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クリスマスによせて

1,さ まにしヽから感謝  し ,げ ます .

ありがとうございます

■年の東 イ(人 rt災から月||が経て|よ+1つ ほど、

状,,し は深亥」さを鳳:し て、心はなかなか晴れないので

す力|||で 力を合わせて今 も,`と か111「 に過ごし

ています 12月 に入ってクリスマス会の11‖

'も

順
'H

の様 r,今年のクリスマスネL〕「を本校01■ のけ体と

なった白 1学:11の 先生にしていたたくことになりま

した 今年度も 1年′Lを 対象に
`1lJl時

II、 li‖ 幾

II先生がイされた li従 に謂|っ た私たちの学校の11

史 をi売 みなから、私が直1秦

`1っ

たお,舌 や、

'し

■と

ご 絲に体ル灸できたエビツー ドなど交えて、羽仁も

とr先生がll.さ れた :つ の大きなイ円 1(九 1人 之友‖1

蹟 白 学い01■  企 ‖友の会創 1ヽ)と 私辻の学校

の深い‖びつきについて学んでいます. 白 1学 卜1は

0い 19011」 η:を 迎え、本枝は

'(1:01●

8()用 11を 迎えま

う 幾11先生力Ⅵ:従 ,上 にrtl戻 溜|ら れたときから10年

が

“

1つ このItに 、本校がとんな思いで,い|さ れ

'け判|がれてきたのか、今までのこと、今のことを十で

ll証 したいとの■tいからネし|卜 をお肛,い しました.1杓

容は「‖占川の に
"Fく

光～クリスマスに生活即教デ,

をιえるヽ |で す 本校1に

“

i玄 は1人 ってすぐの11に

生,舌凛,教 ギ,と したためられた11が掲げられていま

すが、盛司友の会生活学校‖‖校のご‖t'iに とに京さ

れた代 It先■に、 ll「 もと
「

先生のご■人のri~先

生が、占いlt人 之友社詢1■ ■の机の にで

'「

いてくだ

さったお祝いの I:です すっと受けllがれて、ノたも

スコーレの標1'と して私辻を励まし続けています.

机の 1の 勉強だけではなく、 々の生活の中でのあ

らlψ る経験が人,月 の に台をつくる、イⅢ 2J:11すべ

てか勉強ですよ、と

盛 |‖ スコーレ高等学校

校 長  llll HI千B子

ll辻 はシンブルに'1:|た ,た むことを迪して、一人

ひとリカ■ 分のことだけではなくネ「会の itと して

の「 分をはっきり知り、「1分のできること、行Jjで

きることを 分で

`え

て、イr」 Jで きる人になつたい

と

“

1っ ています 3'lll にしきたことよ、そのこ

とを一‖深いところで受け止めさせることとなりま

した ■従辻は委サt会が ,し とヽなって、1年 年.1り lか

ら年月11 11後 の数日、た災沐企,舌」Jを 続けていま

す.ll・ えられたオ企は、プ:災 直後、被11の 大きさの

11り に大きく‖そ道されていなかったりll村 にある :

つの物tF,所 の 1,t辻 にチューリップのllN根 を11け、

一千Fに l liえ るというi舌 rlJを ■切りに、様々な交流と

支援のために使わitて います 111:に 私■のし、にも

あたたかい何かかしっかり根イ」いたことを実感して

います

1昭 和47年 の年■に

'1り

、今、向 り,学 いはイiく

ところを知らずして歩みたした10年 11の 初 歩に
'

ちかえり、又却iた な l.1の ll発 をはじめようとして

います.(「 私たちの学校の歴史J後 ‖|き より)そ れか

ら40年 .こ の学校にイ」りされた1‖ ‖:を

`1っ

て、今後

もひたすら歩んで行きます .

