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授業や部活動の枠を超えたもうひとつの学習機会

中学校・高等学校「放課後学習クラブ」
Message From HINODE Alumni

マザーハウス

取締役副社長

山崎大祐さん
Yamazaki, Daisuke

有り余る私のエネルギーを受け止めてくれた日出学園での12年間は、人と自分を信じる力を与えていただいた私の原点です。
「小学校は、意味もなく学校をさぼってしまい

して 11 年間やってきましたが、何度も乗り越え

出席日数ギリギリ。中学校では、廊下でサッカー

られないだろうという困難にぶち当たってきまし

そして IoT や AI など人とテクノロジーの関係性

や野球をやったりして、消火器をぶちまけてし

たし、自分の不甲斐なさを感じてきました。しか

が劇的に変化することによって、教育が求められ

まったり、蛍光灯を割ってしまう。高校では、生

し、そのたびに自分を信じ、そして仲間を信じて

る役割も大きく変わってきています。しかし環境

徒会で先生たちと本気でぶつかる」

そんな困難を乗り越えてきました。

が変わっても、自分を信じ、人を信じる力はすべ

来るべき本格的なグローバル競争社会の到来、

これはすべて、私の日出学園の小中高校時代の

今の時代、一番難しいことは、自分を信じ、人

ての原点です。僭越ながら卒業生を代表して、私

話です。エネルギーの有り余っていた私は時に問

を信じることにあるのではないでしょうか？ そん

を育ててくれた日出学園がいつまでもそんな場所

題を起こすこともありましたが、そのエネルギー

な、自分を信じる力、人を信じる力をどこでもらっ

であってほしいと心から願っています。

を受け止めてくれた場所が日出学園の 12 年間で

たのか？ それは日出学園での 12 年間だったよ

した。日出学園を卒業後、私は大学、外資金融勤

うに思います。その 12 年間、私に向き合ってく

務を経て、11 年前に「途上国から世界に通用す

れた先生がいて、何があっても心から信頼できる

るブランドをつくる」と理念を掲げたファッショ

同級生をはじめとした仲間たちがいて、そしてそ

ンブランド「マザーハウス」を友人と起業しまし

れによって安心できる居場所があった。その居場

た。今では世界 7 つの国で活動し、スタッフ数

所が自分の中に人と自分を信じる力を醸成してく

も 350 人を超える会社になりました。経営者と

れたのではないかと、今になって気付くのです。

巻

頭

1980 年東京生まれ。小中高と 12 年間、日出学園に在学。
慶應義塾大学卒業後、ゴールドマン・サックス証券にエコ
ノミストとして入社。その後、創業前から関わってきた株
式会社マザーハウスの経営への参画を決意し、2007 年 7
月に取締役副社長に就任。マザーハウスは、2016 年 12 月
現在、世界 4 カ国でファッション雑貨を生産。日本、香港、
台湾で 29 店舗の直営店を展開中。

言

平成29年度を迎えて
く むつまじく）
」の精神実践等は変えるこ
学校法人日出学園

学園長

青木 貞雄

幼稚園 33 名、
小学校 87 名、
中学校 98 名、
及び高等学校 174 名の新入生を迎えて平成

今年度は、
全学的に ICT（情報通信技術）

小学校は、
「グローバル人材育成」を目

となく、生徒・保護者の要望が強い、生徒

活用教育、生徒参加型アクティブラーニ

指し、
「相手の気持ちを考えて行動できる

の学力向上及び名門大学進学実績向上を

ング等の先進教育推進に加え、外部専門

子供の育成」
、及び中学校進学に備えた５・

含む新しい時代の要請に応えるべく策定し

家の協力も得て、実社会で役立つ英語習

６年生の算数習熟度別クラス、理科専科、

た、2016-18 年度第 3 次中期計画に基づく

得に資する幼稚園から高等学校までの一

中学校教員による英語授業、中学校と連

学園運営に、昨年度より取り組んでいます。

貫教育課程導入に取り組みます。

携したクラブ活動等に引続き力を入れると

今年度からの中高一貫体制強化、及び

高等学校新入学生（４年生）
は、特進クラ

国公立大学等の受験を目指す特別進学クラ

ス26名に加え、GMARCH 級以上の大学進

生徒・保護者の要望多様化、2020年の

ス新設、また、一昨年度の高校生の名門大

学を目指す進学４クラスの５クラス制とな

幼稚園は、水曜日保育時間の延長、わく

大学入試制度改革、少子化等、学園を取巻く

学進学実績向上（特に GMARCH 大学へ

りますが、５・６年生も、目指す大学への

ドキランチ週 2 回、そして小学校入学に備

環境が変化する中、本学園は、建学の精

の進学倍増）
、更には当学園知名度向上に

進学に合わせたクラスに分けて授業を展開

えた年長組の英語を始めとする教育にも取

神に基づく少人数制で家族的な校風、実

向けた広報・宣伝活動強化等もあり、昨年

します。また、中学校は、実用英語教育強

組むと共に、保護者の要望に応えて預かり

社会が求める知識・体験を活用する考え

度入学志願者は幼稚園を除き大幅に増加し

化に向けた外国人教員による夏季英語研

保育を拡充します。尚、早川園長の役職定

る力醸成、及び強靭な精神力・体力の養

ましたが、中学校・高等学校は今年度入学

修を新設すると共に、名門大学進学に資す

年に伴い、今年度より鍜治礼子が園長とな

成、並びに校訓「誠明和（なおく あかる

者も前年を大きく上回りました。

る基礎学力向上を図ります。

りましたので、宜しくお願いします。

29 年度がスタートしました。

共に、1 学年102名体制の児童には 3 年生
から算数の少人数制授業を展開します。
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平成28年度《全学期のまとめ》

