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・新しい時代のグローバル人材育成について、教育の果たす役割  
・高等教育機関の国際競争力 
・基礎教育における課題 
などの、教育に関わる諸問題について、教育界と実業界のメンバーが集結し、 
「新しい教育のビジネスモデル構築」への模索・提言を行う目的で2011年から研究会を開催しています。

 
【研究会委員】　＊50音順 
　奥島　孝康	 （早稲田大学　元総長・名誉教授） 
　関口　和一	 （日本経済新聞社　論説委員・編集委員） 
　前原　金一	 （公益社団法人 経済同友会　副代表幹事・専務理事） 
　武藤　敏郎	 （株式会社大和総研　理事長） 
　村井　勝		 （TXアントレプレナーパートナーズ　代表・ファウンダー、コンパックコンピュータ株式会社　元社長） 
　鷲山　恭彦 	 （東京学芸大学　元学長・名誉教授） 
 
　岸田　徹		 （株式会社ネットラーニングホールディングス　代表取締役会長） 
　 

　【事務局】 
　　中村　久哉 	（株式会社ネットラーニングホールディングス）　 
　　渋谷　高弘	 （日本経済新聞社　編集委員） 
　　藤田　耕司	 （藤田公認会計士・税理士事務所代表、静岡産業大学　非常勤講師）

「教育問題研究会」とは
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◆ テーマ：「教育のダイバーシティ（多様性）とネットワークの活用」 

◆ 日時：2012年4月23日　（月）13：00～15：00
◆ 場所：東京帝国ホテル　4階　楓の間
◆ 出席者：
【ゲスト講演】 日野公三氏（株式会社アットマーク・ラーニング　代表取締役社長）
  ニール・ヘリントン氏（オープン・ユニバーシティ　パートナーシップ・マネ
ジャー）

【研究会委員】　＊50音順 
　奥島　孝康 （早稲田大学　元総長・名誉教授） 
　関口　和一 （日本経済新聞社　論説委員・編集委員） 
　前原　金一  公益社団法人 経済同友会　副代表幹事・専務理事） 
　武藤　敏郎 （株式会社大和総研　理事長） 
　村井　勝（司会） （TXアントレプレナーパートナーズ　代表・ファウンダー、コンパックコンピュータ株式会社　元社長） 
　鷲山　恭彦  （東京学芸大学　元学長・名誉教授） 
 
　岸田　徹  （株式会社ネットラーニングホールディングス　代表取締役会長） 
 
【事務局】 
　　中村　久哉 （株式会社ネットラーニングホールディングス）　  
　　渋谷　高弘 （日本経済新聞社　編集委員） 
　　藤田　耕司 （藤田公認会計士・税理士事務所代表、静岡産業大学　非常勤講師）

【傍聴】
木下真理子氏（株式会社ネットラーニングホールディングス　執行役員　広報部　部長） 

第４回 教育問題研究会 開催概要
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−多様化する教育の現状−

村井氏：本日は「教育のダイバーシティ（多様性）とネット
ワークの活用」について議論してまいりたいと思います。

まず、国内にて公教育に積極的にネットワークを活用してい
らっしゃる株式会社アットマーク・ラーニングから、代表取
締役社長の日野公三さんにご講演いただきます。次に、国際
的なネットワーク教育を推進しているイギリスのオープン・
ユニバーシティより、パートナーシップ・マネジャーのニー
ル・ヘリントンさんにお話をいただきます。ニールさんはロ
ンドンから、インターネットを経由してのご参加になりま
す。

ではまず、岸田さんより日野公三さんのご紹介をお願いいた
します。

岸田氏：日野さんとはかれこれ15年くらい前からの知り合い
になります。当時は神奈川県第三セクターでネットワーク関
係の役員を担当していらっしゃいました。その後、現在の活
動に至るまで、非常に強い志を持たれて、たいへんなご苦労
をされながらここまでこられたのですが、私はその過程を
ずっと拝見してまいりました。

2ヶ月ほど前、日野さんが学校長を務められている福岡の明
蓬館高校に伺いまして、現在の活動やさらなる新しい試みに
ついていろいろなお話をお聞きしました。ぜひ皆さまにもご
紹介いただき、議論を行いたいと強く思いまして、今日、お
時間をとっていただきました。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

村井氏：日野さんのご講演の前に、今回のテーマに対する概
括調査報告を、タスクフォースの渋谷さんよりお願いしま
す。

渋谷氏：以下、報告いたします。

セクション 1

問題提起ー現状報告
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＜概括調査報告＞　 
教育のダイバーシティ（多様性）とネットワークの活用　

１、 多様化する教育

現在の標準化された学校教育は、産業革命と工業社会の発展
に伴って成立したものである。工業社会は基本的に大量生
産・大量消費社会であり、均質的で協調性の高い人材を大量
に必要とした。すべての国民が幼児期から青年期まで、国家
が認めた同一カリキュラムで学ぶことに意義があり、欧米主
要国や日本の成長に一定の成果を挙げてきた。

しかし社会が工業社会から脱却し、独創的な発想やアイデア
こそが新しいビジネスを生み出す知的資産社会に入った現
在、人材育成に求められるのはむしろ「ダイバーシティ」、
つまり多様な教育の在り方ではないだろうか。

主流と異なる「オルタナティブ（代替）
教育」という概念はすでにある。既存の
学校教育と異なる学習・教授方法のことであり、特に幼児か
ら高校教育の期間において、既存の学校と異なった運営、進
級、科目などを備えた教育方法を指す。具体的には欧州の
シュタイナー学校（小中高一貫で通知表なし、宿題なし）
や、米国のホームスクール（保護者などが自宅で教える）、
米国のチャーター・スクール（保護者、住民、市民活動家な
どが設立し、公的な認可、支援を受けて運営する）などがあ
る。

形態は通学、在宅、ハイブリッドがあり、公立、私立、無認
可がある。米国では2008年の時点で200万～250万人がホーム
スクールで初等・中等教育を受けており、完全に定着してい
る。こうしたオルタナティブ教育において、役割を増してい
るのがインターネットである。

２、 多様な教育の歴史

オルタナティブ教育は、欧米主要国で教育の標準化が起こ
り、初等・中等教育が義務化されたことの反作用として 19世
紀に生じた考え方である。スイスのヨハン・ペスタロッチ、
米国のラルフ・エマーソン、教育界のパイオニアであるマリ
ア・モンテッソーリ（イタリア）、シュタイナー学校を創設
したルドルフ・シュタイナー（ドイツ）などは標準教育に異
を唱え、「若者の教育は、彼らの道徳観、感情、身体、精
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神、スピリチュアルな面を磨く芸術とみなすべき」と主張し
た。米国では保守的な保護者らが、宗教的な理由から、標準
的な学校教育を「世俗的」とし、自宅を基盤とした教育を選
んできた歴史的経緯がある。

３、 多様な教育の合法性

米国のホームスクーリングは2008年現在、全州において合法
とされている。ホームスクーリングをおこなう家庭を支援す
る民間団体があり、各地の草の根ネットワーク活動が活発で
ある。また主要な大学のほとんどが、ホームスクーリング出
身者の入学を受け入れている。

一方、ドイツでは既存の教育を受けることが「義務教育法」
で義務として定められており、ホームスクーリングを受ける
ことは処罰対象となる。このためホームスクーリングを希望
する親子が国外脱出するケースが増えているという。

４、 日本における教育のダイバーシティ

日本の学校教育法は、親が子どもを小中学校に就学させる義
務を明記している。したがって日本におけるオルタナティブ
教育とは、法的根拠をもたない非正規の教育機関と、そこで
実施される教育を意味してきた。

日本のオルタナティブ教育の潮流は大き
く２種類あり、(1) 幼児教育および学校教
育における新しい教育思想（具体的には、モンテッソーリ教
育やシュタイナー教育）、(2) 不登校児童・生徒の救済を目指
す教育手法（具体的には、フリースクール、サポート校、
ホームスクールなど）である。いわゆる学習塾や進学塾はオ
ルタナティブ教育には含まれない。日本においてはオルタナ
ティブ教育だけでは正規の教育課程の卒業資格は認定されな
いので、上位の教育機関への入学資格を得ることは不可能で
ある。このため、通信制や定時制などの正規課程の履修を併
用したり、文部科学省による卒業資格認定試験を受験したり
することが必要になる。

