
〈 広い視野としなやかな適応力を備えた問題解決能力 〉

御校の教育の特徴について教えてください。

中野校長　昨今話題になる随分前から、本校は総合的な学力・

探究的な学びを推進してきました。入試的偏差値だけで捉えれ

ば平均レベルかもしれませんが、本校の生徒のポテンシャル、い

わゆる「生きる力」は極めて高い。それが、昨年４月の着任以来、

感じてきたことでした。“K-STEAM”を加速するため、今年か

らお迎えしたICT教育アドバイザーの安藤昇先生（青山学院中

等部数学科講師）の第一声も、まさにそれでした。彼の言葉を

借りて言えば、「この学校の生徒たちは偏差値では測れない凄い

能力を持っている」と。本校と関わるほどに、その感覚はより強

くなっていると話されます。

それは、どのような場面で感じられたのでしょうか？

中野校長　生徒と会話した時に、視野の広さや細部まで検討し

た上で発している言葉だとわかるからです。いろいろなものをう

まく組み合わせて的確に状況判断ができるし、しなやかに対応

できる適応力が高い。総合的な学力・探究力とは、まさにそのよ

うな問題解決能力です。その感覚は、私も安藤先生とまったく同

じです。常にオープンドアの校長室には、日々いろいろな生徒が

訪れます。ある時、中２の生徒が1分間の学校紹介用ショート

ムービーの制作で出演交渉をしてきました。自分でシナリオとダ

ミー映像を作り、私にこう動いてこう話してほしいという演出プラ

ンまで持ってきたのです。そんなふうに、こちらを驚かせるエピ

ソードが校内随所にあるのです。自分の目標に向かって誠実に

取り組み、自分をimprovementしようとする生徒が多くいます。

そして、昨年秋以降、学校説明会で「うちの自慢は生徒です！」

と声を大にするところから始めるようになりました。

〈 K-STEAMの取り組みについて 〉

「K-STEAM」について教えてください。

中野校長　「K-STEAM」とは、グローバル・リベラルアーツと数

理情報工学を融合した、工学院らしい先進的な学びと定義してい

ます。一方、先生方には一人ひとり異なる強みがあります。「そ

の強みを活かして、他所ではできない先進的で効果的な学びを

展開してください。それを具体的に提案してください」とリクエス

トしています。

“先進的で効果的な学び”として、どのようなものをイメージ

されていましたか？

中野校長　例えば、中高の自動車部と工学院大学のソーラー

チームの連携は、他校ではできないし、本当に先進的なことを

行っています。中川先生を中心に進めているICTを活用したグ

ローバル教育もそうです。STEAMでは“A”のウエイトつまり、

リベラルアーツが非常に大きいと思っています。中学高校でこそ、

本当に豊かな教養を身につけなければいけません。豊かな教養

とは、すなわち学校教育で教えるすべてのものです。日本の歴史

や伝統は当然のこと、海外の文化や教養も身につけるべきで、そ

れがグローバル・リベラルアーツです。コモンランゲージとしての

英語も、十分に使えるようにならなければなりません。これらの

教養を身につけるために大きな力を発揮するのがICTの活用な

のです。

グローバル・リベラルアーツの根幹にICTがあるのですね。

中野校長　テクノロジーの発達による新しい学びが浸透してき

て、昔と今とでは社会で求められる仕事の内容も変わってきてい

ます。20年前ならば、オンライン授業は不可能だったでしょう。

こういった社会環境の変化に、生徒は柔軟に対応できるのに、教

員（大人）は自分が受けた“良い教育”の再生産をする人がほと

んどです。しかし、現代で効率的に学ぶ点において、ICT 活用力

がなければ話になりません。生徒も先生も、とにかく「挑戦」で

す。新しいことへの挑戦はほとんど失敗しますが、失敗とは成長

のチャンスを掴むことですから、失敗を恐れず、ICT 活用力を高

めることに挑戦してほしいのです。

中川先生　校長先生のお話を具現化したものが、校訓である「挑

戦・創造・貢献」です。ブルームタキソノミーで最も重視されて

いるのも「創造」です。創造力を刺激するような問いを、教科授

業や総合的な学習、課外活動の中で投げかけていくことが重要

であるとしています。ただ「挑戦しなさい！」と言っても、生徒

は何をすればいいかわからない。そのきっかけを与えるのが、学

校の役割だと思います。生徒たちが卒業後の長い人生を生き抜

くために、学校にいる間に、生涯学習者としての学び方を体得し

てほしい。そこにICTが加わることで学びが効果的・効率的と

なります。

〈 ICT活用による学びの変化 〉

ICTの活用によって、学びはどのように変化していますか？

中川先生　まず、「創造」しやすくなりました。「挑戦」を形にし

やすくなったことが挙げられます。作品制作や映像制作も一昔

前には考えられないほど容易になりました。さらに自分の意見を

発信していくことが「貢献」であると、生徒たちが理解できるよ

うになりました。ICTによって、それまで見えなかった生徒の力

が可視化できるようになりました。本校は、グループディスカッ

ションでHylable Discussionというたまご型の機器を活用し、

会話を可視化させていますが、議論の流れを線で示したデータ

を見ると、生徒が等分に話しているとか、ここで盛り上がったと

か、目に見えてわかり、具体的な指導もしやすくなりました。

御校は、コロナ禍でもオンラインで通常の時間割通りの授業

を行うことができたそうですね。

中野校長　生徒は日常的に自分たちの端末（PC）を使って授業

で活用しています。通常の授業でもグループディスカッションは

OneNoteやedmodoを使っていますし、オンライン体制では

Zoomでブレイクアウトルームを設定して進めました。オンライ

ンでもオフラインでも、レベルの高い授業を継続して行っていま

す。

授業について、先生方に注文されたことはありますか？ 

中野校長　授業について私がお願いしたことは、2点だけです。

一つは、授業中に先生方が話す時間を最小限に留め、生徒同士

がディスカッションしたり考えたりする時間を極力最大化してほ

しいこと。二つ目は、授業内容のおもしろさや醍醐味を伝えてほ

しいことです。各教科の学びのおもしろさは、その教科の先生

が一番ご存知です。「なぜ、この先生はこんなに楽しそうに、熱

を持って話しているのだろう？　何がおもしろいのだろう？」と、

生徒にそう思わせたらしめたものです。また、先生方とは可能な

限り個別にコミュニケーションをとり、授業参観をしています。

先生方はICT 研修会もされたのでしょうか？

中野校長　昨年はICT 担当の先生を教務部に固めていました

が、今年はいろいろな分掌に分散させました。ICT 担当者は毎

週木曜日の定例ミーティングで情報共有をしていますが、分掌ご

とに活動することでICTの指導力や活用力が広まりやすくなると

思ったからです。