“



最近の学校教育について

はしめに

20131:と ,ヽ う月iし い年を迎えまう
‐
「盛h」 友の会41

,舌学技Jと して71ま った十‖は、詢t々 な変赳をたどり

なからも 思想しつつ、■hlし つつ 杓iり つつ をそ

の
'I念

の 心にすえ、お■はで,(年 で801i を迎え

ることになります その出|十ほ方からいただいた
'1

かいこ支援ご協力に改めてよ「11中 し 1げまう■

1033年  婦人の力を社会に′Fかす、そのために学

び合おうと始まった小さな学校は、やがで作il十オ交

となり、 女 rりt業 高|た となり、 |「サ」「 |ち 校をホ
`て

共

十の総合■■のII I学 校となりました 稔イ、学111

校になるときに、lL成の用
'け

,‖ 允り:業 にイヽわせて検

地 校イヽの■椰,に ・7り 詢[み 、|く も15年が十
`過

しまし

た 1'「 1の 11史はまさに 本の学校発,上 のF史 と
'なる人きな激Ilの流れの一環なのたろうと思います

教イ,の変遷

りt在 のうt‖ 1の
'|ヽ

になってtヽ るit枝市」度は、 今から

1.1()イ 1111872イ :(り
1,イ ,5イ :)ltり 1,台 力iJ女 1角

:力 i,'iし ヽヽ|〔 伯:

りに1必 要なものとして取り詢|ん だものです ■隊の

■成と
'Iを

11し くして 可10.7市 の11,要 に応えるもの

として始まりました 11‖ 強兵 r,t,t業政策力'ア

ジアのJ」 小

"iリ

ヤ‖ 本の必然11人 li提てした

しかしりtは それ以前から、この日は大変な教ギ,日

でありました ,「■ 川にはどこのi卜 にもあった滸

校の充実、,「 戸末川その数3万 以 にともいわれる■

「
Lヽ の集盛、,子 ‖:Ⅲ lやおllう 参ゝりの流行

=々
、ど

れを1未 ってもなri亡J口、で教デユ「きな 可1(1'「 にiイトれ

学校法人スコー レ

リl'1'長  毛 不J l郎

ています 1000年 も前に 従然中 か 11か れ、800年 1,

には 方丈|こ で ,tの 1111カ イ`されている|`史 を|十 っ

ている Jで もあります 1を 近 アメリカのヘリーか

米均たしたときの 本の人 はiし3250万 人はどで、ア

メリカはそれより1()万 人ほど少なかったらしいとい

うり1究 ‖そ「iが されました ヘリーフ(1た を機によ日本

': 
本の概念力`逆1● してから、11(160年 ほとしか子

`過していないのですが そ′t以後の変化のスピード

はけたたましいものがあります

このように11■ を11,いとりなからり[イ|の 1人 ,,1を 考

えてみた場イト、あまり
'1+年

的にi古 論を口|すのは1,:む

べきでしょう力ヽ イ

“

かに■いスピードで変化をして

いることは」|■であり、今まで以 Lの ものすごい勢

いで,た況は変わるかと思います 今のイ:い 人力11!卍

するときの11界 各‖の人 |や 年n,ll皮 なとを考えて

みても 今とよ人分様 1が変わっていると思われま

す グローバリズ′、本来の意uOま「地」よ化 |であり、「 ‖

化Jで はありません ましてや企鴻1化なとという中

の価仙■にのみ枚り,`0こ とは危

“

ミです このよ山球

をいかに地ll化がで｀るかと,ヽ うことが切,(に ‖‖わ

′tる 1人況になって。ヽることは出l辻 いなヽヽと思いまう
｀

教育の本デ:

さて、そのような末米に向かって、孜十,は 何がで

きるか 何をしなければならないのかを考えていか

なくてはなりません 平成(,年 ■のあ力会‖そにも,「 か

せていただきましたが 私たちの■11で は、義務教

イ,で はない|カ イ|は と|オ ■学校教イ,を 行っています

近イヽよりさらにll[代 化された社会になればなるほど

義務教ギ,で はない出
'分

か ,F要 になってきます 幼社

は ,1年十校と,t務教イ,で はない学技は、あるな味

強

"1さ

れ、,1い込まれた学校である必要がありませ

ん そこでは本来の大学と同1ltに 、「 ら学びたいも

のを自らが,'tめ るということが
'tИ

tであり、大前提

です. 次に 何を,11か ら(ど のように)と
')く

らいの

川III(ど こまで)学ふかを決めるということです.社

会環境の変化を受けなからも学びの本デ:が求められ

るものであり、11に 就ilを するための1,I教 イ,は い
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ずれ l」 汰されていくでしょう.それより先に、進学

するための高■学校教育が71汰 され始めているのか

もしれません.

