プロフィール＆経歴

Overseas Family School

西澤 哲男︵以下︑西澤︶
Overseas Family School
︵ＯＦＳ︶
は︑1 9 9 0 年 設 立
か国の国

籍を持つ約3000人の生徒
が在 籍 する幼 稚 園から高 校
までのインターナショナルスク

早稲田アカデミー国際部・田畑康氏をファシリテーターとし、
各校の取り組みに加えて
今後、
日本人の子どもたちが向かうべき道のりについて考えを聞いた。

トを実施しており︑
その管理︑

進学文化を作るということなのです︒文化を作れば︑
実績はつ

により︑
成果が上がるのです︒進学実績を作るということは︑

そして︑本気になってから生徒と教員が共同作業をすること

学 講 師︑
カナダ外務省外国語研修所日本語科︑
オーストラリ

田畑 康︵以下︑田畑︶

国際課課長

元早稲田アカデミー東京本部

いてきました︒

せていただいておりました︒縁があり︑
シンガポールのOFSに
赴任をして11年になり︑
授業をしていないということで︑
時
間的に柔軟に対応でき︑
日本の教育事情の知識を活かし︑
編

2年半︑
マレーシアのクアラルン
で済んでいたので私も帰国子

プールに5 年 間︑父 親の仕 事

宝仙学園理数インター校長

女です ︒シドニーでは日 本 人
学校と現地校に通い︑
クアラル

活かし︑
帰国生入試で困っている人がいる︑
海外でももっと勉強

っておりました︒ 歳で早稲アカに入社︑
その後自分の経験を

ンプールでは︑
日本人学校に通

迎えました︒その中の理数イン

周年を

ターは 年目になり︑
その立ち

宝 仙 学 園は開 校

富士 晴英︵以下︑富士︶

入時にお手伝いもさせてもらっております︒

オーストラリアのシドニーに

アでのESL︑
日本語教員を経て︑
広尾学園英語科主任をさ

ます︒以前は︑
日本での私立︑
公立の英語教員︑
アメリカでの大

員の指導内容にも統一を図ることができるという利点があり

運営を行っております︒校内テストでは︑
生徒がどれだけ理解

けでは生徒は伸びません︒自立を促し︑
本気になるまで待つ︒

手出しせず︑待つことにしました︒詰め込みや︑
やらされ感だ

を戻さなければならない︑
生徒が飢えて寄ってくるまで教員は

決能力は伸びません︒そこで︑
生徒に時間を与え︑
考える時間

かなければならないのです︒考える習慣︑
姿勢がないと問題解

のではなく︑初 見の資 料からストーリーを考えて記 述して行

択とは違います ︒インプットしたものをただアウトプットする

いたのです ︒国 公 立の二次 試 験というのは︑
センター試 験の4

が出せない︒その理由は何か？と︑
見直したとき︑
教え過ぎて

えました︒早 慶の合 格 者は出せました︒しかし︑現 役で東 大

した︒それにはまず︑
進学実績を出さないと話にならないと考

シンガライフは今回、
宝仙学園理数インター校長とシンガポールにあるオーバーシーズファミリースクールの教職員による座談会を実施。

できているか確認できるため︑生徒の指導に役立ち︑
また︑教

ールです ︒当 校では校 内テス

2020年に大学入試教育改革を迎える日本。

校長を務めています︒以前の保

上 げから携わり ︑4 年 前から

の校長2年間︑
その後 ena New York
の校長を
ena London
4年間︑
教室長を勤めました︒現地校の生徒も日本人学校の

したがっているということが分かっていたので︑
2005年から

■早稲田アカデミー東京本部 国際課課長 田畑様

指導もしようということになり︑
帰国後に横浜市に渋谷校だ

いう親御さんからの相談も多数ありました︒帰国後の生徒の

自身が重なりました︒帰国生の入試に対する情報が少ないと

■宝仙学園理数インター 富士校長

けだった︑ ena
国際部を約 年勤めました︒その後︑早稲アカ
でも国際課を作るというので︑
声がかかり︑
現在に至ります︒

含めて 組ご家族が見えました︒インターの情報が欲しい︑
