平成２６年３月３０日（日）２：００
西武八尾

８階

バンケットルーム

基調講演
『私と英語と英語教育』
講師
大阪教育大学

加賀田

英語教育講座

哲也
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教授

先生

プログラム
２：００
第一部
２：０５
２：１５

開会

司会

特別ご来賓挨拶

清風学園中学校高等学校

理事長

平岡

須原

きよみ

英信

先生

基調講演
題目『私と英語と英語教育』
講師：大阪教育大学

３：１５

（

休

憩

英語教育講座

加賀田

哲也

先生

塾長

荒川

雅行

先生

塾長

清村

善治

先生

須原英数教室

塾長

）

第二部
３：２０
ご来賓挨拶
・公益社団法人 全国学習塾協会
・関西私塾教育連盟

近畿支部
支部長
ホリエグループ

理事長
伸学セミナー

３：３０

３：４５

教授

『塾教育』実践報告
須原

秀和

ミニ教育講演

・清風学園中学校高等学校

校長

平岡

宏一

先生

・東大寺学園中学校高等学校

校長

矢和多

忠一

先生

・灘中学校高等学校

校長

和田

孫博

先生

４：１５
第三部
４：２５

５：２０

（

休

憩

）

コーヒーブレイク
通学している学校の先生方と、生徒諸君・その保護者の皆様が楽しく談笑し
ていただくひとときです。
終了予定
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加賀田哲也 先生
	
 	
 
プロフィール
アメリカ・シアトルにある州立ワシントン大学（理論言語学）および大学院（教育心理学）を修了し
た後、大阪大学人間科学研究科博士課程後期修了。博士（人間科学）。
大阪商業大学教授を経て、現在、大阪教育大学教育学部・英語教育講座教授。
目下、大学で教員養成に携わるほか、関西圏の小学校、中学校、高等学校を中心に英語授業改善のた
めの指導や教員研修にあたっている。
研究領域：小学校外国語活動、小・中・高一貫の英語教育、人間教育としての外国語教育、Humanistic Language Teaching。

学会：
英語授業研究学会（理事）、日本児童英語教育学会（理事）、小学校英語教育学会（理事）、外国語教
育メディア学会（運営委員）、大学英語教育学会、日本国際理解教育学会、など

主な著書：
『小学校英語教育法入門』（共著、教育出版）
『児童が創る課題解決型の外国語活動と英語教育の実践』（共著、高陵社出版）
『英語授業改善への提言：使える英語を目指す授業実践』（共著、教育出版）
『児童が生き生き動く英語活動の進め方』（共著、教育出版）
『これからの小学校英語教育−理論と実践』（共著、研究社出版）
『小学校英語教育の展開−よりよい英語活動への提言』（共著、研究社出版）
『ＴＯＥＩＣテスト速解ナビゲータシリーズ（文法編）』（単著、三修社）
『英語のリスニング・ストラテジー：効果的な学び方の要点と演習』
（共著、金星堂）
など多数。
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ご出席者来賓名

