
• 生徒自信に責任をもって何かにトライする機
会を与える。.

• 物事や情報を科学的、客観的にあらゆる角度
から考える練習をする。.

• 自分のアイデアや考えをより追求する事は大
事な事だと理解する。

• 協力し合う事、コミュニケーションの大切さ
を学ぶ

• 生徒自信のリーダーシップを”学ぶ機会”を通
じて開発する

• 私たちの”考え””メッセージ”で学校教育をよ
り良く改善する。
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A BETTER
EDUCATION

もし学校教育を変える事ができるならーあなたなら何をしますか?
あなたが未来です。
あなたが受けてきた教育
あなた自信が学んできた事
それこそが次世代の社会を作り出し
ます.

しかし!あなたが受けてきた教育はより良
い未来を造るのに十分ですか? 又は改善する事
はできますか? 

最近の多くの生徒達は現代の教育から外
れています。って事は，彼達は教育を授ける機
会があるにも関わらず積極的に追求しようとせ
ず. 例えば授業に参加しない,教師の話を聞か
ない,宿題をしない.学ぶ努力をしない。 “な
ぜ?”

恐らく, 生徒自身が与えられた教育に価値
を見出せないでいるかもしれない. 周囲の大
人、両親の様な人生を辿りたくない！ 

周囲の大人、ex:両親、教師の背中を見
て: “こんな大人になりたくない!全然いいモデ
ルでない!”この様に思っているのではないで
しょうか？

あなたは100%で授業,課題、テストをし
てますか?家で復習をしてますか？ 学校はあな
たを必要としていると思いますか？ もし3つと
も答えが”NO”なら”なぜ?” 

まず一つ目の問題は学校で”個性”を育て
る教育がそこまでされていない。

学校では生徒に事実,統計などを教える
が”自己開発”についてはあまり教えないです
ね。リーダーシップ, 人と人のコミュニケー
ション能力, 聴く能力, 決断能力, 危険分析能
力, 想像力, 技術力, 自分らしさ ー 今の教育シ
ステムではこれらについては中々教える事は難
しいです。今の”教育”はテストの合格の仕方、
進級の仕方です.

どうすればより良い人間になれるか: 生
徒は積極的に何かアクションをとってもあまり
褒められない環境にいます。だから生徒は自分
に自信がなくなり消極的になります。では、何
を重要視するべきですか？？

“教育とは世界を変えるのに
使える最強の武器である.” 
― Nelson Mandela



Examples

下に４つの例がありま
す。真似せずにあなた自
身の考えを自分の言葉
で数個書き出してみてく
ださい。

給食の栄養バランス
もっと野菜と肉を多くし栄養価を
高める。

制服を生徒の個性を生かし着用
制服の着用をルールに取り入れる
が、生徒自身が個性を生かせるよ

う髪型やアクセサリーの着用は生
徒自身の考えに任せる。

“いじめ”はどこにでもある
自然にいじめを”NO”のと言える風
習を学校のモットーにする。

教師が生徒のモデルになる
先生が生徒の良いモデルになるよ
うに先生も日々成長し続ける。

  世界中に

  教育についての

  私たちの意見を  

  ビデオにして

  発信しよう

特に中学校の生徒に課題を出した時に, ほ
とんどの返答が”無理！” “なんで？”とネガ
ティブな発言だと思われます。それは私たちが
ききたい返答ですか？それより”やってみよ
う!””今は難しいけどいつかやってみる!” とポ
ジティブな発言の方がいいですよね？生徒がポ
ジティブになっていくには色々なやり方があり
ます。下のカテゴリーを見てみてください。カ
テゴリーを解決する方法を考えてください。そ
こから今からでも改善できる方法をいくつか考
えてみてください.

•Bullying-いじめ- 学校の友達又は先生
に嫌な事をされてますか？友達に嫌な思いをさ
せて罪悪感を抱えていませんか？ もしくは、
人を見下す事で自分の気持ちを晴らしていませ
んか？誰かが友達をいじめているのを見た事が
ありますか？? 何かに影響してますか？どのよ
うにしてその状況を変えていきますか？

•Rules-規則- 学校に規則がありすぎて
ないですか？ それともまだ足りないですか？
これらの規則が守れますか？ 規則に納得でき
ますか？ 全部の規則が納得できる物だと思い
ますか？いくつかの規則を変えようと思います
か?もし変更しようと思う物があれば何故です
か？