現

セミナーを開いております︒今年の夏のセミナーで他の塾性も

との繋がりを強めていきたいと思いました︒当社でも赴任前

日本の学校さんや︑
インターナショナルスクールさん︑
メディア

10

座談会
され︑現 在およそ
70

シンガポールで暮らす日本人の子どもたちにとっても将来の進路を考える上で注目は大きい。
生 徒もたくさんいて︑現 地で頑 張る子 供たちにかつての自 分

地の教育情報が欲しい︑
ということで現地の情報発信源が必
要になります︒塾の仕事は︑
帰国生が日本の学校にどうやった
格ライン︑
グローバル入試︑
世界入試に対する情報︑
個々の学校

ら合格できるかの指導になります︒帰国生入試ならではの合
に対する受験情報を体系化して︑
シェアしています︒保護者会
ある学 校では︑
４年 前までは英 検 1 級を持って受 験してい

では︑
それぞれの学校に対する合格ラインをお話します︒

100％合格でした︒今は1級でも1割落とされます︒準1

る生徒は100％合格していました︒6年前までは準1級で
級では３〜4割落とされます︒
こういう情報を塾は 年以上
関係者はシェアして良いと思います︒国内の学校の情報のネッ

データ化して全 部 持っています ︒このような受 験 情 報を学 校
トワークと︑
日本人の顧問の先生がいるインター校の情報がネ
ットで見られるわけです︒教育業界のIT化は進んでいて︑
会
塾はそういった学校情報を与えると共に︑
結びつけて︑
競争

議︑
授業︑
入試もスカイプで出来る時代になっています︒
してもらうという立場です︒生徒に何をやらせて合格させて
いるかは企業秘密ですが︒

各 校の特 徴
あると思いますが︑
OFSはどの国系統で︑
どういう国の教育

田畑■インターナショナルスクールというのはいろいろな種類が
母体をベースにしているかというのはありますか？
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帰国生受け入れ校・シンガポールのインターナショナルスクール・学習塾が語る
守 的 な 仏 教 系の女 子 校から︑

27

10

世界で通用する日本人の教育とは
90

チャレンジングな学校に変えま

12

40

第１部

■Overseas Family School Adviser 西澤様

西澤■本校の教育プログラムは︑
幼稚園では︑
IEYC︵ Inter︶
︑
小学部では︑
IPC
national Early Years Curriculum
︵ International Primary Curium
︶
を導入しております︒
I E Y C というのは︑国 際アーリーイヤーズカリキュラムと

年生の高等部では︑
単位制もとっており︑

西澤■英語ができる︑
できないに関わらず︑
基本的にシンガポ
的な教育を施していくという方針で受け入れておりますので︑

ールに駐在しているご家庭のお子様に楽しく安全にかつ効果

また︑
9年生から
AC WASC という国際認可団体の認可も受けているので︑
海外駐在のチャンスを活かし︑
インターで教育を受けさせたい
という御家庭であれば︑
大歓迎です︒

つまり︑
どこの国にも属さない国際教育課程を導入してお

本校の卒業証書は︑
世界中で大学受験資格が得られます︒
ります︒
よそ1年半で英語の授業についていけるであろうレベルまで引

本校は約
か国からの生徒さんをお預かりしております

という声をよく聞きます︒

声︑﹃ うちの子は英語ができないからどうしたらいいですか？﹄

き伸ばすプログラムを組んでおります ︒保護者さまの不安の

英語が全く出来ない状態からでも︑
個人差はありますが︑
お
田畑■宝仙理数インターという名前に込められた意味はズバ
リ何でしょうか？
富士■算数︑数学︑
サイエンスが好きという子はもちろんウエ
ルカムです ︒ですが︑理 数 系の子しかとらない学 校か？と言っ
に図る努力するという体制ができていますから︑﹁不安になら