ただ、フリースクールなど正規の学校以外への参加も学校長
の裁量で出席日数と認定してよい、高校卒業の必要単位の一
部を在宅学習であててもよいなど、行政の側でも少しずつ変
化が出てきている。

５、 ダイバーシティ教育とインターネット

▼米クロンララスクール（ミシガン州アン・アーバー市）

ホームスクーリングを中心としたインターネット上の高等学
校。ネット上のプログラムに沿って親と生徒、教師との共同
作業で学習計画を決定する。家庭での様々な活動を学習に組
み込むことができる。たとえばテレビのトークショーを見る
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のは「Social Study」、朝食の卵料理を作れば「Independent 
Living」と評価される。家庭での学習成果はネットで逐一学
校側に報告され、この報告をもとに評価される。大学や上級
学校に進学できる卒業資格を得ることができる。

▼インターネット高校「風」（鎌倉市）

1997年開設。日本で初めて上記のクロンララスクールのネッ
ト教育プログラムを導入したフリースクール。こうした形の
教育は日本では学校法人の認可を得られないが、クロンララ
スクールの単位認定が受けられる。生徒と親は学習のカウン
セリングを行う教師と協力してカリキュラムを作成し、自ら
の学習を、ネットを使って報告する。

▼アットマーク・インターハイスクール 
　（現・東京インターハイスクール）

株式会社アットマーク・ラーニング（東京・品川）が日本の
不登校生徒を対象に2000年に設立した無認可の学校。ネット
に専用のサイトを開設し、生徒は電子メールを使って教師と
レポートなどをやり取りする。在宅学習が中心だが、月１回
程度、受講生が自由参加の授業も行う。英語や米国史は必修
だが、選択科目として日本の古典やアルバイトの体験レポー
トなども単位として認定。米国の高校と提携し、米高校卒業
資格を取得できる。

▼アットマーク国際高校（石川県美川
町）　※現・白山市

株式会社アットマーク・ラーニングが2004年に設立した全国
初の株式会社立・通信制高校。国の教育特区を活用。前述の
アットマーク・インターハイスクールは米国の高校卒業資格
は得られるが、日本の高卒資格はなく国内の大学はほとんど
受験できない。同社は生徒の父母から「日本の高卒資格をと
れるようにして」と要望され、ネット制の認可高校を模索。
おりしも構造改革特区を活用して教育産業の誘致を模索して
いた石川県美川町が受け入れを決定し、具体化した。同町の
中学校に拠点を置き、生徒は普段は自宅などで、教員資格を
もった講師からカメラ付きパソコンを使って学習指導を受け
る。

▼明蓬館高校（福岡県川崎町）

2009年4月開設。株式会社アットマーク・ラーニングが運営
するネット通信制高校。全国から不登校の生徒や発達障害者
などを受け入れる。校舎は2006年3月に閉校した旧小学校を
活用。生徒は普段はネットを使って自宅などで教員免許をも
つ講師から学習指導を受ける。少なくとも年に1回（4日間程
度）、町に滞在し、地元農家やボランティアの協力で農林業
や観光業を体験したり祭りに参加したりして、レポートを作
成し、単位を取得する。
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▼英国オープン・ユニバーシティ

一般社会人の生涯学習機関として、1969年開設。テレビやラ
ジオを使った放送講座、ネットによる通信教育、夏期には1週
間のスク—リングがある。さまざまな学術分野において国際
的に認知された学位を遠隔教育で取得できる、世界初の高等
教育機関。現在は約25万人が受講する英国最大の大学となっ
ている。

▼米国フェニックス大学

勤労社会人向けの教育機関として1976年開設。1989年にオン
ラインコースを開講。世界中の受講者がネットでMBAの学位
を取得できる。現在、200ヵ所以上の施設をもち、約50万人
が受講する米国最大の大学となっている。

◇現在、米国には２万５千を超えるオンラインコースが存在し
ている

◇米国ではオンラインのみで学ぶ学生が300万人おり、うち幼
稚園から高校3年までの生徒が100万人を超える

◇日本の家庭でのパソコン利用率は小学生が6割、中学生が7
割、高校生が8割。

（出典）「子どものＩＣＴ利用実態調査」ベネッセ教育
研究開発センター

（参考）Education Database Online 　http://www.onlineeducation.net/

フリー百科事典　ウィキペディア　 http://ja.wikipedia.org/

「ホームスクーリングに学ぶ」（リンダ・ドブソン著、緑風出版）

『日本経済新聞』『日経産業新聞』『朝日新聞』『毎日新聞』『東京新聞』『西
日本新聞』

<概括調査報告　以上＞

村井氏：ありがとうございました。

このように、米国あるいは英国を始めとしてインターネット
による教育が大きく広がっているようです。それではここ
で、十数年にわたってインターネットを活用した高校の運営
を実践されてきた日野さんにお話しいただければと思いま
す。
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−特区による学校創設の経緯−

日野氏：今日はお招きいただきましてありがとうございま
す。

民間主体の学校群が続々と誕生した「学校創設ムーブメン
ト」は、日本において過去二回起こったと思っています。ま
ず一つは幕末です。徳川幕府が作った学問所である「昌平坂
学問所：昌平黌（しょうへいこう）」や各藩が作った藩校以
外の民間の私塾、手習い塾です。これらは全国1,400を数えた
と言われております。

もう一つは、大正末期です。当時の日本には、ドイツの思想
家シュタイナー、フランスの思想家ルソーの考え方等々の
「自由教育思想」が入ってきていました。自由学園、文化学

院、明星学園など、今でも経営されている学校がございま
す。非常に自由な空気が日本国中に吹いた一方で、社会主義
思想が混じってきましたので、当局の弾劾等の取り締まりの
対象にもなった悲しい歴史も感じることができます。

平成以降に、特区という制度ができました。特区を中心した
特区学校は現在、通信制高校だけで28を数えております。大
学は7、8校ございますが、なかなか経営が芳しくなく、撤
収・撤退気味というのが客観情勢だと思います。

個人的には特区を活用する社会的意義・意味として、通信制
高校が日本の教育風土になじむのではないかと思っておりま
す。いろいろな論議がありまして、我々が正当だと言うつも
りはありませんし、まだ途中過程なので歴史の評価を待つこ
とになると思います。LEC大学や岡山の朝日塾中学校がで
き、話題を呼びまして、その後に私どもの学校ができまし
た。現在では私どもが先頭ランナーに立っているという状況
かと思います。今日は、私がやっている教育がオルタナティ
ブ教育の参考事例になればと思い、参加させていただきまし
た。

会社は1999年に発足しました。神奈川の第三セクターの役員
をやっていました頃に不登校問題に出会いまして、アメリカ

セクション 2

インターネットを活用した多様な教育の実践
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へ視察旅行に行きましたところ、オンラインスクールという
のが1996年、1997年の頃から20～30校できておりまして、私
もよくそこを訪ね歩きました。

そんなところからスタートしまして、まずアットマーク・イ
ンターハイスクール、昨年、東京インターハイスクールとい
う名称に変更しましたが、この学校が12年目を迎え、卒業生
は既に450名を数えております。ここはアメリカのワシントン
州の通信教育課程に準じておりますので、米国の高校卒業資
格しか出せません。それでも早稲田大学には国際教養学部、
人間科学部で受験資格を認めていただき、何名かの生徒を受
け入れていただいております。慶応義塾大学のSFC(湘南藤沢
キャンパス)にも5名ほどの生徒が入学しております。ずいぶん
門戸を開いていただいていますが、残念ながら国公立大学は
旧大検、いわゆる高卒認定試験を受けなければいけないとい
う状況が現在まで続いております。

次に、2004年に特区で第１号の通信制高校ということでアッ
トマーク国際高等学校を石川県の美川町、現在の白山市を認
可者として開校させていただきました。ここは卒業生が既に
800名を数えております。今年、8年目にして初めて東京大学
現役合格者が一名出ました。初志を貫徹して第一志望を合格
したということで学校をあげて大変喜んでおります。

