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□表紙の写真
真剣な眼差しで授業に集中する小学校
の児童たち。（３年生の授業より）

　創立90周年記念特集「学園教育の未来」第２回は、富
士晴英中学校・高等学校校長と日髙好生小学校校長に

「宝仙の進学文化」について語ってもらう対談を企画し
ました。
　中学校・高等学校共学部（理数インター）は平成19年

（2007）に中学校が開校。開校にあたっては、これからの
時代に求められる「理数的思考力・コミュニケーション
能力・リベラルアーツを重視する」を教育理念としまし
た。その後、高等学校が開校して中高一貫校となり、本
年３月には第６期生が巣立っていきました。この間、着
実に進学実績を積み重ね、近年は、新進の進学校として
注目されています。

　一方、小学校は昭和28年（1953）開校以来、次学年の
教科の一部を先行して学ぶ移行学習、専科教師が指導
する教科担任制、教師自らが編纂するオリジナル教材な
ど、独自の進学教育を展開し、今日では都内有数の進学
校として定着しています。
　こうして両部門の進学教育は宝仙学園の特色ある教
育として評価を高め、「宝仙の進学文化」を築いています
が、では「宝仙の進学文化」とはどのような文化なのか。
今後どのような方向に進み、それが学園教育の未来とど
うつながっていくのか。対談では、このようなことにつ
いて両校長による活発な意見交換が行われました。
●第３回は「創立100周年に向けて」をテーマに「学園教育の未来」を紹介
する予定です。

◇日時　平成30年7月9日（月）14：30〜16：30
◇場所　70周年記念館会議室
◇司会　捧　公志朗（『宝仙季報』編集長）

創立90周年記念特集 学園教育の伝統と未来特集

学園教育の未来⑵
宝仙の進学文化を語る
─富士晴英中学校・高等学校校長×日髙好生小学校校長─



進学校は文化が大事と語る富士校長。
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学園教育の未来⑵
宝仙の進学文化を語る
─富士晴英中学校・高等学校校長×日髙好生小学校校長─

─季報委員会では昨年度から、創立90周年記念特集と
して「学園教育の伝統と未来」をテーマに、宝仙学園の
教育の特色を紹介しています。今年度は「学園教育の
未来」と題し、第１回は「宝仙の保育文化」について紹
介しました。第２回は「宝仙の進学文化」について紹介
したいと思います。
　そこでさっそく本題に入りますが、中学校・高等学
校共学部と小学校は、宝仙の進学教育を牽引する車の
両輪となっています。ところで進学教育というと、勉
強だけに没頭するといったイメージがありますが、宝
仙の進学教育はそうした教育とは違うようです。では
宝仙の進学教育はどんなところに特色があるのか。い
わゆる「進学教育」とどこが違うのか。自部門の進学教
育の特徴や宝仙学園がめざす進学教育のあり方などに
ついて語り合っていただければと思います。

文化がしっかり根づいていれば 
実績はめざす方向についてくる
富士　それでは初めに私のほうから口火を切らせてい
ただきます。理数インターは今年、創立12年目に入っ
たばかりのまだ若い学校です。しかし今日では新進の
進学校として相応の評価を得るに至っています。では
どのようなプロセスを経て今日に至ったのか。私は、
理数インターの立ち上げから関わってきたので、その
あたりからお話ししたいと思います。
　「21世紀型の進学校」をスローガンにして理数イン
ターは開校したわけですが、開校当初は、まわりから
進学校として認められているわけではありません。何
の実績もないわけですから当然ですよね。そこでまず
は実績をつくろうと、進学実績に主眼をおいた対策が
講じられました。進学マニフェストを策定したり、東
大進学プロジェクトを設置したりしたのもその頃です。
そうして何期生かを送り出すなかで、進学実績も向上
し、理数インターの評価を高めていきました。ちなみ
に私が校長に就任したのは、第４期生が卒業する年で
す。
　こうしたプロセスを経て理数インターは進学校とし
ての地盤を固めていったわけですが、進学校を志向す
る以上は、実績もさることながら、文化を育成するこ
とが大事になると考えるようになりました。進学実績
を上げるだけなら学習塾でもできますが、進学文化は
学校でないとつくれません。それに文化の土壌がしっ
かり根づいていれば、実績はめざす方向についてきま
す。

