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この春、とある研修会で
旭川市旭山動物園の坂東元園長の話を聞く機会があった。
旭山動物園といえば、今となっては、とても有名な動物園だが、
坂東園長が、獣医として雇用された当時は、廃業寸前の動物園だったらしい。
V字回復につながる旭山動物園の一つのポリシーでもある「行動展示」が生まれた背景など
興味深い話がいくつもあったのだが、
とても心に残った言葉に「管理の中で解放する」というのがある。
動物たちの中にある能力を最大限に引き出す環境を整え、
その上で管理し、動物園の経営にあたっているのだという。
様々なエピソードをお聞かせいただいたのだが、
「カバが飛び上がった」というものがとても面白く、
印象深かったので、ここで紹介したい。
本来カバは、泳ぐことができないらしい。
そんなカバの生態を知ってほしいという思いから、
深いプールを作り、そこにカバを放したらしいのだ。
泳げないカバは、初めはおぼれてしまう。
ただ、二回目以降は、床に足が着いたとたんに、
水面に向かってジャンプするという行動をとったのである。
お話と同時に、動画も見せていただいたのだが、

編 集 長 よ り

水中でのカバのジャンプは壮大そのものだった。
当初の想定をはるかに越えるこのカバの動きに園長もスタッフも、感動したそうだ。
どんな動物学者もその動画を見ると目を丸くするらしい。

・・・・・・・・

園長は、誰も予想できなかったカバのジャンプは環境がそうさせたと力説されていた。
「管理の中で解放する」とは、本来持っている能力はもちろんのこと、
それを上回る能力を解放することなんだと感じた。
教育に関わるすべての人が、
旭山動物園の「管理の中で解放する」というメンタリティが持てたら、
どのくらいの能力が世の中に解放されるのだろうかと思いを馳せてみた。
環境を作り、見守るという中で、能力は発揮される。
教育現場でやっていることは、
教えることに重きを置き、可能性にふたをしている行為かもしれない。
教育現場だけでなく、企業や地域社会も同様なのではないか。
どんな個人にも、企業にも、地域にも、とてつもない能力や資源があるにちがいない。
そんな発揮されていない能力を「解放する」きっかけに、
KNOWSの活動がなればいいなと思っているのである。
また、本誌を手に取ってくださったあなたが、
そんな気持ちで本誌を読んでいただけたら、この上ない仕合わせである。

編集長
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新しい学び方を、21世紀に生きる子供たちへ
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前多 昌顕 教諭 「学校内外でイキイキと活動する大人（自分）の背中を
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須藤 祥代 教諭 「子供たちが、
『これから生きていく社会は面白そう』
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鹿江 宏明 教授 「教育研究」の視点からKNOWSの活動をサポートすると共に

子供たちに見せることがキャリア教育の端緒になればと願う」

『より良い社会を創っていきたい』と思えるきっかけとなる
教育の場を創っていくのが私たち大人の役目であり、
KNOWSの存在意義」
教育的効果を示すデータやエビデンスを蓄積・公開し、
次なる課題を明確にしていきたい」

Case Study
子供たちの未来に 橋をかける

実践REPORT
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STORY 01 同じ船に乗り、同じ景色を眺めているようでいて
子供たちそれぞれが独自の夢を描き、自分の頭で思考していた！
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STORY 02 受験を経験せず、学び方を知らない学生に
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STORY 03 子供のゴールデンエイジを単なる暗記の勉強で奪ってはならない。
その想いを独自の指導メソッドに昇華させ、成果に繋げる！
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KNOWS TOPICS ／ KNOWS POST
cover story

※KNOWS（ノウズ）

子供たちが、楽しそうに、生き生きと学ぶ姿。
先生たちも、楽しそうに、生き生きと教える姿。
「Learning is FUN（面白い）」―それが、KNOWSの核です。
「学びは、大人にとっても子供にとっても楽しいもの」―それが、KNOWSの原点です。
「学ぶことの楽しさ」を語り合い、共有し合える場・コミュニティを、国内のみならず
海外にも拡げ、繋げていきましょう。
（写真は、岡山、長崎の小学校、インドネシアの学校等です）
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新しい学び方を、21世紀に生きる子供たちへ

―学校・家庭・社会が協働して、
子供たちの未来に橋をかける
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NPO法人KNOWSが社会で果たす役割とは
― KNOWS、NPO法人化にあたり ―
NPO法人KNOWS

理事長

村田 孝二

教育という仕事には、
「創造することが面白い」
「何かを創っていく

私が仕事をする上でモットーとしてきたのは、
「 5人の意見を

ことが面白い」と思う人たちが集まってきます。
「 KNOWSとは

まとめるときには、5人分の自分を捨てる。10人の意見をまとめる

何か？」という話になった時に、その核となるのは“Learning is

ときは、10人分の自分を捨てる」ということです。そうすると、

F U N（ 面 白い）”ということに なります。面 白くなけ れ ば

それぞれの意見の背景が見えてきます。KNOWSには、現在

KNOWSではありません。KNOWSが提唱する学びには、最新の

250名ほどのメンバーが参加しており、各メンバーがそれぞれに

脳科学や心理学、教育学の成果が取り入れられています。さま

好きなことを自由にやっています。それが大事なことで、誰かが

ざまな新しい思考ツールも、教員自身がやってみて面白くて、これ

「KNOWSはこうあるべきだ！」と号令をかけたら、たちまち空中

なら子供にも使えると感じたものを導入しています。学びは、

分解してしまうでしょう。
「脳渦（のううず）」と、上手いことを

大人にとっても子供にとっても楽しいもの、それがKNOWSの

言った方がいました。K NOWSの本質は、エネルギーの渦

原点ではないかと私は考えています。人は学ぶことが好きなの

なのです。だから、メンバーの皆さんが発するエネルギーがうまく

です。“学ぶことは楽しい”というのは、教育現場だけでなく、

流れるように微調整していくことが、私の役割だと考えています。

ビジネスの現場でも同様だと思います。
NPOの当面の活動として、
マインドマップのさらなる普及を図って
“Natural（ナチュラル）”も、KNOWSを語るうえで欠かせない

いきます。全国に70名ほどいるマインドマップフェローの人

キーワードです。
マインドマップの考案者であるトニー・ブザン氏は、

たちに、職場の仲間に教えられるラインセンスを提供します。

「ナチュラルとノーマルは違う。ナチュラルは本来のありよう、

マインドマップの基礎をきちんと身につけて、実際の学習場面で

ノーマルは多数派の考え方。大事なことはナチュラルであること」

活用したいという、教育関係者への期待にも応えていきます。

と言っています。ノーマルというのは、みんながやっていること。
学校に行ったら、先生が話した通りにノートをとって、単調に

2つ目は、授業デザイン講座の提供です。フューチャーマッピング

暗記するといったことです。ナチュラルとは、イメージと連想を

（全脳思考）を活用して、授業の組み立てを、短時間で劇的に

活用しながら、創造的に学習します。KNOWSは、ナチュラルを

進化させる方法を伝えていきます。

求めていきます。
3つ目としては、本格的な、教員向けのアクセラメンツ・ラーニング・
「教育はお金」と言ったら皆さんは驚かれるでしょうか。しかし

システムの提供を考えています。アクセラメンツは、
「学び方を

ながら、教育を変えようと思ったら、お金の流れを変える必要が

学ぶ」ことを通して、教師や講師のファシリテーション能力を

あります。ほんのちょっと、先生たちが面白がるようなお金の

飛躍的に向上させてくれます。

流れ方にすると、教育はどんどん変わります。例えばタブレット

文章の書き方のスキルを、先生や子供たちに提供することも、

端末を何百台も寄付してくれる企業が現れると、先生たちは

重要なテーマです。

面白がってその使い方を工夫し始めます。
KNOWSのメンバーは全国に広がっています。東北で優れた
実践をしているメンバーが、九州に行って、その実践事例を紹介
すると、九州での教育現場に変化が起こります。その逆もあります。
現実には、東北から九州までの交通費を考えると、なかなか
気安く行くことはできません。招くこともできません。けれど、その
交通費さえなんとかなれば、変革が始まります。それこそが、
KNOWSがNPO法人化した理由の一つです。NPO法人として
資金が得られれば、こうした活動への支援が可能になります。
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何よりも、新しい学び方に共鳴して下さる方々のコミュニティが