平成28年度

まとめ

幼稚園

28年度の標語は「おはよう・ありがとう・素直な心」

ことをわかって慣れていくようです。食

預かり保育の拡充、週２回のわくドキらんちなど “ 通わせやすい” 幼稚園運営に注力

生活は家庭との連携が大事。今後もご家
庭の協力を仰ぎながら、指導していきた
いと思います。

平成 28 年度も幼稚園へのご協力、あ

遊ぶことが大好きになりました。年中さ

その他、新たに始めた取り組みは「預か

りがとうございました。心より感謝申し

んは、小さなグループでの遊びから、大

り保育の拡充」＝平日 18 時までの実施と

上げます。

きなかたまりで遊ぶようになりました。

長期休業中の週日実施、わくドキらんち

平成 28 年度、幼稚園では標語を「お

年長さんは、互いにわかり合い、友だち

週 1 回から週 2 回に、
「ミニ保育参観」
「小

はよう・ありがとう・素直な心」とし、集

のいいところも認め合い、自信に溢れて

さなお手伝い」と保護者の皆様が保育の

団の中で気持ちよく生活するための基本

卒園していきました。気持ちよく挨拶の

様子を自由に見る機会を多くすることな

を育てることに力点を置きました。その

言葉が飛び交う幼稚園は本当に気持ちよ

どがあります。

ために、年少「友だちと一緒に生活する

いものです。

楽しさを感じる」
、年中「いろいろな友だ
ちと関わることを楽しむ」
、年長「友だち

「箸を正しく使える」が３年間の目標

た」という言葉を多くいただくようにな

うに、皆頑張っています。年少さんの初

りましたこと、ありがたく思っておりま

と気持ちをひとつにして自信をもって生

具体的な行動として「箸を正しく使え

めてのお弁当から箸ですので、「箸でも

す。これからも保護者の皆様も園生活を

活する」を、学年目標に設定しました。

る」を３年間の達成目標としていますが、

食べやすいお弁当づくり」をお願いする

楽しめる仕組みづくりを考えてまいりま

１年を終えた今、些細なことで泣いたり

個人差はあるものの「正しい持ち方」が

ことになりますが、最初から箸を使うこ

す。どうぞよろしくお願いいたします。

怒ったりしていた年少さんは、友だちと

あることを知り、少しでもうまくなるよ

とで、「世の中には箸という道具がある」

小学校

（日出学園幼稚園

前園長

早川好江）

「美しい言葉・美しい心」をキャッチフレーズに
相手の気持ちを考えて行動できる子の育成を

保護者の皆様には、学校教育活動にご

友だちを呼び捨てでなく、
「○○さん、○

がいろいろな体験、活

理解、ご協力いただき感謝申し上げます。

○君と呼びましょう」と取り組みました。

動を通してたくさんの

相手を尊重し合う友だち関係の基礎にも

ことを学びました。友

をキャッチフレーズに、学校目標として

なるかと思います。授業中や校外での活

だちと協力して取り組

「相手の気持ちを考えて行動できる子」の

動中など、その場に応じた言葉遣いがで

む楽しさ充実感が普段

きるようにしたいと考えています。

の学校生活に生かされ

平成 28 年度は『美しい言葉・美しい心』
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その中で以前より「通わせやすくなっ
年中さんは小さなグループの遊びから、大きなグループの遊びへ