それから、もう一点、教イ,は私立、公立にlllら ず、

公 llな援IIlが必要である、と1し述べました。平和

的な地球を,(現するためには、一ll人の力を超えた

投資が必要であり、大きな公11支援が重要になりま

す。本来教育は私11な ものであります. |と いえど

も私1'な ものにすぎないと喝破したりl治 の思想家が

いましたが、ヒトが人となるために教育があるとす

れば、長い歴史に耐えていくために私11に ならぎる

を得ません。ここがIIし いところですが、私11な も

のでなければならないが、公的な支援が必要である

ことを皆カザllllし なければなりません。

先1え もi舌題になりました大学のFill劣化などは以

itか ら危

"tさ

れていましたが、11近 は

“

り日の出l題 も

含めて日本の経 /1カ とリンクした11題 になっていま

す。大学設「 1恕 可については、タイミング、進め方

など‖‖胆はいろいろあるでしょうが、課題としては

大■なことを含んでいると思われます。力i茂 教養

というものをどう1/tえ るか、 |1本の近代学校教育の

必然と|■界がよれているような気がします.

表珀i的 に‖め込まれた力i載 の■の多寡で評価し、

その評miで序列化することは確かに詢Iではありま

すが、そのシステムは今始ど教育的には機能しなく

なりました。またそのシステムで得たイ占果そのもの

も評価されなくなりました。それが■なる質11な劣

化現象をり|き 起こし、高■教イ,に も影響を与えてい

ます。どの業界でも、人llが いない、人がいない、

よきリーダーがいないと :つ ていることが、その1'

実を攻ロリ
`に

,ギ

'っ

ているのではないでしょうか,

本校では

Illっ て、私たちの学Nの「
`L活

即教育Jと は1,か。

日常の′L活 の から学ぶ、′Li舌 そのものが学びであ

る。多くの人や書物に接することによってよく思

`し、あるときは教え、あるときは教えられ、そして

感謝をもって生きる、そこには存 lL価値の優劣はな

いということが大きな意utを llっ ています。

本校では15年 にわたり総合学科を実践してきまし

た。総合学科とはまさに1'位市1を
'Inネ

とした選択鮨1

による学rlで あり、その機能を十分に生かしたカリ

キユラムが生命線になります.それは、職業 |[襲市|

を llし た近代れL会の中で、新たに発生した教育市1度

が行き,1いた一つのモデルだと思います.私たちは、

それ以う|よ り、大きなハウスを設けクラスルームの

拡大化を図り自 IIな ■従IIの交流を試み、 また、一

‖
`選

択市1を 1反 り入れ自分で受F離する授業を決めると

いうことをりt施 してきました.ダ イナミックに変わ

りつつある11界 を見サ:え て、■にこのシステムを充

実させたいと孝えてきました.