このたびKNOWSのWebサイト
（http://knowslearning.org/）
を

繋がっていくことを期待し、またそうなるように事を進めて

立ち上げましたが、そのなかにライブラリーを創設したいと考えて

いきます。全国にいる仲間が各々、孤軍奮闘ではなく、連絡を

います。これは、NPO立ち上げのときからの課題です。多種多様な

取り合いながら、励まし合える機会を提供することが、NPO

実践事例をアップし、年に1回、もしくは半年に1回、面白そうな

設立の最大の理由です。

事例をピックアップしたものを、
電子書籍化するという計画も上がって
います。電子書籍化することで、実践事例の共有が、次の実践の
アイディアを生み出すような環境を提案していきます。これによって、
広く一般の方もアクセスしやすくなるのではないかと思います。
また、KNOWSが独自にコンテンツをつくるだけでなく、既存の
コンテンツを利用して教員用にリメイクし、広く教育関係者に
紹介するという活動も考えています。KNOWSの認定講座、
という仕組みなどができると面白いと思っています。このように、
これからさまざまな活動が本格的に始動していきます。ぜひ、
今後ともKNOWSの活動にご指導とご協力をお願いいたします。

■用語説明
※マインドマップ：概念の中核を成すキーワードやイメージ画を中心に置き、
キーワードとなる言葉やイメージを”曲線の枝”として広げる、
”思考を目に見える形で表すノート法
（開発者／トニー・ブザン）
※フューチャーマッピング（全脳思考）：ひとが本来備え持つ「利他性」を軸に、１枚のチャートを埋めながら枠を超えた発想と行動シナリオを創り上げる思考法（開発者／神田昌典）
※アクセラメンツ：”学習者の変容（学習者のコンピテンシー向上）”を軸とする、体系化された教授法。同講座では、加速教育（アクセレラティブ・ラーニング）の重要なエレメンツ
（要素）を学び、教授力・講座設計力を身に付け、
「教えるためのプロ」となることを目指せる（開発者／ポール・R・シーリィ）

KNOWS教育研究会 全国大会
「もっと子供たちの笑顔が見たい！「
」自分も楽しみながら
授業がしたい」という先生方を中心に、
「新しい学び方を
21世紀に生きる子供たちへ 学校・家庭・社会が協働
して、子供たちの未来に橋をかける」をモットーに、教育
実践を重ねる全国の先生方の交流会です。参加者には、
自身が子供の親でもあるビジネスリーダーや地域の
リーダー等が積極的に参加しています。

第1回 KNOWS教育研究会 全国大会（2012年8月11日）

「教育・協育・響育を考える」

当日のプログラムは、村田先生による基調提案「子供の瞳がかがやくとき」。
実践報告として、千葉市立小学校・船橋市立小学校教諭による「詩の学習
指導におけるマインドマップの導入事例」、青森県の町立小学校教諭による

「思考ツールを活用した指導案作り―BMG、全脳思考、
マインドマップを組み
合わせて―」
、
岡山県の私立小学校・大阪府枚方市立小学校教諭による
「宿泊
行事の事前指導、目標設定等における全脳思考チャートの導入事例」、都立
高校の教諭による「個を尊重するキャリア教育実践―総合高校における
実践―」などが紹介されました。

第2回 KNOWS教育研究会 全国大会（2013年8月10日）

「味わおう体験しよう KNOWSの学び」

第2回は、４つの事例発表分科会と、ワークショップで構成されました。宮崎
市立小学校教諭による「マインドマップで言葉をつむぐ国語教育」、栃木県
立高校教諭による「蘇る読書会―生徒を120％満足させる読書会」、宇都宮
市立小学校養護教諭による「保健室だより」、新潟県立聾学校教頭による

「マインドマップを使ったまとめの学習について」が分科会形式で報告されま
した。また、ワークショップでは、Read For Action読書会の体験（仙台市
立小学校教諭）、
マインドマップ体験（桶川市立小学校教諭）、キャリア教育
に関する学習指導法（福島県立高校教諭、都立総合高校教諭）を体験する
（発表者の所属・肩書き等は、当時のものです）
機会となりました。
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【NPO法人KNOWS教育研究会の歩み】
平成23年12月28日

栃木県立宇都宮白楊高等学校においてグループ「KNOWS」設立

平成24年1月～

Facebookグループでの実践事例報告開始

平成24年8月

広報誌「KNOWS」第１号発行

平成24年8月11日

都立葛飾総合高等学校において第1回全国大会を開催

平成25年5月18日

東京都港区においてNPO法人化についての説明会を開催

平成25年8月

広報誌「KNOWS」第２号発行

平成25年8月10日

茨城県土浦市のホテルグリーンコア土浦において第2回全国大会を開催

平成25年12月6日

東京都より、特定非営利活動法人KNOWSとして認証

平成26年3月21日

理事会開催

平成26年5月21日

特定非営利活動法人KNOWS公式サイト公開

村田 孝二
1949年、茨城県日立市生まれ。茨城大学教育学部教育心理学科卒業後、１年間幼稚園で自閉症児の治療教育に関わる。
その後、知的障害の特別支援学校や盲学校に勤務。2006年9月～2010年3月茨城県立盲学校長。1992年、
「類推
（アナロジー）と知的障害児の創造性との関連」に関る研究で教育学修士。マインドマップやフューチャーマッピング
（全脳思考）等の知識創造メソッドを、学校教育現場で活用。
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Contribution

NPO法人KNOWSが社会で果たす役割とは
― KNOWSのNPO法人化にあたり、理事による寄稿 ―
「新しい学び方を、21世紀に生きる子供たちへ―学校・家庭・社会が協働して、
子供たちの未来に橋をかける」をモットーとするNPO法人KNOWS。
2013年12月、特定非営利活動法人としてのKNOWSの設立が認証されました。

NPO法人KNOWSの目的は、
「21世紀の脳科学、社会学、心理学
等の成果に基づく新しい学習方法を取り入れた、教員や塾の
講師および社会人を含めたネットワークにより、これからの
知識基盤社会に生きる子供たちに主体的、創造的な学びを
提供すること、および生涯学習における社会人講師の教える
力を養成することにより、学校教育と社会とが連続して、子供
たちに新しい学びを提供できるようにすること、ならびに特別な

NPO法人設立にあたり、選出された理事・役員は以下です。
（2014年度時点、敬称略）
理事長：村田 孝二
理

事：前多 昌顕、須藤 祥代、佐久間 賢志、高田 ひろみ、
吉井 毅、荒 康義、鹿江 宏明、神田 昌典

監

事：鳥羽 史郎

学び方が必要な子供たちのための学習方法を開発し、社会

この理事のうち3名に、
「NPO法人設立にあたって、KNOWSを

参加と自立を促す取り組みに協力すること」
（定款、第3条より）。

どのように子供たちや社会の役に立てて行きたいか」について
寄稿いただきました。

その目的を達成するため、

１）社会教育の推進を図る活動

２）経済活動の活性化を図る活動
３）子供の健全育成を図る活動

４）職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
等を行う特定非営利活動法人です。

※寄稿文内にある、マインドマップなど知識創造メソッドに
関する説明は、６ページ（用語説明）参照
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01 前多 昌顕 先生