学校関係（学校名アイウエオ順）

・上宮中学校高等学校

前校長

・大阪桐蔭中学校高等学校

土井

博史

先生

校長

寺川

国仁

先生

・大阪府立八尾高等学校

校長

浅田

建

先生

・大阪府立八尾高等学校

主席

藤原

大

先生

・大谷中学校高等学校

高校教頭

雪矢

敏明

先生

・大谷中学校高等学校

中学教頭

永田

幸子

先生

・大谷中学校高等学校

入試対策部長

山西

京子

先生

・開明中学校高等学校

校長

早坂

元実

先生

・関西福祉大学金光藤蔭高等学校

校長

杉岡

俊男

先生

・近畿大学付属中学校高等学校

校長

岡崎

忠秀

先生

・近畿大学付属中学校高等学校

教頭補佐

森田

哲

先生

・興国学園高等学校

理事長

草島

葉子

先生

・興国学園高等学校・立命館大学

非常勤講師
元校長

岡

毅

先生

・城星学園中学校高等学校

校長

宮脇

道子

先生

・城星学園中学校高等学校

入試広報室長

大川

浩子

先生

・清風学園中学校高等学校

理事長

平岡

英信

先生

・清風学園中学校高等学校

校長

平岡

宏一

先生

・清風学園中学校高等学校

主事代理

松永

惠一

先生

・高槻市立上牧小学校

教諭

和田

博之

先生

・東大寺学園中学校高等学校

校長

矢和多

忠一

先生

・灘中学校高等学校

校長

和田

孫博

先生

・浪速中学校高等学校

高校教頭

宮

照夫

先生

・西大和学園中学校高等学校

生徒募集部長

新保

久俊

先生

大阪府立天王寺高等学校

入試対策部参事

校長
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ご出席者来賓名

塾関係（塾名アイウエオ順）
・がくあん

代表

神尾

聡一郎

先生

・関西教育システム

代表

岡山

和浩

先生

・学進舎Ｙセミナー

渉外・広報部長

松田

元気

先生

・湖北総合学園

取締役

山崎

英子

先生

・俊英塾

代表

鳥枝

義則

先生

・ホリエグループ

塾長

荒川

雅行

先生

・たちばな学習教室

代表

山本

良枝

先生

・たちばな学習教室

塾長

生藤

美紀枝

先生

・伸学セミナー

塾長

清村

善治

先生

・株式会社教育企画湯口塾

代表

湯口

兼司

先生

・特化塾ヨシダゼミナール

代表

吉田

良之

先生

・レーゼクライス

代表

三谷

修司

先生

・レーゼクライス

副代表

三谷

佐枝子

先生

・レーゼクライス

英語科主任

山下

祐佳里

先生

出版関係等（会社名等アイウエオ順）
・株式会社朝日教育社

営業統轄リーダー

辻

行平

様

・株式会社育伸社

大阪営業所所長

森川

悠司

様

川津

忠彦

様

・株式会社育伸社
・株式会社五ツ木書房

代表取締役社長

岡本

不二男

様

・株式会社五ツ木書房

駸々堂テスト事業部部長

伏見

薫

様

・ＵＳＩ企画

臼井

充男

様

・大阪市立大学医学部附属病院呼吸器外科前期研究医

原

幹太朗

先生

・株式会社教育事業社

宮川

真左美

様

治田

道子

様

営業部マネージャー

・株式会社教育事業社
・株式会社月刊私塾界

記者（取材）

中古

光一

様

・服飾倶楽部

代表

中井

博重

様

・株式会社ルックデータ出版

塾ジャーナル記者（取材）

道簱

明子

様

（３月２０日

5

現在）

２０１３年９月１４日（土）京都大学基礎物理学研究所湯川記念館パナソニック国際ホールにて、第８回国際教育
学会公開シンポジウムが開催されました。テーマは『求められる教育・・学力とモラル』でした。その中で、私は『塾
教育』をテーマに発表する機会を与えられ、実践報告と今後の展望について述べました。一人１５分という限られた
時間ですので、資料を作成し配布いたしました。加賀田哲也先生には、お忙しい中ボランティアで翻訳をして下さい
ました。
その配布資料を、国際教育学会の機関紙『クオリティ・エデュケーション』に投稿いたしましたところ、『オピニ
オン』としての採用の可能性があるとのお返事をいただきました。その際、国際教育学会学会誌編集委員会委員長の
同志社大学教授八木匡先生からは、大変ご親切なアドバイスや細部にいたるまでご指導を賜り、心より感謝しており
ます。配布資料から各学校での講演会のアンケート調査や資料を取り除き、題名を『塾教育』から「『塾教育』の役
割を考える」に改めました。また、文体も『である調』に変更しています。八木先生のご指摘通りの内容に仕上がっ
ているかどうかわかりませんが、
『塾教育』についてより深く考察できる機会を与えていただき嬉しく思っています。
その私の拙い日本文をもとに、加賀田先生にはもう一度翻訳をお願いいたしました。現在、再投稿中です。
私が国際教育学会で発表しました動機は本文の中で述べており、２０１３年９月２２日の東京市ヶ谷での記念講演
では、そのことをお話しいたしました。巻末に紹介しております『進学塾という選択』の著者おおたとしまさ氏は『当
初中学受験批判を目的として始められた「乱塾キャンペーン」は高校受験塾までを巻き込み「塾＝悪」という価値観
を社会的に刷りこむことには成功したものの、不思議なことに塾業界はその後も拡大した。