中川先生　むしろ、生徒の方が新しいものをどんどん使いこなし

ていきます。特にこれを使いなさいと固めていないので、自由度

があります。

中野校長　生徒は元々柔軟ですし、チャレンジ精神旺盛です。

例えば、部活のデジタルクリエイター育成部には、3Dプリンター

を使ったモデリングをはじめ、プログラミングや動画編集、マイン

クラフトでメタバースな世界を作るなど、創作活動に長けた生徒

がいます。そうした能力をさらに自由に実現できる場所として、

昨年の秋にMakeR∞mをリニューアルしました。廊下側の壁を

シースルーにして、部屋の中で何をしているか見えるようにして

います。また、図書館にはFabスペースがあります。ブラウジン

グ効果のように、本を探しに図書館に来た生徒が「何をしてる

の？」と、気軽に参加しやすくしています。それぞれの場所に、

PCや３Dプリンタ、大型モニター、可動ボードなどを置いて、生

徒同士で自主的な創作活動ができる場所になっています。

MakeR∞mとFabスペースの違いは？

中野校長　MakeR∞mはより専門的で高度な創作を行うイメー

ジで、Fabスペースは気軽に試作してみる場所、という位置づけ

です。MakeR∞mのリニューアルには、工学院大学情報学部の

三木良雄学部長に全面的に協力していただき、放課後の部活動

も同学部生や院生に支援してもらっています。中高の自動車部

と工学院大学のソーラーチームのケース以外にも、中２の探究活

動「まちづくり」でも、副学長で建築学部まちづくり学科の野澤

康教授に直接ご指導いただいていますし、夏休み中も建築学部

の先生方に見学・解説していただくなど、工学院大学との連携は

積極的に進めています。

　伊藤慎一郎学長や野澤副学長、同じく副学長で情報学部の蒲

池みゆき教授など、常に連絡を取り合っています。

〈 ICTを活用したグローバル教育 〉

グローバル教育の取り組みについても教えてください。

中川先生　本校は“Cambridge English スクール”に認定さ

れており、文科省認定の教科書以外に、ケンブリッジ出版による

教科書も使っています。その根底にはブルームタキソノミーの思

想があり、input→outputによる「創造」につながる授業を行っ

ています。また、年１回、「CEFR」に準拠した「ケンブリッジ英

語検定」を受けて、グローバル社会で通用する英語力を養ってい

ます。その教科書はノートPCの中にも入っているので、生徒た

ちは家庭でもオンラインのラーニングマネジメントシステムを

使って勉強しています。ほかにもいろいろなツールを使っていま

すが、操作が容易で否応なく次へ次へと進んで止められなくなっ

てしまうゲーム性の高いツールを選ぶようにしています。また、

オンライン授業では、同期型のZoomや非同期型のFripglidを

使って海外と交流しています。

４技能教育についてはいかがでしょうか？

中川先生　実は本校の生徒は、４技能の中でspeaking能力が

一番高いのです。従来型の英語教育ではreadingから伸びて

speakingが弱いとされていますが、本校の場合は恐れず話す

傾向が高く、speaking ＞ writing ＞ listening ＞ readingの

順番です。ブルームタキソノミーの「挑戦」「創造」がうまく機能

しているのだと思います。伝えたい部分が大きくて、その表現過

程で自分の個性や強みを確認し、さらにいろいろな活動に繋げ

ていると思います。

speaking力が高い理由はどこにあるのでしょうか？

中川先生　本校にもネイティブの教員が10人以上いますが、誰

が教えるかということより、何を話すか、何を聞くかを大事にし

た授業、聞かれたことに的確に答えるというコミュニケーション

の基本を意識した教え方も理由の一つだと思います。また、ケン

ブリッジ英検は２人１組で受験して、そのやりとりを面接官が聞

いて評価します。そうしたさまざまな要因が積み重なって、

speaking力が上がっているのだと思います。

御校は「Round Square」に加盟していますが、コロナ禍の中

ではどのような活動をしていましたか？ 

中川先生　加盟校同士でオンラインセッションや会議を行なっ

ていました。インドのSAI International Schoolとは、食事や

趣味などの文化交流で違いや共通点を理解するところから始ま

り、昨年秋には「International Youth Day」（国際青少年

デー）を共催しました。テーマは？ 司会は？ 時差はどうする？ 

などさまざまな問題を乗り越えて実現に漕ぎつけるまで、すべて

の作業をオンラインで行うのは本当に大変でしたが、言語も文化

も違う人たちと一緒に協働できたのは非常に有意義な体験だっ

たと思います。また、Round Square会員校ではない海外校と

も交流していて、台湾の中学校との交流が現地の新聞で好意的

に取り上げられて嬉しく思いました。

中野校長　現地に行って匂いや温度などを五感で直接感じるの

はとても大事なことです。しかし、オンラインによる交流は毎回

が本番であり、充実した内容を回数多く、より濃密にできる体験

でした。渡航費がかからずにコスパが良いこと、経済的な理由で

海外に行きたくても行けなかった生徒がたくさん参加できるな

ど、多くのメリットもあります。

〈 今後の課題と展望 〉

今後の課題や展望についても教えてください。

中野校長　教職員同士の関係も生徒間も、すべてをよりオープ

ンにしていきたいと思っています。もっとコミュニケーションを

活性化して、風通しよく、情報の共有化を進めていきたい。個別

の教科で良い取り組みや成果があっても、すべての教科で連携す

るところまで達しているとは言えません。みんなが意識的に活用

共有することで、まさに総合的な探究力や問題解決力が上がっ

ていくと思います。結局、「挑戦・創造・貢献」なのです。

中川先生　「Your disability is your opportunity」と言うク

ルト・ハーンの言葉通り、本校はコロナ禍の最中でもICTを活用

することで成長の機会を捉えました。困難があっても、その課題

を認識して乗り越えようとしているから、本校はうまく発展でき

ているのだと思います。

中野校長　学校とは思い切り失敗できる場所です。お釈迦様の

掌の上にいる孫悟空のように、生徒には思い切り暴れ回ってほし

い。教員は、生徒たちを自由に行動させて自ら問題解決できたと

思わせる仕掛けをたくさん作っておいて、見守るのが役目です。

単に知識を吸収するだけなら、今はICTを使えば他にいくらでも

効率の良い手段があります。しかし、生徒同士がinteractionで

きるのは学校しかありません。それが学校の存在価値だと思っ

ています。
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〈 広い視野としなやかな適応力を備えた問題解決能力 〉