ので︑
教職員側も英語を母語としない人との意思疎通を確実

ます︒

では︑
週4時間︑
高等部では週3時間は︑
日本語のクラスで︑
日

としての日本語が科目として履修できます︒小学部︑
中学部

庭で見学に行くことをお勧めしております︒

れておりますし︑
受け入れ条件がかわることも多いので︑
ご家

時として︑﹁日本ではこうだったので︑
こうしてもらえま す

申し出ない限り先生の方からくみ上げるというようなことは

か︒﹂というお願いがあります︒しかし︑
インターでは自分から

いろいろなお子 様がいる環 境の中で︑自 発 的な1 歩を踏み

面で︑
日本語で日本人の先生に話しつつ︑
次の1歩に踏み出せ

は安全で楽しい所だと認識してこそだと思うので︑
そういった

最初の1歩を踏み出せるかどうかは︑
お子さん自身が学校
ております ︒ただ︑海 外の大 学に行 くことは大 変お金がかか

西 澤 ■ 英 国︑
北 米︑
オセアニアの大学等︑
多岐にわたり進学し

外にも欧米やアジアの大学を目指すのでしょうか？

田畑 ■ 高 校を卒 業された生 徒さんは︑地 元のシンガポール以

出せるようにご家庭からのサポートも必要になってくるかも

が持てます︒

しれません︒自分から質問すると︑
求めた以上に返ってくると

す ︒日本人の生徒は日本の大学にいくケースが多く見受けら

ることですので︑
それぞれのご家庭の事情にもよるかと思いま

うご相談はありますか？
西澤■本帰国前に﹁どんな学校がありますか︒﹂という質問
は︑
つい最近も受けました︒ただ︑
我々が持っている情報は限ら
か国の生徒がいること︑特定の国の文化に捉

ころなのですね︒

田畑 ■ 多 様 性が民 族 構 成︑環 境 自 体が大 きな売りというと

えることだと思います︒

行くと︑
これから世界に飛び立ち︑
世界で生き残れる力を養

われない教育環境かと思われます︒そのような環境で学んで

西澤■およそ

学校にはない科目はある？こういう課外活動がある？

田畑■OFSの特色を一言で言うとなんでしょうか？日本人

進学先がひらけてくるかと思います︒

れます ︒ある程度の知識があり︑
成績を修めた生徒は様々な

るのではないかなと思っております︒このような特色は他のイ

と思っております︒

いう 体 験をもとに︑積 極 性が出て来るように育ってくれれば

実 際グローバル時 代では
黙っていれ ば 助 けて く れる
というのは 無 理 な 話
日本では︑
優しい気持ちで育ったお子さんのことを︑
慎

ましいとか︑
おしとやかと美的なキーワードで表現します︒

田畑
でも︑
実際グローバル時代では黙っていれば助けてくれるとい
うのは無理な話です︒なぜ分かってくれないの？どうして先生
は手を差し伸べてくれないのか？という最初の壁にぶっかった
お子さんの状 況に︑
お母さんが悩んでしまうことがよく ある
ここでは︑
察しの文化ではなく︑
泣いていても分からない︑
自

そうです︒
分から言わないと分からないということを教えるチャンスです

生徒のための英語プログラムであるSPP︵スタ

西澤■もう一つは︑
やはり︑英語を母語としない
ディプリパレーションプログラム︶
があり︑充 実し
語だけではなく他教科の内容を学びながら︑
無

たサポートをしているということでしょうか︒英
理なく 英 語による教 育 を 受 けていくだけの力
をつけられるということで定評があります︒

育ちますか？

田 畑 ■ 宝 仙 学 園 で は 帰 国 生 は ど のよ う に

←P59〜 座談会 第2部 へ続きます

よね︒もしうちの子もOFSに通えば︑
シャイだった性格が外
交的になり︑
オープンマインドになるのでしょうか？という質問
にはどうお答えになりますか？
西澤■本校には︑
およそ カ国からの児童・生徒が在籍してお

考えております︒

によって︑
オープンマインドになる糸口がつかめるのではないかと
また︑
幼稚園〜高校3年生まで日本語の授業があります︒
1 年 生〜5 年 生までは母 語︑中 学 生〜高 校 生では︑第一言 語

