい傾向がある。 



（２）イエナプランでは 

・ワールドオリエンテーションがハート。教科はツール。 

・両者で、中核目標を超える価値を追求する。 コアクオリティや７つのエッセンスで示している。 

 

 

 

 

 

《ワールドオリエンテーションと教科学習チェックシート》 Text2 p41 

 

 

 

 

 

（３）日本のイエナプラン中学校におけるカリキュラム編成をどこから始めるか。 

①まずは、学科を互いに統合づけることからやってみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②教師がチームになる。 話す、お互いを知る、一緒にめざす、一緒に指導に当たる 

     教科の専門性を活かすことが出来る中学校は、小学校よりも有利かもしれない。 

Ⅲ．課題 

１．教師のマインド 

《これまで》同僚と協力して一緒に教えるというよりも、自分の担当している科目だけを教えてきた。 

隙間無く計画して計画通りに子どもを動かそうとする。 

    ⇒ 共に学ぶ。ダイナミックに。スペースを持つ。まず教師が挑戦しなければならない。 

  ２．評価  

《これまで》点数、他者との比較での評価が一般的。外的評価と競争とをモチベーションに勉強をしている。 

 ⇒ どんな力がついたかの評価基準を明確にする。子ども自身とともにリフレクションする。 

【アプローチの方法】 

研修での体験・理論、学校訪問、教科書『共に生きることを学ぶ学校』、諸外国の状況検索、文科省学習指導要領 

歴史・理科・家庭科・ 

技術・道徳・総合 etc. 

科目統合的なテーマに取り組む 

７
つ
の
エ
ッ
セ
ン
ス 

単元を生徒の学習活動の視点から見直す 



「イエナプラン教育に学ぶ管理者職（校長・園長）の在り方」 

牧野 恵 

 

  

 3 カ月の理論研修と実際の実習で学ぶ中で、イエナプランのコンセプトをもつオランダの学校であっ

ても子ども達の学び様子、雰囲気などが良くも悪くも異なることに気付くようになった。そして、元

校長先生である講師の先生や実習校の校長先生の AUTHENTIC な人間性に直に触れる内に、校長先生

のリーダーシップに要因があるのではないかと考えるようになった。そこで「イエナプラン教育に学

ぶ管理者職（校長・園長）の在り方」について研究発表を行うこととした。 

○理論研修などから 

校長先生の役割として、学校の責任者としての仕事だけでなく教職員チームの雰囲気作りも重要な

ものとしている。そして共に働く教職員チームを家族のようにみなし、接していることに特に注目。 

○「DE KLEINE PLANEET SCHOOL」での実習を経て 

・校長先生宛にクラスの要望をまとめた物を手紙にして出すなど、校長先生と子ども達の距離がとて

も近い。 

・保護者の学校ボランティアの取り組みのための仕組み。学習ボランティア、環境整備など保護者の

得意をどのように活かせるかが考えられている。出来ることを一覧にして貼り出し、保護者も自信を

もち、積極的に参加していた。 

・学校の目指す姿の共有。どのような学校を目指しているか、子どもにも保護者にも先生にも分かる

ように描かれたものを廊下に掲示。 

・教職員が休憩をとる部屋に、イエナプランについて研修した事、話し合ったことを掲示。また、イ

エナプランだけでなく先生たちの働き方についても話し合った痕跡があり、形だけの掲示でない。 

○オランダ・日本の校長先生からのインタビューより抜粋 

・校長先生は教室に行き、オフィスの机に隠れる（いる）べきでない。（Freek） 

・（先生に）「なぜあなたは先生になったのですか」初めの初心が。それを思い起こさせてあげるこ

と。（平川先生） 

・保護者と一緒に働くことで、校長としてものすごくエネルギーをもらうことができる。（gedo） 

・（先生たちと）共に仕事をし、互いに褒め合い、時に批判的なフィードバックを与えることは、互い

をより良くします。five compliments and one critical !!(Edwin) 

・教師の人に興味をもつ。 理想、家庭生活、希望とビジョンについて一緒に話しましょう。(Rien) 

・（子ども達へ）自分の人生のボスであること。（校長は）権威と権威主義の違いを知ること。

(Hubert) 

○研究を通して 

「校長と教職員が家族のように暖かい関係であり、ビジョンのもとにプロフェッショナルとして共に

働くこと」の大切さが分かった。 

 

○研究の成果物 

 

日本イエナプランスクール○○学校設立における管理職募集要項 

  

今後、開設される日本イエナプランスクール○○学校における管理職（校長・園長）を募集いたしま

す。 

 