育成に取り組みました。美しい言葉も挨
拶から始まります。校門から元気の良い
明るい声「おはようございます。
」が毎朝

5 年生から
「教科型英語授業」開始

ると思います。
さて小学校では学年

昨年の 5 月末に行われた日出学園小学校の運動会。６年生によるエイサーのダンス

102 名体制への移行３年目になりました。

テップとして身につけてほしいと考えて

まれ事故もなく予定通り実施できまし

３年生では算数の少人数指導が始まりま

います。

た。運動会では６年生が組体操から学年

した。５年生から実施済みの習熟度別授

新年度も、学習で一番大切な『わかる

聞こえてきます。保護者パトロールの報

学校行事では、全体的には天候にも恵

告書にも、
「気持ちのよい挨拶をしてくれ
ました」との記述がたくさんありました。

ダンス（エイサー）に変更しましたが、

業展開と同様に、それぞれのクラスでも

楽しさ』を土台に、児童一人ひとりが能動

級生に対して思いやりのある優しい言

少ない練習時間の中一人ひとりの児童が

わかる授業、楽しい授業になっています。

的に学習に取り組める授業を展開できるよ

動が自然と出ていました。春の兄弟遠

精一杯頑張る姿が見られたと思います。

また教科型の英語授業も５年生と６年

う努力してまいります。よろしくお願いい

足、林間学校での微笑ましい様子からも

宿泊行事では、自然教室、臨海・林間

生 に 実 施 し、 基 本 的 な 文 法、 単 語 の 習

学校、スキー教室それぞれ参加した児童

得に努めました。中学での英語学習のス

また異学年交流の場では、上級生が下

日出っ子らしさが感じられました。また、

中学校
・
高等学校

小学校との英語の授業連携で中 1 生の英語偏差値が上昇
部活や校外コンクールでも数々の活躍が見られた１年

保護者の皆様には、28 年度も本校の教

はじめに小学校との交流です。27 年度

育活動にご理解、ご協力をいただきまし

より、小学校６年生の英語の授業を中高

てありがとうございました。行事は滞り

の教員が担当。中学１年生の学力試験結

なく終了したことをご報告いたします。

果（ベネッセ）
を見ると、英語の偏差値が上

（日出学園小学校

副校長

荻原

巌）

えてきたのは嬉しい限りです。
中学校３年生は、企業インターンワー
クを取り入れ、大手企業からのリアルな
課題解決に取り組み、プレゼンテーショ

流会も昨年同様行っており、来年度もよ

ンで成果を発表。４チームが学校外の大

り一層の交流を図ってまいります。

会へ進みましたが、結果は次の学年にお

さまざまな課題を検討委員会で討議

預け、かな？
最後に、職員の間ではさまざまな会議、

昇し、小学校にお

次に本題の中高生の生活です。

検討委員会などがあります。なかでも、

ける中学英語の先

ここ数年、部活動の活躍が顕著になっ

急務となっている検討委員会は 2020 年入

取り授業の成果が

ており、バトン部の全国大会出場を皮切

試、英語４技能対策、ICT、特進、アクティ

表れたことの一端

りに、さまざまな部活が県大会などに出

ブラーニングなどがあり、授業の合間を

となりました。

場。吹奏楽部も第 30 回特別記念定期演奏

ぬって話し合いを進めております。

28 年度はさらに

2016年度、全国大会に出場した日出学園中学校・高等学校バトントワリング部の演技

たします。

会を行いました。

生徒一人ひとりの将来を真剣に考え、

５年生も担当。数

また、学校外のスポーツで活躍する生

決して妥協せず、しかし、生徒や保護者

学も３学期に放課

徒、さらには読書作文、統計グラフ、英

の皆様が納得して本校を巣立っていける

後を利用して、内

語スピーチ、ポスターなどのコンクール

日を迎えることができるよう、教職員一

部進学する６年生

での入賞など、数々の活躍が見られた年

同一層の努力をしてまいります。どうぞ

に補習を実施する

でもあり、自分の可能性にチャレンジす

よろしくお願いいたします。

など、部活動の交

る姿、積極的にチャレンジする姿が芽生

（日出学園中学校・高等学校 教頭 藤原佐具子）
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平成29年度

教育方針

幼稚園

「おはよう」と背筋を伸ばして挨拶し、
「ありがとう」で
温かい気持ちになり、
「素直な心」で伸びていく子に。

日出学園幼稚園の教育にあたり、日頃

日出学園幼稚園 園長

鍜治 礼子

題があると感じております。

ご心配いただいてい

より保護者の皆様方をはじめ、多くの

平成 29 年度も引き続きこの

るということがわか

方々にご協力いただいておりますこと、

方針をもって指導してまいり

ります。保育中のセキュリティにはこれ

厚く御礼申し上げます。

ますが、教師の工夫を大切に

まで以上に配慮するとともに、教師の配

していきます。

置などを工夫し、ご安心いただけるよう

幼稚園では、昨年度より「おはよう・
ありがとう・素直な心」を標語に教師た

また、幼稚園では４つの目

ちが日々の教育の中で心がけて指導し

標を立てておりましたが、学

平成 29 年度より園長を拝命いたしま

年によって重点が違ってまい

したが、これまでの日出学園幼稚園の良

ります。平成 29 年度におい

さを大事に継承していくことは子ども

てまいりました。子どもたちはもともと
素直な心を持っておりますが、春夏秋冬

入園式（４.11）では年長さんが新園児さんたちをお祝いの歌で歓迎しました

努めてまいります。

1 年の幼稚園生活の中でいろいろな出来

し、
「ありがとう」の言葉で温かい気持

てはその指導の機会をきちんと捉えて

たちのために重要だと考えております。

事に出会い、子どもなりに壁にぶつかっ

ちになり、
「素直な心」で伸びていっても

いくことを意識して、発達に合わせた保

これまでのように、元気いっぱいにお砂

たり些細なことでくじけたりすること

らいたいと思います。

育実践をしてまいります。

の園庭で遊んだり、自分たちのやりたい

平成 28 年度においては子どもたちの

さて、保護者アンケート結果を見ます

遊びを考えてどんどん進めたりしても

そのような幼稚園生活の中でも「おは

姿に見られる成果はありましたが、教師

と、保護者の皆様におかれましては日々

らいたいと願っております。どうぞよろ

よう」等の挨拶をすることで背筋を伸ば

側の指導・援助の方法についてはまだ課

の保育の安全安心の確保について例年

しくお願いいたします。

も出てまいります。

小学校

「相手の気持ちを考えて行動できる子」を学校目標に
豊かな表現力のある児童の育成を目指します。

保護者の皆様、お子様のご入学おめで

小学校時代の学びは、その後の人間

とうございます。大きな期待と、ちょっ
ぴりの不安があるかもしれませんが、毎

日出学園小学校 校長

平山 淳子

おもいやりをもって友だちと接する児

るよう環境を整えて

形成の基盤となります。最も感性豊か

童が増えてきました。しかし、
まだまだ、

いきます。

なこの時期にさまざまな体験活動を通

相手がいやだなと思うことを言ったり、

日「学校が楽しい」と元気に通ってもら

して、人と関わる楽しさや難しさを知

乱暴な言葉を使ったりする児童がいま

し、アクティブラーニングについての授

えるよう教職員一同努力し、家庭と学校

り、失敗を恐れずにチャレンジできる

す。そこから友だちとの信頼関係がとれ

業実践を試みていますが、今年から、研

がお互いに理解・協力し合っていきたい

精神や人との信頼関係を培っていくこ

なかったり、諍いの原因になったりして

究主題を「語彙力を高め、豊かな表現力

と思います。

とができます。

います。

を身につける」とし、取り組んでいきま

「みんな違ってみんないい」と他者の

昨年同様、名前を呼ぶ時は『…さん』

中学校
・
高等学校

す。
「豊かな表現力」は変化の大きい社

存在を受け入れられることが大切です。

『…くん』を付け、相手を敬う気持ちを

会で生き抜く力を付けるためにも大切

また、好奇心を広げていくことにより、

少しでも育んでいきたいと思います。そ

な要素です。学ぶ意欲と学ぶ力を兼ね備

自分の好きなことを見つけ、個性や特長

して、私たち教職員こそが美しい言葉を

えた豊かな表現力のある児童の育成を

を伸ばしていくことにもつながります。

意識し、教育活動に励んでいかなければ

目指します。

今年度の学校目標は、昨年度と同じ
先生の問いかけに、元気よく「はい！」と返事する１年生

また、わかる授業・楽しい授業を目指

なりません。

「相手の気持ちを考えて行動できる子」

『美しい言葉・美しい心』をキャッチ

としました。相手の立場になって考え、

フレーズに、相手を思う言葉遣いができ

今年度も、信頼できる学校となるよ
う教職員一同取り組んでいきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