学校内外でイキイキと活動する大人（自分）の背中を
子供たちに見せることが
キャリア教育の端緒になればと願う
教育の在り方を変えることは簡単なことではありません。法的、

私は青森の奥地にいながら、KNOWS立ち上げから今日に

システム的にさまざまな課題があり、無理に変革しようとすると、

至るまで、誰にも強要されることなく、自発的な動機で活動して

それに費やすエネルギーは莫大なものになります。ですから、

きました。そしてこれからも自発的に活動を続けていきます。また、

私はKNOWSの活動で、教育そのものを変えようとは、実は

KNOWSに参加したら何か面白いことができそうだ―そんな

考えていません。私が変えたいのは、子供たちに関わる大人の

団体に育てていきたいと考えています。今のところ、私自身で

在り方。具体的には、イキイキと活動している大勢の大人の

言えば、こうしたKNOWSでの活動が直接授業に結びついている

背中を、子供たちに見せていきたいのです。忙しいながらも

例はまだまだ少ないのですが、私がKNOWSでどんな活動を

前向きに仕事や活動に取り組んでいる大人が世に溢れている

しているのかは、極力子供たちにも話すようにしています。また、

ことに勝るキャリア教育は、他にないと思うからです。

Facebookなどを通じても、保護者からの理解や関心が徐々に
得られるようになってきたのは喜びです。

今日、学校現場では教員の多忙化が問題になっています。毎年の
ように取り組むべきことが足し算され、いっさい引き算される

私が当初、
マインドマップを教えた子供たちは今、高校生になって

こともない中で、教 員は日々苦労しています。その多忙さに

います。その子供たちがスマートフォンを持ち始め、連絡をくれる

飲み込まれて、教 員の眉間には深いしわが 刻まれています。

ようになりました。その中で、小学生のころはあまり勉強ができる

さすがに、子供たちの前でしわを見せることはありませんが、

タイプじゃなかった子供が、
「先生、
マインドマップのおかげで

心の眉間には常にしわがよっているのです。眉間にしわをよせる

僕はなんとか高校の授業についていけています！」と報告して

ことで教育が良くなるのであれば、私はいくらでもしわをよせ

くれました。小学生のときは、
マインドマップを用いた授業でも、

ますが、そんなことをしても何の効果もありません。むしろ、自分

どこか“やらされている感”があったようですが、高校生になって

自身にも子供たちにも悪影響しかありません。

自分で勉強をしなければならなくなったとき、
「いいものを教えて
もらった」と感じてくれたようです。マインドマップも、元々は

どうせやらなければならないことであれば、ニコニコしながら

私自身がやっていて楽しいから子供たちの授業に取り入れた

スマートに仕事を済ませたほうが良いに決まっています。私は、

ものです。これからも、学ぶことにワクワクできるような、そして

KNOWSの活動を通して大人の眉間からしわをなくしたいのです。

楽しくなるような実践事例を、KNOWSを通じて蓄積し、広く

KNOWSの仲間や、その仲間が持つさまざまなメソッドを活用

共有していきたいと考えています。

したら、それは実現可能だと考えています。
KNOWSには、流行語を生み出したり、テレビ番組で特集される
ような“カリスマ教員”はいません。今のところ、大規模な活動も
まだ始まってはいません。しかし、子 供たちの未来に対して、
そして自分自身の未来に対して前向きな大人が、カリスマや
権威に追従することなく、主体的に活動しています。子供たちに
主体性を身に付けさせようと呼びかけている大人が主体的に
活動できないなんておかしいと思いませんか？ 受け身ではなく、
しがらみのない自由な環境で、自らが「やりたい」と思える
ことを誰 に 遠 慮 することもなく実 践し、発 信 で きるの が

PROFILE

前多 昌顕

まえた まさあき

青森県の津軽半島北部、
日本海側では
北端に位置する児童数101名（2014年
7月時点）
の公立小学校、中泊町立小泊
小学校教諭。
また、
「見切れ写真家元
（中央
に人がいない記念写真／故意に顔を写真
枠からはみ出して撮影する、
新しい写真の
楽しみ方を提唱）http://mikire.com/」
として”校外活動”を行う

KNOWSなのです。
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02 須藤 祥代 先生

子供たちが、
「これから生きていく社会は面白そう」
「より良い社会を創っていきたい」と思える
きっかけとなる教育の場を創っていくのが
私たち大人の役目であり、KNOWSの存在意義
私は現在、総合高校に勤務しており、当校ではキャリア教育に

ためになる知 識 創 造メソッドではないか」とも感じました。

注力しています。多様な知識創造メソッドを導入し、既存の

思考を型にはめるのではなく、発 想力を豊かにすることの

方法ではない学び方、授業展開も数多く実践しており、その

重要性を体感的に学ぶことができますし、
「勉強が苦手」
「勉強は

実践事例をこれまでもKNOWS教育研究会全国大会などの場で

苦手」というブロックも、マインドマップでは外しやすいです。

発信してきました。また、授業の実践だけでなく、カリキュラム

これなら、生徒の勉強に対するモチベーションを上げられる

づくりもしています。コンテンツ開発という部分でも、実践事例を

だろうと思ったのです。そこでさっそく自分の授業にも取り入れ

ベースにしながら、教育現場で課題や悩みを抱えている先生方に

ました。私のように新しいメソッドを教育現場に導入した事例が、

対して、同じ教員の立場でさまざまなアドバイスをすることも

KNOWSには数多く蓄積されています。教育を従来の型で考える

できるのではないかと思い、KNOWSのNPO化にあたって理事を

のではなく、違う方向や違う角度から物を考え、アプローチ

お引き受けすることにいたしました。

できるグループです。

私は、アクティブラーニングや、地域の方々と連携した授業展開も

KNOWSがNPOになることにより、活動の場はますます広がって

しています。KNOWSはこの先、学校という閉ざされた空間に

いくと思います。KNOWSでは、地域や校種などいっさい限定

とどまらず、地域にお住まいの方々や、さまざまな専門分野の

していませんし、教員でない方々も数多く参加されています。

人々と協力していきながら、活動を広げていくとよいのでは

それぞれのメンバーが抱えている課題やテーマは異なりますが、

ないかと思っています。学校教育が実社会に近づき、子供たちが

メンバー同士がつながり、自由に活動を広げていける場があり

より社会に近い環境で学ぶことは、モチベーション向上にも

ます。NPOになることで、ますますメンバー間の交流が活発に

つながっていきます。これからの教育現場は、従来の型にあて

なり、これまでの交流はFacebookを主体としていましたが、

はめるのではなく、常に新しいものを生み出し、時代に即した、

リアルにつながれるような 場も増えていくことと思います。

もしくは時代を先取りした方法を編み出していく時代に突入して

そうした点でも、NPO化の意義は十分にあると思います。

いくと思います。そうした挑 戦を実 践していける場であり、
サポートしていける場として、KNOWSが存在できればよいと
思います。

KNOWSは本当に、垣根のない団体です。そして、子供たちが、
「これから生きていく社会は面白そうだな」
「よりよい社会を創って
いきたいな」と思えるようなきっかけとなる教育の場を創って

また、これが絶対という方法論がない今、混沌とした中からも、

いくのが、私たち大人の役目であり、KNOWSの存在意義は

みんなが「これいいね」と思えるような教育方法が生み出されて

そこにあるのではないかと思っています。

いき、発 展していくような 場でありたいとも願っています。
KNOWSにはさまざまな地域から、多様な方が参加をされて
います。お互いを認め合い、いろいろなコンテンツを認め合い
ながら、よりよいものを創り上げていける環境づくりをして
いきたいと思います。
私は、
マインドマップ※のフェローだったことが、KNOWSと関わる
きっかけとなりました。担当しているのは情報科で、東京都の
情報科教員を対象とした研究会でマインドマップにはじめて
出会いました。基礎講座があり、参加してみてマインドマップを
もっと学びたいと思ったのです。そして、
「これはすごく生徒の
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PROFILE