御校の教育の特徴について教えてください。

中野校長　昨今話題になる随分前から、本校は総合的な学力・

探究的な学びを推進してきました。入試的偏差値だけで捉えれ

ば平均レベルかもしれませんが、本校の生徒のポテンシャル、い

わゆる「生きる力」は極めて高い。それが、昨年４月の着任以来、

感じてきたことでした。“K-STEAM”を加速するため、今年か

らお迎えしたICT教育アドバイザーの安藤昇先生（青山学院中

等部数学科講師）の第一声も、まさにそれでした。彼の言葉を

借りて言えば、「この学校の生徒たちは偏差値では測れない凄い

能力を持っている」と。本校と関わるほどに、その感覚はより強

くなっていると話されます。

それは、どのような場面で感じられたのでしょうか？

中野校長　生徒と会話した時に、視野の広さや細部まで検討し

た上で発している言葉だとわかるからです。いろいろなものをう

まく組み合わせて的確に状況判断ができるし、しなやかに対応

できる適応力が高い。総合的な学力・探究力とは、まさにそのよ

うな問題解決能力です。その感覚は、私も安藤先生とまったく同

じです。常にオープンドアの校長室には、日々いろいろな生徒が

訪れます。ある時、中２の生徒が1分間の学校紹介用ショート

ムービーの制作で出演交渉をしてきました。自分でシナリオとダ

ミー映像を作り、私にこう動いてこう話してほしいという演出プラ

ンまで持ってきたのです。そんなふうに、こちらを驚かせるエピ

ソードが校内随所にあるのです。自分の目標に向かって誠実に

取り組み、自分をimprovementしようとする生徒が多くいます。

そして、昨年秋以降、学校説明会で「うちの自慢は生徒です！」

と声を大にするところから始めるようになりました。

〈 K-STEAMの取り組みについて 〉

「K-STEAM」について教えてください。

中野校長　「K-STEAM」とは、グローバル・リベラルアーツと数

理情報工学を融合した、工学院らしい先進的な学びと定義してい

ます。一方、先生方には一人ひとり異なる強みがあります。「そ

の強みを活かして、他所ではできない先進的で効果的な学びを

展開してください。それを具体的に提案してください」とリクエス

トしています。

“先進的で効果的な学び”として、どのようなものをイメージ

されていましたか？

中野校長　例えば、中高の自動車部と工学院大学のソーラー

チームの連携は、他校ではできないし、本当に先進的なことを

行っています。中川先生を中心に進めているICTを活用したグ

ローバル教育もそうです。STEAMでは“A”のウエイトつまり、

リベラルアーツが非常に大きいと思っています。中学高校でこそ、

本当に豊かな教養を身につけなければいけません。豊かな教養

とは、すなわち学校教育で教えるすべてのものです。日本の歴史

や伝統は当然のこと、海外の文化や教養も身につけるべきで、そ

れがグローバル・リベラルアーツです。コモンランゲージとしての

英語も、十分に使えるようにならなければなりません。これらの

教養を身につけるために大きな力を発揮するのがICTの活用な

のです。

グローバル・リベラルアーツの根幹にICTがあるのですね。

中野校長　テクノロジーの発達による新しい学びが浸透してき

て、昔と今とでは社会で求められる仕事の内容も変わってきてい

ます。20年前ならば、オンライン授業は不可能だったでしょう。

こういった社会環境の変化に、生徒は柔軟に対応できるのに、教

員（大人）は自分が受けた“良い教育”の再生産をする人がほと

んどです。しかし、現代で効率的に学ぶ点において、ICT 活用力

がなければ話になりません。生徒も先生も、とにかく「挑戦」で

す。新しいことへの挑戦はほとんど失敗しますが、失敗とは成長

のチャンスを掴むことですから、失敗を恐れず、ICT 活用力を高

めることに挑戦してほしいのです。

中川先生　校長先生のお話を具現化したものが、校訓である「挑

戦・創造・貢献」です。ブルームタキソノミーで最も重視されて

いるのも「創造」です。創造力を刺激するような問いを、教科授

業や総合的な学習、課外活動の中で投げかけていくことが重要

であるとしています。ただ「挑戦しなさい！」と言っても、生徒

は何をすればいいかわからない。そのきっかけを与えるのが、学

校の役割だと思います。生徒たちが卒業後の長い人生を生き抜

くために、学校にいる間に、生涯学習者としての学び方を体得し

てほしい。そこにICTが加わることで学びが効果的・効率的と

なります。

〈 ICT活用による学びの変化 〉

ICTの活用によって、学びはどのように変化していますか？

中川先生　まず、「創造」しやすくなりました。「挑戦」を形にし

やすくなったことが挙げられます。作品制作や映像制作も一昔

前には考えられないほど容易になりました。さらに自分の意見を

発信していくことが「貢献」であると、生徒たちが理解できるよ

うになりました。ICTによって、それまで見えなかった生徒の力

が可視化できるようになりました。本校は、グループディスカッ

ションでHylable Discussionというたまご型の機器を活用し、

会話を可視化させていますが、議論の流れを線で示したデータ

を見ると、生徒が等分に話しているとか、ここで盛り上がったと

か、目に見えてわかり、具体的な指導もしやすくなりました。

御校は、コロナ禍でもオンラインで通常の時間割通りの授業

を行うことができたそうですね。

中野校長　生徒は日常的に自分たちの端末（PC）を使って授業

で活用しています。通常の授業でもグループディスカッションは

OneNoteやedmodoを使っていますし、オンライン体制では

Zoomでブレイクアウトルームを設定して進めました。オンライ

ンでもオフラインでも、レベルの高い授業を継続して行っていま

す。

授業について、先生方に注文されたことはありますか？ 

中野校長　授業について私がお願いしたことは、2点だけです。

一つは、授業中に先生方が話す時間を最小限に留め、生徒同士

がディスカッションしたり考えたりする時間を極力最大化してほ

しいこと。二つ目は、授業内容のおもしろさや醍醐味を伝えてほ

しいことです。各教科の学びのおもしろさは、その教科の先生

が一番ご存知です。「なぜ、この先生はこんなに楽しそうに、熱

を持って話しているのだろう？　何がおもしろいのだろう？」と、

生徒にそう思わせたらしめたものです。また、先生方とは可能な

限り個別にコミュニケーションをとり、授業参観をしています。

先生方はICT 研修会もされたのでしょうか？

中野校長　昨年はICT 担当の先生を教務部に固めていました

が、今年はいろいろな分掌に分散させました。ICT 担当者は毎

週木曜日の定例ミーティングで情報共有をしていますが、分掌ご

とに活動することでICTの指導力や活用力が広まりやすくなると

思ったからです。