１．募集職種：管理職（校長・園長） 

２．募集期間：２０△△年□月～○月 

３．募集条件：日本イエナプラン専門教員資格を有するもの 

イエナプランスクールにて勤務経験のあるもの 

４．業務内容：学校運営 



５．就業場所：未定 

６．勤務条件：土日祝の休日、相談に応じ週４日勤務可 

７．求める人材：管理職（校長・園長）として、以下の資質を求めます 

１．子どもを中心とした学校にするために求められる資質 

○自ら教室に赴き、子どもの姿を自分の目で見ようとする者 

○子どもが中心であることを意識し、環境を創ろうとする者 

・十分な遊び・学び（子どもが行きたいと思える、選択肢のある）の環境作り 

・家庭的な学校環境づくり 

 

２．保護者との関わりにおいて求められる資質 

○保護者の事を子どもを共に育てる教育のパートナーとして尊重し、意識する者 

・ビジョンの共有を図る 

・保護者について知る、保護者の出来る事（アイデアを引き出す、取り入れる、得意なこと）を知る 

○保護者がいつでも学校に来られる環境を創ろうとする者 

・いつでも見られる授業、オープンな学校 

・学校行事や環境整備など保護者の力を借りる場面 

・学校に帰属意識をもつための工夫 

 

３．地域との関わりに求められる資質 

○地域と学校のビジョンを知らせ、地域を学びの場として活用しようとする者 

・学校のビジョンを知らせ、地域で学べるような関係を作る 

○地域との関わりが子どもを育てることを意識し、地域の人との話し合いの場を持とうとする者 

・辛口の友人であり、応援団 

・学校に地域の人を呼ぶ工夫 

 

４．教職員との関わりにおいて求められる資質 

○教職員を一つの家族として捉え、教職員一人ひとりに興味をもとうとする者 

・なぜ教師になったのか知る 

・住む場所・趣味・人生に何が起きているか、嫌な事は無理に話させない 

・感情の共有（誕生日、喜びや悲しみ、楽しさ） 

・教職員が安心して働く場を作る＝子どもたちの安定した学びに繋がる 

○日々のコミュニケーションの重視、話したくなるような環境を創ろうとする者 

・うまくいった事、いかなかった事、悩みを話せる場 

・リラックスできるような部屋、ソファ、お茶などの物的環境 

○教職員を共に働くプロフェッショナル集団として高め合うための研修の場を作ろうとする者 

・自分自身を深く知る、共に働く相手を知る（得意な事、苦手な事） 

・上記のための効果的なツールの活用 

・互いを称賛し、批判し合える関係に（Tip＆Tops） 

・校長自身の失敗談、そこから何を学んだか 

 

５．校長先生自身に求められる資質 

○自分自身の人生を楽しみ、仕事にのめりこみすぎない者 

○権威と権威主義の違いを知り、意識して働ける者 

・たまたま「長」がついている、人間としては同じ 

・権威のための努力 



学校における保護者の役割と保護者参加の意識 
川崎知子 

　自分自身が、母親として、元教員として、「保護者」というものには深い思い入れがありました。
ケースボット著『イエナプラン２１』には「協働：子どもたち、保護者、グループリーダーが共に
＜生と学びの共同体＞を形成すること。クリティカルシンキング：教職員チームの中においても、
保護者との関係においても、批判的な態度を尊重する。催しを通して、私たちは自分の持ってい
る知識やスキルや態度を他の根幹グループの子どもたちや保護者と分かち合う。」と書かれていま
す。また、研修中にも、（『共に生きる学校』の中でも）学校に関わる人を言う時には、常に「子
ども・保護者・教職員」の順番であると言われました。学校で毎日働くのは教職員なのに、なぜ
保護者を２番目に言うのだろう？そして、日本での親の関わりにはＰＴＡ問題やモンスターペアレ
ンツなどの課題も多い。子どもの成長のための真の「親の役割」とは何なのだろう？この２つの
問いから私の卒業研究はスタートしました。 
　 
　探究の方法は以下の９つでした。 
①『共に生きる学校』の第１４章「保護者」の熟読　②オランダ人と日本人の親へのインタビュー
③日本人の親へのオンラインアンケート　　　　　　④ＯＥＣＤのＰＩＳＡの分析 
⑤オランダのイエナプランスクールの学校ガイドの翻訳 
⑥オランダの憲法や法律　　　　　　　　　　　　　⑦日本国憲法や教育基本法の確認　 
⑧イエナプランスクールで学んだこと　　　　　　　⑨息子たちの幼稚園や学校で学んだこと 