須藤 祥代

すどう さちよ

2002年に情報科教諭として採用。
20 07年より東 京都立葛飾 総合高等
学校勤務。
「知的基盤社会で生きていく
ために、より良い問題解決能力を身に
付けることが情報科の目的」と考え、
多様
な知識創造メソッドを用いた授業や
生徒指導を行う

03 鹿江 宏明 先生

「教育研究」の視点からKNOWSの活動をサポートすると共に
教育的効果を示すデータやエビデンスを蓄積・公開し、
次なる課題を明確にしていきたい
私が中学校の教員をしていたころ、
「考え方」を教えるツールと

また、KNOWSは学校教育（現場内）だけで完結させてしまう

して マインド マップ を 授 業 で 活 用し、それ が きっか け で

ような組織でもありません。塾や予備校など学校以外で教える

KNOWSにも関わるようになりました。現在は、大学で小学校の

立場、保護者の立場、あるいは教えられる子供たちの立場と

教員養成に関わっていますが、私自身が体験したことをこれから

いった多様な立場で、教育を互いに議論できる組織でありたいと

教員になる人たちにも伝えていきたいと、大学の授業でもマインド

思います。教育には、
「企業内教育」もありますし、
「子育て」と

マップを活用しています。マインドマップを通じて、全国各地、

いったプライベートな教育もあります。そのスケールに関わらず、

校種を問わず、さまざまな先 生 方と交 流を持つことができ、

さまざまな立場から「教育」に斬り込んでいけるようなグループと

それがKNOWSへの参加の糸口となりました。

なることを期待しています。

KNOWSの法人化にあたっては、教育研究という視点から、

KNOWSの可能性は、計り知れません。今後の発展の仕方に

KNOWSの活動をサポートできるのではないかと思い、理事を

よっては、設立当初には思いもよらなかった方向性や拡がりを

お引き受けすることにしました。例えばマインドマップは優れた

示していくかもしれません。そこがNPOの面白さです。学会

知識創造メソッドですが、その教育的効果を示す研究データや

などは最初から目的が明確で、そこに向かって限界をつくって

エビデンスがまだ不足しています。他の思考ツールと比較した

しまうような側面があるのですが、NPOには機動力がある

とき、どのような特徴があるのかを、研究的な視点で明らかに

ので、限界を超えて次のステップに軽々と進むことができる

することは、重要なことと考えます。

ように思っています。

KNOWS（インターネット上、およびリアル交流会を通じて）には、

KNOWSにはモチベーションの高い人たちが集まっています。

多様な実践事例が寄せられています。KNOWSが有する知識

限定された枠内でやろうとは決して考えてはいないでしょう。

創造メソッドの実践事例を共有し、ノウハウを積み上げていく

“教育における野心家”ぞろいでもあるので、今後の展開が私自身、

ことや、実践を検証し、効果を明らかにしたり、課題を明確に

とても楽しみです。KNOWSの将来像については、こうあったら

したりしていく研究を、進めていきたいと考えています。

いいというイメージはありつつも、それにはまったくこだわって
いません。他の理事や参加している方々も同様だと思います。

実践事例を集約する場としては、例えば学会といった組織を

組織体としての柔軟性が高いので、話し合えば話し合うほど、

立ち上げる方法もあります。しかしながら、より多くの先生が

また新しい展開が現れたりしています。それがKNOWSの最大の

気軽に参加ができ、かつ先生同士が繋がりを持ち、新たな元気を

魅力ではないかと私は感じています。

もらって自分の教育現場に戻っていけるような場は、そう多く
ありません。
「学会」というと少々敷居が高く気後れしてしまい
ますが、NPOであれば「ちょっと覗いてみようかな」と気安く
参加いただけると思います。もちろん、内輪だけで盛り上がる
ような閉鎖的な集まりではなく、お互いによく知っている人
同士が口コミで活動を広げ、興味を持った方がその実践を
取り入れ、さらなる新しい実践事例が積み上がっていくような
組織に発展していくことが理想です。

PROFILE

鹿江 宏明

かのえ ひろあき

広島県公立中学 校 ，国立 大学附属中
学校を経て，2010年より比治山大学
子ども発達教育学科に勤務。教員養成と
共に科学館で科学講座やサイエンス・
ショーにも取り組む。専門分野は理科
教育。著書に中学校理科 検定教科書，
教師用指導書など
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子供たちの未来に 橋をかける

実践 REPORT

知識創造社会に子供たちを送り出すために。
私たちおとなにできること、すべきことを熟慮し、
実際に行動をおこしている人々の取り組みをお伝えします。

S T O R Y 同じ船に乗り、同じ景色を眺めているようでいて

01

子供たちそれぞれが独自の夢を描き、
自分の頭で思考していた
山田智英先生は、子供たちがお互いにコミュニケーションを図り、
一緒に目標を創り上げて確認するために、
フューチャーマッピング（全脳思考）を授業に取り入れています。
また、NPO長崎教師力向上委員会のメンバーとして、

山田 智英

教諭

積極的に教師の指導力について研鑽をしているという山田先生の、
その取り組みについてご紹介します。

「最近は、コミュニケーションが取れない子供が多くなってきて

※
取り入れたメソッドの一つは、フューチャーマッピング（全脳思考）

います。また、子供だけでなく、日本全体が混とんとしていて、

でした。まず、運動会のリーダーとして下級 生をまとめていく

皆でまとまるのが難しくなってきているようにも感じています。

ことに煮詰まっていた6年生の子供たちに、フューチャーマッピング

個人個人が立ちすぎていて、自分さえ良かったらいいという

チャート（全脳チャート）を描かせたそうです。
「自分たちは

ように」といった問題意識を持っていたと言う山田先生。そこで、

一生懸命やっているけれど、ほかの学年の子供たちは、昼休みは

新しい知識創造メソッドを授業に導入することで、子供たちが

遊びたいとか、練習はきついから嫌だと言ってうまくいかない。

互いに自然な形で関わり合いながら、自由に意見交換ができる

また、クラス内でも友達同士でうまくいかないといった問題が

場をつくることに尽力してきたそうです。

生じていて、どうしたら運動会の準備を上手に進行できるの
だろうかという課 題でチャートを描いてみたのです。その
チャートから子供たちは、
『運動会の前に休む』という選択肢を選び
ました。練習を休めるオフ日を設定し、皆で一度クールダウンを
して、そこからまた皆で頑張ろうということになりました」
※６ページ（用語説明）参照
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また、
「10年後の自分たちはいったいどうなっているのだろうか」

