保護者様の日ごろのご理解、ご協力に感謝をこめて
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★☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆★7 月 の あ り が と う★☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆★
最近、教室にあめを差し入れてくださる生徒さん、修学旅行でお土産をくださる児童・生徒さん。
本当にありがとうございます。こういうお心づかいは本当にうれしいです。最近の小春学院はみな
さんの頂き物でいっぱいです。とここで書いているからといって催促しているわけではありません。
わたしも出張等で出かけるときにはこういう心づかいをするようにしようと自戒しているところ
です。みなさん御期待ください。

細分化された進路指導を考える～一体、何をしたらいいのか
受験校について話し合いをしているとき、しばしば耳にする会話です。(教師)「将来、何したい
んだ？」(生徒)「特にありません。」(教師)「でも、やりたいことに向かって進路を選んでいかない
といかんぞ」(生徒)「でも、やりたいことなんてないんです」(教師)「まったく、困ったもんだ…」
教師と生徒を親と子どもに置き換えても同じでしょう。「まったく、最近の若者は」的な話に結
びつくような会話が進路についての話し合いには出てくることがしばしばです。
でも、ちょっと考えてみてください。この会話はいつから聞かれるようになったのでしょう。こ
の原稿をお読みになっている保護者の方は、自分の進路選択についての話し合いのときに、こんな
会話を教師や親の方々としたことありますか。正直、わたしはありません。
そう考えてみると、「やりたいことが見つからない」ということを大人が嘆くのはちょっとお門
違いかもしれませんね。実は「やりたいことが見つからない」は今にはじまったことではないかも
しれません。昔から子どもには「やりたいこと」なんてなかったんです。
「将来のための進路選択」
という考え方が根付いてしまった今の進路指導では、「やりたいこと」を問いかけたり、考えさせ
たりしますが、そんなものを考えて人生を歩んできた大人ってどれだけいるのでしょう。少なくて
も私は違いました。もちろん、将来のやりたいことを考えて順調に自分の道を歩んできた人もいる
でしょう。しかし、その割合はどれだけでしょうか。
では、なぜ「将来のやりたいこと」を前提とした進路選択になってしまったのでしょうか。今回
はその辺のことについて考えてみたいと思います。
1.職業の数が増えている
私が勤務している学校の近所にはカレー屋さんがいくつもあります。その中でもお昼になると行
列ができるお店が 1 ヶ所あります。おしゃれな店づくり、大手チェーン店、おいしいカレーをつく
る店があるにも関わらず、1 店だけが行列を作っているのです。その店はどんな店か。その店はカ
レーしか作っていません。トッピングも 4 種類だけです。味は別に普通です。敷地面積は小春学院
の土地面積ぐらいか、それよりも狭いかもしれません。強いて特徴を言えば、普通の店よりも量が
多いというところでしょう。それでも行列です。私もそこしか行きません。なぜ行列ができるでし
ょうか。なぜ、みんなそこに行ってしまうのでしょう。
「行く」ではなく「行ってしまう」のです。
考えてみると、その答えは「カレーしかないから」です。選択肢(メニュー)がないというのは、見
栄えはよろしくないのでしょうが、入ると楽なんです。
今の時代、なぜこんなにも進路指導が大変なのか。おそらく選択肢が多すぎるからです。一時話
題になりました村上龍氏の「13 歳のハローワーク」という書籍をみると、職業が図鑑並みに紹介
されています。これを見ると、悩むというよりむしろ分からなくなります。昔はどうでしたでしょ
うか。職業はかなり限定的であったように思います。ついた職業の中で「とりあえず身を修めた」
のではないでしょうか。
技術革新、新商品、新しいものが生まれる、あるいは新しいものを生み出そうとするたびに、職
業も増えてきます。そしてある職業につくための手段や求められる技術が多様化してきます。「手
に職をつける」というもの以外はどうやってその職についたらいいのか、見つけ出すのも一苦労で
す。進路指導している私も、時々「それってどうやってなるの？」と調べることもあります。今の
子どもたちの進路選択を取り巻いている状況はこんな感じでしょう。では、どのように進路選択を
考えていけばいいのでしょうか。ヒントは「とりあえず何でもいいから勉強をして身を修めてみる」
ということです。