中川先生　むしろ、生徒の方が新しいものをどんどん使いこなし

ていきます。特にこれを使いなさいと固めていないので、自由度

があります。

中野校長　生徒は元々柔軟ですし、チャレンジ精神旺盛です。

例えば、部活のデジタルクリエイター育成部には、3Dプリンター

を使ったモデリングをはじめ、プログラミングや動画編集、マイン

クラフトでメタバースな世界を作るなど、創作活動に長けた生徒

がいます。そうした能力をさらに自由に実現できる場所として、

昨年の秋にMakeR∞mをリニューアルしました。廊下側の壁を

シースルーにして、部屋の中で何をしているか見えるようにして

います。また、図書館にはFabスペースがあります。ブラウジン

グ効果のように、本を探しに図書館に来た生徒が「何をしてる

の？」と、気軽に参加しやすくしています。それぞれの場所に、

PCや３Dプリンタ、大型モニター、可動ボードなどを置いて、生

徒同士で自主的な創作活動ができる場所になっています。

MakeR∞mとFabスペースの違いは？

中野校長　MakeR∞mはより専門的で高度な創作を行うイメー

ジで、Fabスペースは気軽に試作してみる場所、という位置づけ

です。MakeR∞mのリニューアルには、工学院大学情報学部の

三木良雄学部長に全面的に協力していただき、放課後の部活動

も同学部生や院生に支援してもらっています。中高の自動車部

と工学院大学のソーラーチームのケース以外にも、中２の探究活

動「まちづくり」でも、副学長で建築学部まちづくり学科の野澤

康教授に直接ご指導いただいていますし、夏休み中も建築学部

の先生方に見学・解説していただくなど、工学院大学との連携は

積極的に進めています。

　伊藤慎一郎学長や野澤副学長、同じく副学長で情報学部の蒲

池みゆき教授など、常に連絡を取り合っています。

〈 ICTを活用したグローバル教育 〉

グローバル教育の取り組みについても教えてください。

中川先生　本校は“Cambridge English スクール”に認定さ

れており、文科省認定の教科書以外に、ケンブリッジ出版による

教科書も使っています。その根底にはブルームタキソノミーの思

想があり、input→outputによる「創造」につながる授業を行っ

ています。また、年１回、「CEFR」に準拠した「ケンブリッジ英

語検定」を受けて、グローバル社会で通用する英語力を養ってい

ます。その教科書はノートPCの中にも入っているので、生徒た

ちは家庭でもオンラインのラーニングマネジメントシステムを

使って勉強しています。ほかにもいろいろなツールを使っていま

すが、操作が容易で否応なく次へ次へと進んで止められなくなっ

てしまうゲーム性の高いツールを選ぶようにしています。また、

オンライン授業では、同期型のZoomや非同期型のFripglidを

使って海外と交流しています。

４技能教育についてはいかがでしょうか？

中川先生　実は本校の生徒は、４技能の中でspeaking能力が

一番高いのです。従来型の英語教育ではreadingから伸びて

speakingが弱いとされていますが、本校の場合は恐れず話す

傾向が高く、speaking ＞ writing ＞ listening ＞ readingの

順番です。ブルームタキソノミーの「挑戦」「創造」がうまく機能

しているのだと思います。伝えたい部分が大きくて、その表現過

程で自分の個性や強みを確認し、さらにいろいろな活動に繋げ

ていると思います。

speaking力が高い理由はどこにあるのでしょうか？

中川先生　本校にもネイティブの教員が10人以上いますが、誰

が教えるかということより、何を話すか、何を聞くかを大事にし

た授業、聞かれたことに的確に答えるというコミュニケーション

の基本を意識した教え方も理由の一つだと思います。また、ケン

ブリッジ英検は２人１組で受験して、そのやりとりを面接官が聞

いて評価します。そうしたさまざまな要因が積み重なって、

speaking力が上がっているのだと思います。

御校は「Round Square」に加盟していますが、コロナ禍の中

ではどのような活動をしていましたか？ 

中川先生　加盟校同士でオンラインセッションや会議を行なっ

ていました。インドのSAI International Schoolとは、食事や

趣味などの文化交流で違いや共通点を理解するところから始ま

り、昨年秋には「International Youth Day」（国際青少年

デー）を共催しました。テーマは？ 司会は？ 時差はどうする？ 

などさまざまな問題を乗り越えて実現に漕ぎつけるまで、すべて

の作業をオンラインで行うのは本当に大変でしたが、言語も文化

も違う人たちと一緒に協働できたのは非常に有意義な体験だっ

たと思います。また、Round Square会員校ではない海外校と

も交流していて、台湾の中学校との交流が現地の新聞で好意的

に取り上げられて嬉しく思いました。

中野校長　現地に行って匂いや温度などを五感で直接感じるの

はとても大事なことです。しかし、オンラインによる交流は毎回

が本番であり、充実した内容を回数多く、より濃密にできる体験

でした。渡航費がかからずにコスパが良いこと、経済的な理由で

海外に行きたくても行けなかった生徒がたくさん参加できるな

ど、多くのメリットもあります。

〈 今後の課題と展望 〉

今後の課題や展望についても教えてください。

中野校長　教職員同士の関係も生徒間も、すべてをよりオープ

ンにしていきたいと思っています。もっとコミュニケーションを

活性化して、風通しよく、情報の共有化を進めていきたい。個別

の教科で良い取り組みや成果があっても、すべての教科で連携す

るところまで達しているとは言えません。みんなが意識的に活用

共有することで、まさに総合的な探究力や問題解決力が上がっ

ていくと思います。結局、「挑戦・創造・貢献」なのです。

中川先生　「Your disability is your opportunity」と言うク

ルト・ハーンの言葉通り、本校はコロナ禍の最中でもICTを活用

することで成長の機会を捉えました。困難があっても、その課題

を認識して乗り越えようとしているから、本校はうまく発展でき

ているのだと思います。

中野校長　学校とは思い切り失敗できる場所です。お釈迦様の

掌の上にいる孫悟空のように、生徒には思い切り暴れ回ってほし

い。教員は、生徒たちを自由に行動させて自ら問題解決できたと

思わせる仕掛けをたくさん作っておいて、見守るのが役目です。

単に知識を吸収するだけなら、今はICTを使えば他にいくらでも

効率の良い手段があります。しかし、生徒同士がinteractionで

きるのは学校しかありません。それが学校の存在価値だと思っ

ています。

interview
New Educat ion Topics

17



〈 広い視野としなやかな適応力を備えた問題解決能力 〉