　私は、理数インターが創立10周年を迎えたときに、
これまでの10年は新しい学校を創造していく「構築の
10年」、これからの10年は校風を醸成していく「文化の
10年」と述べました。まさしく理数インターはいま「文
化の10年」に入っているところです。

進学文化の底流にあるのは師弟同行
日髙　富士先生のおっしゃる「文化がしっかり根づい
ていれば、実績はめざす方向についてくる」というの
は私も同感です。
　小学校は今年で創立66年目を迎えました。都内では
有数の進学校として知られていますが、その背景には、
長い歴史を歩むなかで築かれた進学文化があると思い
ます。あるいは、その時代その時代の教師や児童が小
学校の進学文化をつくっていったともいえます。いず
れにしても文化が実績をリードしていくのは間違いな
いでしょう。また文化ということでは、これまで築い
てきた伝統文化と、これから創る未来文化があると考
えています。
　伝統文化でいうと、私は、小学校の進学文化の底流
にあるのは師弟同行だと思っています。一人ひとりの
子どもと向き合い、寄り添い、心の交流をはかることで、
一人として見過ごすことなく成長を見守っていく。こ
れが小学校の教育方針であり、それを支えているのは
師弟同行です。
　宝仙小は、伝統的にアットホームな学校です。言う
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解放されるひとときで、とても微笑ましい光景です。
このようなふれあいを通して、１年生は５年後の自分
をイメージすることにもなります。こうした先輩・後
輩のホットな関係も進学文化から生まれたものです。
富士　小学校の進学文化を評すると、まず実績が堂々
としていることが大きな価値となっていますね。しか
もその背景に文化が息づいています。
　教育はつねにイノベーションが必要で、水の流れを
留め、よどみをつくってはなりませんが、小学校の進
学教育は66年の歴史を有しているのに、伝統にあぐら
をかくことなく、つねに新鮮です。それが宝仙小の進
学文化の有り様だととらえています。
日髙　これまで受け継いできた進学文化の伝統が自然
のうちに学校生活に定着したのでしょうね。小学校の
進学文化は、開校の精神や私立学校としての伝統思考、
在り方、将来志向など、さまざまな要素が集まり、ま
た魅力が組み合わさり、ひとつの原動力になって発展
していったと考えています。

─理数インターの進学文化、小学校の進学文化はその
生い立ちからみて、それぞれに個性があっていいです
ね。ところで進学文化とはそもそもどんな文化なので
しょうか。進学文化についての考えをお聞きしたいと
思います。

進学文化とは 
「自己ベストの更新をめざす文化」 

富士　私は、進学文化とは大学受験というテーマに向
けて「自己ベストの更新をめざす文化」だととらえて
います。18歳の若者の未知への挑戦というか、自分の
目標に向かって最後の最後まで諦めずに挑戦し、人間
として成長していく、精神の文化ともいえます。大会
新記録は要りません。自己ベストを更新するそのプロ
セスに価値があるわけですから。　　
　理数インターの場合、国公立大学の合格者が多く、
しかも国公立の試験は３月中旬まであります。こうし
た点も最後まであきらめない、自己ベストを更新する
文化を育む要素となっています。どの生徒も自己ベス
トの更新をめざす、気持ちの熱い学校、それが理数イ
ンターと言いたいですね。
　一方、進学校ということでは理数インターは、初め
から完成した子どもを集めて学校運営を行っているわ
けではありません。むしろ未完成というか、発展途上
の子どもが入学し、理数インターで学校生活を送りな