2.高等教育機関は何のためにある―大学・大学院は専門学校ではありません
中学校卒業後に全国で高等学校、高等専門学校への進学する割合は 98.0%、高等学校卒業後に全
国で四年制大学、短期大学への進学する割合は 54.3%です(平成 22 年 3 月卒業者について。総務省
「日本の統計 2012」より)。この数値に対する印象は人それぞれかと思います。今回考えたいのは
この数値で示された 98.0%の高等学校・高等専門学校進学者、54.3%の四年制大学・短期大学進学
者が何を考え、何を感じてそこへ進んだのかということです。いうなればなぜ進学したのか。生徒
に聞くと、
「みんな行くから」
「仕事につけないから」という積極的とはあまり言えない回答を得る
ことがほとんどです。といっても「やりたいことが見つからない」「これから何をしたらいいのか
わからない」のだからしかたないのです。ということは 98.0%、54.3%の中に「分からないけど学
校へ進みました」という人もいるのでしょう。また、「こんな職業につきたい」と明白な希望を持
って進学している人もいるでしょう。この数値の裏にはいろいろな背景があるのです。
話は少し変わりますが、高等学校、大学等いろいろな学校を調べていると、一部の学校では、そ
の特色を出そうと資格、免許の取得可能をアピールしたり、職業につながるこんな講座をおこなっ
ていますとアピールしたり、将来に向けての特化したコンテンツを用意している姿を目にします。
興味深いものもたくさんあります。この一部の学校とは…。その学校の話は置くとして、最近私は
頻繁につかう「ぱっとした」学校はどんなことをアピールしているのでしょう。ぜひ、みなさん調
べてみてください。インターネットでも結構ですし、パンフレットでも結構です。違いが分かるで
しょう。
話がつかみにくくなってしまうので、大学というところだけで話をしてみます。大学側がアピー
ルし、供給しているコンテンツと学生が求める進路が一致したときに、進学となるのでしょう。現
在、少子化が進む中で大学運営が大変な状況であるという話は皆さんもよく聞くところでしょう。
そんな中でも、「ぱっとした」大学はそのような供給を進めなくても学生が集まってきます。それ
はなぜでしょうか。私が思うところ、学生に合わせた供給をする必要がないからです。「ぱっとし
た」大学が供給しているものは何かというと、
「本物」なのです。
「一時、大学改革などを語るときに、学生の『顧客満足』などという言葉が使われたことがありま
す。しかし私はそれに強い違和感を覚えました。もし学生が顧客ならば、授業料分の教育をして、
どこか良いところに就職させればそれでよし、ということになるでしょう。しかし、学校とはそう
いうものではないと思っています。
われわれ教員は、自分の教えた学生が、良い人生を歩んでいるかどうか、卒業後も気になります。
そして教育の評価は、教えた学生が、最終的に、自分はほんとうに良い学校に行ったと思ってその
人生を終えるかどうかにかかっていると考えています。（中略）
さらに、良い学校、価値のある学校とは、良質の教育に加えて、良い友人、先輩、後輩に巡りあ
える学校です。またその学生が学問や課外活動によく励み、卒業生が社会に貢献している学校で
す。」（清家篤*「演説館―新入生の皆さんへ」 慶應義塾大学『塾』2012 年 No.274 より引用）
わたしが児童・生徒にしばしば「なぜ勉強するか」という問いに対する回答の 1 つとして「人間
関係の構築」ということを伝えています。いわゆる「ぱっとする」大学には学術を通した人間関係
を構築することができるだけの伝統と格式があり、そこには最高学府にしかない「本物の」学びが
あるのです。その「本物」をどのように子どもの成長段階の早期に感じ取らせることができるのか。
子どもたちに偏差値や就職率といった数値によって測定されえないものに気づかせることができ
るのでしょうか。
「やりたいことが見つからない」「これから何をしたらいいのか分からない」という人にはむしろ
勉強をしてもらって、
「本物」に触れながら、人間の幅を広げてみることを勧めてみたいものです。
とりあえず、
「本物」があるところに行ってみましょう。教育が人を変える営みであれば、「本物」
があるところに行けば、きっと自分を変えることができます。自分が変わった先に、何かしらの幸
せが待っていることでしょう。進路指導が細分化された今日ではありますが、少なくとも、自分と
いう可能性を狭めることだけはしてもらいたくないものです。
まとまりのない話になってしまいましたが、今月の話の最後に、冒頭の会話をちょっと手直しし
てみましょう。
(教師)「将来、何したいんだ？」(生徒)「とりあえず勉強したいです。」(教師)「でも、やりたいこ
とに向かって進路を選んでいかないといかんぞ」(生徒)「やりたいことは勉強です。それが何かい
けないんですか？」(教師)「まったく、困ったもんだ…」
こんな会話がこれからの時代の「本物」になるかもしれませんね。
*慶應義塾大学塾長（慶應大学の最高責任者です）
文責：めがね先生

★☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆★7 月 の お め で と う★☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆★
1 年 1 年の成長を自分は分からなくても人は見ています。お誕生日おめでとうございます。
☆泰知くん
☆陸くん
☆佳奈さん
お誕生日は子育てをしてくださるお父さん、お母さんへ感謝する日でもあります。お子さんの成
長を喜ぶとともに、感謝申し上げます。

★☆7 月の予定☆★
①「こはるのSummer Theater」は 7 月 22 日（日）開催です
今回は映画「はやぶさ」を鑑賞します。今年は天文学的な現象が多い年です。そんな中で、この
映画を見ることは子どもたちに何か知的な刺激を与えるかと思います。詳しくは後日配布されます
ご案内を御参照ください。
②中学生学力テスト
今月は 3 教科受験となります。範囲は別紙にてご確認ください。今月の学力テスト受験最終日は
7 月 2８日（土）です。反意表を確認してしっかり学習してきましょう。（今月は英語・数学の 2
教科です。）
③中学 3 年生北辰テスト
7 月 15 日（日）は中学 3 年生の北辰テスト[第 3 回]の実施日です。十分に勉強してテストに臨み
ましょう。北辰テスト[第 4 回]は 9 月 2 日（日）です。受付は 8 月 2 日（木）～13 日（月）です。
ぜひテストを活用して、勉強の指針にしていきましょう。
④「夏の講座」が 7 月 26 日（木）からスタートです！
今年も始まります。「夏の講座」で集中して学習に取り組んでいきます。小春学院内部生は必修
受講となります（8 月分の授業は本講座に代替いたします）。詳しい内容につきましては近日中に
配布されますご案内を御参照ください。

★☆今月の「この一問！」☆★
今月は算数の問題です。チャレンジしてみてください。答えは教室で！
2 けたの同じ数どうしをかけて、下 2 けたをとり出すという操作を考えます。この操作をくり返し、
つぎつぎと 2 けたの数を作り出すことにします。
（例）最初の数を 18 とすると

18→24→76→…

つぎの問いに答えなさい。
(1)最初の数を 15 とするとき、次の数を求めなさい。
①3 番目の数

②2011 番目の数

(2)最初の数を 11 とするとき、次の数を求めなさい。
①5 番目の数

③2011 番目の数
(とある私立中学の入試問題より)