続きまして明蓬館高校です。今から3年前に福岡県川崎町に開
校しました。私どもとしては第２号の特区高校となります。

この地域は筑豊炭田があった旧炭鉱地域
でありまして、生活保護比率が全国で3番
目くらいに高く、25年から30年くらいかけて貧困問題が堆
積・沈殿している状況でした。そこで、今度は地域、貧困問
題にも焦点を当てようということで始めました。今、4年目で
なんとか新入学生も140名となりまして、ついこの間、入学式
を東京と品川をインターネットで結んで開きました。徐々に
順調な状況になってまいりました。

educationというのは福沢諭吉先生が「掘り起こす、開智」と
いう風に訳しておりまして、eduというのが掘り起こすという
意味であります。我々の創業理念はインターネットを使っ
て、上から目線ではなく伴走者として生徒と一緒に学ぼうと
いう願いを込めてしたためました。教育業界は過去や前例に
流されやすい傾向があることは如何ともし難いところがあ
り、新しい取り組みに対しては冒険を避けたいという考えが
つきまとうものですから、改革が後手後手に回るのはやむを
得ないと思います。私もその立場であればそのような判断を
せざるを得ないのではないかとよく感じます。

特区につきましては、たまたま内閣府の官僚たちと知り合っ
たことを機に、特区法に少し関与させていただくようになり
ました。そこで、学校法人、公立学校以外の学校設置主体を
認めようということで、株式会社とNPOが参入可能になりま
した。高校で言えば都道府県認可というのが長らく続いてい
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るのですが、そこに市町村認可というものを規制緩和で風穴
をあけていただき、私どもは町に認可者になっていただきま
して学校を作らせていただきました。ただ、株式会社がいい
かどうかというのは私もまだ結論が出ておりません。学校法
人にもいい点、悪い点があると同時に、株式会社にもいい
点、悪い点がありますので、もっと中間の法人形態はないも
のかという問題意識を持っております。

−明蓬館高校における地域との交流−

明蓬館高校は地域がサポーターとなってがっぷり四つで地域
とつながりあった学校経営をしていこうという考え方で取り
組んでおります。東京インターハイスクールはアメリカの高
校卒業資格しか出ないということで、やや不安を感じられる
方もいらしたので、明蓬館高校では堂々と日本の高校卒業資

格をとれるようにしたいということで創
業以来取り組んでまいりました。1999年
から2004年にかけては格闘・挫折の歴史でございましたが、
なんとか特区によって道が開けまして、生き延びたような印
象でございます。

明蓬館高校は川崎町が設置認可者ということで文部科学省に
届出が必要でございます。学校の運営には、地域との良好な
関係性が必要でございます。校舎は川崎町の里山にある110年
ほどの歴史を持つ旧小学校のものを使用しています。旧小学
校が閉校・廃校になった後、7、8年経ったところで、当時の
町長が「日野さん、これ使ってくれんかね」とご依頼をいた
だき、使わせていただくことになりました。町長は、校舎の
改築を意思決定してくださいました。上下水道がかなり傷ん
でおりましたので、すべて取り換えて、光ファイバーも引いて
いただきました。さらに校舎の２階には宿泊施設も作ってい
ただきました。これらの工事に要した費用は町の方で予算を
計上していただき、１年越しで作っていただきました。それ
だけ手厚い姿勢で私たちを誘致していただいたという関係で
ございます。なおパソコンに関してはパソコン教室を作りま
して、地域のお年寄り向けのパソコン教室も継続的に実施し
ております。

高校の卒業資格を取るためにはインターネットでのレポート
提出等に加えて、対面教育が年に4日必要となります。全国か
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ら１回当たり40～60名の生徒が集まりまして、4泊5日で1日
に1時限から8時限くらいの授業を受けます。最終日の前日は
家庭科の実習ということで、地域の方々が総出で田舎料理の
レシピを公開してくれます。昔ながらの作り方を教えていた
だきながら、生徒と一緒に2時間半ほど料理に取り組んだ後、
会食会・夕食会を開きます。大変和やかな夕べの時であり、
団欒の時なんです。高齢者の方はお子さんもお孫さんも都会
に行っており、寂しくしていらっしゃるので、この時が楽し
みという方が多いです。

今、4年目なのですが、都会から人がたくさんやってくるので
身ぎれいにしなくては、ということで年々皆さんお洒落に
なってきております。この地域に農産加工品のグループがあ
りまして、道の駅などで惣菜、お弁当を作って販売してい
らっしゃるのですが、これがだんだん盛り上がってきており
ます。かき餅を作ったり、ゆずこしょうを作ったり。行くた
びに活性化しているのが感じられます。今やヒット商品が出
かかっている状況です。「日野先生食べてみてくれ、味見し
てくれ」とよく言われます。

学校開設にあたり、最初は反対運動がありました。通信制は
聞こえが悪いとか、不良や不登校生徒や障がい者ばかりが
やってくるのではないかと、地域の方々が恐れおののいてお
られました。私も地域の方々に呼ばれまして、冬の寒い中、
夜8時からの反対集会に出ました。「歴史ある廃校に、都会の

よそ者が不良生徒をたくさん連れて来
る」という噂が駆け巡りまして。もう大
反対集会ですね。そこで膝詰めで3時間ほど議論しました。最
初は「開校をストップさせろ」という声があがっていまし
た。ただ、それだけ反対があるということは、裏を返すとそ
れだけ地域に思い入れがあるということですので、なんとか
味方になってもらおうと思いました。そこで、年に3回、地域
支援協議会というのをやるようにし、懇親の場も持ちなが
ら、地域の方々と良好な関係作りをけんめいにすすめてきま
した。最近では地域の方々から生徒たちに「あんたうちの養
子にならんかね」と声がかかるまでになりました。

明蓬館がだんだんと川崎町という地域に馴染んできていま
す。町の広報誌にもいろいろな行事を毎回取り上げていただ
いております。そういう動きの中で、この4月、その昔炭坑で
食べていたこの町に新たに観光協会ができることになりまし
た。私は会長になってくれと言われたのですが、「とんでも
ない、私はよそ者ですから」ということでなんとか特別顧問
で迎えていただきました。

隣町に合鴨農法の世界的な権威者である古野農場の古野さん
という方がいらっしゃいまして、この方に合鴨農法を教わっ
た方々が、各地で実践しておられます。私どもの校舎の前に
も合鴨農法の農家さんがいらっしゃいまして、学校農園とし
て一緒に取り組みに参加させていただいております。また、
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この地域は最も古い稲作の歴史を持つ地域だということが分
かってきまして、田んぼを掘り起こすと弥生時代の遺跡がた
くさん出ている状況です。九州の福岡というのは大陸とのつ
ながりが相当深い地域でありまして、農耕文化というのは素
晴らしいものであるなということに気付かされております。

−既成概念から脱却した新たな取り組み−

都会から来る生徒たちは、不登校となるとすぐ精神科に連れ
て行かれて、薬をたくさんたくさん与えられたりします。で
すので、スクーリングのときは、症状や薬の服用歴を書いて
もらって、薬は全部こちらであずかるようにしています。医
者から与えられている薬の量を見ると、皆さんびっくりされ
ると思います。いわば薬漬けになっているような状況で、か
えって体調が悪くなっているのではないかと思うくらいで
す。そんな生徒たちも、ここで4日間過ごすと食べ物がおいし
く、薬も3日目くらいから忘れるようになります。

親御さんに対しては米国からコーチングという研修を取り入
れまして、毎年10回ほど研修会を実施しています。子どもの
話をどうやって聴くかということについて、単なるヒアリン
グではなく、リスニングやアスキングというスキルがござい
まして、そういったスキルを注入しようということです。こ
れによって親子関係がずいぶん変わったという声があがって

おりまして、大変評判がよいです。

話は変わりますが、松下村塾では吉田松陰が「体は私なり、
心は公なり、私を役して公に殉う者を大人と為し、公を役に
して私に殉ふものを小人と為す」という言葉を残しました
が、これは私が一番好きな言葉です。公を自分のために利用
することばかり考えている人は小人であるということです。

