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＜ビジター・ゲスト＞ 

新狭山ロータリークラブ 東 喜代雄 様 

新狭山ロータリークラブ 石田  嵩  様 

新狭山ロータリークラブ 下田 秀夫 様 

 

 

＜❁会長の時間❁＞ 滝沢文夫会長 

先週のこの時間に

基本的教育と識字率

の向上について、①成

人の識字教育が必要、

②子供たちが学校に

通えるよう支援が必

要、③教育効果を高め

る支援が必要、④教材

が必要の 4 項目のうち、二つを話しました

が、今回は残りの二つの話をします。 

最初に教育効果を高めることについてで

すが、基本的教育は、幼児教育と小中学校

のいわゆる初等教育の充実を目指すもので

す。まず幼児教育では 2000 年から 2011 年

にかけて、幼稚園に入学した子どもの数は

世界で 6,000 万人増加しました。幼児教育

はその後の学習に良い影響をもたらすこと

がわかっていますが、幼稚園への入学が増

える一歩、質の高いカリキュラムを提供す

るためにまだ多くの課題が残されています。 

1.多くの発展途上国では政府は幼児教育に

あまり投資をしていないので、幼児教育の

カリキュラムや指導要領が整っていない。 

2.幼児教育では、文字の識別だけでなく、

発音、数字、生活知識、問題解決の方法な

ども教えなければならない。 

3.適切な幼児教育がなされなければ子供た

ちは小学校への入学準備が整えられない。 

4.教員研修とカリキュラム開発が、教育・

識字プロジェクトに重要となる。 

5.教員研修の成果を高めるためには長期的

な計画が必要です。 

その次に小中学校での教育では、小中学

生の学習成果が上がらない理由の一つに、

教員(特に十分な資格を備えた教員)の数が

たりないことが挙げられます。現在日本で

は少子高齢化が言われていますが、世界で

は人口が増えています。そのため多すぎる

生徒数、教員研修の欠如、暗記に頼った学

習も学習成果の妨げになります。 

２番目に教材の提供についてです。教材

は学習促進に効果がありますが、多くの学

校では教材が不足しています。教材だけで

は質の高い教育は実現できませんが、学習

効果を高めるには教材の使用が必要です。

提供する教材が、その学校の教育目標にど

のように役立つかを考える必要があります。

また、教材の購入・配布にとどまらず、その

教材を活用した教育方法の研修も加えるべ

きでしょう。そして、発展途上国では近年、

基本的な教材に加えて、テクノロジーも導

入されています。このため、現代的なテク

ノロジー機器や設備の提供も検討すべきで

しょう、ただし、その場合には教員や生徒

2019-2020 RI 会長:マーク･ダニエル･マローニー RI2570 地区ガバナー:鈴木秀憲  会長:滝沢文夫 幹事:晝間和弘 

 

第 10号 3091回例会 ２０１9年 9月 12日（木） 

Rotary
第 2570地区

 

 

2019-2020年度 RＩテーマ 



2 

への研修が必要となります。いずれにしま

しても、最も大切なことは、生徒と教員の

直接の交わりを通じた学習となるでしょう。 

さて、まだ時間がありそうですのでちょっ

とわき道にそれた話をします。日本は昔か

らいかに識字率が高かったかの話です。時

代は江戸時代です。江戸時代においては多

くの子どもが学校に通っていました。ここ

でいう子供は町人の子どもに限らず、幕末

近くには農民の子どもも通っていました。

学校とは寺子屋の事です。寺子屋で「読み

書きそろばん」と言われる基本的な学力を

身に着けていました。その識字率はおよそ

70～85％程度だったといわれています。ま

た、江戸時代の政治・行政の担い手であっ

た武士階級は、現代でいえば公務員に当た

ります。職務において、「書類」は欠かせま

せん。戦国時代から江戸時代初期までは「武

力」が重要視されましたが、太平の世が長

く続くと次第に「学力」重視に変わってい

きます。必要ような能力が、学問によって

得られるようになり、武士にとって学校に

通うことは剣術を磨くこと以上に重要にな

っていったのです。当然のことながら、江

戸時代の武士たちの識字率は 100％でした。 

武士の学校は藩校であり、藩が優秀な武士

を育てようとするもので、優秀な先生を藩

が雇っていたもので、勉強する武士からは

学費等はほとんどとっていなかったようで

す。それに引き換え町人の寺子屋では授業

料なるものがあったようです。いろいろと

金額のことが言われていますが、月額 50文

位が相場だったようです。よく、落語の「と

きそば」で蕎麦一杯が 16文と言われていま

すので、蕎麦３杯分くらいでしょうか・農

家では現金の代わりに野菜を持って行った

子供もいたそうです。 

さて、同じ時代のイギリスでは、大都市

でも識字率は極めて低かったといわれてい

ます。産業革命によって世界の向上と呼ば

れるようになり最盛期をむかえた時代にお

いてすら、下級階層の子どもの多くは文字

を読むことはできず、識字率は１割程度だ

ったといわれています。又、フランスでは

1794年に初等教育の無料化が実施されまし

た。しかしそれでも 10代の識字率は高まり

ませんでした。もちろん、富裕層の指定は

学校に通わず、家庭教師によって教えられ

ていたという事情もあります。しかし、そ

うした教育を行けられるのはごく一部に過

ぎず、国全体の識字率は我が国とは比べ物

にならないほど低かったのです。江戸時代

の我が国においては、世界で類を見ないほ

どに教育がいきとどき、識字率においては、

ダントツで世界一だったと考えられます。 

 