なれば、宝仙寺の寺子屋的な学校です。そんな環境で
育った子どもたちは、友達関係とともに先輩・後輩の
関係も大切にします。たとえば、毎年新学期に行って
いる、６年生が新１年生に寄り添って面倒をみる進級
遠足は、先輩・後輩の人間関係を大事にする象徴的な
行事です。それが進学教育の面でも表れています。一
例をあげると、入試の前日に１年生が６年生に激励の
手紙を手渡します。６年生にとっては受験の重圧から

「宝仙の進学文化」をリードする理数インターの生徒たち。

アットホームな雰囲気が進学文化を支えていると
語る日髙校長。
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豊かな情操と高い学力を育てる小学校の進学教育。

学園教育の未来⑵ー宝仙の進学文化を語る

がら学力を高め、人間的にも成長していく。そうした
子どもたちが進学文化を形づくっているといえます。
理数インターは「入学してから伸びる学校」と評され
ますが、こうした評価は理数インターの特長をよく表
していると思います。

「自分に合った中学校を選ぼう」
日髙　小学校では「自分に合った中学校を選ぼう」を
進学の基本方針としています。その子に合った環境で
ないと、入学してから伸びないとの考えによります。
　先ほどお話しした６年生と１年生の関係でもわかる
ように、宝仙小は人間味豊かな学校です。そして教師
と児童の距離が近いのが特徴です。進学教育という観
点に立っても、教師が児童に寄り添って、難問に取り
組んでいるシーンをよく見かけます。あるときは、ク
ラスの友達が集まってきて、難問の解決に挑みます。
みんなで難問を解き合うこともひとつの楽しみとなっ
ています。学びのエネルギーを感じるときですね。
富士　教師と生徒の距離が近いというのは、理数イン
ターも同じです。小学校では師弟同行が教育の基本姿
勢とされていますが、理数インターでは教師は生徒の
発達段階を意識し、尊重する、適切な距離感を大切に
したいと考えています。中学・高校時代には、温かみ
があり、生徒を一人の人間として見守り、成長を支援
する教員が求められていると考えるからです。それは
おそらく理数インターが開校した12年前にできたので
はなく、以前からある風土だと思います。その土壌を
つくっているのは宝仙学園だと思います。進学文化を
醸成していくには、教師と生徒・児童の信頼関係が前
提となりますが、それを支えているのは宝仙学園の校
風のように思います。

─宝仙学園の未来を展望すると、とりわけ進学文化が
クローズアップされます。今後「宝仙の進学文化」を
どのように発展させていきたいと思われますか。

開かれた私立小学校に
日髙　先ほど文化には伝統文化と未来文化があると言
いましたが、これからは未来に向けて新しい文化をつ
くっていく時代だと考えています。
　グローバル社会、AI社会、ICT社会、IoT社会など、
時代はいま大きな変動期を迎えています。そうしたな
か、新しい時代を生きる子どもたちのために、われわ
れはどのような教育を行うか。進学教育をはじめ授業

のあり方を再考しなければなりません。その一環とし
て、私は、ICT教育といった時代の先端教育を導入する
とともに、「豊かな情操」を育てる人間教育として、仏
教文化を宝仙の文化として取り入れていきたいと考え
ています。宝仙学園の文化を考えると、仏教文化の占
める割合はとても大きいと思うのです。その意味では、
小学校のめざす方向は、未来文化と伝統文化の融合で
す。
　それと併せて、これまでの発想や概念をいったんゼ
ロに戻して、さまざまな分野の人たちとの交流を積極
的に進めていきたいと考えています。いろいろな世界
の人の話を聞くのはとても大切なことです。いわば教
育におけるハブ空港のように、いろいろな人が訪れる、
開かれた私立小学校にしたいですね。