日出学園中学校 ･高等学校 校長
入学者の増加に合わせて高校は 5 クラス編成に。
堤 雅義
新たに「特進コース」を設けて難関大学合格率アップを。

新入生、保護者の皆様、ご入学まこと
におめでとうございます。教職員一同、
心から歓迎いたします。

5クラスでのスタートとなりました。

に合わせた科目を充実して選択できるよ

高校新入生学年では、今年度から特進

うになっています。

毎年この紙面で書
かせていただいてい

コースを設置し、新しい教育課程で授業

進学コースから特進コースへの変更

ることですが、新入生には 1 日も早く新

を始めています。従来の教育課程で学習

は、希望があり学力的に十分と判断され

しい学校の授業に慣れてほしいと願っ

が、授業、部活動、その他さまざまな活

する進学コースより授業時間数を増やし、

た場合に 4 年から 5 年の進級時に可能

ています。中学の授業は、教科毎に先生

動が本格化しています。特に 1 学期最

週当たり39時間授業を行います。

です。また、特進コースから進学コース

が替わるという形式になります。高校の

への変更も進級時に可能としています。

授業では、中学までの内容とレベル差が

入学式から 1カ月ほどが過ぎました

大の行事である体育祭の準備が、6 月上

特進コースは、授業を増やすことによ

旬の開催日に向けて体育の授業や委員

り先取り学習をし、大学受験の準

かなりあることを毎日のように感じて

会活動で活発になっています。

備を早めに行うことにしています。

いるはずです。新生活に慣れるとともに

難関国公私立大、GMARCH の複

学習習慣でも早く中学生になる、高校生

数合格を目指します。

になるという自覚が大切です。

今年度の新入生は、中学 98名、高校
174 名です。ここ数年入学者の減少が続
いていた中学は昨年度より30名多い新入

また、進学コースでも昨年度から

生を迎え、男女ほぼ半数ずつとバランスの

5 教科の必履修科目を早めに行い、

開放、ひので会常任幹事の皆様との情報

よい学年になりました。また、高校の新

余裕をもって受験対応できる教育課

交換会を例年通り行いますので、今年度

入生は定員を大きく超えたこともあり、

程に変更しました。5、6 年で進路

保護者の皆様には、授業参観、図書館

新たな学園生活への期待に胸膨らませる新入生（4.8 入学式）

もどうぞよろしくお願いいたします。
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授業や部活動の枠を超えたもうひとつの学習機会

中学校・高等学校
「放課後学習クラブ」
日

出学園中学校・高等学校のユニークな

これからの時代に
求められる人材

学習活動に「放課後学習クラブ」とい

うものがあります。これは既存の授業やクラ

高等学校基礎学力テスト（仮称）

グローバル化・多極化の進展、

ブ活動などの枠組みを超えて、生徒自らの意

高等学校で身につけるべき学力の到達度を確認

新興国・地域の勃興といった

思で自由に参加する学習機会で、現在『コミュ

大学入学希望者学力評価テスト（仮称）

社会変動の中で、多様な人々

ニケーション・ディベート』と『マルチメディ

・思考力･判断力･表現力の判断機能を強化

と協力しながら主体性を持っ

ア表現演習』の２つの学習クラブが、放課後に

・選択式や記述式など多様な出題形式を問う

した状況の中に問題を発見し、
答えを生み出し、新たな 価値を

考や判断力、表現力、ICT スキルであり、そ

創造していくための資質や能力

れらは、2020年の大学入試制度改革でも対応

各大学での個別試験の変容
／活動報告書／資格･検定試験などの成績／各種大会など
での記録などを入試に活用する方針

（文部科学省の中央教育審議会が公表している内容）

＊文部科学省 高大接続システム改革会議「最終報告」より抜粋

課後学習クラブ」の活動をレポートします。

・解答者の判断を要する問題も出題

小論文／面接／集団討論／プレゼンテーション／調査書

を有している人材

が迫られる能力でもあります。今回は、
この
「放

奇心を満たすために生まれたのが、放課後学

どに応募する活動も行っています。

「死」や「友情」
「幸福」
、時には「結婚」など、

・CBT 方式での受験

知識の量だけでなく、混とんと

これからの時代の人材に求められる論理的思

4

・英語は 4 技能（読む・聞く･書く・話す）
を問う科目へ

て人生を切り開いていける人材

行われています。そこで培われるスキルは、

テーマに沿って皆が意見を述べ
自由に討議し、考えを深化させ
論理的思考や表現力を養う

・理数は主体的な探究活動を行う科目へ

また、最近は学園内だけでなく、明治大学

習クラブでの
『マルチメディア表現演習』
です。

や早稲田大学など外部にも生徒や教師が出向

担当教諭は、情報科専任の武善紀之先生。

いて、大学教授や大学院生、大学生とディベー

開講は１学期に１回。中間テストと期末テス

トを展開するまでになりました。３月には都

トの間に週１〜２回のペースで約１ヵ月間集

内の聖学院中学校・高等学校を訪問し、同学

中して開かれます。ここでは生徒一人ひとり

校の同年代の生徒たちと机を囲みながら「最
大多数の最大幸福を考える」をテーマに、コ
ミュニケーション・ディベートを行いました。
この活動の発案者である佐久間究先生は、
これまで行ってきたこの活動について「人と

デジタルコンテンツや
デバイス、アプリを駆使しながら
自らの興味・好奇心を飛躍させる場に

が興味ある分野についてテーマを決め、武善
先生の指導のもと、学習していきます。
「一番人気があるのは、ニコニコ動画や
YouTube で話題となっているコンテンツです。