御校の教育の特徴について教えてください。

中野校長　昨今話題になる随分前から、本校は総合的な学力・

探究的な学びを推進してきました。入試的偏差値だけで捉えれ

ば平均レベルかもしれませんが、本校の生徒のポテンシャル、い

わゆる「生きる力」は極めて高い。それが、昨年４月の着任以来、

感じてきたことでした。“K-STEAM”を加速するため、今年か

らお迎えしたICT教育アドバイザーの安藤昇先生（青山学院中

等部数学科講師）の第一声も、まさにそれでした。彼の言葉を

借りて言えば、「この学校の生徒たちは偏差値では測れない凄い

能力を持っている」と。本校と関わるほどに、その感覚はより強

くなっていると話されます。

それは、どのような場面で感じられたのでしょうか？

中野校長　生徒と会話した時に、視野の広さや細部まで検討し

た上で発している言葉だとわかるからです。いろいろなものをう

まく組み合わせて的確に状況判断ができるし、しなやかに対応

できる適応力が高い。総合的な学力・探究力とは、まさにそのよ

うな問題解決能力です。その感覚は、私も安藤先生とまったく同

じです。常にオープンドアの校長室には、日々いろいろな生徒が

訪れます。ある時、中２の生徒が1分間の学校紹介用ショート

ムービーの制作で出演交渉をしてきました。自分でシナリオとダ

ミー映像を作り、私にこう動いてこう話してほしいという演出プラ

ンまで持ってきたのです。そんなふうに、こちらを驚かせるエピ

ソードが校内随所にあるのです。自分の目標に向かって誠実に

取り組み、自分をimprovementしようとする生徒が多くいます。

そして、昨年秋以降、学校説明会で「うちの自慢は生徒です！」

と声を大にするところから始めるようになりました。

〈 K-STEAMの取り組みについて 〉

「K-STEAM」について教えてください。

中野校長　「K-STEAM」とは、グローバル・リベラルアーツと数

理情報工学を融合した、工学院らしい先進的な学びと定義してい

ます。一方、先生方には一人ひとり異なる強みがあります。「そ

の強みを活かして、他所ではできない先進的で効果的な学びを

展開してください。それを具体的に提案してください」とリクエス

トしています。

“先進的で効果的な学び”として、どのようなものをイメージ

されていましたか？

中野校長　例えば、中高の自動車部と工学院大学のソーラー

チームの連携は、他校ではできないし、本当に先進的なことを

行っています。中川先生を中心に進めているICTを活用したグ

ローバル教育もそうです。STEAMでは“A”のウエイトつまり、

リベラルアーツが非常に大きいと思っています。中学高校でこそ、

本当に豊かな教養を身につけなければいけません。豊かな教養

とは、すなわち学校教育で教えるすべてのものです。日本の歴史

や伝統は当然のこと、海外の文化や教養も身につけるべきで、そ

れがグローバル・リベラルアーツです。コモンランゲージとしての

英語も、十分に使えるようにならなければなりません。これらの

教養を身につけるために大きな力を発揮するのがICTの活用な

のです。

グローバル・リベラルアーツの根幹にICTがあるのですね。

中野校長　テクノロジーの発達による新しい学びが浸透してき

て、昔と今とでは社会で求められる仕事の内容も変わってきてい

ます。20年前ならば、オンライン授業は不可能だったでしょう。

こういった社会環境の変化に、生徒は柔軟に対応できるのに、教

員（大人）は自分が受けた“良い教育”の再生産をする人がほと

んどです。しかし、現代で効率的に学ぶ点において、ICT 活用力

がなければ話になりません。生徒も先生も、とにかく「挑戦」で

す。新しいことへの挑戦はほとんど失敗しますが、失敗とは成長

のチャンスを掴むことですから、失敗を恐れず、ICT 活用力を高

めることに挑戦してほしいのです。

中川先生　校長先生のお話を具現化したものが、校訓である「挑

戦・創造・貢献」です。ブルームタキソノミーで最も重視されて

いるのも「創造」です。創造力を刺激するような問いを、教科授

業や総合的な学習、課外活動の中で投げかけていくことが重要

であるとしています。ただ「挑戦しなさい！」と言っても、生徒

は何をすればいいかわからない。そのきっかけを与えるのが、学

校の役割だと思います。生徒たちが卒業後の長い人生を生き抜

くために、学校にいる間に、生涯学習者としての学び方を体得し

てほしい。そこにICTが加わることで学びが効果的・効率的と

なります。

〈 ICT活用による学びの変化 〉

ICTの活用によって、学びはどのように変化していますか？

中川先生　まず、「創造」しやすくなりました。「挑戦」を形にし

やすくなったことが挙げられます。作品制作や映像制作も一昔

前には考えられないほど容易になりました。さらに自分の意見を

発信していくことが「貢献」であると、生徒たちが理解できるよ

うになりました。ICTによって、それまで見えなかった生徒の力

が可視化できるようになりました。本校は、グループディスカッ

ションでHylable Discussionというたまご型の機器を活用し、

会話を可視化させていますが、議論の流れを線で示したデータ

を見ると、生徒が等分に話しているとか、ここで盛り上がったと

か、目に見えてわかり、具体的な指導もしやすくなりました。

御校は、コロナ禍でもオンラインで通常の時間割通りの授業

を行うことができたそうですね。

中野校長　生徒は日常的に自分たちの端末（PC）を使って授業

で活用しています。通常の授業でもグループディスカッションは

OneNoteやedmodoを使っていますし、オンライン体制では

Zoomでブレイクアウトルームを設定して進めました。オンライ

ンでもオフラインでも、レベルの高い授業を継続して行っていま

す。

授業について、先生方に注文されたことはありますか？ 

中野校長　授業について私がお願いしたことは、2点だけです。

一つは、授業中に先生方が話す時間を最小限に留め、生徒同士

がディスカッションしたり考えたりする時間を極力最大化してほ

しいこと。二つ目は、授業内容のおもしろさや醍醐味を伝えてほ

しいことです。各教科の学びのおもしろさは、その教科の先生

が一番ご存知です。「なぜ、この先生はこんなに楽しそうに、熱

を持って話しているのだろう？　何がおもしろいのだろう？」と、

生徒にそう思わせたらしめたものです。また、先生方とは可能な

限り個別にコミュニケーションをとり、授業参観をしています。

先生方はICT 研修会もされたのでしょうか？

中野校長　昨年はICT 担当の先生を教務部に固めていました

が、今年はいろいろな分掌に分散させました。ICT 担当者は毎

週木曜日の定例ミーティングで情報共有をしていますが、分掌ご

とに活動することでICTの指導力や活用力が広まりやすくなると

思ったからです。

中川先生　むしろ、生徒の方が新しいものをどんどん使いこなし