70

田畑■6年生で帰国して︑
中学受験をしたいのですけど︑
とい

ンターにはないのではないかと思っております︒

が必要かと思われます︒

本人の先生で︑
日本語で意思疎通をはかり︑
心の安らぐ時間

しょうか？

田畑■OFSはどんなお子さんに入学して欲しいとお考えで

ずに﹂とお話しております︒

言 葉を考えた時に︑論 理 的 思 考 力と訳 すと平 凡なので︑﹁ 理

文部科学省がグローバル大学に支援︑
補助をするというのはな

Inter

70

たらそんなことはありません︒むしろロジカルシンキングという
数的思考力﹂というと︑
インパクトが強いので︑
なんですか？と
いう 人が出てきます ︒
ロジカルシンキングは︑理 系だけに必 要
第一線に立つ人間は︑
自分で考える力が必要なのです︒そし

なのではなく︑
文系︑
芸術系︑
体育系︑
にも必要です︒
て︑
それをどうアウトプットするかが今の時代は大事で︑
コミュ
必要があります︒なぜそれがインターなのですか？というと︑

ニケーション力︑
プレゼンテーション力が重要であり︑
身に付ける

ということで︑
ロジカルシンキングに基づくコミュニケーション力

インタラクション︑
インターネット︑全部コミュニケーションです ︒

実はそれは︑
グローバルスタンダードです︒今︑
聞くと違和感

が﹁理数インター﹂に繋がる訳です︒

導要領や中教審もまだそんなことは言っていなかった時代で︑

を感じることはありませんが︑ 年前に立ち上げた時には︑
指

いい︑
2016年に施行され︑
現在世界 カ国で導入されてい
る2 歳 児から５歳 までの児 童に特 化した国 際 教 育 課 程で︑

かったので︑
むしろ時代がキャッチアップしてきたのだろうと思

了 制 度 を 基 盤 とする国 際 的な教 育 課 程で あ る

中 等 教 育プログラム︶︑9 年 生・ 年 生では︑英 国 義 務 教 育 修

national General Certiﬁcate of Secondary Education
︵ IGCSE
︶
も併行しています︒ 年生・ 年生では︑
IB DP
︵ 国 際バカロレアディプロマプログラム︶を 実 施しておりま す ︒

います︒結果として︑
コンセプトとして︑
良かったのだと思ってい

象とした国際教育課程で︑
世界 カ国以上で導入をされてい

12

ます︒6年生から 年生までは︑
IB MYP︵国際バカロレア

11
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12

IPCは︑
国際初等カリキュラムといって︑ 歳までの児童を対

４７

12

あまりしないかもしれません︒まずは教 員に聞いてみること

11

りますので︑多彩な文化背景のクラスのお友 達と接 すること

70
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９０

10

10

シンガポールのインターナショナルスクール・

帰国生受け入れ校・
学習塾が語る

世界で通用する
日本人の教育とは

富士■中学受験
の親 御 さんた ち
をやらせているか

には︑
子供に勉強

んです ︒勉 強シス

ないか ら 不 安 な

ら︑
やる気が見え
富士■本校は偏差値より学習歴でリクルートしたいという風
テムの有無や精密度を説明しないと納得しない︒
でも︑
お子さ

アグレッシブな人ほど︑
アクティブな人ほど︑
活躍の場が広がっていく

す ︒特に帰 国 生の場 合は︑算 国 理 社の4 教 科︑
さらに英 語を

に考えています︒帰国生に対しても国内生に対しても同じで
んが本気になっていないうちなんてノーカウントです︒
歳の段階で周りにせかされたからここまで来ましたとい

加えての負荷がある受験を突破しないと名門校に入れないみ
たいなことではなく︑
肝心な貴重な少年少女時代の海外体験
むしろ魅力的な子供であったということで十分な資質であ
差値の差は︑
要領がいいか悪いかの差であり︑
本質的な差では