中学校・高等学校では ICT（Information

テレビ局がつくるような映像を自分たちでも

善悪も勝敗も解もないテーマについて、各自

意見を交わすことで自分の思考に幅が生まれ、

& Communication Technology）教育にも

つくってみたいというところから入っていく生

意見を出し合い、議論し、思索を深める。そ

その考えを人にわかるように伝えようとする

力を入れており、必修は２単位の普通教科「情

徒も多いですね。それをきっかけにアプリケー

れが中学校・高等学校で行われている放課後

ことで論理的思考が養えます。そして、ど

報」のところ、日出学園では卒業までに最大

ションやプログラミングなど、多方面に興味が

学習クラブの『コミュニケー

のように話したら伝わるか

で６単位の情報の授業が組まれています。そ

広がっていけばいいと思います」
（武善先生）

ション・ディベート』です。

を工夫することでコミュニ

れでも、
「情報」の履修は高２から。中学では

参加者は中学 3 年生から高

ケーションスキルが培われ

「技術」の教科で word などを学びますが、
「情

コンテンツ制作やプログラミングなど、やっ

校２年生まで。月１回ペー

ます」と述べ、この活動に

報」の授業そのものは、高校２年生まで待た

てダメなら他の方法でのアプローチを試みな

スで放課後に開催され、予

参加した卒業生の今の姿を

なければなりませんでした。

がらスキルを上げていく世界です。

め決められたテーマについ

見て「積極的に企業のイン

て参加する生徒や教師の垣

ターンや、NPO 活動に参加

中学や高校にはパソコン部がありますが、

情報の分野はトライアンドエラーの連続。

「私は最小限のことを教えるだけ。あとは生

部活の掛け持ちはできないため、他の部活

徒自身が考え、手を動かし

根無く自分の意見を述べ、相手の意見を全否

したり、一方では僧侶を目指すなど、自分がや

に入っている生徒は、ICT に

ながら、既存の枠組みから

定することなく、理解に努めます。

りたいことを臆せずにやり、たとえそこで人と

興味があっても、それを学園

脱却してほしい。そして得

スタートして今年で 10 年。夏休みには軽

ぶつかっても、人とコミュニケーションをとり

内で学べないという事情もあ

られた成果を外にどんど

井沢で２泊３日のディベート合宿を行い、そ

ながら解決策を見出す。そんな力を身につけ

りました。そうした ICT の学

ん発表していって、自分

こで自分の設定したテーマについての意見を

た先輩もいます」と、コミュニケーション・

習機会の逸失を補い、生徒一人

を成長させていってほし

小論文にまとめ、それを外部のコンクールな

ディベートの成果をそう締めくくります。

ひとりの ICT における興味や好

いですね」
（武善先生）

映画評論大賞で Best5 に

公募推薦で上智大学へ進学

夏

私

徳田 和真君（６年）

休みに行われるコミュニケー
ション・ディベートの合宿で
は、ひとり１テーマの小論文を作

るという演習があります。僕は映画が好きなので、
「邦画のグローバル化」というテーマで、日本の映
画づくりの手法を根本的に見直すひとつの方法と
して、映画製作への助成金やクラウドファンディ
ングを使った映画製作などをその小論文にまとめ
ました。それを『映画評論大賞 2016』
（主催 : ドキュ
メンタリーマガジン「neoneo」編集室）に応募し

たところ、最終選考のベスト 5 まで残りました。
高 1 から参加したコミュニケーション・ディベー
トでは大学生や大学の先生ともディベートする機
会があり、大学生活について生の声を聞くことが
できました。それをきっかけに大学調べをするう
ちに、映画づくりにも興味を持つようになり、将
来は映画のカメラマンになりたいと思い、今は映
画製作を学べる大学への進学を目指しています。

佐々木 美璃さん（28 年度卒業）

Messages

from

マルチメディア表現演習に参加する
４人の高校生（5 年）からのメッセーです。

は 5 歳からクラシックバレ
エを始め、日出学園小学校
に入学してからもずっとバレエを

上村●僕はデザイン系のプログラミングに興味があ
り、Processing というプログラミング言語を使っ
ての情報デザインをこの学習クラブで学んでいま

発表会やコンクールで忙しくて参加できませんでし
た。でも、いろいろな人とお話しする機会をつくり
たい、日出での思い出も多く残したいと思い、高２か

天野●僕も上村君と同じ吹奏楽部でフルートのパー
トを担当しています。やっぱり、プログラミングに
興味があり、マルチメディア表現演習に参加しまし

習っていました。コミュニケーション・ディベートは
高校１年の時から気になっていましたが、バレエの

らコミュニケーション・ディベートに参加しました。
ここではさまざまな年代の方と話をする機会があ

り、同世代でも考え方が大きく違ったり、世代が違っ
ても共通する意見だったり、それがとても刺激的で
視野が広がりました。以前は聞き役に回ることが多

かった私ですが、ディベートに参加したことで、意識
して自分から説得力を持って意見が言えるようにな
りました。上智大学経済学部経営学科への公募推薦
試験での面接でも、緊張せずに志望動機や学園生活
を、自分の言葉できちんと話すことができました。

members

す。部活は吹奏楽部に所属していますが、部活と並
行して自分の興味ある勉強ができるのが魅力です。

左から大隈皓貴君、天野遥太君、上村亮太君、本木賀久君

た。中学の授業では「情報」という科目がなく、技
術の教科の中で PC を使ってワードソフトで文章を書

段と選択肢が広がりました。
本木●デザインに興味があり、部活は美術部に所属
しています。パソコンを使って LINE スタンプのキャ

ディア表現演習にも僕は参加しています。天野君が
言うように、小学校から中学に上がって、情報の授業

とへの入り口を提供してくれる場だと思います。
大隈●放課後学習クラブに集まってくるメンバーは、
皆それぞれ興味を持っていることが違いますが、武

く授業がありましたが、もっとパソコンを使った勉
強をしたくて、ここに参加しました。
大隈●パソコン部に所属して、その延長でマルチメ

がなくなってしまい、それでパソコン部に入ったの
ですが、武善先生が放課後学習クラブとしてマルチ
メディア表現演習を開講してくださったことで、一

ラクターをデザインしたくて、この放課後学習クラ
ブに参加しました。ここは自分が面白いと思ったこ

善先生が、一人ひとりに対してきちんと学ぶ方向を
示してくれます。僕は中３から参加したのですが、
将来は情報系の大学を目指したいと思います。
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トピックス／検定結果