•School schedule-時間割-学校の時間
割は頻繁に変わりますね？ もっと普通の時間
割がいいですか？ 1限１時間がいいですか？
もっと1限を長くして１日の科目を少なくした
いですか？４５分の時間割がいいですか？６限
授業より短い方がいいですか?もし時間割を変
える事が出来るならどう変えたいですか？理由
も考えてください。

•施設,校舎,設備 学校の設備などについて
どう思いますか？清潔で新しくて良いと言えま
すか?それとも古くて汚くて工事をしないと行
けないと思いますか？教室はどうですか?勉強
するのに設備は整っていますか?落ち着きます
か?学校のすべての設備などのによってあなた
達の行動力や学校に対する態度に影響していま
すか?学校の様子を物理的に変えたい所はあり
ますか？もっとより良い施設、設備が揃えば学
校に対する姿勢が変わりますか？

•Teachers-教師- 先生についてどう思
いますか?尊敬していますか?好きですか?将来
は先生みたいな大人になりたいですか?嫌いな
先生はいてますか?それは何故ですか?先生達
は色んな事を知っていますか? フレンドリー? 

経験豊か? 感激させてくれますか? 手助けして
くれますか?期待してくれていますか?信じてく
れてますか?先生達を変える事ができるならど
う変えたいですか?

•Students-生徒- 自分自身と他の生徒
についてどう思いますか?変えていきたい所は
ありますか？なぜ？

•Parents-両親- 両親についてどう思い
ますか?良い両親ですか?サポートしてくれてま
すか?期待してくれてますか?信じてくれていま
すか?あなた達の学校生活に興味があります
か?学校の行事にきてくれますか?趣味、部活
放課後の時間の使い方に関係してくれてます
か? 両親を変える事ができるならどう変えたい
ですか?

“子供たちは何を考えるかではな
く考える方法を教わるべきだ！.” 
― Margaret Mead



Examples

両親と先生達はこども達がここま
でできるとは想像してないです
ね??

もっと高い期待を子ども達と先生
にもちましょう！

規則は沢山あるのに誰も全部理解
しきれていません。
校則を見直してみませんか？要ら
ないものを消去し、キープする物
はどうして必要なのか理解しま
しょう。

学校はつまらないです.

学校行事をもっと増やしましょ
う。季節やイベントごとに学校を

デコレーションしましょう。もっ
と学校の学ぶ環境を楽しくしてい
きましょう。

プリントの配布が多すぎる。紙の
無駄使いじゃないですか?

パソコンなどを使ってもっとデジ
タル化しましょう！ 

学校はいつもすごく寒いかすごく

暑い
効率的にエネルギーを使い、勉強
に集中できるよう温度を調節し”暑
い””寒い”と気を取られないように
しましょう。

•Curriculum-カリキュラム-世界はすご
いスピードで変化しています。先生が育って来
た時代とは違う時代であなた達は成長していま
す。. 今学校で教わっている事は将来に関係し
ていると思いますか? 何が足りないですか? 何
か時間の無駄になっていますか？なぜ今教育を
うけているか理解していますか?カリキュラム
の内容をどのように変えていきたいですか？

•Home Room-ホームルーム- ホーム
ルームの時間に何かを学べていますか? 時間を
有効に使えていますか? 何かを変えたいです
か?何故ですか?

•Textbooks-教科書- 教科書についてど
う思いますか?興味が湧きますか？つまらな
い？? きちんと読みますか?机の中に置き忘れ
ていませんか？教科書は好きですか？もう少し
面白い教科書が良いですか?教科書で勉強する
か音声やビデオによるパソコンで勉強するかど
ちらが良いですか?

•Leadership-リーダーシップ-学校の先
生はリーダーシップ、責任の取り方を教えてく
れてますか？学校で個性の主張はあまりできな
いです。学校はあなたにモチベーションを高く
もって欲しい。学校があなた達に課題を出
し”こうしなさい””あれしなさい”とロボットの
様に感じますか？

•Individuality and Being 
Different 学校はあたな自信が自分の個性を
選べる様な環境ですか？ または日本人らしく
いなさい！とかあなたがなりたい”人”でいれな

い環境ですか？他の生徒たちはあなたに”こう
でありなさい!” これ好きじゃない？” とプレッ
シャーをかけてきますか？,”学校はあなたの考
えを尊重してくれてますか? 