ていきます。特にこれを使いなさいと固めていないので、自由度

があります。

中野校長　生徒は元々柔軟ですし、チャレンジ精神旺盛です。

例えば、部活のデジタルクリエイター育成部には、3Dプリンター

を使ったモデリングをはじめ、プログラミングや動画編集、マイン

クラフトでメタバースな世界を作るなど、創作活動に長けた生徒

がいます。そうした能力をさらに自由に実現できる場所として、

昨年の秋にMakeR∞mをリニューアルしました。廊下側の壁を

シースルーにして、部屋の中で何をしているか見えるようにして

います。また、図書館にはFabスペースがあります。ブラウジン

グ効果のように、本を探しに図書館に来た生徒が「何をしてる

の？」と、気軽に参加しやすくしています。それぞれの場所に、

PCや３Dプリンタ、大型モニター、可動ボードなどを置いて、生

徒同士で自主的な創作活動ができる場所になっています。

MakeR∞mとFabスペースの違いは？

中野校長　MakeR∞mはより専門的で高度な創作を行うイメー

ジで、Fabスペースは気軽に試作してみる場所、という位置づけ

です。MakeR∞mのリニューアルには、工学院大学情報学部の

三木良雄学部長に全面的に協力していただき、放課後の部活動

も同学部生や院生に支援してもらっています。中高の自動車部

と工学院大学のソーラーチームのケース以外にも、中２の探究活

動「まちづくり」でも、副学長で建築学部まちづくり学科の野澤

康教授に直接ご指導いただいていますし、夏休み中も建築学部

の先生方に見学・解説していただくなど、工学院大学との連携は

積極的に進めています。

　伊藤慎一郎学長や野澤副学長、同じく副学長で情報学部の蒲

池みゆき教授など、常に連絡を取り合っています。

〈 ICTを活用したグローバル教育 〉

グローバル教育の取り組みについても教えてください。

中川先生　本校は“Cambridge English スクール”に認定さ

れており、文科省認定の教科書以外に、ケンブリッジ出版による

教科書も使っています。その根底にはブルームタキソノミーの思

想があり、input→outputによる「創造」につながる授業を行っ

ています。また、年１回、「CEFR」に準拠した「ケンブリッジ英

語検定」を受けて、グローバル社会で通用する英語力を養ってい

ます。その教科書はノートPCの中にも入っているので、生徒た

ちは家庭でもオンラインのラーニングマネジメントシステムを

使って勉強しています。ほかにもいろいろなツールを使っていま

すが、操作が容易で否応なく次へ次へと進んで止められなくなっ

てしまうゲーム性の高いツールを選ぶようにしています。また、

オンライン授業では、同期型のZoomや非同期型のFripglidを

使って海外と交流しています。

４技能教育についてはいかがでしょうか？

中川先生　実は本校の生徒は、４技能の中でspeaking能力が

一番高いのです。従来型の英語教育ではreadingから伸びて

speakingが弱いとされていますが、本校の場合は恐れず話す

傾向が高く、speaking ＞ writing ＞ listening ＞ readingの

順番です。ブルームタキソノミーの「挑戦」「創造」がうまく機能

しているのだと思います。伝えたい部分が大きくて、その表現過

程で自分の個性や強みを確認し、さらにいろいろな活動に繋げ

ていると思います。

speaking力が高い理由はどこにあるのでしょうか？

中川先生　本校にもネイティブの教員が10人以上いますが、誰

が教えるかということより、何を話すか、何を聞くかを大事にし

た授業、聞かれたことに的確に答えるというコミュニケーション

の基本を意識した教え方も理由の一つだと思います。また、ケン

ブリッジ英検は２人１組で受験して、そのやりとりを面接官が聞

いて評価します。そうしたさまざまな要因が積み重なって、

speaking力が上がっているのだと思います。

御校は「Round Square」に加盟していますが、コロナ禍の中

ではどのような活動をしていましたか？ 

中川先生　加盟校同士でオンラインセッションや会議を行なっ

ていました。インドのSAI International Schoolとは、食事や

趣味などの文化交流で違いや共通点を理解するところから始ま

り、昨年秋には「International Youth Day」（国際青少年

デー）を共催しました。テーマは？ 司会は？ 時差はどうする？ 

などさまざまな問題を乗り越えて実現に漕ぎつけるまで、すべて

の作業をオンラインで行うのは本当に大変でしたが、言語も文化

も違う人たちと一緒に協働できたのは非常に有意義な体験だっ

たと思います。また、Round Square会員校ではない海外校と

も交流していて、台湾の中学校との交流が現地の新聞で好意的

に取り上げられて嬉しく思いました。

中野校長　現地に行って匂いや温度などを五感で直接感じるの

はとても大事なことです。しかし、オンラインによる交流は毎回

が本番であり、充実した内容を回数多く、より濃密にできる体験

でした。渡航費がかからずにコスパが良いこと、経済的な理由で

海外に行きたくても行けなかった生徒がたくさん参加できるな

ど、多くのメリットもあります。

〈 今後の課題と展望 〉

今後の課題や展望についても教えてください。

中野校長　教職員同士の関係も生徒間も、すべてをよりオープ

ンにしていきたいと思っています。もっとコミュニケーションを

活性化して、風通しよく、情報の共有化を進めていきたい。個別

の教科で良い取り組みや成果があっても、すべての教科で連携す

るところまで達しているとは言えません。みんなが意識的に活用

共有することで、まさに総合的な探究力や問題解決力が上がっ

ていくと思います。結局、「挑戦・創造・貢献」なのです。

中川先生　「Your disability is your opportunity」と言うク

ルト・ハーンの言葉通り、本校はコロナ禍の最中でもICTを活用

することで成長の機会を捉えました。困難があっても、その課題

を認識して乗り越えようとしているから、本校はうまく発展でき

ているのだと思います。

中野校長　学校とは思い切り失敗できる場所です。お釈迦様の

掌の上にいる孫悟空のように、生徒には思い切り暴れ回ってほし

い。教員は、生徒たちを自由に行動させて自ら問題解決できたと

思わせる仕掛けをたくさん作っておいて、見守るのが役目です。

単に知識を吸収するだけなら、今はICTを使えば他にいくらでも

効率の良い手段があります。しかし、生徒同士がinteractionで

きるのは学校しかありません。それが学校の存在価値だと思っ

ています。
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〈 広い視野としなやかな適応力を備えた問題解決能力 〉