かくして日本は、ス

ポーツに打ちこむ子どもは子どもらしくてよろしいと褒められるのに、勉強に打ち込む子どもはかわいそうと同情さ
れる社会になってしまった。』と書いておられます。また、
『乱塾』という言葉が新聞各紙の紙面を飾り、塾および子
どもを塾に通わせる親に対するバッシングが盛んに行われたと、おおた氏は語っておられます（P.16〜）。ですから
『必要悪』というネガティブなイメージが塾には付いてまわるのでしょう。
こうしたことは日本国内ではわかる人にはわかってもらえるでしょうし、自ら塾を作り１０年も運営した経験を持
つ方が文部科学大臣をされている今の世の中になって、これからますます塾の社会的存在意義は変わってくることと
思います。しかし、外国の人々には誤解されたままでは困ります。塾には別の側面もあることを私は認識していただ
きたいと思い、そこで翻訳していただいた英文の方を学会誌には投稿・申請しています。加賀田先生にはご無理をお
願いし『共著』という形にしていただいています。そもそも『塾教育』を regular school education（学校教育）に
対比し、jiku school education と翻訳して下さったのは加賀田先生でした。申請通り学会の方で受け止めていただけ
るかどうかわかりませんが、先生には本当にお世話になりました。感謝の念に堪えません。
ここ２年ほどの『塾教育』実践の経過と、「『塾教育』の役割を考える」の原稿の日本文と英文を掲載いたします。
国際教育学会の方にはその旨をお知らせしております。
３ 月 １ ５ 日（ 土 ）国 際 教 育 学 会 学 会 誌 編 集 委 員 会 委 員 長 の 八 木 匡 先 生 よ り メ ー ル を い た だ き ま し た 。こ の 冊 子
へ の 原 稿 掲 載 の お 許 し と と も に 、 英 文 原 稿 が 『 Quality Education』 に 『 掲 載 予 定 』 と 書 か れ て あ り ま し た 。 大 変
嬉しく思いますとともに、講演会の成功を願う旨のメッセージまでいただき感激しています。ありがとうございまし
た。

最近の『塾教育』の実践
・２０１３．１２．２５．

同窓会館
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大阪府立八尾高校
・２０１３．１１．７．

１・２年生勉強合宿

進学講演会

近畿大学本館ホール

近畿大学付属高校文理コース２年生生徒・保護者対象
教育講演『大学受験に向けての心構えと学習方法について』
・２０１３．９．２２．

アルカディア市ヶ谷

私学会館

『 教 育 ネ ッ ト 要 覧 （ 第 １ ３ 集 ）』 出 版 祝 賀 会
第１部

記念講演

須原秀和

第２部

基調講演

下村博文文部科学大臣

・２０１３．９．１４．

『塾教育』

京都大学

基礎物理学研究所

第８回

公開シンポジウム

国際教育学会

テ ー マ ：『 求 め ら れ る 教 育

湯川記念館

学力とモラル』

『塾教育』について発表
・２０１３．４．１６．

南港

大阪府立八尾高校
・２０１２．１２．２５．

新入生宿泊研修

進学講演会

同窓会館

大阪府立八尾高校
・２０１２．９．３．

大阪アルカディア

１・２年生勉強合宿

浪速学園中学校高等学校

進学講演会

視聴覚室

全教員対象
教育講演『主体的学習への動機づけと信頼関係の構築』
・２０１２．７．４．

金光八尾中学校高等学校

応接室

管理職・運営委員会・主任等の先生方対象
教 育 講 演 『 須 原 秀 和 先 生 を 招 い て の 学 習 会 −大 学 入 試 対 策 』
・２０１２．５．２４．

大阪府立八尾高校

公開初任者研修

校長室

教育講演

『塾教育』実践の場として、講演の機会を与えていただけた各学校の先生方には厚くお礼を申し上げます。春以降も生
徒・保護者対象の講演を予定していただけている学校もあり、嬉しく思っています。また、学校の先生方と昼食を一緒に
取りながら教育について語り合う定例会（私は『教育食談会』と呼んでいますが）も行っていますが、私にとりましても
大変有意義なひとときです。『校塾連携』に、これからもお役に立てるように微力を尽くします。学校の先生方には、ど
うぞより一層のご協力をお願いしたいと思います。