幼稚園

年長クラスの「英語あそび」を保護者が参観

小学校のネイティブ教員による、週１回の英語保育プログラム

幼稚園ではネイティブの人や英語に親し
む機会として、年中クラスでは「わくドキた

いをしながら、ストーリーを展開していきま
した。

小学校

28年度日本漢字能力検定 結果報告

９割以上の児童が学年該当級を取得。全学年で全国平均を上回る

28年度より、日出学園小学校では卒業ま

そうの定着を図りました。

でに漢字能力検定５級を取得できるよう、全

28年度の検定結果では、９割以上の児童

いむ」を、年長クラスでは毎週１回「英語あ

ご覧になったお母様方は「子どもたちが楽

校児童による日本漢字能力検定の受検に取り

が自分の学年該当級を取得することができ、

そび」を取り入れています。この英語あそび

しそうに英語あそびをやっていて、それがよ

組み始めました。そのため、従来の国語科学

すべての学年で全国平均を上回る取得率とな

は、日出学園小学校で英語を教えているアリ

かったです」など、遊びを通じて英語に慣れ

習教材であった「かんじくん」に、読み書き

りました。

ソン先生が、幼稚園児と一緒に英語の歌やリ

親しんでいる子どもたちの様子に、目を細め

だけでなく、書き順や部首、対義語・類義語

ズム遊び、絵本の読み聞かせなどを通して、

ていらっしゃいました。

などを答える問題を取り入れて、学力のいっ

子どもたちが自然な形で英語に慣れ親
しむことを目的に行われ

日出学園小学校では１年生から国際理
解教育の一環として英語学習が取り入

ているものです。

れられていますが、同じネイティブ教

その「英語あそ

員によるこの「英語あそび」は、小学

び」の１年間の成果

校でもスムーズに英語学習に取り組

をお母様方に見てい

める、日出学園ならではの幼小連携

ただく参 観 が、 ３ 月

プログラムといえるでしょう。

２日に行われました。
ホールに集まった保
護者の方々を前に、アリソン
先生と園児たちの英語での
挨拶に始まり、歌を歌ったり
踊ったり。そして「くまさん く
まさん なにみてるの？」の英
語バージョンの絵本を、登場
する動物や生き物、お母さん、

中学校
・
高等学校

１年
10 級
100%
94.7%

２年
9級
93.60%
88.6%

３年
8級
92.60%
83.3%

力向上を図っていきます。
４年
7級
97.40%
85.3%

５年
6級
92.70%
76.1%

６年
5級
86.50%
69.3%

全体平均
93.60%
51.9%

中学校 ･ 高等学校
TOEIC・TOEFL 全員受験 2０１6年度 結果報告

中学２年 TOEFL Primary

満点スコア続出（英検を持っていた中学１年受験者も満点）

中学３年 TOEIC Bridge

全国中学３年希望者受験平均点 120 点を上回る生徒が
半分。最高点 162 点（180 点満点中）

高校１年 TOEFL Junior

満点 900点取得者 1名。CEFR B2,B1＊ レベル以上の生徒
がそれぞれ約１割。 ＊ B2 レベル＝英検準１級レベル
B1 レベル＝英検２級レベル

高校２年 TOEIC

最高点が 825 点。約２割の生徒が 400 点以上

総評

子どもたちなど、それぞれ役を
決めて英語のセリフで掛け合

取得率
日出学園
小学校
全国平均

この取り組みを通して、今後も児童の漢字

英語の絵本（上）／アリソン先生と一緒に大きな声で「Brown Bear 〜！」

(

）

今回、各試験において高得点を取る生徒が続出しました。実施することで意識が
高くなり、スコアを利用して何ができるのか、また、自分が就きたい職業や職種
ではどのくらいのスコアが必要なのかを、自ら調べる姿も見られました。