御校の教育の特徴について教えてください。

中野校長　昨今話題になる随分前から、本校は総合的な学力・

探究的な学びを推進してきました。入試的偏差値だけで捉えれ

ば平均レベルかもしれませんが、本校の生徒のポテンシャル、い

わゆる「生きる力」は極めて高い。それが、昨年４月の着任以来、

感じてきたことでした。“K-STEAM”を加速するため、今年か

らお迎えしたICT教育アドバイザーの安藤昇先生（青山学院中

等部数学科講師）の第一声も、まさにそれでした。彼の言葉を

借りて言えば、「この学校の生徒たちは偏差値では測れない凄い

能力を持っている」と。本校と関わるほどに、その感覚はより強

くなっていると話されます。

それは、どのような場面で感じられたのでしょうか？

中野校長　生徒と会話した時に、視野の広さや細部まで検討し

た上で発している言葉だとわかるからです。いろいろなものをう

まく組み合わせて的確に状況判断ができるし、しなやかに対応

できる適応力が高い。総合的な学力・探究力とは、まさにそのよ

うな問題解決能力です。その感覚は、私も安藤先生とまったく同

じです。常にオープンドアの校長室には、日々いろいろな生徒が

訪れます。ある時、中２の生徒が1分間の学校紹介用ショート

ムービーの制作で出演交渉をしてきました。自分でシナリオとダ

ミー映像を作り、私にこう動いてこう話してほしいという演出プラ

ンまで持ってきたのです。そんなふうに、こちらを驚かせるエピ

ソードが校内随所にあるのです。自分の目標に向かって誠実に

取り組み、自分をimprovementしようとする生徒が多くいます。

そして、昨年秋以降、学校説明会で「うちの自慢は生徒です！」

と声を大にするところから始めるようになりました。

〈 K-STEAMの取り組みについて 〉

「K-STEAM」について教えてください。

中野校長　「K-STEAM」とは、グローバル・リベラルアーツと数

理情報工学を融合した、工学院らしい先進的な学びと定義してい

ます。一方、先生方には一人ひとり異なる強みがあります。「そ

の強みを活かして、他所ではできない先進的で効果的な学びを

展開してください。それを具体的に提案してください」とリクエス

トしています。

“先進的で効果的な学び”として、どのようなものをイメージ

されていましたか？

中野校長　例えば、中高の自動車部と工学院大学のソーラー

チームの連携は、他校ではできないし、本当に先進的なことを

行っています。中川先生を中心に進めているICTを活用したグ

ローバル教育もそうです。STEAMでは“A”のウエイトつまり、

リベラルアーツが非常に大きいと思っています。中学高校でこそ、

本当に豊かな教養を身につけなければいけません。豊かな教養

とは、すなわち学校教育で教えるすべてのものです。日本の歴史

や伝統は当然のこと、海外の文化や教養も身につけるべきで、そ

れがグローバル・リベラルアーツです。コモンランゲージとしての

英語も、十分に使えるようにならなければなりません。これらの

教養を身につけるために大きな力を発揮するのがICTの活用な

のです。

グローバル・リベラルアーツの根幹にICTがあるのですね。

中野校長　テクノロジーの発達による新しい学びが浸透してき

て、昔と今とでは社会で求められる仕事の内容も変わってきてい

ます。20年前ならば、オンライン授業は不可能だったでしょう。

こういった社会環境の変化に、生徒は柔軟に対応できるのに、教

員（大人）は自分が受けた“良い教育”の再生産をする人がほと

んどです。しかし、現代で効率的に学ぶ点において、ICT 活用力

がなければ話になりません。生徒も先生も、とにかく「挑戦」で

す。新しいことへの挑戦はほとんど失敗しますが、失敗とは成長

のチャンスを掴むことですから、失敗を恐れず、ICT 活用力を高

めることに挑戦してほしいのです。

中川先生　校長先生のお話を具現化したものが、校訓である「挑

戦・創造・貢献」です。ブルームタキソノミーで最も重視されて

いるのも「創造」です。創造力を刺激するような問いを、教科授

業や総合的な学習、課外活動の中で投げかけていくことが重要

であるとしています。ただ「挑戦しなさい！」と言っても、生徒

は何をすればいいかわからない。そのきっかけを与えるのが、学

校の役割だと思います。生徒たちが卒業後の長い人生を生き抜

くために、学校にいる間に、生涯学習者としての学び方を体得し

てほしい。そこにICTが加わることで学びが効果的・効率的と

なります。

〈 ICT活用による学びの変化 〉

ICTの活用によって、学びはどのように変化していますか？

中川先生　まず、「創造」しやすくなりました。「挑戦」を形にし

やすくなったことが挙げられます。作品制作や映像制作も一昔

前には考えられないほど容易になりました。さらに自分の意見を

発信していくことが「貢献」であると、生徒たちが理解できるよ

うになりました。ICTによって、それまで見えなかった生徒の力

が可視化できるようになりました。本校は、グループディスカッ

ションでHylable Discussionというたまご型の機器を活用し、

会話を可視化させていますが、議論の流れを線で示したデータ

を見ると、生徒が等分に話しているとか、ここで盛り上がったと

か、目に見えてわかり、具体的な指導もしやすくなりました。

御校は、コロナ禍でもオンラインで通常の時間割通りの授業

を行うことができたそうですね。

中野校長　生徒は日常的に自分たちの端末（PC）を使って授業

で活用しています。通常の授業でもグループディスカッションは

OneNoteやedmodoを使っていますし、オンライン体制では

Zoomでブレイクアウトルームを設定して進めました。オンライ

ンでもオフラインでも、レベルの高い授業を継続して行っていま

す。

授業について、先生方に注文されたことはありますか？ 

中野校長　授業について私がお願いしたことは、2点だけです。

一つは、授業中に先生方が話す時間を最小限に留め、生徒同士

がディスカッションしたり考えたりする時間を極力最大化してほ

しいこと。二つ目は、授業内容のおもしろさや醍醐味を伝えてほ

しいことです。各教科の学びのおもしろさは、その教科の先生

が一番ご存知です。「なぜ、この先生はこんなに楽しそうに、熱

を持って話しているのだろう？　何がおもしろいのだろう？」と、

生徒にそう思わせたらしめたものです。また、先生方とは可能な

限り個別にコミュニケーションをとり、授業参観をしています。

先生方はICT 研修会もされたのでしょうか？

中野校長　昨年はICT 担当の先生を教務部に固めていました

が、今年はいろいろな分掌に分散させました。ICT 担当者は毎

週木曜日の定例ミーティングで情報共有をしていますが、分掌ご

とに活動することでICTの指導力や活用力が広まりやすくなると

思ったからです。

中川先生　むしろ、生徒の方が新しいものをどんどん使いこなし

ていきます。特にこれを使いなさいと固めていないので、自由度

があります。

中野校長　生徒は元々柔軟ですし、チャレンジ精神旺盛です。

例えば、部活のデジタルクリエイター育成部には、3Dプリンター

を使ったモデリングをはじめ、プログラミングや動画編集、マイン