松下村塾では四畳半弱のスペースで塾生が40～50人いました
が、一斉授業は基本的になく、吉田松陰が直接教えるという
こともほとんどありませんでした。塾生同士が学び合った
り、兄貴分の塾生が11種類の学習方法を実施したりして、勉
強していたと言われております。四畳半の狭いスペースでも学
習が可能であったわけです。ですので、校舎や設備というの
はあまり教育の中身とは関係ないのではないかと私個人は考
えております。
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−システムの活用−

先生たちは基本的に生徒に個別の対応をするために教員に
なっているので、事務作業、単純作業、反復作業というのは
できるだけしたくない。こちらもさせたくない。したがっ
て、できるだけシステムで対応しようとしています。アナロ
グとデジタルの両面で11年かけて作ってきて、いまでは学費
が払われているかどうか、単位はどこまで取れているか、レ
ポートの提出状況はどうかまでリアルタイムで分かります。
先生が生徒と直に相対することに最大限の時間を充てられる
ようにする。これは教育に関わる経営者の務めだと思ってお
ります。

生徒は毎日、まずこの管理システムの画面にID、パスワード
で入ります。そこには先生からのお知らせ、学校からのお知
らせが届いております。生徒が毎日この画面を開かざるを得
ない、あるいは開くことが楽しみになるような仕組を作って
おります。いろいろな先生とのやり取りがこの中で見ること
ができます。履修状況は先生方も分かりますし、本人も分か
るという状況になっております。保護者の方にも一部閲覧権
限を与えまして、部分的にですが、我が子の状況が分かるよ
うにしております。インターネット授業も本当に簡単にでき
るようになりました。インターネット教育の普及はこれから
ますます拍車がかかってくるのではないかと思っておりま
す。

私どもは生徒数の10％、障がい者の方を
受け入れております。その方々に対して
はインターネット上でグループウェアのようなサーバーを設
置して、その中でお子さんの過去からの生育歴、病歴、診断
歴のデータベースを入学段階で作ります。その後、3ヶ月単位
の指導計画を学校が保護者に提示して、保護者からコンセン
サスを得ます。その進捗管理をこのグループウェアを通して
やっております。ありがたいことに、このグループウェアは
文部科学省から予算を3,000万円出していただいて創り上げた
もので、現在、運営が4年目を迎えております。

アメリカではこの個別指導計画を障がい者の方に提示しない
学校は、裁判になった場合、必ず負けます。法令で決められ
ており、障がい者教育がアメリカでは一般的に普及している
ということでもあります。私は子どもが中学3年生なのです
が、軽度の自閉症でございまして、親子のコミュニケーショ
ンについて個人的にも大変悩んできました。そのため、私自
身もこの必要性がよく分かります。あと、小学校の担任の先
生が毎年変わるたびに我が子の状況を説明しなくてはならな
くて、これがなかなか大変でした。きちんと理解してもらう
のに半年かかり、そのまますぐに卒業、進級ということにな
りまして、大変徒労感を覚えました。少なくともこのような
データベースを整備・完備しないと障がい者教育はなかなか
前に進まないのではないかと感じております。

13

 iBooks Author



−アットマーク国際高等学校での取り組み−

2004年にアットマーク国際高等学校ができました。特区初め
ての高校ということ、また石川県の小さな町が認可者だとい
うことで、大変話題を呼びました。美川というところは明治
の初期に石川県の県庁が置かれていた所で、金沢の一向宗の
独特の文化が残っている場所でもあります。この雰囲気が私
は大好きでありまして、この地域と添い遂げようと思って始
めたという経緯がございます。

ここでもスクーリングが年に3日間あります。この地域は美川
刺繍という刺繍の故郷でして、伝統工芸について人間国宝の
お婆ちゃんから直接その伝統工芸を教わりました。そういっ
た授業ですとか、加賀藩の伝統工芸である和紙作りや毛針作
りも授業に取り入れました。これはよく地元の新聞やテレビ
の夕方のニュースなどで取り上げられています。この授業は
毎年好評を博しております。

学校全体では220名の生徒が在校しておりますが、金沢の街の
中にキャンパスを作りまして、全生徒のうち60名くらいはこ
のキャンパスに通ってきております。石川県の生徒は7割で、
あとは福井県、富山県からの生徒です。株式会社としての利
点はいろいろな企業との接点がたくさん持てることで、株主
であります成毛さん（元マイクロソフト社長）にも何回か来
ていただいて特別授業をやっていただきました。ただ、悩み
は生徒よりも保護者が集まってくるということですね。生徒

そっちのけになってしまうこともありま
す。

今回、初めて東京大学に合格した生徒が出ましたが、彼女は
理科では全国模試でトップの点数でした。なぜ、自宅学習で
東京大学に合格したのかということについて、内閣府からも
本人と保護者に電話インタビューの申し込みが来ています。
通信制で東大合格ということで、大変興味を持っていただい
ているようです。この生徒は英語に課題がありましたので、
英文のメール添削を頻繁に行い、克服したことで大変モチ
ベーションが高まりました。元々、自習能力が高い生徒でし
たので、大変良い成果が出ました。
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−教育のダイバーシティが求められる時代へ−

まとめに入ります。私は1999年創業当初から、21世紀の教育
は、IT・ICTの発達によって、個別対応化、ダイバーシティと
いう考え方へと移っていくことになると考えておりました。
それがやっと可能になる時代、社会が来たと考えています。
オンラインスクールは今、全米で200以上を数えておりまし
て、半官半民、公設民営などさまざまな形態があります。フ
ロリダ州などは州が経営しておりまして、3万人ほど生徒がい
ます。カレッジとコミュニティ学習がくっついて、生涯学習
の拠点になっております。

私たちが提携した学校はワシントン州シアトルの郊外にあり
ます。ワシントン州は私の中で一つのモデルとなっていま
す。インディアンの居住地区をはじめとして、英語が話せな
い人がワシントン州に集中していました。この方たちを何と
か就学させようということでワシントン州が真剣に取り組み
ました。通信制の課程を大幅に緩和させ、1980年代にホーム

スクール、在宅学習を全米で初めて許
可。それ以来、様々な教育課程の緩和、
改革をすすめました。その結果、1990年代、スターバックス
やマイクロソフト、そしてアマゾンドットコムが誕生しまし
た。通信制の取り組みが全米で一番早かったものですから、
手先が器用な人たちが育つ土壌ができ、そういった大企業が
生まれる土壌ができていったのです。フィンランドが何かと
注目されていますが、私はワシントン州にヒントが隠されて
いると信じています。州の教育委員会の人たちとも実際にお
会いしてお話しましたが、大変イノベーティブな方々が教育
行政を指揮しているんだなと、非常に感動を覚えたわけであ
ります。

現在、廃校となった学校が日本全国で3,500校ありまして、今
後7年間、毎年500校ずつ増えていくと見込まれています。こ
の廃校をどうするかが大きな社会的課題だと思っています。
当校には北京の中高一貫校からも提携の申し入れが来ており
ます。また、10％は障がい者を受け入れようということで取
り組んでおります。21世紀に最も注目を集める障害は発達障
害だと言われておりますが、勉強はしたいしできる、知的好
奇心もIQも決して低くないという生徒が、障がいをもってい
るということで学校から遠ざけられているという現実があり
ます。
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学校自体も東北の震災以降、農園を始めたりもして、自給自
足スキルを高めようということで取り組んでおります。農業
体験などを通して生徒たちが変わっていくんですね。

以上です。発表を終わらせていただきます。

村井氏：ありがとうございました。日野社長の取り組みには
私もはじめ少し仲間に入れていただいたのですが、とっくの
昔にギブアップしてしまいました。本当にこの方ほど我慢強
く取り組まれてきた方はなかなかいらっしゃらないと思いま
す。

ではご質問やご意見がございましたら、ぜひお願いいたしま
す。

−高い進学率を実現している理由−

武藤氏：ありがとうございました。私
自身はこういう世界をあまり存じ上げ
なかったものですから、非常に新鮮な
印象を受けました。お伺いしたいの
は、教育の評価をどうやっておられる
のか。標準的なところではペーパーテ
スト等をやって成果を確認するわけで
すけれども、結果がどのようになった