『こうであらねばならない』というルールがなく、思考を妨げる

というテーマでも、6年生の子供たちはフューチャーマッピング

ことがありません。また、ストーリーを描いていくので、自分の

チャートに取り組みました。子供たちからは、
「10年後には日本に

ものとして捉えやすいですし、自分の言葉を人に伝えやすいと

いないかもしれない」
「海外で仕事をしているだろうけれど、日本人

いう良さもあるように感じます。

としてのアイデンティティはしっかり持っていたい」
「日本が周囲
から真似できないようなオリジナリティを持たないとダメだ」と

それぞれが違うことを考えているが、相互に相手のことを尊重

いうような意見が活発に上がったそうです。
「 私が勤めている

し合っている。そこに、一体感が生まれてきます。それぞれの

学校は地方にあり、クラスに帰国子女の児童がいるわけでもなく、

意見を聴いて、発言すること、その相乗効果によって、コミュニ

牧歌的な環境です。そうした中で、子供たちはどのような将来像を

ケーションが深まっています」

抱いているのだろうと興味を持ったのが、チャートを描いて
みようと思ったきっかけです。チャートを描いたあと、それぞれの

山田先生は、NPO長崎教師力向上委員会というグループにも

夢を発 表してもらいましたが、とても大 人しい女子 生徒が、

参 加しており、このグル ープに所属しているメンバーは皆、

『ハリウッド女優の通訳になってレッドカーペットを一緒に歩き

フューチャーマッピングのイントロダクション講座は受講して

『 帰宅したら
たい』という夢を語り、ベイビーステップ※として、

いるそうです。NPO長崎教師力向上委員会は、TOSS（トス：

アランドロンの映画を観る』ということを上げてくれました。

Teacher’s Organization of Skill Sharing）という指導法を

おそらく、父親か祖父がアランドロンのファンなのでしょう
（笑）
。

提唱する組織を母体としています。
「子供にとってもっと価値の

そのように、夢を描いてくれていたり、またチャートを描いて

ある教師になりたい。授業をもっと上手にやりたい。どの子

みたいと言ってくれたことをとても嬉しく思いました」

にも授業の内容をしっかり理解させたい、というところから
スタートしていて、社会貢献にも積極的に取り組んでいます。

フューチャーマッピングを授業に取り入れるメリットは、皆が

その活動の一環として、フューチャーマッピング等を導入した

同じ船に乗って同じ絵を描いていながら、一人ひとりが思うことや

事例を紹介する授業研究会や、教師自身の能力向上のために

考えることに多様性が出ることだと山田先生は考えています。

同メソッドを取り入れたりしているのです。NPO長崎教師力

「皆で同じ景色を眺めているつもりでも、それぞれの心の中には

向上委員会のメンバーは20名ほどですが、TOSSは全国にその

違う夢が 芽 生え、自分の頭でしっかりと思考していました。

グループがあるので、お互いに情報共有や交流をしています。

そういう固定化されない場の力というものは大きいと思います。

とても刺激になっています」
※ベイビーステップ：フューチャーマッピング（全脳思考）
での
ステップの１つ。
「はじめの一歩」
であり、
「努力せずにできる、
ほんの小さな行動」、
それを設定すること。
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子供たちの未来に 橋をかける

実践 REPORT

今後も、山田先生は新しいメソッドの導入を積極的に試みて
いきたいと言います。
「TOSSの活動でもそうですが、郊外の
先生と交流しながら刺激をたくさん受けています。自分よりも
若い先生が良い授業をしていると、自分もそうなりたいと思う
こともあります。良いメソッドは良いものとしてさらに磨きを
かけ、新しいメソッドにも抵抗感を抱くことなく、貪欲に取り
入れていきたいと思っています」

PROFILE

山田 智英

やまだ ともひで

長崎県東彼杵郡波佐見町立南小学校
特定非営利活動法人 NPO長崎教師力向上研究会
1968年、
長崎県生まれ。
1989年より、
小学校勤務。
離島の極小規模校
から、1.000人を超える大規模校まで、
さまざまな学校を経験する。
フューチャーマッピングファシリテーター（全脳思考ファシリ
テーター）

14
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S T O R Y 受験を経験せず、学び方を知らない学生に

02

山崎 泰央

教授

グループ学習を通じて「学ぶ楽しさ」を味わってほしかった

「自分はできないと感じている学生たちに、何かを習得して得られる喜びを知ってほしい」と、
講義内容にさまざまな工夫を重ねてきたという山崎泰央先生。
アクセラメンツ※を導入し、マインドマップ※とグループ学習によって、
学生たちへ「学びの楽しさ」を伝える努力をされています。

山崎先生が新しい知識創造メソッドを講義に導入しようと思った

では、
500人前後の学生を受け持っていたのですが、
特に問題は

きっかけは、
「学ぶ喜び」を学生たちに伝えたかったからだと

なく、
試験でもそれなりの答案が提出されてきました。
本学では、

言います。
「 地方大学の宿命なのですが、うちの大学は推 薦

受け持ちが200人弱の講義だったので、前任校と同じ流れを

入学 者が多く、そういう学生は受 験を経 験していないため、

採用しました。
しかし、
いざ試験となると
『600字で記入せよ』
と

勉強のやり方を知りません。
また、
自分は勉強ができないと思い

言っても、100字や200字を書くのがやっと、という学生が多く、

込んでいて、最初から学ぶことをあきらめている学生もいます。

少なからずショックを受けました。どうすれば学生が、自分で

ですから、試験をしても全く準備をしないで、白紙のまま答案を

学んだ内容をまとめ、
記述できるようになるのかと、
考えあぐねる

提出するような学生もいました」

日々が続きました」

そうした状況を改善しようと、
指導方法の工夫を重ねた山崎先生。

2011年３月11日の東日本大震災によって、
石巻専修大学が立地

最初は試 行錯 誤の時期が 続いたそうです。元々、講 義には

している宮城県石巻市も、
甚大な被害をうけました。
大学は沿岸部

さまざまな工夫を取り入れていたそうです。
「例えば『経営史』

から距離があったので、
津波被害は免れたものの、
その影響は

という講義では、最初に話してから、まとめでビデオを見せ、

大きく、翌年から大学の生命線とも言える入学者数が激減し、

最後に講義についてのフィードバックをコメント用紙に記入

定員割れが起きていたそうです。しかし、ピンチはチャンス。

させる―という流れを続けていました。以前、勤務していた大学

山崎先生は、
講義の受講生が減少したことを奇貨として、
グループ
※６ページ（用語説明）参照
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学習を導入。
そのときは、
講義の内容についてあらかじめ設定した

その目的とするところは、学生たちが自分自身で学習を進める

質問に対して、
グループで考えて答えるというスタイルでやって

ことです。そのためのツールとして、グループ学習とマインド

みたそうです。
「記憶に残すためには、
自分たちで手を動かすのが

マップを取り入れました。

良いだろうと、
グループ学習を取り入れてみました。
すると学生の

学生たちにとってマインドマップは初めての経験だったので、
最初は、

反応は良く、
グループでやるのは楽しいとか、
友だち以外の学生と

あらかじめセントラルイメージとメインブランチの入ったワーク

話すきっかけとなって良かった、
という声が上がりました。
けれど

シートを配布。ビデオを見ながらマインドマップを描くといった

―試験をしてみると、
その結果はイマイチなのです」

作業で、
描き方に慣れてもらうことにしました。
マインドマップに慣
れてきたところで、１回に教科書の１章分程度を、20分ほど

そのようなとき、
「アクセラメンツ（加速学習）講座」と出会い、

掛けてマインドマップにまとめる作業を、グループで取り組んで

講義に取り入れたそうです。
「アクセラメンツの『期待→解放→

もらいました。
さらに、
完成したマインドマップを他のグループと

感知→反応→評価』
というサイクルで、
講義を一から見直しました。

交換して、質問を立ててもらい、最後に数グループで学習した
内容と質問の答えを発表し合うという流れにしてみました」
自分一人で教科書を読み、ノートをまとめるよりも、他の学生と
協力しながら学べる分、
より学習に身が入るようになったと言い
ます。
「教科書をマインドマップにまとめる時間中の、
学生たちが
みせる集中力は素晴らしい」と語る、山崎先生。
「受験を経験していない学生が多いため、要点をつかむ力が
弱かったのですが、マインドマップ作成を通して、そうした力が
ついてきたと感じています。予習をする学生も出てきました。
講義では、マインドマップをつかって教科書の内容を短時間で
まとめる必要があるので、グループに貢献できるよう考えて、
準備をしてくるようです。最近では『学びが楽しい』といった
雰囲気にもなってきたようです」

16
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１回ごとの講義で、マインドマップを完成させ、発表することで、