7

『塾教育』の役割を考える

要旨

私は、講師を雇わず妻と二人だけで小さな個人塾を開いて３５年目を迎えている。
個人塾では、単に学習指導の面において『教』えることばかりでなく、子どもを『育』てることにおいても努力を注い
でいるところが多い。私はそれを『塾教育』（Juku School Education）と呼んでいる。
それは、本来家庭教育が担う躾や言葉遣いなどの生活指導をするばかりでなく、親の言うことには耳を傾けない反抗期
の子どもでも、保護者と生徒の両方に信頼関係がある個人塾の先生に対してはその話を素直に聞き入れ、親子関係がスム
ースになることにも貢献している。家庭教育における子育てには、親と子の当事者だけでなく『第三者』の存在が必要で
あり、『塾教育』がそれを果たし得る。
学校教育においても、先生と生徒の間に『第三者』としての存在があれば、勉強への動機付けがより容易に出来、学校
の先生と生徒との間の信頼関係がより深まり、生徒諸君を学校の授業により集中させることが出来る。この考えの下に、
学校教育における『第三者』としての役割を『塾教育』の実践として行ってきた。大阪府立八尾高等学校初任者研修・私
立金光八尾中学校・高等学校や私立浪速中学校・高等学校における先生対象の教育講演、大阪府立八尾高等学校１・２年
生対象勉強合宿や新入生宿泊研修における進学講演、近畿大学付属高校文理コースの生徒・保護者対象の教育講演等はそ
の一例だ。熱意のある学校の先生と塾の教師の定期的な『教育研究』の場も、学校教育と塾教育とに相乗効果を発揮し、
学校の先生と塾の教師との対等な立場における連携が予想以上の成果を出している。
『塾教育』
（Juku School Education）
という言葉が第４の教育カテゴリーとして、社会的認知への第一歩になってもらえればと考えている。

１．『塾教育』概念の出発点
『教育とは教えることばかりでなく、生徒を育てることもしなければならない。教師とは教えることばかりでなく、
師として尊敬されなければならない。』京都知恩院ご住職から平成２５年５月、１１年ぶりに上宮学園の理事長とし
て戻って来られた安井良道先生のお言葉である。十数年前に安井先生が校長先生をされているときにお聞きした言葉
だが、私はその時以来心に留めるととともに、それまでの二十数年間塾生を指導してきたことに対して大きな支柱を
得た思いだった。なぜならば、１９７９年創塾以来、講師を雇わず妻と二人だけで指導し、『教』えることばかりで
なく『育』てることにも心を注いでいたと思えるからである。
個人塾の中には私と同じような気持ちや信念を持ち、指導しておられるところが多いはずだ。どうしてこれを『塾
教育』と呼べないのか、これが出発点だった。
○塾とは
わが子が将来人間らしく生活できるために、親がその子に家庭内で言葉・社会モラル・生活習慣・知識や知恵・コ
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ミュニケーション・勉強などを教えることが家庭教育である。いわゆる『躾』と言い換えてもいいかも知れない。学
校の授業についていけない子に対し、あるいは学校の授業内容の理解を深めさせたい場合や、更にはわが子によりレ
ベルの高い内容を身に付けさせたい時など、親は自分が指導するよりは家庭教師や近くの塾にその指導を委ねる場合
が多い。ベビーブームの『受験戦争』の頃には、よりレベルの高い進学校を目指すために通塾させる親も多かったと
思う。また『ゆとり教育』は、それに不安を覚えた高学歴の保護者に塾の指導へ信頼を置くことに拍車をかけたと考
えられる。こうして塾は家庭教育における学習面での補完という形で生まれきて、それが実績を積み上げ社会で認知され、
今ではなくてはならない存在になってきたのだと考えている。『塾』の存在がなければ、もっと悲惨な学力低下を招いて
いただろうということは、容易に想像がつく。規模や形態において様々な塾が存在する中で、その最大公約数的なものは
何か、学校教育と一線を画するものは何か。それは『学習指導要領に直接縛られることがないこと』である。塾の指導方
針は塾自らが決め、保護者や生徒の方で自分の考えに合った塾を選択できる。気に入らなければすぐに退塾することも可
能であり、この点も学校とは大いに異なる。
６年間一貫教育の私立進学校に合格したいと思えば、塾で受験勉強をしなくてはまず合格は不可能である。なぜならば
入学試験問題は小学校の授業の学習だけで解ける範囲とレベルをはるかに超えているからだ。またそれらの私立中学校で
は、最初の２年間で公立中学校３年分を学ぶことになる。英語の教科書一つをとってみても、公立中学校で使っているも
のより３倍は単語数も英文の量も多い。指導者の力量によっては指導要領の範囲外の学習内容を、あるいは範囲内であっ
てもずっとレベルの高い学習内容の指導が可能であり、それをしたからと言って保護者から文句が出ることはない。むし
ろ優秀な子に必要な塾として歓迎される。
逆に、画一的な指導になりやすい『学校教育』に対して、授業についていけない能力的にみて力のいる生徒には、『個
別的に』時間をかけてその子に合ったレベルで繰り返し指導できることも、個人塾の優れた面である。更にまた、生徒自
身は真面目に授業を受けたくても、『授業崩壊』や『学級崩壊』によってまともに勉強できない環境が、公立中学校・公
立小学校には時として存在する。勉強したいと思う子に学習の場を提供できるのも塾の存在意義があるところだと考える。
このように指導要領に縛られない自由がある一方で、保護者や社会のニーズによって自然に淘汰されるのも塾である。