かということについてどのように確認さ
れているのか。あるいはその確認方法に
ついて問題点があるのかどうか。以上について、お聞かせい
ただければと思います。

日野氏：内閣府に特区室というものがございます。評価につ
いてはその中で、慶応義塾大学の金子郁容先生を始めとした
色々な先生方が委員になられまして、年に何回か評価委員会
が設けられております。指標は教育成果と経営成果という２
つの側面ですが、教育成果においては卒業率や学力の担保と
なっているかどうかが問われています。偏差値教育的な指標
はなかなか取り入れにくいものですから、それに代替し得る
指標は学校独自でどのようなものを考えているのかという、
学校の考え方を問われるような質問やインタビュー、視察訪
問などを受けております。

率直に言いますとなかなか当局との間で意思疎通が難しいと
ころもありまして、内閣府あるいは文部科学省の方もどのよ
うに評価すればいいか分かりづらく、お互いに模索している
というのがこの場の回答としては一番妥当ではないかと思い
ます。

武藤氏：卒業後は、大学に進学するよりも社会に出る生徒の
方が多いのでしょうか。
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日野氏：いえ、74％の生徒が進学しておりまして、そのうち
半分は4年生大学に進学しております。これは極めて高い数値
だと認識しています。通信制高校が全国で公立、私立、特区
含めて210校ある中で当校は進学率3番目くらいに入っており
ます。ほとんどの通信制高校に通う生徒は、高校に求めるも
のは高校卒業資格だけでいいし、学校自身もそういう風に自
認していることが多いですね。

武藤氏：通信制高校の全体の平均では卒業率は50％くらいで
すか。

日野氏：都道府県立の通信制高校が都道府県ごとに１校～３
校ほどありますが、卒業率はだいたい20％台になっていま
す。途中退学が圧倒的に多いです。中には8年在籍することも
できるところもありますから、8年間塩漬け状態で在籍する生
徒もいて、言わばニート、フリーターの予備軍を作っている
という批判を受けやすい土壌もあります。

武藤氏：大学進学率74％とおっしゃったのは、卒業できた人
が74％ということですか。

日野氏：卒業率は95％です。

武藤氏：それは平均よりもはるかに高いわけですね。

日野氏：高いですね。それにはいろいろな理由がありまし
て、１回入った生徒はやめさせたくないということと。経営

的にも途中でドロップアウトされるのは
あまり得策ではないですし。

村井氏：フォローアップが違うということですか。

日野氏：そうです。公立の通信制は私も馴染みのある先生が
たくさんいらっしゃるので、言いにくい部分もありますが、
学校全体のやる気を感じにくいときがあります。誠意とか経
営努力ですとか。いい先生がなかなか回って来ないという現
実もあります。通信制、定時制は一種のセーフティネットと
いう考え方で今まで来ており、それほど重きを置かれていな
いのではないかと感じるところがあります。中にはもちろん
熱心な先生もたくさんいらっしゃいますが。

武藤氏：先生のところに来られる入学者は一般的な高校には
進学しない、それぞれ何か問題を抱えていらっしゃる生徒が
多いのですよね。その生徒たちに対しては一人一人事情が違
うということで、正に個別対応ということですよね。想像以
上に大学進学率、卒業率が高いのですが、一般の高校でもな
かなかここまでの成果は出せていないと思います。どういっ
た取り組みが成果をもたらしているとお考えですか。

日野氏：まず通信制が世の中で必要とされている社会的意義
について、先生や経営陣が自己認識を高めることです。こう
いう意識が学校全体でみなぎっていないと、生徒たちにいい
形で伝わらないです。また生徒をお客さま扱いするのではな
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く、生徒たちの発言や気持ちをたんねんに聴くという姿勢が
大事ですね。学校側の問題は、生徒の想いとか希望、意向や
悩みを十分に聴けていないということだと思います。聴く余
裕すらないし、聴くスキルがないし、色々な意味で十分に対
応できていないと思います。

村井氏：その辺は通信制教育だけではなくて、日本の教育全
体の本質的な問題であると思いますね。

日野氏：生徒の話を聴かずしていきなり解決策を投げかけて
しまった場合、その解決策がたまたま当たればいいですが、
当たらないケースの方が圧倒的に多いのです。生徒のデマン
ドやニーズをきちんと拾い上げていかないと、当たり外れが
多過ぎます。

前原氏：ありがとうございました。大
変感動しました。私も少し学校教育に
携わっていましたが、ここまでの状況
を創り上げられたというのは大したも
のだなと感じました。

今の日本の学校を見ていると、形にば
かりとらわれ過ぎてしまっていて、中
身のところが希薄になっている。固有

の対応、個別的対応、教員対応が不可欠になる。本当はここ
がとても大切なのだけれども、昔の学校と違って今の学校は

事務などに忙殺されていて、この点が欠
けているんですよね。

私も教育をやっていて思うのですが、子どもによって成長す
る時期は一人一人違うにもかかわらず、現状は形式的に年齢
で決められています。伸びる時期に本人が関心をもって自主
的に学べば大いに成長するのですが、そういったタイミング
を考慮せずに一方的に押し付けてしまうものだから、なかな
か成長しない。

そういう中で、日野さんのやり方は日本で落ちこぼれてし
まっている、あるいは落ちこぼれざるを得ない環境にいる子
どもをたくさん救うことになるのではないかと思います。

今、発達障害の子どもがものすごく増えていますよね。発達
障害は非常に優秀な子どもがなりやすいと言われていますか
ら、これは日本全体にとってものすごく大きな損失ですよ
ね。今のお話を聞いていて、こういった障害をもつ子どもた
ちの可能性を広げる素晴らしいやり方だと思います。よく話
を聴いてあげて、育てる、これは原点だと思いますね。

日野氏：ありがとうございます。

本日お手元に配布した資料ですが、これはうちの学校を昨年
卒業した東田直樹くんの書いた本「続・自閉症の僕が跳びは
ねる理由—会話のできない高校生がたどる心の軌跡」のチラ
シです。自閉症の口がきけない子が生まれた時に別にショッ

18

 iBooks Author



クも感じず、「あら、可愛い！」と感じられたという素晴ら
しいお母さん、お父さんの下ですくすく育った子です。彼は
パソコンが非常に得意で、入学前から使うことができまし
た。千葉の養護学校に行っていたのですが、知的好奇心が非
常に高く、養護学校には行きたくないということで、東京
都、千葉県の普通科高校を受けてまわったのですが、全て入
学を断られました。それで、東京都の教育委員会の方から私
のところに電話がかかってきまして、東田くんという将来嘱
望される男子生徒がいるので日野先生のところで受け入れを
お願いできませんかということでした。自信はなかったので
すが、受け入れることにしました。

この表情を見て下さい。自尊心、
自尊感情の非常に強い、良い表情
になりました。今は作家活動を
やっております。この本は一昨年
12月に発売されまして、もう3万部
を突破しました。天才自閉症作家
と呼ばれています。東京大学の駒
場キャンパスで昨年、一昨年と150
名くらいを対象に講演をしていま
す。彼が講演会をやるとすぐに人

が集まるんですね。ハーバード大学からも特別研究生として
招聘したいという手紙が届いたんですが、まだアメリカに行
く自信はないということで、頃合いを見計らってということ

だとおうかがいしています。彼のような
タイプはむしろアメリカに行った方が
ホーキンス博士のようにもっと伸びるんではないかと思って
います。自閉症教育は残念ながら日本はまだまだこれからと
いう状況です。