自分がつまらないと思いながら講義をしていたら、学生たち

学生たちは達成感を得ることができ、学びの姿勢も変わって

だってつまらないでしょ。
試行錯誤をしながらもアクセラメンツを

いきました。それは学生たちが、学習の中で自己肯定感を持つ

取り入れているのは、“学生に楽しく勉強をしてもらいたい。それ

ようになっていったからのようです。

以上に自分がワクワクしながら楽しんでいたい”ということに
尽きるのです」

「学生が達成感を得て、
学び続ける仕組みは、
最後に書いてもらう
コメント用紙にもある」
と山崎先生は言います。
「コメント用紙は、
“その日の講義を受けて良かったこと”を書いてもらうようにして
います。
学生たちはポジティブ・フィードバックを書くことによって、

PROFILE

“自分ができたこと”を確認できます。わずかでも、自分の成長を

山崎 泰央

確認することで、次回への課題や学習の到達点が見えてきます。
そうすることによって、
講義に取り組む姿勢が変わってきたのだと
考えられます。
グループ学習ではほぼ毎回、くじ引きでメンバーチェンジをして
いるので、
普段話すことのない学生と知り合って会話することに
より、他の人の考えを学ぶことができます。学生たちにとっては
それも楽しいようで、
『知らない人と初めて話すことに抵抗が
なくなった』
とフィードバックをくれる学生も。
コミュニケーション
に対する不安が払しょくできたことも、
アクセラメンツを導入した

やまざき やすお

石巻専修大学経営学部

教授

中小企業診断士
シニアリーディングファシリテーター※
神奈川県出身。玉川大学農学部卒業後、民間企業に勤務。
法政大学大学院修了後、松山大学を経て、2010年4月石巻専修大学に
着任。
専門分野は、経営史（企業家史）、ベンチャー・ビジネス論。
東日本大震災後は学生と一緒に、
「ニーズを発見し、資源を集め、
サービスを構築する」といった、企業家活動に基づいた復興支援に取り
組んでいる

成果の一つだと思います」
「大学教員は研究のプロではあるが、教えるプロではない」と
言う山崎先生。
「手を抜こうと思えばいくらでも抜くこともできます。
けれど、私は自分が 楽しくありたいと、いつも思っています。

※シニアリーディングファシリテーター：読書会開催数600回、動員数7000名以上を
誇る日本最大級のソーシャル・リーディングネットワーク
「Read For Action」
（企画・
運営／非営利型 一般社団法人Read For Action協会）。
同協会の認定資格
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S T O R Y 子供のゴールデンエイジを

03

単なる暗記の勉強で奪ってはならない。
その想いを独自の指導メソッドに昇華させ、
成果に繋げる！
子供のころからサッカー一筋だったという柴山健太郎さんを教育の道に誘ったのは、

「日本の教育を変えたい」という熱い想いでした。
先人の教育メソッドや心理学を取り入れて開発した独自の教育方法で、

柴山 健太郎

さん

一人ひとりの能力を引き出しながら、短時間の勉強時間で成績アップする
―という成果を確実に出している柴山さんに、お話を伺いました。

高校生までサッカー選手として活躍し、大学時代には社会人

サッカーなど子供たちがほんとうに好きなこと、やりたいことを

リーグでプレーをしながら、地元のサッカーチームの指導者を

両立できる環境を自分の手で創りたいと思い始めたのです」

はじめた柴山先生。そのときに、子供たちの教育環境について

18

悔しい想いを抱いたと言います。
「子供たちは、5、6年生になると

当時、教育免許はおろか、教育の道に進むことも考えていな

『塾があるのでサッカーを辞めます』と言うのです。4年生からの

かった柴山先生ですが、塾でアルバイトをし、サポートという形で

※１

この時期は、“ゴールデンエイジ”という一生に1回しかない時期 。

小学校の教育現場にも入ってみたそうです。さらに、スウェーデンの

中学生になって（サッカーをしに）戻ってきても、その時期に

教育現場を視察する機会があり、そこでの経験に衝撃を受けたと

得られるさまざまな 能 力を習 得するには 、時 す でに 遅し。

言います。
「2週間ほど滞在して幼稚園から大学まで見学しました。

―もったいない話です。また、全 身の五 感をフル活 用して、

スウェーデンの子供たちに『勉強は楽しい？』と質問をすると

いろいろなものを吸収したほうが良い時期なのに、中学受験の

キラキラした表情で『楽しい！』と答えるのです。日本で同じ

ために、目と指先の神経しか使わないような勉強ばかりをして、

質問をすると、ほとんどの子が『つまらない』と言います。その

しかも考える力より暗記力を付けることしかやりません。それで

ことに衝撃を受けて、
『日本の教育を変えなければ』と思い、

勉強も嫌いになり、好きなスポーツの成長もストップしてしまう

日本の子供たちが『学びを楽しい！』と言える環境を創ることが、

のを、とても悔しいと感じました。ならば、この地域に勉強と、

私の一つの使命になりました」

KNOWS vol.03

その後、カナダに渡って英語を教えるための資格を2つ取得し、

時間なのに内容がしっかり身に付いているという実体験をすると、

帰国。それからわずか2か月後には、私塾を立ち上げた柴山先生。

真剣に取り組むようになります」

サッカーのコーチ時代の先輩の自宅の空き部屋を借り、まずは
サッカーチームの子供たちに勉強を教えることになりました。

柴山先生の塾は、基本的に週2回で5教科を学べるシステムに

教育方針や指導法を考えるうえで参考になる、いくつかの著書との

しています。部活終わりからでも間に合うように時間を設定し、

出合いもあったそうです「
。数多くの本を読んでいたのですが、早めに

土日や年末年始も休みです。
「SOLメソッドなどを通じ、日頃から

※３

コリン・ローズ氏の加速学習 の本、原田隆史先生の原田メソッド

自分で学ぶ習慣が身に付いているので、子供たちは塾に来なくても

の本に出合えたことが幸いでした。そうした教育メソッドから

自宅で学ぶことができるのです。また、コミュニケーションを

ヒントを得て、独自のSOL（Self Ordermade Learning）

大事にし、プラスのストローク※5を子供たちに投げかけ続けることで、

メソッドを開発しました。目標を鮮明に描き、目標達成のための

子供たちの自己重要感が高まり、自信を持つようにもなります。

プランを立てて実行する力を学んでいくコースです。このコース

それはとても大事なことで、私はアルフレッド・アドラーの心理学

では、塾としてはめずらしく『ホームルーム』の時間を設けて

から思春期の子供たちに対する大人のアプローチを体系的に

います。そこでSOLメソッドを体得していくのです。この学び

学んだのですが、うちのスタッフにも半年間かけてこれを学んで

方を習得していれば、大人になって“夢”が見つかったときにも、

もらっています。現代の思春期の子供たちは、日常7～8割は親や

それを叶えるやり方が分かると思います」

学校からマイナスのストロークを受けており、どうしても自己重要

※２

また、当初の目的であった「子供たちが、勉強とやりたいことを
両立できる環境づくり」のために、短時間で情報が吸収でき、
成果も上がる勉強方法を取り入れたいと考え、
フォトリーディング※4
も導入しました。
「本を早く読むことで時間を短縮できるという
メリットもありましたが、それ以上に脳の使い方、潜在能力の
使い方に気付かされました。私自身、なかなか読めなかった
教育書をわずか数十分で読むことができ、その内容をマインド
マップで描くことができたのです。また、私の塾のホームルーム
では、脳の使い方とマインド、潜在能力の使い方を子供たちに
伝授すべく、メディテーションや呼吸法なども取り入れています。
子供たちも最初はクスクス笑ったりしますが、実際、学習時間が短
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感を下げられてしまう環境にあるのが問題なのです。ですから、
私たちは保護者の方にも『イライラしてネガティブな感情を子供に
対して抱いたときは、それを子供にぶつける前に塾に電話してきて
ください』と伝えています。状況を塾の教師が聞き、子供に問題が