は︑
何の差もないと僕は直感的に思っています ︒ 歳の時の偏

うのと︑
せかされなかったからここまでしか来ませんというの

ると考えます ︒塾体験は体験のうちの一つで︑
その地ならでは

はどうやって評価されるの？となります︒

12

籍の違う人達と友達になれるか︑
そういった生の素材がストー

くれたのですか？それさえあれば︑ 歳の時に本気出します

ないと思っています︒むしろ︑ 歳までどこまでのびのびさせて

覚で入ってきます︒最後の最後は英語を勉強しなくて済むレ

です ︒休み時 間は英 語で雑 談し︑
ネイティブの先 生も友 達 感

ルコースから︑
国公立︑
医学部︑
理系の合格者が出るのです︒み

ベルなのですが︑
それ以外は日本の普通の進学校です︒
グローバ
っちりとした日本型の受験勉強＋身体になじんだ海外の英語

ら支 援してもらえる︑前 例がないからダメだと絶 対 言わない
人ほど︑
アクティブな人ほど︑
活躍の場が広がっていきます︒彼
そういう意味では︑
当たり前の時間割の中に合格メソッドが

の授業なので︑
結果が出るのです︒
組み込まれているのです︒プレゼンテーションというものに対し

う︑
自力の方を鍛える学園です︒その子が本気になった時のバ

ではのびのびとすくすく育って︑
進路を決めた子のパワーが違

とを損ねないという育て方をしています︒純真な子供が本校

て︑他者の考えを傾聴できれば︑自分の意見を率直に話すこ

頑 張って勉 強した成 果ではなく︑
スカイプの面 接 入 試や適 性

ックアップシステムは︑
マンパワーで︑
どんな補習が必要かという

本気になった時にみんなが幅広くどれだけ支援してくれるか

いろいろなタイプの教員がいて︑
補習をカスタマイズできます︒

ことも話し合って決めた上でのアディショナルタイムです︒

りますか？

富士■ジャパニーズスタンダードをグローバルスタンダードにす

思います︒

ができれば︑
日本の教育は望ましいグローバルスタンダードだと

Next Chance! You can do で
it!すよ︒それは欧米から学ぶ
もので︑
そこでその気になってもらうことさえ身に付けること

下手なうち︑
未熟なうちからどんどんやらせて︑ Good Job!