前原氏：人間としてのポテンシャルは変わらないんですよ
ね。

日野氏：そうなんです。それで彼はこの本の中で恐ろしいこ
とを書いておりまして、僕の中で原始人のDNAが入っている
と。文字を持たなかった原始人のDNAが。人類はたかだか文
字を手に入れて二千数百年、それ以上に文字を持たなかった
歴史の方が圧倒的に長い。今の僕にはそのことがはっきりわ
かると。自閉症の子どもたちは水と光と土が大好きなんで
す。光を見ると飛び跳ねるんです。蛍光灯の光の波動がどう
やって流れているかが分かってそれを手で表現するんです。
見えない光や聞こえない音も聞こえるんです。特殊能力を
持っているとも言われますね。ところが目の前にいると変な
子だ、障がい者だということになるんですね。その辺もこれ
からもっともっと教育界が勉強して対応していかなければと
思いますね。
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−自ら学ぶ力を育てる−

村井氏：今、日野さんに紹介していただいた教育のすそ野を
広げるための方法としてはどういうものが考えられますで
しょうか。

前原氏：可能性はすごくあると思います。形式的な詰め込み
型の授業を受けるよりも、日野さんのような教育の方がコ
ミュニケーション力が強くなりますから、効果的だと思いま
す。

関口氏：インターネットを使うことのメリットと言います
か、インターネットだからこそできるということもかなりあ
ると思うんですね。

今までのスクール形式の教育というのはある一定の中間の人
に焦点を当てて、上も下もある意味では切り落としてやって
いる。そして効率は非常に悪いと思うんです。インターネッ
トを活用することによって非常に幅広いバリエーションと言
うか、ダイバーシティに対応できるということがポイントな

のかなと思うのですが、その点はいかが
でしょうか。

日野氏：インターネットを使えば傾聴することができます。
聴く時間と聴く機会がたくさん持てるので、本人の言い分を
聴いて関与させる、コミットさせるということができる。
「主体は君だよ」ということを自然と言っているようなもの
ですね。傾聴を行いやすいというのが一番のメリットです
ね。

前原氏：個人授業をしているようなものですよね。

関口氏：授業とコーチングをいっぺんにやっているようなも
のですね。

日野氏：対話しながらやるということですね。傾聴して本人
がやっていることを認めてあげてほめてあげる。傾聴、承認
が先で、その後にやる気にさせる動機付けが必要になるので
すね。

村井氏：アドミニストレーティブな作業を全部コンピュー
ターが吸収しているから、先生方の能力がフルに生徒に伝わ
りますよね。

関口氏：入学資格に関しまして。インターネットでやるとい
うことは国境がないということだと思うのですが、例えば海
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外に在住している方は海外の教育と同時に日本の教育も受け
たいという方もいらっしゃると思います。そういうことを受
け入れることも可能でしょうか。

日野氏：それはもう数年やってきました。今もお父さんがド
イツの学校で教授をやっている娘さんがいらっしゃいます。
それからオランダとかインドネシアのケースもあります。

前原氏：海外の日本人学校とリンクすれば非常にいい成果を
あげられますよね。

鷲山氏：九州の川崎での4泊5日の
授業の写真を拝見しましたが、生
徒たちはどこに住んでいるのです
か。また、高校の校舎は年に１度
使うだけですか。

日野氏：九州と関東に住んでいる生徒が多いですね。校舎の
利用についてですが、本校に通学している生徒が今18人おり
ます。近郊でもバスを乗り継いで来ております。本校にも教
職員が3名、常時おります。

鷲山氏：ほとんどはインターネットで授
業を行うんだけれども、本校に通ってい
る生徒もいるわけですね。

日野氏：品川にも通学する場所がありまして、私は常時そこ
におります。品川に通学している生徒も今、30～40人いま
す。

鷲山氏：私もインターネットで１人で授業を受けてみたこと
があるのですが、続かないんですよね。それはどういう風に
したら続くのでしょうか。

日野氏：続かせるための最大のコツは聴くことですね。聴い
てあげること、言わせること、書かせることですね。

前原氏：だから一方的な授業だとだめなんですね。

武藤氏：普通の授業だと受け身でも済まされますよね。とこ
ろが、通信制の場合は本人に何がしかの能動的なものを必要
とするのではないかなと思うのですが、これはプラスなの
か、マイナスなのか。ある程度努力しないと続かないという
状況だと思いますが、それは話を聴くということによってど
うにかなるものですか。

21

 iBooks Author



日野氏：話を聴くということで、「この学校、この先生は私
の話を聴いてくれるんだ」という驚きが発生するわけです
ね。そういう関係性をまず築くことです。

武藤氏：1対1の関係になるということですね。授業だと1対
50の関係になってしまうと思うのですが。

岸田氏：教えるのと学ぶのとで言うと、今まで学ぶ側があま
りにも軽視されてきたと思います。インターネットになると
学ぶということのウェイトがかなり高くなっていきますね。
そして学びになると1対1の関係も発生してくるんですね。

日野氏：学びイコール自己選択をうながすと言いますか、選
択肢を用意してあげる。そうするとそこに生徒がぐっと入っ
てきますね。君にはこれしかないよと言ってしまったら、関
係性は断ち切れますから。

前原氏：戦後の日本の教育が失ってきたものなのですが、
「自ら学ぶ力」を高めるということができますね。そういう
意味では非常に素晴らしい教育ですね。

関口氏：先ほど親をその気にさせるということが出ました。
非常に重要だと思うのですが、どうしたらそういう風にでき
るのでしょうか。

日野氏：今、母子密着傾向が強くなっています。つまり母親
と子どもの間が密着しておりまして、一体化しているんです

ね。一体化するといいこともあるのです
が、悪いこともあります。子どもの身の
上に起きたことは母親の身の上に起きたことだと勘違いして
しまうんですね。往々にしてなぜ母子密着化しているかと言
いますと、過去に対する罪悪感なんです。あの時に子どもに
こうしてあげたらよかった、という罪悪感がずっと尾を引い
ているんですね。あの時にしてあげられなかった、こんな母
親が悪いんだ、だからこれから何とか挽回しなければと余計
に張り切るわけですね。ですので、我々の研修では過去の罪
悪感をまず断ち切るということを行っています。罪悪感を持
つとあまりいいことはないですね。

関口氏：どうやって断ち切らせるわけですか。

日野氏：いろいろな研修項目がありますが、高校生の年代に
なりますと子どもの人格は自分とは別のものだと気付いても
らうという研修があります。子どもに対する操縦欲あるいは
支配欲を持つことはもうやめにしましょうということです。
いくつかの例題やセッションを設けて体感していただくよう
にしています。

村井氏：本当にどうもありがとうございました。では、次に
インターネットによる高等教育の事例として、イギリスの
オープン・ユニバーシティのニールさんにお話していただこう
と思います。それではよろしくお願いします。
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皆さん、おはようございます。ヨロシク、オネガイシマス。
オープン・ユニバーシティのパートナーシップ・マネジャー
を務めておりますニール・ヘリントンと申します。東京の皆
様のミーティングに参加し、オープン・ユニバーシティを紹
介できることをとても光栄に思います。

オープン・ユニバーシティは1969年設立されました。そのと
きは他の英国の大学と同様の形式でした。40年以上たった現

在では、世界じゅうに25万人以上の学生を擁しています。多
くは英国の方々ですが、ほかにも多くの国籍の方々がいらっ
しゃいます。当大学は2005年以降、学生による満足度ランキ
ングで、英国ナンバー３に入っております。1980年代に新し
く開講したビジネススクールは、昨年のビジネススクールの
ブランド調査で第5位になりました。当大学のビジネスス
クールはMBA認定機関であるEQUIS、AACSB、AMBAの認定
を受けており、なかなかの評判です。研究の面でもオープ
ン・ユニバーシティは英国の大学の中で43位の実績をもって
います。

創設された60年代後半から70年代にインターネットはありま
せんでしたので、当時は講座をテレビ番組で提供しておりま
した。そのため我々はBBCとはとても緊密な関係をもってい
ました。BBCやその協力ネットワークには3億人もの視聴者
がおります。このBBCのネットワークを利用し、オープン・
ユニバーシティの講座を、誰もが、いつでも、どこでも受講
できるようにすることが当時のねらいでした。