5
全学
小学校
教職員

公認会計士による出前授業「ハロー！ 会計」
６年生を対象に原価計算と公認会計士の仕事を学習

中学校
・
高等学校

企業インターンワークグループ発表会 (2 月16日）

企業から与えられた課題をグループで取り組みプレゼンテーション

「お店で売られているケーキの原価はいく

どもたちは首を傾げていましたが、会社の決

日出学園中学校では、３年間を通じてキャ

ら？」
「公認会計士の仕事ってどんな仕事？」

算書を学校の通知表になぞらえて、それがき

リア教育に力を入れています。３年間のキャ

そんな身近な会計学や会計士の仕事について

ちんと正しい内容や数字になっているのかを

リア学習の集大成として、28 年度から新たに

勉強する、日本公認会計士協会千葉会による

監査するのが会計士の仕事という説明に、子

導入した「企業インターンワーク」のグルー

「ハロー！ 会計」と題する出前授業が 2 月 23

どもたちは納得した様子。授業を受けた児童

プ発表会が２月 16 日

日、小学校の多目的ホールで行われました。

からは「公認会計士の仕事というのは今まで

に行われました。

今回授業を受けたのは６年生。各クラス１

は知らなかったけれど、そういう仕事がある

時限ごとに、第１部は会計士の講師のもと、

ということで会計士の仕事に興味が湧きまし

ケーキの材料費や経費にはどんなものが含ま

た」との感想が述べられていました。

5 グループが３つの企業への提案をプレゼン

このプログラムは、
日本を代表する企業

れている課題解決力、探究心、

（下段表）のインターン

チームで形にする協働性、調

れているか、それを電卓で計算してケーキの

「ハロー ! 会計」のプログラムは、小学校や

として、企業から与え

べたことを他者に伝える表現

原価を割り出し、お店で売られているケーキ

中学校では習うことのない会計学に早い段階

られた課題に取り組む

と、自分でケーキをつくった場合の原価の違

から触れてもらうために、身近な素材を使っ

というものです。各ク

いなどを試算し、ものの値段の成り立ちを勉

て子どもたちが会計を知るきっかけになって

ラス 6 チームがインターン先企業を選び、そ

ほしいとのことで、全国の公認会計士

れぞれの企業から与えられた課題に応じた提

強しました。
第２部は、
「会社って？ 監

協会で展開されていますが、日本公

百聞は一味に如かず？ 明治のプレゼンではチョコを配布

力など、多面的な力を発揮で
きるプログラムだと思い、導

入に踏み切りました」と語っています。
視聴覚室で行われた学年全体のグループ発

案をプレゼンテーション形式で発表します。

表会では、パワーポイントを駆使しての発表

査って？ 公認会計士の役割」

認会計士協会千葉会は、今回３

授業は昨年 11 月から道徳の時間を８時間

や iPad で映像を撮影・編集した PR 動画を発

を、会計士の方にレクチャー

月までに千葉県下の４つの

ほど使って行われました。チームを結成した

表するグループ、企業のキャラクターを考案

していただきました。冒頭で

小学校で６年生を対象に、

のち、インターン先を選び、ブレインストー

して発表するグループ、サンプルの商品を会

会計士の方から「会計士って

ミングをしながら提案を組み立て、プレゼン

場の生徒に配るグループなど、それぞれ工夫

どんな仕事をするか知ってい

この出前授業を行いました。
日出学園での授業を終えた

テーションをつくり上げていきます。クラス

を凝らした発表が行われました。

る人？」の質問にほとんどの子

公認会計士の方からは「日出学

内での発表から代表を選出し、最後に学年全

また、旭化成の担当者の方も同席され、最

園小学校の児童さんの反応はた

員の前で代表チームがプレゼンテーションを

後に総評としてプレゼンテーションを行う上

いへん良かったです。質問にも

行うグループ発表会で締めくくりとなります。

での留意点などをコメント。学校内外との連

多くの子どもたちが手を挙げて

進路指導部長の釣島ゆきの先生は、企業イ

携による、有意義なアクティブラーニングが

答えてくれました。今後、会計

ンターンワークについて「今、社会で求めら

のことを少しでもわかってもら
えたら嬉しいです」とのコメン
トをいただきました。
将来、この授業をきっかけに会
計学に興味を持ち、公認会計士に
なって活躍しているかもしれない
出前授業で配られた公認会計士の仕事についての資料や電卓（上）を使って原価計算を

子どもたちに期待しましょう。

参加企業

日本航空

展開されました。
与えられた課題

10 年後の未来、世界で活躍する若者が JAL に乗りたくなる、空港の新しいサービスを企画提案すること！

KDDI

KDDI と中高生がプロデュースする、スマホ＆タブレットの力で学びが変わる “ 全く新しい学校 ” を提案すること！

旭化成

中高生がつくる、中高生の役に立つソーシャルメディア上の旭化成コミュニティを提案すること！

セブン & アイ セブン & アイが実現する、今まで誰も思いつかなかった夢のコンビニエンスストアを提案すること！
大塚製薬
明治

働く女性が毎朝食べたくなるような “ 栄養 ” あふれる新製品を企画提案すること！
明治こだわりの “Bean to Bar” の魅力を世界中にを伝える中高生を主人公にした PR 映像をつくること！
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小学校

英語スピーチコンテスト入賞者の中学生がスピーチを披露
小学校からの内進生が後輩児童たちの前で流暢な英語でプレゼンテーション

青少年読書感想文全国コンクールで黒田拓樹君が入選賞

小学校

「せんそう：昭和20年3月10日東京大空襲のこと」の絵本を題材に

第 62 回
「青少年読書感想文全国コンクール」
に応募した小学校 3 年生
（当時）
の黒田拓樹君
の読書感想文が「小中学校の部」で市川市で
１位となり、千葉県では教育長賞に選ばれた
のち、全国大会で入選賞を受賞しました。
２年2 組 番匠航大君