クラフトでメタバースな世界を作るなど、創作活動に長けた生徒

がいます。そうした能力をさらに自由に実現できる場所として、

昨年の秋にMakeR∞mをリニューアルしました。廊下側の壁を

シースルーにして、部屋の中で何をしているか見えるようにして

います。また、図書館にはFabスペースがあります。ブラウジン

グ効果のように、本を探しに図書館に来た生徒が「何をしてる

の？」と、気軽に参加しやすくしています。それぞれの場所に、

PCや３Dプリンタ、大型モニター、可動ボードなどを置いて、生

徒同士で自主的な創作活動ができる場所になっています。

MakeR∞mとFabスペースの違いは？

中野校長　MakeR∞mはより専門的で高度な創作を行うイメー

ジで、Fabスペースは気軽に試作してみる場所、という位置づけ

です。MakeR∞mのリニューアルには、工学院大学情報学部の

三木良雄学部長に全面的に協力していただき、放課後の部活動

も同学部生や院生に支援してもらっています。中高の自動車部

と工学院大学のソーラーチームのケース以外にも、中２の探究活

動「まちづくり」でも、副学長で建築学部まちづくり学科の野澤

康教授に直接ご指導いただいていますし、夏休み中も建築学部

の先生方に見学・解説していただくなど、工学院大学との連携は

積極的に進めています。

　伊藤慎一郎学長や野澤副学長、同じく副学長で情報学部の蒲

池みゆき教授など、常に連絡を取り合っています。

〈 ICTを活用したグローバル教育 〉

グローバル教育の取り組みについても教えてください。

中川先生　本校は“Cambridge English スクール”に認定さ

れており、文科省認定の教科書以外に、ケンブリッジ出版による

教科書も使っています。その根底にはブルームタキソノミーの思

想があり、input→outputによる「創造」につながる授業を行っ

ています。また、年１回、「CEFR」に準拠した「ケンブリッジ英

語検定」を受けて、グローバル社会で通用する英語力を養ってい

ます。その教科書はノートPCの中にも入っているので、生徒た

ちは家庭でもオンラインのラーニングマネジメントシステムを

使って勉強しています。ほかにもいろいろなツールを使っていま

すが、操作が容易で否応なく次へ次へと進んで止められなくなっ

てしまうゲーム性の高いツールを選ぶようにしています。また、

オンライン授業では、同期型のZoomや非同期型のFripglidを

使って海外と交流しています。

４技能教育についてはいかがでしょうか？

中川先生　実は本校の生徒は、４技能の中でspeaking能力が

一番高いのです。従来型の英語教育ではreadingから伸びて

speakingが弱いとされていますが、本校の場合は恐れず話す

傾向が高く、speaking ＞ writing ＞ listening ＞ readingの

順番です。ブルームタキソノミーの「挑戦」「創造」がうまく機能

しているのだと思います。伝えたい部分が大きくて、その表現過

程で自分の個性や強みを確認し、さらにいろいろな活動に繋げ

ていると思います。

speaking力が高い理由はどこにあるのでしょうか？

中川先生　本校にもネイティブの教員が10人以上いますが、誰

が教えるかということより、何を話すか、何を聞くかを大事にし

た授業、聞かれたことに的確に答えるというコミュニケーション

の基本を意識した教え方も理由の一つだと思います。また、ケン

ブリッジ英検は２人１組で受験して、そのやりとりを面接官が聞

いて評価します。そうしたさまざまな要因が積み重なって、

speaking力が上がっているのだと思います。

御校は「Round Square」に加盟していますが、コロナ禍の中

ではどのような活動をしていましたか？ 

中川先生　加盟校同士でオンラインセッションや会議を行なっ

ていました。インドのSAI International Schoolとは、食事や

趣味などの文化交流で違いや共通点を理解するところから始ま

り、昨年秋には「International Youth Day」（国際青少年

デー）を共催しました。テーマは？ 司会は？ 時差はどうする？ 

などさまざまな問題を乗り越えて実現に漕ぎつけるまで、すべて

の作業をオンラインで行うのは本当に大変でしたが、言語も文化

も違う人たちと一緒に協働できたのは非常に有意義な体験だっ

たと思います。また、Round Square会員校ではない海外校と

も交流していて、台湾の中学校との交流が現地の新聞で好意的

に取り上げられて嬉しく思いました。

中野校長　現地に行って匂いや温度などを五感で直接感じるの

はとても大事なことです。しかし、オンラインによる交流は毎回

が本番であり、充実した内容を回数多く、より濃密にできる体験

でした。渡航費がかからずにコスパが良いこと、経済的な理由で

海外に行きたくても行けなかった生徒がたくさん参加できるな

ど、多くのメリットもあります。

〈 今後の課題と展望 〉

今後の課題や展望についても教えてください。

中野校長　教職員同士の関係も生徒間も、すべてをよりオープ

ンにしていきたいと思っています。もっとコミュニケーションを

活性化して、風通しよく、情報の共有化を進めていきたい。個別

の教科で良い取り組みや成果があっても、すべての教科で連携す

るところまで達しているとは言えません。みんなが意識的に活用

共有することで、まさに総合的な探究力や問題解決力が上がっ

ていくと思います。結局、「挑戦・創造・貢献」なのです。

中川先生　「Your disability is your opportunity」と言うク

ルト・ハーンの言葉通り、本校はコロナ禍の最中でもICTを活用

することで成長の機会を捉えました。困難があっても、その課題

を認識して乗り越えようとしているから、本校はうまく発展でき

ているのだと思います。

中野校長　学校とは思い切り失敗できる場所です。お釈迦様の

掌の上にいる孫悟空のように、生徒には思い切り暴れ回ってほし

い。教員は、生徒たちを自由に行動させて自ら問題解決できたと

思わせる仕掛けをたくさん作っておいて、見守るのが役目です。

単に知識を吸収するだけなら、今はICTを使えば他にいくらでも

効率の良い手段があります。しかし、生徒同士がinteractionで

きるのは学校しかありません。それが学校の存在価値だと思っ

ています。
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■Round Square

ドイツの教育学者クルト・ハーンが、「I.D.E.A.L.S」という基本理

念に基づき次世代の国際的リーダーの育成を目的として1966年

に創設した国際的な私立学校連盟。世界60カ国180 校からな

り、日本では8 校が参加している（2022年3月現在）。国境を越

えた交流プログラムや交換留学プログラム、国際会議などを中心

にグローバルな活動が展開されている。

Internationalism（国際協調）

Democracy（民主主義の精神）

Environment（環境問題に対する意識）

Adventure（冒険心）

Leadership（リーダーシップ）

Service（奉仕の精神）