○『家庭教育』と『塾教育』
塾、特に個人塾は、教え子の家庭との結びつきが学校のそれよりは一般的により親密である。学習面の指導ばかりでな
く、子どもの躾や生活面あるいは進路などで、生徒諸君や保護者の相談にのり、アドバイスをする場合も日常的に多いか
らだ。塾でそれを指導することを、当然だと期待する保護者も増えている。学校でも学期ごとに個人懇談会があり、進路
の相談や勉強の仕方について生徒にアドバイスをするなどやっている。しかし、『下駄箱ＰＴＡ』という言葉が示すよう
に、一般的に保護者は学校の先生に対して面と向かっては中々本音を話さない。担任や教科担当の教師が、わが子に対し
てどう接するかを気にするからである。まして内申書の存在があれば尚更のことである。塾は簡単にやめることができる
が、学校をやめるには保護者も生徒もかなりのエネルギーと勇気が必要となる。塾からすれば退塾者が出ることは塾の存
続にかかわる問題であるから、生徒や保護者に対して親身になって話を聞くように努力する。進路指導においてもデータ
等の信頼できる資料の正確さと豊富さは学校を圧倒している。学校も塾も同じことをやっていても、その質と量において、
塾の方に保護者は信頼を置いていると言えよう。
長引く不況や増加する離婚によって、パートなどに出る母親が増え、家庭内における教育力が落ちてきている。育児や
教育に自信を失い極端な場合には、子供に対する虐待すら起こっている。
少年非行を研究されている清永賢二先生は、『求められる子どもを「市民」にする教育』という中で、教育力がない家
庭なら変にぐれた親よりも立派な先生とか、立派な地域社会とかに子どもを預けた方がいいのではないか、と西村和雄先
生に話しておられる。（西村和雄編『学力の土台』勁草書房 P.66）そこに表現されている代理親業とまでは言わないまで
も、現在その一役を担っているのは個人塾だと私は考えている。単に塾で子どもを教えると言うことだけにとどまらず、
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『家庭教育』に占める塾の存在は大きくなっており、『塾教育』と『家庭教育』には密接な関係が出来ているのだ。
反抗期を迎えている中学生や高校生は親の言うことに、中々素直に耳を傾けようとはしない。『核家族』化により同居
の年寄りがいなくなり、近所や地域とのつながりも希薄になり、『家庭教育』においては親と子の当事者だけになってい
るところが多い現実がある。しかし、子育てには当事者間の潤滑油となる『第三者』の存在が必要なのだ。家庭教育にお
ける『第三者』の存在を塾、特に個人塾が担えることは、これまでの保護者や生徒諸君との触れ合いの中で、『塾教育』
の成果としてその実効性をどの個人塾でも経験済みで、確認できていることだ。ただ私は、保護者を塾任せにさせるので
はなく、塾は保護者とともに子どもを育てると言う意識が大切だと考えている。
『家庭教育』との連携があれば『塾教育』
はその機能をより発揮できるからだ。個人塾と深い信頼関係を築けた保護者は、卒塾後も進路・就職・結婚等といった相
談に来塾する場合もある。このように現在では、家庭と塾との結びつきは非常に親密になっているが、それは塾が『育』
てることにも力を入れてきたからに他ならない。