３年２組 小泉由衣さん

中学校では毎年、学内で英語スピーチコン
テストを開催していますが、上位入賞者で日
出学園小学校から進んだ中学１年生から３年

４年３組

横田新馬君

め、何を話しているのか、耳を澄まして聞き
入っていました。
小学校では１年生から英語の授業がありま

黒田君が昨年の夏休みの宿題の読書感想文
の題材に選んだ本は「せんそう：昭和 20年３
月10日東京大空襲のこと」
（東京書籍）
。作者

主人公の女の子はものすご

の塚本千恵子さんが実際に体験したことが描

く可哀想で辛かっただろう

かれた絵本です（絵・塚本やすし）
。

なと思いました」
（黒田君）

生までの３名が、２月 13 日小学校の朝礼で、

すが、
「帰国子女ではない先輩たちが中学に上

黒田君は亡くなられたひいお婆さんから太

後輩児童たちを前に英語スピーチコンテスト

がって英語スピーチコンテストで優秀な成績

平洋戦争末期の東京大空襲の話を聞いていて、

に、こう綴っています。
「国

の成果を披露しました。

黒田君は入選作品の最後

を収め、それを披露してくれたことで、自分

もっと東京大空襲のことを知りたいと思い、

と国のけんかは一度はじめ

昨年まで同じ校内で見かけた先輩、兄弟学

たちも頑張って英語を勉強すれば、同じよう

この本を選んだそうです。

るとやめられないのかもしれません。だから

年で一緒に遊んだ先輩たちが、中学に入って

に話せるかも知れないという期待を持ったの

身につけた英語力に加え、身振り手振りでス

ではないでしょうか」と荻原副校長。

黒田拓樹君

「平井に住んでいたひいお婆ちゃんも絵本と

ぼくはこれから少しずつ勉強して、せんそう

同じような体験をしていて、真っ黒くこげた

をしないために、ぼくが何をしたらいいのか

ピーチし、全身でメッセージを伝えようとす

この日、先輩たちの英語スピーチを聞きな

人の臭いを思い出すので、焼き魚が嫌いだっ

知りたいと思います。そして、ちこちゃんのよ

るのを目の当たりにした児童たちは、流暢に

がら、子どもたちは英語を学んだ近未来の自

たとか、空襲の時、子どもが泣いていて、そ

うに、
『せんそうはきらいです』と心の底から

英語を駆使する姿を、真剣なまなざしで見つ

分の姿をダブらせていたのかもしれません。

の子のことが気になって振り返ろうとすると、

言える大人になりたいです」

中学校
・
高等学校

吹奏楽部「第30回特別記念定期演奏会」開催 (3 月 11 日）

近所のおじさんが『足を止めるな！』と言っ

この絵本と同様に、黒田君の読書感想文か

たこと。地獄のように炎が燃え上がっていた

らも戦争の悲惨さ、平和への思いが伝わり、

ことを話してくれました。この絵本を読んで、

読む者に大きな感銘を与えてくれています。

長い間お疲れさまでした

毎年恒例の吹奏楽部の定期演奏会が、今年３０回目という大きな節目を迎え、
総勢122名による大編成バンドの演奏会が開かれました。

当日の模様を顧問の小池晃先生に、これまでの思い出とともに語っていただきました。

6

日出学園幼稚園 前園長

らずの私は迷いや反省ばかり。それでも、

早川 好江

ここまでこられたのは、助けてくれる周り
の先生たちと、信頼を寄せてくださる保護

♫たんたんたんたんじょうび、きょうは
2 月うまれさんのたんじょうび♫

と幼稚

園で祝ってもらうこと 38 回。60 歳の定年
を迎え幼稚園を退職となりました。宇宙人
と呼ばれていたらしい新人教師時代、子ど
もたちと真剣に遊び、いろいろな活動をし

―30回記念演奏会も大盛況のうちに終わりまし
た。大編成バンドを前に、小池先生も気持ちよさ
そうにタクトを振られていましたね。
小池●はい。私自身指揮をしながら、楽しいを通
―今回は、現役生徒や卒業生、それに学園の教職
員もメンバーに加わっていたとか。

が今の中・高の吹奏楽部の発端です。

の方々、それに部員の保護者のお父

―今回の演奏会を最後に、今年も 11

様やお母様もご参加くださいまし

名の卒業生を送り出しましたが、吹奏

た。部の卒業生は 280 名ぐらいいる

楽部は OB・OG の団結力が強いとう

のですが、それぞれにメールして参

かがっています。

加を募り、多くの人が快く参加して

小池●昨年も１期から10 期の卒業生

くれました。練習は昨年の12月から

参加する卒業生もいて、何とも微笑

るばかりです。その上に、遊びを大切にし、
「主人公は子ども」の保育を全うできたこ
とは、本当に幸せなことでした。

た主任時代、そして園長時代と立場を変え

支える縁の下の力持ちとして力を尽くして

ながら歩んできた 38 年間でした。

まいります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

平成28年度退職者
幼
稚
園
小
学
校
中学校 ･ 高等学校
学 園 業 務 部

早川 好江
齊藤 美智
井上 雄二
鈴木 和子
飯高 勝
笹田 健一郎
小倉 康子（カウンセラー 嘱託）

加藤 夏奈
小坂 愛（未就園児保育担当 嘱託）
丸山 紗弥
眞下 美香（非） 三輪 まり子（非） 小林 久惠（嘱託）
村岡 祐子（非） 諸橋 精一（非） 要 真隆（講師） 田島 佳子（講師）
栃木 由布子（カウンセラー 嘱託）
※敬称略 （非）は非常勤講師

新任教職員のご紹介

が50名以上集まって、お茶の水で懇

今年の２月まで、計 5 回行いました。
中には小さなお子さん連れで練習に

これまで関わってきたすべての方に感謝す

これからは事務主幹の立場で、幼稚園を

吹奏楽部の記念すべき第１回定期演奏会（1987年７月18日）

小池●中・高や小学校の先生、職員

エネルギーをくれる子どもたちのおかげ。

た担任時代、全体の仕事の割合が多くなっ

この間、1 日として同じ日はなく、力足

り越して『最高！』の気分を味わっていました。

者の皆様、そして何より一緒にいるだけで

親会を開きました。私と妻と娘も招待
今回の演奏会で指揮をする小池先生

され、和やかな懇親会でした。また、
私のもう１つ大好きな趣味のオートバ

ましかったですね。

イで、最近も OB と一緒に福島までツーリングに

―アンコールでは、今年３月に小学校を退任され

行ったりしました。

た井上先生の演奏もありました。

―最後に、今回記念すべき演奏会を無事に終えて

小池●井上先生がトランペットでソロ演奏した曲

の感想と、今後の抱負をお聞かせください。

「トランペット・ジャーニー」は、先生へのはな
むけとして私が作曲した曲です。小学校の吹奏楽

小学校 教諭

小学校 准教諭

小学校 准教諭

中学校･高等学校 教諭

富樫 紗弥

本間 孝子

小泉 明子

皆川 真由子

中学校･高等学校 教諭

中学校･高等学校 常勤講師

中学校･高等学校 常勤講師

小池●本当に『感謝』のひと言です。忙しい中、練
習に駆けつけてくれた皆さんや、毎回の演奏を楽

部で井上先生が指導した子が中学に進学して、吹

しみに遠くから足を運んでくださる卒業生もいて、

奏楽を続けたいということをきっかけに皆で協議

言葉にならないぐらいありがたく思います。今後も

して、中学に吹奏楽同好会が誕生しました。それ

コンクールや定期演奏会など、一番近い目標に向
かって部員たちと練習を積み重
ねていくだけです。それと、私
は学生時代からトロンボーンを
吹いていて、一時中断していた
のですが、また練習を再開し、
60歳になったら親しい人を集め
てソロリサイタルを開きたいと

３月に行われる定期演奏会は、高３の部員とのお別れの会でも

幼稚園 教諭

池部 かほり

井上先生の最後の演奏

思います。それが私の目標です。

岩佐 祐佳

編集
後記

徳永 眞

放課後学習クラブが有する教育の意義

今号の特集は、中学校・高等学校で行われている「放
課後学習クラブ」を取り上げました。その中の『コミュ
ニケーション・ディベート』や『マルチメディア表現演習』の活
動は、生徒の論理的思考やコミュニケーションスキル、ICT スキ
ルを大いに磨くことのできる、恰好の学習機会です。そして、そ
れらの活動は、生徒が主体的に考え、行動しながら学ぶ「アクティ
ブラーニング」の実践の場でもあります。今後も、こうした特長
ある学びの場を子どもたちに提供していきたいと思います。
編集発行人

学校法人日出学園

学園長

青木 貞雄

相馬 葉子
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