PROFILE

あれば第三者の立場で教師から子供にそれを冷静に伝える。すると

柴山 健太郎

案外、子供は腹に落ちて正すようになるものです。そして、保護者の
方には『当たり前だと思うような良いところを徹底的に褒めてあげて
ください』とも伝えています。私たちから褒められるよりも、親から
褒められたほうが、子供たちは照れながらも100倍嬉しいのです。
そうしたことを授業と共に私たちは大事にしています」
こうした画期的な独自の方法を取り入れた指導により、柴山先生の
塾の生徒が、地域の公立校の上位10人中に5人入り、ある中学校の
学年1位はすべて教え子だった―というように、目に見えて学力
アップという成果も出ているとのこと。
「明確に目標が見えている
から、目の前の勉強を頑張ることができる。子供たちが自分の
目標や夢を叶えるために、愚直に山を登っていけるサポートを
していくことが、教育者にとっての一つの責務であり、私はそこを
これからも突き詰めていきたいと思っています。これからも、
子供や大人が『人生は楽しい、学びは楽しい』と思える社会に
なるように、教育環境を変革すべく取り組んでいきます」

しばやま けんたろう

株式会社 Freewill トータルエデュケーション
一般社団法人JAPANセルフマネジメント協会
NPO法人 Faro監事

理事

1981年 東 京 都 生 ま れ。2006年 に（株）Freewillト ー タ ル エ デ ュ
ケーションを設立し、同年にFreewill学習塾・広尾教室を開校。文武
両道のサポート、生徒の未来を真剣に考えた指導が評判を呼ぶ。
2008年に恵比寿に移転し、
2012年には世田谷教室も開校。
子供の
ステージを考えた独自の指導法と理念で、全国の学習塾や指導者、
各種メディアの取材からも注目を集めている
柴山健太郎オフィシャルサイト ▶ http://shibaken.jp/
Freewill学習塾 ▶ http://www.1freewill.com

『子にかける×子にかけない』

（著者・柴山健太郎。海拓舎出版／株式会社素材図書）
“5つの
「かける」
と、
5つの
「かけない」
”で、
子供はどこまでも
伸びる！子供を伸ばす
「大人の接し方の極意」
を伝授する
１冊。
読み返すたびに、
必ず新たな発見がある
「人創り」
の
バイブル。

※1. ゴールデンエイジ：技術の習得は新たな神経回路の形成なので、脳・神経系の可塑性（やわらかい性質）が高いほうが有利である。従って、その大脳の可塑性が比較的高く、
また動作習得のためのレディネスもピークを迎え、双方が絶妙なハーモニーを奏でるゴールデンエイジが重要視される。それは、動きを頭で理解してから体に伝えるのではなく、
見たまま感じたままのイメージに従って、体全体で技術を吸収していく特別な時期であるため。ゆえに、この時期以前（プレ・ゴールデンエイジ）に、さまざまな運動・遊びを通じて、
神経回路を開いておくことが条件となる
※2. コリン・ローズの加速学習：1983年に発表された学習法で、学習スタイルにもっとも適した学習テクニックを学ぶことで、自然な方法での学習が可能になり、より短時間で学ぶ
ことが可能になるというメソッド
※3. 原田メソッド：原田隆史が提唱。長期の目的・目標設定用紙や、日誌、ルーティンチェック表などのツールを用いながら、考える力、指導力、人間力、行動力の4つの力を兼ね
備えた自立した人間を育成するという教育メソッド
※4. フォトリーディング：毎秒1ページを超えるスピードで、写真を撮るように本の情報を脳に送り込む読書法（開発者／ポール・R・シーリィ）
※5. ストローク：精神科医 E. バーンが提唱した交流分析の用語。
「ポジティブストローク」と「ネガティブストローク」があり、無条件のポジティブストロークを受けることで自己
重要感が増す。成長や育成には、適切なタイミングでポジティブストロークを与えることが重要とされる
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海外の教育現場で活躍する、KNOWSのメンバーをご紹介します。

インドネシアで広がる日本発の「レッスンスタディクラブ」
その活動の原動力は、
“学びを楽しくしたい”という想いだった
ryoryo（鈴木 亮）教諭
Learning Community in Indonesia

発起人（元JICA教育専門家）

ryoryo先生は、岐阜県の小中学校で６年間の教員生活を送った後、
海外青年協力隊を受け、インドネシアに派遣されました。
高校時代からの夢だった青年協力隊で海外へ行くという夢を叶え、
現在は日本の教育系企業のサポートを得て、
インドネシアで「レッスンスタディクラブ」を普及させるべく精力的に活動されています。
ryoryo先生が、
元々、
教師を目指した理由は何だったのでしょうか？
「自分自身、学校が楽しくなかった」ことを第一の理由に挙げて
います。
「私の学校は当時、校内が荒れていました。学ぶことや
頑張ること、挑戦することが“カッコ悪い”と思われる風潮が
あったのです。そうした経験を経て、
『 もっと学校は面白くでき
ないのか』と思ったのが、教師になったきっかけでした。そして、
知識を得ることが目標やゴールではなく、学習の過程自体が
楽しい、知識を得て何かをすることを楽しめる教育をしたいと
思ったのです」
その後、岐阜県の教員試験を受けて、県内の小中学校で6年間
勤務しました。日本の教育現場に、うまく馴染めない“文化”も

2年間は青年海外協力隊で派遣でしたが、現在は日本の大手

あったと言います。そうしたときに、私に共感してくれたのは

教育系企業と連携した教育支援を展開しています。彼がインド

子供たちと保護者でした。
「 日本は和を大事にする文化です。

ネシアで携わったのは、JICAが導入した「レッスンスタディ」。

ですが、やはり中学時 代くらいは子 供 たちもハメを外して、

日本の教師が自律的に行っている授業研究を、モデルにしたも

大人から叱られるような経験があってもいいと思っていました。

のです。インドネシアの義務教育は6・3・3制と日本と同じで、

そうした私の姿勢に、子供や保護者は共感してくれて、感謝の

1990年代には、中学校までを義務教育化しました。しかし

言葉を投げかけてくれたのです」

ながらインドネシアでは、指導カリキュラムも曖昧で、教師の
裁量に任される部分が多いものの、そうした指導力が備わって

そしてryoryo先生は、高校時代から興味を持っていた海外青年

いる教師が、まだ育っていないという現状だそうです。
「日本の

協力隊を受け、教育の分野でインドネシアに派遣されました。

授業研究を手本にしたレッスンスタディが、インドネシアの教育

インドネシア滞在歴は、すでに7年目に突入しています。最初の

現場に導入されており、私も加わることになりました。その中で、
『もっと子供たちの、学ぶ幸せを願う先生たちの、自発性を信じ
たい』
『 子供たちの素直な吸収力を、授業でもっと発揮させて
あげたい』という思いが募り、学校現場の思いを大事にした
レッスンスタディクラブを立ち上げました。インドネシアの各
諸島に3カ所設置したのです。それが好評で、最初のメンバーは
5人だったのですが、10人、15人とどんどん広がっていきました。
クラブのない地域からも、大学の先生や行政からの紹介を
受けて、設置を進めているところもあります。レッスンスタディは
日本発祥のもので、世界的にも広まってきています。日本の
教育は、さまざまな課題がありながらも、やはりその教育水準が
高いことは事実だと思いますし、日本の教育を受けられたことに、
私もいまでは誇りを感じています」
KNOWS vol.02 21