低いというのは日本教育の最大の問題です︒

差値や詰込み型の教育以外を重要視しようということです︒

思います︒親から︑﹁勉強しなさい﹂と言われないで育ったこど

る︑
私はいいと思います︒日本の教育は8割方間違っていないと

上がれない︒それが保守思想だと︑
海外に行かなくてもいいと

田畑■今のままだと︑
土俵にすら上がれない︑
ステージにさえ

もはいないので︑
日本人の勤勉性というのは︑
小さなころから身
ら整えるということの大切さを教えようとしているわけです︒

い美徳があると思います︒

はグローバルコンテンツだと思うのです ︒日本人しか持っていな

いう人がいること否定はできません︒
でも︑
僕らが持っている物

についています︒学校教育の中の︑
掃除は身の回りの環境を自

田畑■掃除は輸出産業になると言われています ︒ジャイカ絡
みで︑
アラブの春で独立した独裁者が掃除と給食の文化を試

富士■スリランカの現地校に行ったときに︑
掃除を取り入れて

は︑
どうしてもYES or NOでは成立しない︑
それだと複

ていますが︑
そうではなく本質なのです︒人間関係というもの

富士■クールジャパンってちょっといい話みたいな捉え方をされ
ジャパンウェイ
いました︒JICAが誇るべき文化様式として︑

験的に始めているらしいです︒

すね︒宝仙学園では︑
公教育︑
他の学校にはない教育現場を提

の教育の弱点︑
日本には無い教育が1つの基準になっているので

僕は毎朝正門に立ち︑
挨拶をしています︒
やれと言われてして

を伝えるということをしています︒例えば︑
挨拶の大切さです︒

空気を読むというのは︑複雑な世界に入る準備ができてい

雑な世界に入っていけない︒

供したいというところから︑
そのキーワードが多様性や表現力

化にプライドを持つべきであると思います︒
田畑■日本人が欧米人にない発想を持っているというのはビジ

ますよという意味で︑
どうしたの？と察する文化︑
品のいい文
また︑
正確的で

があるし︑
面白いなと︑
突き詰めていくと面白いです︒
ある︑
電車の時間

いる訳ではありません︒挨拶って距離が縮まりますよね︒発見

ます︒日本人が世界に出た時に︑
日本人らしい強みはどこか？

に出てきているのはインド系だったり︑中 国 系の人だったりし

す︒例えば公文です︒公文は土着化しています︒
アメリカのす
ごく 僻 地に︑読み書 きが鋭い場 所があり︑
それは公 文がある

ネスの世界にもあります︒教育も輸出産業になりつつありま
で︑
正確性に対し

えるだけでできるようになり︑
日本人は九九のおかげで天才

からと言われています ︒また︑
日本の九九も︑
お経のように唱

が 1 分 遅 れて 謝

てプライドを持っ

日本人らしい勝負どころはどこか？を考えた時に︑全て欧米

ている︒そのよう

るのは日本くらい

その後にしっかり教養を積み︑
いい大学に進み︑
いい会社に勤め

︵行間を読め︶
と言います︒子供の頃は︑
読
between the line
むな︑
YESかNOで答えなさいという教育をします︒
でも︑

ず︑
そこが裏目に出ている︒それはプレゼンテーションが苦手だ

に素晴らしいソフトコンテンツをたくさん持っているにも関わら

日本では︑空 気を読んで︑
以 心 伝 心︑
ほっとする空 間なので

たら︑
いつまでたっても上 手にならないのです ︒自 己 肯 定 感が

握らせると︑
うまくなるのが早い︒
できないからビクビクしてい

プレゼンテーションの訓練をします ︒下手なうちからマイクを

から︑学校でやっていなかったからなのですね︒だから︑当校は

あると欧米の人から聞きます︒

本人の公共心や利他の精神は独特な感覚として︑
最後の砦で

あまり自由過ぎてもいい結果を生まないこともあります︒日

とは全否定されることばかりではなく︑公共心を育てます ︒

ある程度の強制力︑
みんながやるからやってみようというこ

！と海外で言われたりします︒

主 張だけでなく 優しい子なのです ︒日本 人として忘れてはい

すが︑
欧米では考えていることは言葉でしか表してはいけない︑

けないのは︑
他人を思いやる︑
利他の精神だと思います︒

ている教え子たちは︑両方とも使い分けていて︑
ガサツな自己

型にすれば勝てるかという訳ではないのです ︒英語では Read

だから色々なフィールドを牛耳る才能ある人がいて︑
その次

ー校の欧米型の教育はもう何歩もリードしています︒

があると思います︒突き詰めていくと︑
OFSのようなインタ

田畑■両先生の話を聞きまして共通して思ったことは︑
日本

ジャパニーズスタンダードを
グローバルスタンダードに︒
日本人として忘れてはいけないのは
他人を思いやる︑
利他の精神︒

訳ですね︒

勉強だけできていてもコミュニケーション能力が低いのではなく︑

基準にしては？と思います︒

気を読む︑他 人を思いやるジャパニーズスタンダードを世界の

に大学受験のこの部分に繋がるという橋渡しのキーワードあ

御校が重要だと掲げている︑考える力や︑行動力が結果的

かという疑問や不安に対してはどうお答えされますか？

検 査 型の入 試で入ってきた子が︑本 当に大 学 入 試で勝てるの

田畑 ■ 保 護 者 目 線では︑宝 仙 理 数インターは進 学 校なので︑

学校だと思います︒

ばチャンスを提供し︑
アレンジも一緒にします ︒やりがいのある

ら彼女らの体験が生きる場はたくさんあり︑
提起してくれれ

学校だということを信じてくれる︒そうするとアグレッシブな

自 分のそこまでの学 習 歴を評 価してくれる学 校だと分か

本校のグローバルコース
︵英語がアドバンスの生徒︶
は︑
少人数

よと思います︒

の体験︑楽しみ方︑貢献の仕方などが重要で︑
どうやったら国

12

れば勇んで入ってくる訳だし︑入ってきたら︑自分が企画した

すね︒それがスカイプ入試導入の一番の理由です︒

リーになっている訳ですから︑
それを堂々と聞かせて欲しいで

18

12

御校のような教育システムと帰国生という存在が貴重となる

田畑■目指すべき教育改革の流れは︑子供の人生だから︑偏

を楽しみにまっていてください︒と言いたいですね︒

座談会
移民の大陸的な文化でYES or NOなのです︒そこで︑
空
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忙しかったからできませんでした︑
ということでは不合格にな
なければならないと思っています︒
一生懸命なのは身についてい