•Personal Identity-個性- 学校生活は
あなたの個性に何か影響を与えていますか?自
分らしくある為に学校は自由を与えてくれてま
すか？学校はあなた達に数々の人生に対する、
個性に対する選択肢を与えていますか？学校は
あなたがあなたらしくいる事に規制をかけてま
すか？もしそうだとすればあなたはどう感じま
すか？

•Uniforms and Appearance-制服と
アピアランス-自分自身の期待を学校がコント
ロールしようとしている事についてどう思いま
すか?学校には沢山の校則がありますね,例えば
外見、制服の着方、アクセサリー、化粧、ピア
ス。こんなにも規制されてどう思いますか？何
かこの事について変えていきたいですか?方法
と理由は？

•School Lunch-給食- 給食は好きです
か?栄養は十分ですか?タンパク質と野菜がバ
ランスよく入っていますか? 美味しいですか? 

給食をどのように変えたいですか?

“考え方と心を
成長させなけれ
ばそれ決して 
教育ではない.” 
― Aristotle



The 
Plan
このプロジェクトを成功させる
為に！

パートナーの協力しましょう, 

皆の意見を混ぜ合わせましょう

プロジェクトについて自由にク
ラスメイトと話してください. 

先生やお父さんお母さんにも話
をして皆の意見を聞いてくれて
もいいです。

あなたが得たすべての情報と考
えをまとめて題名にしましょう
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1
このページにあるアイデアを参
考に 学校生活について考えま
しょう。

4
パートナーと話し合う

7
Sign your permission form 
and bring it to school.
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2
学校の好きな所,嫌いな所のリ
ストを作る。
 一番大事な事はがどのように
改善すれば良いかを考える
最低４個以上のリストを考えま
しょう

5
嫌いな事について梶出してみ
る、理由も考える。
. (例:学校の門はいつも閉まっ
ているのが嫌だ。何故なら刑
務所みたいだから。)

8
自分の考えた事を声に出し練習
する。
ビデオに録画する
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3
完成したリストを先生に提出

6
どのようにチェンジするか
(例: もっと栄養バランスの良
い給食を食べよう)

9
皆が作ったビデオを先生が編集
し公共に発信する。

Jan 9 - 11 
In Class:
プロジェクトの紹介

Homework: 
教育環境をより良くする方法のリ
スト作成

Jan 15 - 18 

In Class: 
パートナーのと話し合い

意見を翻訳する

Homework:
自分の台詞を日本語と英語で練習

Jan 21 - 25
In Class: 
ビデオと音声の録画

何故このプロジェクト?

社会に出る為に学校：社会教育はすごく
大事です。教育は良い市民,先生、医者、弁護
士になる為に大事です。もちろん良い人格を作
り上げていくにも大事です。あなた達の人生で
土台になる物です。

社会を発展させるには教育システムが重
要になります。心理学者 Carl Jungの言葉があ
ります。問題を作り出した時と同じレベルにい
る限り、その問題を解決する事は出来ない.”人
間は色々な問題を乗り越えてくには日々成長し
ていかなければならない。

教育システム, でもそんなに進化しな
い。. 残念ながら急速に適応することは出来な
いです。.実際にはシステムを変更しがたいの
が現状です. 学生により高いレベルに成長する
機会を残念ながら与えていない事を示していま
す。ですから学生は親または祖父母世代と同じ
問題を維持せざる終えないでしょう。私たちは
もっと可能性があります！教育システムを変え
る為に私たちは声を上げより良い環境を作れる
様にしましょう。 私たちはより良い教育:社会
環境を求める事ができる。環境を変える為の担

い手になれます。私たち自らより良い未来を作
る為に現在の状況を管理できます。

 

The Permission Form
単にあなたの学校の教師というだけでな

くあなた達の意見を聞きたいです, 両親,教育
委員会, 公共に-世界に中であなた達の意見を
聞いた人々達の考えに影響があると思います. 

何かを変えれるかもしれません。
日本のプライバシー保護法では生徒達の

写真、ビデオ、意見などを公の場に発表するに
は皆さんから同意をもらわないいけません。皆
さんを有名人にする事はないです。しかし教育
環境と学校をを変える為にはインパクトがあり
ます。 これらの事について同意を頂ける事を
望みます。もし恥ずかしかったら気にしないで
言ってください。ビデオにはあなたは写りませ
んがあなたの意見だけ取り入れます。あなた達
の考えですので強制はしませんが参加してくれ
る事を願っています。