KNOWS GLOBAL NETWORK

海外の教育現場で活躍する、KNOWSのメンバーをご紹介します。

ryoryo先生が、レッスンスタディクラブのほかに活動をしている

気付けると、ryoryo先生は言います。
「インドネシアに行って

のが、
「アジアフューチャーエデュケーションセンター」。2014年

いちばん驚いたのは、子供が学校に居て、楽しそうだったこと。

からスタートしている、インターネット上のネットワークです。

きっと、
（家庭環境面、経済面等の事情もあって）辛い思いをして

その前身は、ラーニングコミュニティインドネシアという小規模

いる子供たちもたくさんいると思います。ですがインドネシアは、

グループにおいて立ち上げたものでした。
「これは、2011年末

地域のコミュニティがとても強いきずなで結ばれていて、だから

から各地で本格的に始動しました。元々は、私の授業をもっと

子供たち同士にも強い結びつきがあるようなのです。そのきずなの

広く発信して、共感していただける方に参加してもらいたいという

強さに圧倒され、また、たくさん学ばせてもらっています」

思いから始めました。授業風景の写真などをアップしていましたが、
徐々に、自分はこんな授業をやって、こんな学びがあったという

ゆくゆくはアジア諸国から、子供たちや教師が一堂に会する

ことを書くようになりました。各地のラーニングコミュニティ

「アジア会議」を開催するのが夢だというryoryo先生。
「日本の

インドネシアが活発になり、他の地域や各大学からも「つくりたい」

子供たちとインドネシアの子供たちが交流を持つことで、何か

「支援してほしい」という声が上がってくるにつれ、
「それらをつなげ

しら化学反応が起こるのではないかと期待しています。また、

たい」という思いが、アジアフューチャーエデュケーションセンター

インドネシアでこれまでやってきたことを日本に向けてどう

の構想へと発展したのです。今では、写真や文章のみならず、

発信していくか、それが今後の活動の、一つのカギになると

動画などもアップしています。メンバーも200人ぐらいになって、

思っています」

軌道に乗ってきました。学ぶ楽しさを知った子供たちの笑顔を
見る喜びは、日本・インドネシア問わず世界共通のものであり、
“未来の教育”をつくりだす源になると確信しています」
異文化の中で暮らし、仕事をしていると、
「教師が抱える悩みは国
を問わず同じであり、教育を受ける子供たちの可能性も同じだ」
と

PROFILE

ryoryo（鈴木 亮）すずき りょう
岐阜県出身。国立大学教育学部卒業後、大学院修士

課程修了（教育学）。岐阜県の中学校で6年間教職

に就く。その後、海外青年協力隊にてインドネシアに
派遣。以来、インドネシアの主に小中教育における

学習指導法等を、現地教員と共に研究・開発・指導。
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今号は、
「KNOWS教育研究会の、NPO法人設立（NPO法人KNOWS）
」
に関して特集いたしました。NPO法人化したことに
より、
「KNOWS」は、次なるステージへと向かいます。
KNOWSは、
「創造的な社会の創発」を目指す教育グループで、メンバーは全国で250名以上。公・私立の学校教員はもと
より、塾講師、ビジネスパーソン、セミナー講師など新しい教育に強い関心を持つ人々が、ソーシャルネットワークで繋がって
います。理事会には、公立学校の先生方も多く参画しています。本来、公立学校の先生方がこうした活動の理事として参画
することが認められるケースは少ないのですが、これもKNOWSの活動実績が公的に認められている証の一つと言えます。
KNOWSでは、脳科学、社会学、心理学等の研究成果を取り入れた新しい学習法の実践と公開を積み重ねることで、子供の
学力向上のみならず、キャリア教育の実践にも成果を上げています。さらに、全国大会の開催や本誌の発行などにも取り
組み、学校教育と社会をつなぐ懸け橋としての役割を果たしております。
KNOWSの活動は、随時、公式Webサイトにて公開いたしております。
ぜひこちらもあわせてご覧ください。

http://knowslearning.org/

KNOWS POST
今回は、ＫＮＯＷＳに関わるみなさんに、
「あなたの“褒め言葉”」を教えていただきました。学校でも家庭でも、日常に取り
紛れ、なかなか子供を褒めるということに時間をさけないという方も多いかもしれません。投稿いただいた先生方の褒め
言葉を参考に、子供たちの良い部分に、ぜひフォーカスしてみてください。

（順不同

※ＫＮＯＷＳのFacebookにて投稿募集。敬称略）

「
、よー頑張った。たいした
石田 栄嗣（奈良県）： ①その子にとってはかなり高いハードルを乗り越えた瞬間に（一呼吸置いて）
もんや！」②あえて本人には褒め言葉を伝えずに、お母さんやお父さんに「○○ちゃん（○○くん）、
本当によくついて来てくれています。いい感じです。だいぶ成長しましたね」と伝えています。
森口 博美（福島県）： 毎日提出される自主学習ノートに“ニコニコマーク”を書いてあげています。このニコニコマークが
欲しくて、ノート作りに工夫が見られるようになりました！ あとは……ちょっとしたことでも、何か
やってくれた子供には「ありがとう」って声を掛けています。
「ありがとうの輪」が、広がってきています。
すげぇー！」
「やるなぁー」
「やったね！」
小寺 祐輔（岡山県）：「それ、
「そう来るか～！」
磯西 重行（大阪府）： 間違っているけど、頑張って発表した子どもに対して。
「素晴らしい」
「いいぞー」
「キラキラしてきたよ」
「その調子だー」
船越 恵（岡山県） ：「すごーい」
「 ナイスチャレンジ！」
奈良 理香（宮城県）： 文字だとうまく伝わるか自信がない。①よく使っているなあと思う言葉は、
②うまくいかなかったとしても,やってみたことを認めます。
「 それでいいんだよ」③不安そうな子、
迷って進めていない子に対しては行動を肯定します。
「オッケーです」④当たり前にやれていることも
言葉に出して伝えます……と書いてみて、口癖のように使っているのは「スバラシイ！」
「ありがとう」
だと気付きました。
砂川 繁（栃木県） ： 遅刻してくる生徒に遅刻したことを咎めるのではなく、遅刻してでも“登校したことを褒める”ように
しています。理由は、今、勤務している学校は電車通学が多いのですが、通学時間帯に2本しか電車が
ありません。これに乗り遅れると11:00くらいの登校です。それでも登校してくるのですから、褒めない
わけにはいかないのです。自転車通学の生徒でも同じように接するつもりです。場面よって、掛ける
言葉が違うので考え方だけを書きました。それから、褒める言葉ではありませんが、ある生徒に
励ますつもりで「頑張ろうね」と言ったところ、怒ったように「私、頑張ってるんです」と言われました。
受験の追い込み時期でしたから当然です。それ以来、
「頑張ってるね」というようにしています。
水木 慈恵（青森県）： こっそり「できる子だね」。みんなに見えるようにハイタッチ！「今日も会えてよかった」
毛利 精悟（青森県）：「あなたがいてくれるだけで嬉しいんだ」
「その調子!! その調子!!」
「それもできたん!!」
「えらい」
「どんどんできるね」
「かしこい!!」
他に匿名希望にて ：「えらいねー」
「すごい!!」
「スラスラできるね」
「きれいに書くね」
「 速いね」
「うん」
「うーん!!」
「そう!!」
「すばらしいね」
「がんばっているね」
「そうそうそう、その調子」
「 上手!!」
「 字もていねいでえらいね」
「ゆっくり丁寧に
書けているね」
ー子供たちへの褒め言葉は、何も特別な言葉でなくても構わないのかもしれません。日々、
「みんながやっていることを、
先生はちゃんと見てるよ！」という意志表示を、きちんと子供たちの目を見て、伝えることが大事だと気付くみなさんの投稿でした！
（編集部）
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本誌は、知識創造社会を歩んで行く子供たちのため、
授業で行っている新しい取り組みを、ツールにこだわらず
共有する目的で、教師が主体的に発行しているものです。
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