のですよ︒ですから︑明るく 楽しくの方をより自 覚 的に言わ

！とか︑
楽しくやればいいんだよ！と言い続けられて来ていない

西澤■日本の教育が捨てたものではないというのは︑
つい最近
ティーは圧倒的だと思います︒ただその先の︑
敵対的な関係を

受け継ぎ︑
初等教育︑
中等教育の教育思想の体系性のクオリ

時代になって来ています ︒当社でも中学受験をガツガツやって

いますね︒僕らも受験の価値観をガラっと変えないといけない

のかもしれないし︑
海外経験を大きなチャンスと捉えればと思

田畑■それを育てる場としてのインターナショナルスクールな

上手く行きますということなのです︒

よりも明るくやろう︑楽しくやろうということを育てた方が

るので︑心配しなくていいよ︑
やる時になったらやるから︒それ

るのです︒そういう世界観のことを伝えないとこれからのスタ
項目はスライドに映し出します︒日本人に向いていて︑
キー

ンダードでは生きていけないのではないかと思います ︒IBの
ワードとしてはとてもいいと思っています︒

日本人学校の事務長とも話しました︒世界標準でやっている
いとわず 自 分を主 張し︑持 久 戦に持ち込んでも︑巻 き 返しの

富士■日本には小さな頃のしつけがあり︑
それを学校教育が

IB︵国際バカロレア︶
でIBの学習者像というものがあるの
いた時代もありました︒今でも︑
明るく楽しくやっているなら

ないとダメですね︒この人には叶わないなという人間的な魅力

チャンスを常に持つというようなことになると︑
自覚的に学ば

首都圏でも中学受験の率は ％くらいです︒︵公立の中高一貫

させます︒
でも︑
ちがう！と言ったら止めさせていい時代です︒
を足しての数字です︶

たが︑
ベースには農民の質素な精神︑
武士道があります︒ ％

田畑■明治以来︑
近代教育システムは欧米から輸入はしまし
リート層ですよ︒なんで︑
そんなに心配な顔をしているのです

裕層はそう言わないかもしれないですけれど︒それって教育エ

富士■5人に1人が受けるか受けないかの中学受験です︒富

では小さな頃から思いやりは大切だと教えられてきたことな
いた農民は武士・貴族になりたかった訳です︒それが︑
日本人の

ビューとエッセイと聞きますが︑
結果的に上手く項目を並べた

実際はアメリカの大学はIB抜きで︑
SATを取りインタ
になれというのではなく︑
ただ舞台に上がるためには欧米のル

根源であり︑
美徳でもあると思います ︒それを取っ払い︑
欧米
資をしてリターンがなかったらどうしよう︑
これだけ苦労させ

ないかというと世間体に追われているからです︒これだけの投

検1級の英語力だけでは合格できないのかという理由は︑人
とまで飲み込んで来た特性があると思います︒それと勤勉と

ったので身についています︒我慢する必要があるから言いたいこ

富士■我慢強さ︑
忍耐力というのは︑
固定的身分制度は長か

てみようと親御さんも思うのですよね︒

通わせてみようかと︑
明るく楽しくがんばっているならやらせ

塾が多くあるから︑
駆られる訳ではないのですが︑
うちの子を

田畑■塾の役割は大きいと思います︒
シンガポールも同じです︒

考えてばかりいる︒

て結果が出なかったら私が悪かったのではないかと暗いことを

間力が足りないか
いうのが︑
裏表になっているので︑
良さと消極性が一緒になってし

国際科プログラムも多数。

らだと言ってしま

で勤務。

いま す ︒例 えばあ

OFSで校内学力テストの管理、運営を行う。

富士■学校︑
塾というのは教育しているじゃあないですか︒偏

のアメリカ研修や、希望制の語学留学など

まっている︒ですから︑
僕はどんな生徒に入って来てほしいです

日系学習塾教室長としてロンドン・ニューヨーク

なたは家のお手伝

毎年高い大学進学実績を記録。全員参加

取得後、
日本の私立中高でも指導。現在は