セクション 3

オープン・ユニバーシティ（英国）の教育の
取り組み
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オープン・ユニバーシティの特徴につきましては、創設者の
ジェニー・リー女史が創設時に定めました。特徴は非常に重
要です。そこでオープン・ユニバーシティを始める際、どう
いった人々が遠隔教育を利用するかを熱心に議論しました。
遠隔教育にまったく不慣れな人もオープン・ユニバーシティ
で学びたいと考えるでしょうし、遠隔教育に慣れており高度
なことを学びたいと考える人もいるでしょう。遠隔教育に不
慣れな人にとってオープン・ユニバーシティは開放的だとい
うだけではなく、受講方法や我々の考え方を丁寧に教えてあ
げる必要がありました。我々は教育の品質にこだわりまし
た。当初は一方的に番組をテレビ放映せざるを得ませんでし
たが、工夫してなるべく受講者と我々のやり取りを双方向に
するためBBCを通じて問い合わせを受けて対話を試みまし
た。キャンパスを使う通常の大学に負けない品質を目指した
のです。ですので「遠隔教育では高度な教育はできない」と
我々を批判する声はないのです。

学生の満足度についての調査では、遠隔教育と通常の対面教
育で満足度に関して何らの違いもないことが明らかになって
います。この調査ではオックスフォード大学やケンブリッジ
大学などの有名大学に交じってオープン・ユニバーシティが
第3位の評価を受けております。オープン・ユニバーシティの
ビジネススクールにはインターネットを使って100人もの学生

が参加しておりますが、とても離れた場所、たとえば東京の
学生も授業に参加しています。今や高度な教育に距離は関係
ないのです。

研究についてもオープン・ユニバーシティは他の通常の大学
と同じように力を入れてまいりました。研究ランキングでは
我々は43位の評価を受けております。我々の遠隔教育の発
展、新たな遠隔教育手法の開発は、研究活動なしでは進めら
れません。新しい教育コースのデザインや教授方法などを絶
えず生み出していくことで、対面方式の通常の大学と競争し
てゆけるのです。

オープン・ユニバーシティのコースデザインの考え方ですが、
1人の学生に対して、講座のコース、講師によるレクチャー、
受講者に対するサポートの３つの要素があります。これらは
40年に及ぶ経験を踏まえて作られたものです。1971年に最初
の資格者を生み出して以降、オープン・ユニバーシティは4万
7000人以上の上級資格者を含む77万人以上の有資格者を輩出
してきました。

選択した科目によって学生にはイラスト化された行動計画が
示されます。CO-ROMやDVDによる対話形式の練習問題や
ケーススタディがあり、簡単に試験を受けることができま
す。ウェブサイトを介し、世界中から学生が望むときにイン
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ターネットの講演会に参加することもできますし、どのよう
な科目を選択すればよいかもガイドされます。科目の中には
物理的な施設を使う４～５日のスクーリングを含むものもあ
ります。この場合、学生たちは直接、顔を合わせることがで
きます。スクーリングは英国を含むヨーロッパ各地で行って
おり、いずれアジアでも行いたいと思っております。学生た
ちには個別指導員が付いており、学生らは電話やｅメールで
問い合わせができるほか、別の教材はBBCを使って手に入れ
ることができ、試験のためのインタビューを受けることもで
きます。

次に我々のカリキュラムの全体像についてお話します。オー
プン・ユニバーシティには7つの学部があります。各カリキュ
ラムにはかなり余裕をもたせてあり、各分野で独自の研究を
推し進めやすいように工夫がされております。オープン・ユ
ニバーシティは英国では非常に知名度の高いブランドであ
り、それは世界に広がっています。我々には信頼できるパー
トナーがいます。彼らによって有効なｅラーニングの手法、
何百人もの生徒に教育する方法、遠隔教育に関するベストプ
ラクティス、効果的なインターネットの仕組みなどが生み出
されています。こうした手法を組み合わせてオープン・ユニ
バーシティの授業は作成されています。非常に革新的なもの
で、高品質で、誰でも柔軟に対応でき、各教材は生徒の数が

増えてもそれに合わせて拡大できるように配慮されていま
す。

オープン・ユニバーシティの教育の変革についてですが、
我々には設立時から深い関係を持ってきたBBCとの共同開発
番組を通じて３億人の視聴者がおりますし、「VLE」と呼ぶ
独自の仮想学習システムを通じての利用者が1日あたり6万人
もおります。最近、世界で初めてiGoogle・ガジェットを用い
た「フリー・ユニバーシティ・コース」を始めました。この
iGoogle・ガジェットをみてオープン・ユニバーシティの講座
に関心をもった人は、講座のコンテンツの約2割程度を無料で
ダウンロードすることができ、実際に試してから、引き続き
受講したいと考える場合にはそのまま申し込めるようになっ
ています。我々は約7万2000人のファンをもつフェイスブック
のページももっており、セカンドライフのスペースも、そし
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て2万2000人以上のフォロワーをもつツィッターページも
もっております。

また我々の無料教育ウェブサイト「オープン・ラーン」には
開設以来、2000万アクセスを超える来場がありました。この
サイトは国際的なブランドをもつ「アリゾナ州立大学・大学
デザイン協会の2010年のイノベーション大賞」を受賞しまし
た。こうしたコンテンツはiPodやタブレット端末にも対応し
ており、学生たちはいつでも、どこにいても電子会議やレ
ポートを確認できます。また他の学生がどう活動しているか
を確認できます。「iTunes U」は世界中のあらゆる大学にお
いて4800万のダウンロードがなされるという極めて大きな存
在感をもっておりますし、しかも毎週47万件というダウン
ロードのうち、実に9割は英国以外の利用者によって占められ
るという状況になっています。昨年のダウンロード件数の約
28％にあたる450万件超は、科学、技術、エンジニアリング
そして数学に関するものだったことが分かっています。オー
プン・ユニバーシティの「iTunes U」の利用者の58％は、
オープン・ユニバーシティの他の教材なども体験しているこ
とが判明しています。

（ニール氏講演終了）

−オープン・ユニバーシティ（英国）における受講について−

岸田氏：オープン・ユニバーシティは私どもネットラーニン
グが日本の正式代表になっております。それから奥島先生が
日本における代表になっていただいております。

関口氏：日本からは何人くらい参加していますか。

岸田氏：まだ始まったばかりで人数は少ないです。50人に満
たないくらいですが、これから増えて来ると思います。

関口氏：費用はどのくらいですか。

岸田氏：私自身がMBAコースの学生になっていますが、3年間
で350万円です。英語ネイティブの英国国民でも一日2時間半
勉強しないといけないので、私はその倍勉強しないとついて
いけません。いま、たいへんな目にあっていますが(笑)、実際
の業務と結びつけた課題を絶えずやり続けることになるの
で、非常にいいですね。

関口氏：インターネットでやるともっと安くできそうな気が
します。3年間で350万円ということは年間100万円ちょっと
ということになりますが、日本の感覚だとけっこう高いです
よね。
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岸田氏：アメリカのフェニックス大学、ここは今生徒が50万
人いますけれども、学部生でも費用は通学の倍くらいするん
です。ですので、インターネットの大学の方が授業料は高い
というのが現状です。

村井氏：日本の教室での教育では生徒に対して先生が１人で
すよね。インターネット大学の方ではリサーチやカリキュラ
ム作成等も含めますと先生が5、6人関わっています。チーム
でカリキュラムを作るのですが、そこに相当お金をかけると
聞きました。日本の場合はコースを担当する先生の考えのみ
でセメスターを進めるわけですけれども、インターネット大
学の場合はコースを作る前にチームで課題を調べたり、議論
したりします。そしてカリキュラムは先生のものではなく、
チームのものとして管理されます。

関口氏：相互性というのはさっき仰っていましたけれども、
それはスカイプを使ったりするわけですか。

岸田氏：彼らは専用の仕組を持っています。ライブでのグ
ループディカッションもあります。それから、アクティビティ
が無数にあって、１ヶ月半くらいに１回くらいのレポート提
出もあります。ケーススタディも自分の会社の事例でレポー
トを出していきます。