プレゼンテーション力や 
コミュニケーション力を身につける学校に
富士　これは進学文化とも関連することですが、私は
ときに、日本の教育について考えることがあります。
日本の教育は学校教育にしても家庭教育にしても、よ
くできています。勤勉であることが評価されているの
でしょう。ではパーフェクトかというとそうではあり
ません。自分を前面に打ち出すということでは、ほか
の国に比べて遅れている部分が多分にあります。その
原因はどこにあるのか。私は、プレゼンテーション力、
つまり自分の意見を堂々と述べる表現力が足りないの
ではないかと思うのです。加えて相手と意思の疎通を
はかるコミュニケーション力も不足しています。
　グローバル社会では以心伝心は通用しません。日本
人特有の謙譲の心も美徳として受け止められないこと
があります。受け身の姿勢からは自分の主張は生まれ
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ませんし、達成感も得られません。ではどうすれば良
いのか。私は、もっと自由に、伸び伸びと「やりたい
ことをやりたいようにやりなさい」と言いたいですね。
自分のやったことの成果が見えてくると、自己肯定感
が強くなり、自信がつきます。それを明るく楽しく一
生懸命に身につけてほしいと思います。
　プレゼンテーション力やコミュニケーション力を身
につける学校、それが理数インターがめざす学校であ
り、この２つの力の育成は、これからの時代の教育の
世界標準だととらえています。

─この夏、中学校と小学校のコラボレーション授業が
行われます。進学文化を共有するという意味でも有意
義な教育活動だと思うのですが、具体的にどのような
授業が行われるのですか。

中学校と小学校の 
コラボレーション授業を推進
富士　中学校と小学校の交流は以前から検討されてい
ました。そこで今年の３月に初めて中学校と小学校の
コラボレーション授業を行ったところ、大変評判がよ
く、この７月に第２回コラボレーション授業を行うこ
とになりました。今回は中学１年生の教科「理数イン
ター」の授業に小学６年生が参加することになります。
今回の教科「理数インター」の授業にかぎらず、将来
的には、英語の授業でのコラボレーション、部活動で
のコラボレーションなど、いろいろな交流方法が考え
られます。「宝仙の進学文化」を発展させるうえでも、
小中の教育活動のコラボレーションは今後も続けてい
きたいですね。
日髙　ハブ空港のようにいろいろな人が訪れる、開か
れた私立小学校にするという意味でも、理数インター
とのコラボレーション授業を楽しみにしています。新
しい何かが生まれるのではないかと期待しているとこ
ろです。

─最後にお聞きします。「宝仙の進学文化」をひと言で
いうと、どういう文化でしょうか。

富士　進学文化とは「自己ベストを更新する文化」で
あり、また自分の道を自分で責任を持って選ぶ「人生
の自立を促す文化」と考えています。
日髙　小学校も同じような考えですね。子どもながら
に物事を選択し、決定し、意思を固める「自立・自律

の精神を育てる文化」のことだと思っています。進学
文化と自立・自律文化は、同じ土壌から生まれる文化
です。

─きょうはとても有意義な対談となりました。今後の
展開に期待したいと思います。どうもありがとうござ
いました。

◇対談後記
　前号の「宝仙の保育文化」に続いて、今号では「宝
仙の進学文化」にスポットを当てました。この２つの
文化は、宝仙学園の文化として『宝仙学園90年の歩み』

（８月31日発行）でも紹介しています。
　進学文化を「自己ベストの更新文化」と位置づける
富士校長、「師弟同行の文化」と語る日髙校長。新進の
進学校と伝統の進学校のそれぞれの思考がよく伝わっ
てきます。「宝仙の進学文化」が今後、どのように充実・
発展していくのか。90周年から100周年へと歩み始め
た「学園教育の未来」が見えてくるようです。（S）

文責 編集部

両校長の対談を
コーディネート
する捧編集長。

中学校の講堂で行われた中学１年生と小学６年生のコラボレーション授業。