○『学校教育』と『塾教育』
映画『二十四の瞳』が描いている戦前の師弟関係にまで戻らなくとも、戦後の昭和中頃の学校教育においても、先生と
生徒・保護者の関係は現在よりもはるかに親密で、生徒も保護者も先生に対して尊敬と信頼を置いていた。『学校の先生
に言いつけるよ！』と親に言われれば、たいていの子は親の言うことに従ったものである。そこには『聖職』としての教
師像があったからだと思う。
しかし、現在では公立校では５年から７年くらいで先生は学校を転勤し、母校を訪れても恩師の姿はそこにはない。私
立校でも生徒が急に増えマンモス化した学校では非常勤講師や人材派遣から送られてきた教師が授業をしている。これで
は教師に愛校心を求めることは難しいし、『聖職』としての教師像が薄れてきても仕方ないことである。学校の教育力が
低下してきているのだ。
和田中学校の元民間校長藤原和博先生は、東京大学の苅谷剛彦教授との対談で、『本好きのおばちゃんに図書室に来て
貰ったら、読書好きの子が集うのではなくて、居場所がない子が集まるということがありました。おばちゃんが相談相手
になってね。図書館がいわば第二の保健室になったのは、最初から期待したことではなかったのですよ。 「ドテラ」(土
曜寺子屋)のお兄ちゃん・お姉ちゃんたちは宿題を教えているわけだけど、休み時間に自分の経験を話したりすることのほ
うが、よっぽど子どもと社会をつなげることに利いてくる。』
（岩波ブックレット№７３８杉並区立「和田中」の学校改革
P.98）と話しておられますが、上述のように昔は学校の先生が、あるいは近所のおじちゃんおばちゃんが、ここに登場す
る図書館のおばちゃんであり、ドテラの兄ちゃん姉ちゃんだったのだ。このようなことは現在の公立中学校における『学
校教育』現場では珍しい事なのかも知れないが、個人塾の現場では日常茶飯事であり、どこの塾でも程度の差こそあれ、
実践されていることだ。どうしてこれを『塾教育』と呼べないのだろうか。
現在では、学習塾の講師が公立学校の授業に参画し公教育の補完をする形で連携するところまで進んで来ている。これ
も『塾教育』の一面だが、私は更に進んで学校と塾との垣根を取り除き、学校の先生と塾の先生とが互いの偏見を捨て、
『補完』ではなく『対等の立場』で連携し合う『塾教育』を考え、実践している。

○『社会教育』と『塾教育』
大変広い範囲で社会教育をとらえれば、家庭教育も学校教育も社会教育の一つとしてとらえることもできる。しかし、
一般的には家庭教育と学校教育を除いたものを社会教育としてとらえ、しかも現在では『生涯学習教育』としてとらえて
いるのがより一般的だと思う。ただ、私は、塾教育の対象が園児から大学受験生までであることを考えると、ここでは社
会教育もその年代に関連した狭義のものとして限定的にとらえたいと考えている。例えば、子供会活動や地域のお祭りな
どのイベントや近所付き合いあるいはボランティア活動などといった地域での教育活動を念頭に置いている。したがって
地域社会教育と言い換えてもいいかもしれない。
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現在も町会や各地域の団体があり、学校の運動場を利用した市民スポーツ祭やお祭りも行われている。しかし、ドーナ
ツ化現象により、郊外に住居を求め新興住宅地やマンションに住む新住民と、以前から住んでいる地元住民との結びつき
は、それ以前の地元住民だけの地域社会の頃と比べて、結びつきや団結力は希薄になっているように思われる。昔は小規
模ながらいたるところに盆踊りがあり、隣近所のおじさんおばさんがよその子もわが子同然のように面倒を見てくれる環
境があった。今は『隣は何する人ぞ』で、他人のことに口出ししない方が無難な世の中である。少子化の影響で市民スポ
ーツ祭にメンバーを集めるのが大変であったり、子供会の存続が危ぶまれているところもあるのが地域の現状である。
こうした状況において、塾生が地域の清掃活動に参加したり、餅つき大会で作ったお餅を近所のお年寄りに配ったりし
て、地域に溶け込もうと努力している個人塾もある。個人塾の塾長たちが『町の教育家』として地域社会の教育について
相談を受けるなど、今後は社会教育との関連においてもその結びつきを深める可能性が高いと考えている。