村井氏：ハーバード大学のビジネスケースとは違って、参加
されている生徒さん自身がテーマを提供して、それをみんな
で議論するような仕組になっているようですね。

関口氏：BBCと一緒に教材作りをやったということですけれ
ども。

岸田氏：それは最初のころで、今はその分野の第一人者や、
教授たちが相当数そろって教材作りをやっています。今、
ちょうど教材を作り変えているんですがそれには2億円かけて
います。本当に素晴らしく、高いレベルのものです。しかも
職場を離れなくてもよくて、日々の自分の業務と結び付けて
学習ができます。

関口氏：入学資格や入学試験はあるのですか。学費は3年分一
括で払うのですか。
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岸田氏：入学資格はあります。実務経験があるかなど、いろ
いろなことを審査されます。その選考は基本的に我々が代行
してやっています。学費は毎年分割して払っていきます。

関口氏：脱落というのが通信教育の場合はひとつポイントに
なるかと思うのですが。

岸田氏：期末に試験があるのですが、第1年目に合格するのは
75％くらい。それから再試験が半年後にあります。その再試
験で90％くらいは合格していきます。

渋谷氏：MBAコースでは日本人は1日最低5時間くらい勉強し
なければいけないということですが、それはかなり大変なこ
とだと思います。もっと楽なコースはないですか。

岸田氏：ここに学生数は25万人と書いてありますが、MBAの
学生は数万人であとは学部生です。それから単位にならない
講座もたくさんもっています。グローバル・コミュニケー
ション・スキルの講座など、そういう講座をとることもでき
ます。

武藤氏：そういった講座には、試験はあるのですか。

岸田氏：試験はありますが、単位にはならないです。科目履
修生ですね。

渋谷氏：例えば外資系企業の方でビジネス・インストラク
ションのようなものだけを学ぶという講座もあるのですか。

岸田氏：あります。私もはじめはそういった講座をとりまし
た。それで次に進もう、ということでMBAコースを今やって
います。

渋谷氏：やさしいものから非常に高度なものまで幅広くある
ということですね。

関口氏：インターネットでやる一斉授業というのはあるので
すか。

岸田氏：だいたい15人単位くらいでやります。チューター１
人が15人くらいの生徒を担当します。

武藤氏：インターネットが普及する前にすでにBBC放送の授
業はあったと思いますが、その時は一方的な受け身の授業
だったんですか。

岸田氏：そうですね。その時に学校の名前を何とするのかと
いう議論があったんです。放送大学とするのかオープン・ユ
ニバーシティとするのか。その中でオープン・ユニバーシ
ティという名前を選択したんです。そういう意味では放送の
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時代から双方向のコミュニケーションをどうやって確保しよ
うかという意識が彼らの中で強くあったんです。

武藤氏：スクーリングはあるのですか。それはイギリスに行
かなくてはいけないのですか。日本でも出来ますか。

岸田氏：スクーリングはあります。世界中どこに行ってもOK
です。我々がもう少し力を持てば日本でスクーリングをやる
んですが。日本でできると、ヨーロッパの人は喜んで来るよ
と言われています。

関口氏：ヨーロッパの人はイギリスに行って受けられるわけ
ですね。

岸田氏：そうですね。私はブリュッセルに行ってスクーリン
グを受けています。

渋谷氏：アジア地区の代表になれば、中国などから生徒がど
んどん来るんじゃないですか。

岸田氏：そうですね。日本国内でチューターを用意できる
か、それとも向こうから日本に来てもらうか。最初は来ても
らいながら日本で解説するスタイルになろうかと思います。

渋谷氏：今、日本の放送大学はe-Learningに進出しているの
ですか。

武藤氏：あれは法律で作ったようなものだったと思うので、
法律でがんじがらめになっていると思いますよ。

岸田氏：オープン・ユニバーシティの方が言うには、日本の
放送大学の人たちは毎年来てはいるものの、突っ込んだ話に
はならないようです。

前原氏：今のままでは日本の放送大学は、国際標準になるの
は難しそうですね。
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村井氏：ネットワークを使った教育というのは新しい方向へ
進んでいますが、日本の場合は遅れているような気もしま
す。皆さん、どう思われますか。

関口氏：遅れていますね。とにかく日本は文部科学省がス
クーリングの日数をがっちり決めていますからね。最近ひど
いのは年間の授業日数を満たそうと、月曜日の振替休日まで
授業をやっている例もありますから。もうちょっとインター
ネットに振り替えられるところは振り替えてもいいのではな
いかと思います。今はスクーリング至上主義、小中学校で言
えば板書至上主義となっていますね。

日野氏：規制そのものが古過ぎますよね。時代にそぐわない
ものをいまだに大事に掲げています。通信制でもレポートの
回数がどうだとか、スクーリング日数だとか、こと細かく決
められています。その規制がどういう過程で定められたのか
成立過程まで話してくれれば我々も納得するのですが。

奥島氏：先生の教育力に対する不信なんですよ。それが法律
でがんじがらめになっている理由だと思いますね。

武藤氏：今は特殊法人とか国立大学法人とかになっています
が、株式会社にした方がよさそうですね。放送大学設立時に
私も関係していたことがありまして、その時に不思議な議論
があったのですが、大学というのは一定の規模の運動場を持
たないといけないんですよ。そういう設置基準があるので
す。それで放送大学に運動場を持たせるかが大議論になりま
した。運動場を持てない代わりに、町のサッカークラブとか
野球クラブで履修があるとそれを認めるとか、そういう議論
でしたよ。文部科学省は設置基準にこだわっているんです
ね。もうちょっと自由化しないといけないですね。

前原氏：図書館もそうですよ。

セクション 4

インターネット教育に対する今後の日本の課題
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鷲山氏：大学経営も株式会社にすると、例えばLECの件なん
かがあって、やはり問題だという話が聞こえてくるんですけ
ども。

日野氏：設置基準とのあまりの違いがありますし、文部科学
省は直接許認可権を持っていますからね。

村井氏：しかし、いつまでもこういうことを言っていたので
は、特にインターネット教育のような新しいものが広がらな
くなると思いますね。

関口氏：あと、日本が全然だめなのは電子教科書ですね。教
科書業界の都合や、大学の先生、小中高の先生も昔ながらの
方がいいということで、議論が全然進まないですね。この点
も何とかしないと、これだけ電子書籍やiPadが出てきている
わけですからね。

鷲山氏：教員の資質向上という点に関しては、インターネッ
ト教育が教員の資質向上に活かせるという可能性もあります
が、個人個人でやるのは、なかなか難しいのではないかと思
います。例えば、会社で受けさせるとかですね、そういうス
タイルがとれない限り学校の先生の資質向上のために使うと
したときに、ちょっと難しいのかなと感じますがいかがで
しょうか。

岸田氏：いや、私はかなりいろいろな可
能性があって、面白い展開になると思い
ますね。三鷹市の学校で初めてインターネットを全校で導入
するということを昔やったことがあるんですが、予想に反し
て先生方が夢中になっていましたね。普通、先生方を集めて
研修してもあまり集まらないと言われていましたが、その時
は全員出席だったんですね。ですから、インターネットの可
能性というのは実は先生方も感じているところがあると思い
ますね。やり方によるのではないかと思います。国が100校プ
ロジェクトといって100校を対象に1校に1億円の予算を付け
てインターネット教育をやろうとしたんですが、これは失敗
したんですね。次にNTTが「こねっと・プラン」ということ
で1,000校をつなごうとしましたが、これも失敗したんです。

それに対して私はどちらも違うと。地域でやることが大切だ
と思うんですね。それで三鷹市の22校をつないで、市が5,000
万円の予算をつけてくれたんですが、これが大成功しまし
た。その後、文部科学省が注目して35ヶ所でやろうというこ
とになり、これも大成功しました。そういうこともあって、
全国の小中学校をつなぐインターネットサーバーは三鷹にあ
るんです。それがルーツになっているんです。ですから、私
はやり方次第だと思います。今後、いろいろなことが発想次
第で出来ると思いますよ。
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関口氏：そういう意味では三鷹市はいろいろ条件が揃ってい
ますね。今の岸田さんのお話もありますし、もともとINSと
いうNTTのマルチメディアの実験が始まったところですし。

村井氏：議論は尽きないところですけれども、そろそろお時
間でございます。本当にありがとうございました。

(以上)
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