　②では、オランダ人と日本人の親へ「子育てで一番大事にしていること」を聞きました。 
　③では、「親の関わり」と題して、自分の子への関わり、先生・学校への関わり・親同士の関
わりなどを聞きました。結果から見えてきたのは、幼稚園や保育園と学校との大きな違い（遊び
から学習への移行など）そして、子どもの成長や学校へ行くことに対して楽しみよりも不安が大
きいという現実でした。 
　④では、「保護者の関与、学生のパフォーマンスと人生に対する満足度」の項目に注目しまし
た。「両親は、学校で困難に直面した時にサポートしてくれる」では、１５歳の子の肯定的回答
が日本８７.１％、オランダ９６.６％（世界1位）、OECD平均９０.６％でした。「両親は、大学
の学位を取得することを期待している」では、日本５８.７％、オランダ１７.４％、OECD平均　
４４.２％でした。https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264273856-
en.pdf?expires=1532428154&id=id&accname=guest&checksum=1B113B135A6AB62
B84DE51E94EB5150A　また、OECDはこの調査で「学校はアカデミックスキル（学力）だけ
でなく、社会性や感情面を育てる所である」と明言しています。 
　⑤では、Krullevaar Jenaplan Schoolの学校ガイドの「保護者」のページを翻訳しました。２
０項目中１０項目のみ以下に紹介します。３）に「離婚した保護者への情報提供」について明記
されているのがオランダならではかと思います。  
1）新規入学者.                                         2）学校と保護者/看護者との連絡先 
3）離婚した保護者への情報提供.                 4）子どもの中等教育への指導 
5）保護者の参加.                                      6）学校にいる間のケア 
7）学校前後のケア.                                   8）親の貢献（金銭面） 
9）学校保険.                                           10）子どもの入学、「タイムアウト」、停学、退学 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264273856-en.pdf?expires=1532428154&id=id&accname=guest&checksum=1B113B135A6AB62B84DE51E94EB5150A
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264273856-en.pdf?expires=1532428154&id=id&accname=guest&checksum=1B113B135A6AB62B84DE51E94EB5150A
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264273856-en.pdf?expires=1532428154&id=id&accname=guest&checksum=1B113B135A6AB62B84DE51E94EB5150A


　⑥では、義務教育法とWMR(＝Wet Medezeggenschap Raad親と教員が同数参加する委員
会) を読みました。義務教育法は5歳から16歳の子供に適用されます。以下のようなことが書かれ
ています。「保護者は義務教育の免除を申請することができます。これは例外的な場合にのみ可能
です。（例えば、子供は身体的または心理的な原因のために学校に行くことができない場合）生
徒が4週間の期間に16時間、無許可で不在である場合、学校は自治体または病気休暇カウンター
に報告する義務があります。子供たちが学校に通っていない、あるいは学校に登録されていない
場合、保護者の方々（12歳以上）は警察に報告されます。学校の出席オフィサーは、義務教育が
遵守されているかどうかをチェックします。また、就学の重要性や義務教育法違反の結果について、
青少年、両親、学校などに情報を提供しています。子どもが問題があるためにもう学校に行きた
くない場合、学校の出席者オフィサーは学校と両親と相談して解決策を探します。しかし、親と学
校が、主に子供のために責任を負っています。」http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/
2018-01-01 
　⑦では、日本の教育基本法の「第十条家庭教育について」を読みました。この法律を読む限り、
「学校」という記述はないが、子どもたちの「心身の調和のとれた発達」のために、国や地方公
共団体である教育委員会が家庭教育を支援する義務があります。 
　⑧では、ワールドオリエンテーションや催しでの関わり、夜の保護者会、家庭訪問・教員の採
用面接、毎朝のコーヒータイム、学校行事での関わり（歩け歩け大会？と校外学習）ランチタイム
見守り・図書室整備等をオープンに掲示すること、等々たくさんのヒントを得ました。どれも、イ
エナプラン校やオランダでしか出来ないことではなく、日本で取り入れることが可能です。 
　⑨でも、幼稚園のあり方、親への連絡手段、個人面談のあり方、転校の気軽さなど、親として
驚きつつ、参考になることがたくさんありました。そして、なぜ学校へ「行かせる」かを親とし
てじっくり考えることも重要です。⑧と⑨については全てを紹介しきれませんが、こちらにまと
めました。https://ameblo.jp/jena-lab/entry-12416263441.html 
　以上、学校における保護者の役割を考えた時、サポートとは何かという問いが新たに生まれま
す。子どもの持ち物の準備や確認をすることや、宿題の手助けをすることではないはずです。一人
一人の保護者が、自分の子どもと学校全体のことを考えて、自分に出来ることを考え、行動する
ことが必要になります。そして、「自分に出来ること」は一人一人違うはずです。いつも２０の原
則の１番目に行き着きます。 
　課題もたくさんあります。日本で親と教員の「真の協力」を妨げているものは何かということ
です。一つには、何のために学校へ行くか、というビジョンの共有が不十分です。（幼保小連携の
問題も含みます。）学校は認知的な学力のための場所ではなく、「人格の形成」を目指している
ところであるという根本に立ち返る必要があります。また、親と教員の対話の必要性です。親と教
員が個として付き合う意識が何より重要です。ただ、親が仕事を優先せざるを得ない働き方、社
会にも問題があります。 
　最後に、PTAの本来の目的を調べました。「保護者と教員が学びあうことで教養を高め、成果
を家庭・学校・地域に還元すること。児童生徒の健全な発達に寄与すること。同時に、民主的な
方法で運営するという設計思想があり、PTAは民主主義の演習の場であるという側面を併せ持つ」
とありました。（『父母と先生の会 : 教育民主化への手引』社会教育連合会編 ）学校自体が、民
主主義の演習の場になること、そして、戦後出来たものを変えることを恐れずに進まなければなら
ないと改めて決意しました。２０の原則の２０番目「何かを変えたりよりよ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。」を胸に、学び続けたいです。