もともと「衣食住 |を い心にすえてきた学校ですが、

生活をデザインすること、ライフデザインをよりよ

くオ市くとヽヽうことは、 ,F逓ヤ|があり、 |ヽ つの1サ代に

も人tDな ことです。衣食,と はル本的にはデザイン

と素イツの出1地であり、4:き 方のFl題であり、 感性が

重要になってきます。これに加えてそれらを繋ぐコ

ミュニケーションスキルとしての :I:|、 特にもこれ

からのインターナショナルな‖:代、 :語の 心とな

るであろう■,7iに I,び力を入れていきたいと思って

います。11千 を理解し、こちらの考えをイ

`信

するこ

とがコミュニケーションの第 歩です。

本校では、 ‖定化された

学年進行や、日]じ られた空

rlに なりがちな学級空 :」 を

放返 して学校をll築 してき

ました.共年齢でも強市1さ

れた形ではなく、共に学ベ

る空‖‖作 りを試み ました。

評miに 対しても口i―的に

'(施 したリー律に否定するの

ではなく学ぶ中身に応 じて

対,まづ
~る

ことを考え、 各|[

ll格試験のlk得 も多く取 り

入れています。このように

fl々 総合学科としての利点

にチ ャ レンジ して きまし

た。もちろんすべて成功 し

たわけではあ りませんが、

大■なことはそれを運I
するスタッフの気構えであ

り、 II史 を考察する能力で

ありましょう。

本に学ルサが敷かれて以

1作、カリキュラムに関して

はいかに怠惰だったでしょ

‐



うか。上述 した点はいみじくも、評佃1に llえ られな

い 1:」は 序列化力i ll意 米な■項であるところが面r

いと思います。それは数1に化が

'「

しい教科であ り、

教育効率の成果力■‖にくい分野でもあ ります.食は

化学的に解り1さ れても究極的にはお袋の味 (慣れの「1

題)に 収餃されてしまう、アー トはな しであ り、 リ

レーションはホスピタリティであ り「おもてなしJの

rヽ 地になります。 :業の学びはllう 1:に 比例します。

いずれも評価とはり‖米みません。感性を磨 くという

ことを学習 してこなかった 本の学校は、いじめひ

とつにも対応できないでいるのではないでしょうか.

教育の lll率化にのみ集中したシステムの落とし穴が

そこにはあるような気が します。よく見て、よく考

えることが基本です。よく■むことが学びです.教

育の本質はあまり変わっていないのかもしれません。

終わりに

この国は先 ,l■ 日の中で圧倒的なスピー ドで人IIが

減少し、1鰤者
「

1家になっていくのですが、企 t界

の日々が人「 減少卜|に なるスピー ドと地球の方命と

どちらが 1ヽい かは、地球上にlLん でいる人々の感性

にかかっています。問題は、人々、日々のコミュニケー

ションのとり方でしょう。十か不■かこの国は今ま

で衣食住と::語 に関して、このように立体
`|に

はι

えてはきませんでした。もう一ついえば、それらに力‖

え、老齢化と子ず,て を含めた仄l・のFl題が教育的i果 ,こ

になっていくということだと思います。

不登枝′Lや 、学習11気 力児の予想外の11加 にl■ 惑

い、I11と しての対応をとることができずにいるよう

では、このしの学校システムは、11晩わI壊するので

はな。ヽかと‖十々 心配になります.

そんなことを考えながら、人Jiな ことはスコーレ

の今後をどのように展

"‖

するか、女性の活力をいか

に生かすか、食の

`t困

化にいかに立ちFiか うか、子

育て現場の片規化・ll向 にどう対処するかなど、人類

共通の課題にどう取り尉1む かであります.気がつく

と日の前に、なんと紫崎iら しい若者がいることかと

しばしば思わされることがあります.

∞年40年 後に活鼎する人を料1手 にイ[liを している

なたちは、怠竹に今を71き るわけにはいきません.

できることしかできませんが、できそうなことを少

しずつと思ってやっていくしかないと思っています.

平 成 25年 度 盛 岡 ス コ ー レ 高 等 学 校 募 集 要 頂

く募集内容〉学科 定員 /総 合学科 男支 200名

■ 第 I期募集

出願期間  平成 25年 1月 9日

選考曰   平成 25年 ]月 12 13日
選考方法  面接 課題,文
合格発表  平成 25年 ]月 2]日

入学手続  平成 25年 2月 ]曰 まで

出校手続日 平成 25年 2月 ]7日

調理師免許取得は最大 70名まで)

平成 25年 ]月 ]]～ 22日

平成 25年 ]月 25 26日
面接 課題t文

平成 25年 2月 4日

平成 25年 3月 20日 まで

平成 25年 3月 20日

(科目選択の際

■ 第 Ⅱ期募集

出願期間

選考日

選考方法

合格発表

入学手続

出校手続曰

■ 学費

入学金

施設設備費

毎月授業料その他

〕00 000円
50 000円
35 000円

■ 寮費

入寮費       50 000円
施設設備費     50 000円
毎月寮買   (男子)58 500円

(女 子)58 000円

●「高等学校等就学支援金制度」について (平成 24年度実績 )

高等学校等就学支援金制度により 上記の授業料に対して免除 (毎月 9 900円 )●Jあ ります.

また 免除額は保護者の方の市mI村民税所得割額等に応して 追加加算されます.

*詳 しくは 盛岡ス]― レ高等学校事務局 (電 話 0196360827)ま でお問い合わせください。