★☆大人のための「この一冊！」☆★
麻柄啓一「じょうずな勉強法―こうすれば好きになる」（北大路書房「心理学ジュニアライブラリ」）
今回ご紹介します本は、タイトルの通り勉強法についてのものです。この本の著者は早稲田大学
教育学部教授で、教育心理学、教授心理学をご専門とされています。大学の先生というと難しい書
き物のように聞こえてしまいますが、この本の読者として想定しているのは中学校から大学までの
いずれかの教育課程に所属している学生さんでしょう。「じゃあ、大人のための本ではないじゃな
いか」とお叱りをうけてしまいそうですが、大人だって読んでいい書籍です。
内容はというと、教職課程を修めた者であれば「当たり前」という印象を受けますが、その「当
たり前」を再認識させてくれる本です。中学校～大学の学生にはまだわからないところがあるかも
しれませんが、あるカリキュラムに沿って勉強しなければならない課程を卒業された大人であれば、

もっと早く知っておきたかったことが書かれています。ちなみに申し上げますと、タイトルの「じ
ょうずな勉強法」とはいうものの、安易な「ハウツー本」ではありません。そこはやはり学者。教
育心理学に基づいてしっかり「勉強とは」を語ってくれています。
グダグダとこの場で私がいろいろ書いても想像しにくいかと思いますので、私が印象に残ったと
ころを、いつも通りに、引用してみましょう。
(本書 P35)
．．．．
学ぶということは、ある知識が、それまでもっていた別の知識と結びつくことだということを見
てきました。そしてこれは、楽しく勉強するための大事なコツでもあるわけです。…(傍点は著者)
(本書 P50～51 東京大学大学院教授・心理学者の市川伸一先生の研究をふまえて)
…気づかないうちにもってしまいがちな学習観として次の 3 つのものをあげています。1 つめは、
考え方や解き方よりも答があっていればいいと思う「結果主義」の学習観です。2 つめは、意味も
わからずに事実や手続きを覚え込むのが学習だと考える「暗記主義」の学習観です。3 つめは、勉
強とはくり返して慣れることだと考えて、練習量や勉強時間ばかり気にする「物量主義」の学習観
です。
…(中略)…私はみなさんに、学習観の点検をまずすすめたいのです。そして自分が結果主義、暗
記主義、物量主義の学習観をもっていることに気づいたら、それを変える努力をしてほしいのです。
そうすることによって、知識と知識を結びつけるような学習が可能となります。…
(本書 P91)
知識は使うための道具なのです。ですから知識をたくさん身につけると自分の生活が豊かになり
ます。
(本書 P109～111)
…私は、学ぶというのは頭の中に「日記」を作ることなのだと考えています。こう書くとみなさ
んはビックリすることでしょうね。なぜなら日記というのは、「私はこんなことをした」とか「私
はこう思った」というように＜自分の世界>を書くものだからです。学ぶということがなぜ「日記」
を作ることになるのでしょう。
じつは、勉強がうまくいくのは、客観的な知識が<自分の世界>をくぐるときなのです。私はそれ
を「日記」を作ることだと言ってきたのです。…
(本書 P123)
だから多くの生徒や大人は誤解するのです。学ぶというのは頭の中に「百科事典」を作ることな
のだと。しかしここで大切なのは、いきなり頭の中に「百科事典」を作ろうとしてもダメだという
ことなのです。まず<自分の世界>くぐらせることが大切なのです。
この書籍のページ数は 120 ページぐらいで、大変手軽な書籍となっています。勉強って何かとい
うことが不明瞭になりつつある今、子どもも大人も、学習観についてもう一度考え直してみること
が必要なのかと思いました。お子さんとのちょっとした会話のネタにでもしてみてください。
****************************************
【編集後記】
6 月に入り、梅雨本番といきたいのですが、あまり明瞭でない季節の変化に体調もくずしやすくな
っています。先日はちょっとしたことをきっかけに怪我をしてしまいました。体の内側、外側両方
に健康を阻む要因があります。気をつけておきたいところです。
今月も発行が遅れました。来月号は予定通り発行できそうです。さあ、どんなお話を書こうかと今
からワクワクです（この原稿を書いているほうがとても楽しいです）
。
保護者の皆様からの感想や御意見、御提案を募集中です。どしどしお伝えください。