＜幹事報告＞ 晝間和弘幹事 
・10/31に 60週年記念行事、東京湾サンセ

ットクルーズが回覧していますが、とて

も素晴らしい記憶に残る企画となって

おります。奮っての参加お願いします。 

 

 

●委員長報告 

＜米山奨学会委員会＞ 白幡英悟委員長 

カウンセラーとして 8日

に米山の奨学生と一緒に研

修旅行に行って来ました。

台風が来てしまい、楽しみ

にしていた三島のスカイウ

ォークは切り上げて早めに帰って参りまし

たが、怖いくらいの大雨でした。 

 

＜出席報告＞ 吉岡信人委員長

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

42名 23名 57.50％ 67.50% 

事前欠席連絡 11名 
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■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
「保育料等無償化の意味と対応の重要性 

および社会の責任」 

 新狭山ロータリークラブ 東 喜代雄 様 

学校法人石川学園狭山

ひかり幼稚園  理事長

(前園長） 元国立音楽

大学教育音楽学科講師、

大妻女子大学家政学部

児童学科講師、現在・新

狭山 RC社会奉仕委員長 

 

この 10 月から 3,4,5 歳にかかる保育料、

入園料、預かり料等の無償化が始まります。

それは全国民に消費税を 8%から 10%にアッ 

プするという負担を課して、実現させるも

のです。これを金銭面で安易に受け止める

のではなく、当該保護者と幼稚園、保育所

の経営者、教職員はもとより、社会全体が

この重要性を自覚し、国家社会の安定と繁

栄のために力を合わせることが重要だと私

は考えます。 

 

1.なぜ？無償化 その根拠 

◎かつて経験したことのない超少子高齢時

代の現実と近未来の課題 

◎科学技術の発達による世界の矮小化、グ

ローバル化 

◎マイケル・オズボーン(ケンブリッジ大学）

『層用の未来』が与えた イン パクト 

◎ジェームス・ヘックマン（シカゴ大学）の

世界的研究（ノーベル経済学賞）シカゴ

における「質の高い幼児教育」の 40余年

間にわたる追跡調査、研究の成果（高校

卒業の有無・月収 2000ドル以下以上・犯

罪率持ち家率．納税者か否か） 

ヘックマンの結論一 5 歳までに人の一生

の学力、収入、地位は決定する。小学校で

はもう遅い＝幼児教育の経済学 

＜重要なこと＞非認知能力

(心身の健康、好奇心,意思

意欲,自信,我慢する力,協

働性） 

 

◎OECDの提言 複雑な要求

に対応する能力→「社会情動的スキル」

(非認知的スキル、幼少期の介入が効果的） 

◎国連における SDGs(17項目)の議決、推進 

 

2.これらを受けてわが国では 

「学習指導要領」「幼稚園教育要領」の全面

的見直しと海底保育料等の無償化 

大学入試制度の改変(2021年から） 

 

3.幼稚園教育要領の主な改定点、今後予想

される現場の対応 

従来の幼稚園教育だけから、0～18歳まで

の育ちを見通して。3 つの柱と 10 の姿に

よって新しい資質、能力の育成を目指す

(潜在的能カ・非認知能力に力点）社会に

開かれた教育課程、カリキュラムマネー

ジメント。インクルーシブ教育の実現。ア

クテイブラーニングの実践。小・中・高校

等との連携．接続、保護者、地域 社会と

の連携、社会環境との交流など 

 

4.では果たして効果はあるだろうか？？？ 

幼児を国家の宝として育てていこうと

いう国民的合意と盛り上がりがカギ 

日本の国が挙って 3歳児、4歳児、5歳児

を国の宝としてしっかり育てることにより、

少子化の 20 年後 30 年後に少しでも上向き

にし、グローバル化する世界で何処に行っ

ても逞しく生きていける人材を今から育て

ていかなければいけないでしょう。 
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＜ニコニコＢＯＸ＞ 馬路宏樹ＳＡＡ 

★久し振りの例会に出席でき

光栄です。宜しくお願い致

します。「東喜代雄様」 

★久し振りにお世話になりま

す。「石田嵩様」 

★初めてです宜しく! 

「下田秀夫様」 

★新狭山 RC東様、石田様、下田様ようこそ。

東先生卓話宜しくお願いします。 

「滝沢文夫君、晝間和弘君、馬路宏樹君、

山岸義弘君、吉永章子君」 

★東様、昨年はお世話になりました。 

「細淵克則君」 

★東先生、日頃は姪がお世話になってます。 

「吉沢誠十君」 

★新狭山 RCの皆様ようこそ、申し訳ありま

せんが早退いたします。 

「岩崎茂君、木下登君」 

★弊社工場内をリニューアルした記事が業

界新聞に載りました。 

「一柳達朗君」 

★後輩の菅原一秀・萩生田光一 2 名が入閣

しました。誉れ高き喜びです。 

「齋藤栄作君」 

★早退いたします。 

「友野政彦君」 

本日\20,000 累計\194,539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■回覧、配布物 

① エンドポリオキャンペーン一緒に行動 

② 10/17入間南 RCとの合同例会出欠表 

③ 10/31入間 RC60周年記念出欠表 

④ 8/29納涼夜間例会会計報告 

⑤ 9/9金属産業新聞｢イチヤナギ｣ 

⑥ 本日の卓話資料 

⑦ 週報 9号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 入間ロータリークラブ 

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7ハイツ斎竹 101号 Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788 

■Email   iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111 

■例会日：木曜日 12：30～13：30  ■会報委員長：宮崎正文 

 

 