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2018-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2018-01-01


２０１７年度日本イエナプラン教育協会活動 

【2017 年】 

・7 月 25 日：Vol.32 ニュースレター発行 

・7 月 29 日：第 2 回 日本イエナプラン教育協会全国大会 

・8 月 20 日～25 日：オランダ夏季研修  

・9 月 17 日～12 月 8 日：オランダ・イエナプラン教育専門教員養成研修（日蘭アカデミー） 

・11 月 26 日：エデュコレ（東京）出展 

 

【2018 年】 

・3 月 26 日〜31 日：オランダ春季研修 

・3 月 25 日：Vol.33 ニュースレター発行、会員向けに日本イエナプラン教育協会の民主化告知 

 

 

２０１８年度日本イエナプラン教育協会活動予定 

【2018 年】 

・7 月 28 日、29 日：第３回日本イエナプラン教育協会全国大会開催 

            日本イエナプラン教育協会の民主化と、民主化に向けた今後の予定について告知。 

正会員募集開始 

・8 月 8 日：兵庫教育大学にてイエナプラン教育の講演（主催：兵庫教育大学） 

・8 月 9 日：「子どもの遊びとまちづくり」＠十勝 

 イエナプラン教育の視点からの講演（主催：児童デイサービス Sai の森） 

・8 月 19 日〜24 日：夏季オランダ・イエナプラン・オリエンテーション研修 

・9 月 15 日、16 日：未来の先生展参加 

・9 月 25 日：Vol.34 ニュースレター発行 

 

【2019 年】 

・3 月 10 日〜22 日：春季オランダ・イエナプラン・ビギナーズ研修 

・3 月 25 日：Vol.35 ニュースレター発行 

 

【2019 年度】 

・4 月 28 日、29 日：スクールリーダーシップ研修開催決定！ 

オランダのイエナプラン校で 40 年以上の校長経験を持つリーン・ファンデンヒューヴェル 

先生による研修の開催準備中。 

・5 月：第 1 回日本イエナプラン教育協会理事選挙 

 



１．重要な会計方針

　 （１） 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

２．事業別損益の状況

（単位：円）

第２回日本イエナプラン教育協会

全国大会
管理部門 合計

Ⅰ　経常収益

会費収入 0 352000 352000

受取参加費 291500 0 291500

雑収益（教材等） 0 181174 181174

事業収益 0 0 0

経常収益計 291500 533174 824674

Ⅱ　経常費用

人件費 0 0 0

給料手当 0 0 0

退職給付費用 0 0 0

福利厚生費 0 0 0

人件費計 0 0 0

その他経費

仕入 0 365000 365000

施設費 26720 0 26720

旅費交通費 272120 60508 332628

諸謝金 0 0 0

外注費 0 37440 37440

印刷製本費 1027 0 1027

会議費 16000 0 16000

租税公課 0 82000 82000

交際費 0 0 0

通信費 0 2571 2571

雑費 300 46669 46969

振込手数料 0 642 642

その他経費計 316167 594830 910997

経常費用計 (24667) (61656) (86323)

(24667) (61656) (86323)

1006137

919814次年度繰越金

（２）

科目
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2017年度　　一般社団法人日本イエナプラン教育協会　会計報告

（１）

当期経常増減額

前年度繰越金