差値上がらない生徒は意味ないぞということはやらないです

必勝クラスや校舎責任者を努めた後、
６年間

か？と聞かれた時に︑明るく楽しく一生懸命と答えておりま

着任。
「自立した学習」
をテーマとした指導で

tional Training (アメリカ合衆国)にて修士号

いを週に何回しま

2014年4月、宝仙学園理数インター校長に

よね︒子どもは一人ひとりそれぞれに魅力があるんです︒

早稲田アカデミー国際課長。早稲田アカ

デミーの複数校舎で約１０年間勤務。早慶

す︒実はね︑
一生懸命というのは日本人みんなできるのです︒真

Overseas Family School(OFS,Singapore)

アカデミック・アナリスト。School for Interna-

面目なのです︒家庭教育で︑
あなたもっと明るくやったらいいよ

日本の教育コンテンツは︑
言語を変えて
世界に輸出できるもの
田畑■日本人の持っている物を可視化すべきだなと思います︒
ジャイカさんが掃除や給食のシステムを発展途上国でやること
生きがいを見つけはじめているそうです︒それをいろいろなメデ

により︑
規範を学び︑
親がいない戦災孤児もコミュニティのために

なと︒
シンガポールはそのアジア拠点になるような気がします︒

ィアミックスでコラボレーションしていくことができればいいのか

富 士 ■日本の教 育コンテンツというのは︑言 語を変えて︑中 身
輸出可能で︑
それ自体がグローバルなのですよね︒それを本家で

を変えないで輸出できると思います︒ジャパンウェイというのは
味わってみないかという話です︒

魅力を海外でという時代が来ると思います︒日本には外国人

田畑■宝仙学園でしたら︑
卒業生が︑
私を育ててくれた学校の
留学生労働者の流入時代が来ます ︒現在も労働ビザを中国
系の人に出し︑
留学生がどんどん来ています︒そしたら日本が
気に入った人は住みつき︑
国際結婚も増えます︒学校や塾に︑
と普通になると思います︒

ブラジル系の人もいればいろいろな人種の人がいることが︑
もっ

富士■開かれた学校というのを目指し続けていれば︑
そうなっ
てきますよね︒

特に今は大学が生き延びるために︑留学生を引き受けて︑政

田畑■おそらく小学校︑
中学校がインター化してきますよね︒
府から留学生に対して一人頭いくらという補助金をもらってい
時に僕らができることは︑
プラットホーム作りですね︒

ます︒帰国生の補助金もあります︒留学生が押し寄せて来た

富士 晴英

すか？と聞かれた

必要性だけは解き続けなければいけないと思います︒

ールで行こうぜ！というのは︑
学校や塾の教育︑
メディアがその

90

のがIBで︑
インタビューとエッセイで の人間力を判断すると

か？幸せにならないとおかしい人たちですよ︒なぜ幸せになれ

真面目にやろうとするのです︒

のですね︒でも︑
彼らは他人のことも見ましょうということを

不必要な欧米化を
すすめる必要は無い

を持ってしまったら︑
日本人の方が強いですね︒

校でいろいろと言われてきたことと変わらないと思います︒日
本でやってきた︑
培ってきた物が︑
実は世界標準になりつつある

でのすが︑
それを見ると︑
日本で教 育を受けてきた自 分が学

IBが推進する
の人物像には︑
日本人の美徳と
共通するものがある
10

時に︑受 験 勉 強で

うという受験生向きの面接と作文講座を開きます ︒なぜ英

いう動きのような気がします︒私は﹁帰国生集まれ講座﹂とい

10

- 64 -

のです︒

10

田畑■IBの の人物像で︑ Caring
思いやりという項目があ
りますが︑
思いやりが大学に入る項目に必要であるか？日本

20

田畑 康
西澤 哲男
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10