２．第４の教育カテゴリーとしての『塾教育』
学校教育においても塾、特に個人塾がその『第三者』になり得る、むしろなるべきだと言うことを私は主張したい。
『家
庭教育』ばかりでなく『学校教育』においても、先生と生徒の当事者だけではなく『第三者』の存在があれば、生徒諸君
に勉強への動機付けが容易になり、学校の先生と生徒諸君との信頼関係をより深いものに成し得ることから、生徒諸君が
学校の授業により集中するようになるはずだ、これが私の考えだからだ。なぜ勉強への動機づけが容易になり、学校の先
生と生徒・保護者との関係により信頼関係が深まるのか。
ある府立高校で１・２年生対象に教育講演をした。入学時と卒業時との学力の推移や大学進学への正確なデータを示し、
具体的な勉強方法を提示し、自信を持つように生徒に語った。講演を聞いた生徒自身に表れたその効果と反響の大きさに
驚かれて、２週間後校長先生が来訪された。『私も須原先生と同じようなことを何度も生徒諸君には話しているんですけ
ど

』と、勉強意欲を持った生徒が増えたことに、大変嬉しそうに心境を述べられた。
私は校長先生のこの言葉がすべてを物語っていると考えている。普段から校長先生や学校の先生が同じ内容を生徒諸君

に話しておられるからこそ、改めて『第三者』の私が話すことによってその話の信頼性が増し、生徒が学校の先生方への
信頼をより深めることになるからだ。また授業やホームルーム活動など日常の学校生活からは得ることの少ない、現実
的・具体的・実践的な学習方法や進路に関する話題が、塾の先生からの示される正確で豊富なデータによって説得力を持
ち、生徒諸君はより確かな目的意識を持つことが可能になり、学習に取り組みやすくなる。『自分もやればできる、やっ
てみよう』という動機づけができ、学校の授業にも集中することになるのだ。訪問の折、持参された生徒の感想文やアン
ケート調査等によれば、私が考えていたことが予想以上に正しかったことを裏付けてくれている。
更に、学校の先生は他校の実情やよその学校の生徒の様子などあまりご存じない。生徒にしてもよその学校の様子をほ
とんど知らない。しかし、塾の教師は学校主催の塾長対象の説明会や入試相談会などを通じて、数多くの学校と関係があ
り、個人的にも学校の先生と親しい付き合いもある。さまざまな学校に通う教え子やその保護者からの情報も豊富だ。し
たがって、学校での講演会や定期的にもたらされる学校の先生との教育研究会において、塾の教師の話は学校の先生や生
徒に対して客観的な情報を提供できることになる。閉鎖的になりがちな学校現場に新鮮な風を送ることができるのだ。そ
ればかりか、教育に熱意を持った学校の先生と塾の教師が語り合う『教育研究会』は、学校の先生ばかりではなく塾教師
にとっても、塾生の学習指導の面において大いにプラスになることを実感している。まさに学校教育と塾教育の相乗効果
だと思う。
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○学校と塾との垣根を取り除き
私の教室では生徒諸君に『学校の授業』と『自分の勉強』を大切にさせ、その『自分の勉強』を学習面ばかりでなく精
神面においても生徒諸君を支えていこうと考えて指導している。創塾以来この姿勢は変わらない。創塾当初より、謄写版
で刷ったわら半紙２枚くらいの『教室だより』を２ケ月に一度くらい保護者に配布し、教室での塾生の様子を伝えていた。
今では１年に一度くらいになったが、４０〜６０ページのカラー写真入りの小冊子になっている。塾内の様子ばかりでは
なく、『国語力の大切さ』『ＰＩＳＡ型教育への警鐘』『一流に触れること』などといったタイムリーな話題について私見
を述べ、、教育について語った情報機関誌的な様相を呈している。保護者ばかりではなく、卒塾生・塾の先生方・学校の
先生方・出版関係者など５００部以上を配布するまでになり、まもなく第１３０号を迎えようとしている。特に学校の先
生方には好評を得ており、『教室だより』をきっかけに個人的に学校の先生と親しくお付き合いをしていただく機会に恵
まれることも多い。
塾生の中にも学業不振に陥った子や停学処分などを受け横道に外れかけていた子もいた。その子たちが通う学校に、親
しい付き合いをしている先生がおられるときはありがたい。連絡を緊密にとり連携して指導に当たることにより、そのよ
うな生徒ももう一度自分を取り戻し勉強に興味を示すようになる。彼らは希望する大学に進学を果たし、生徒本人もその
保護者も学校の先生もそして私もみんなが笑顔でよい結果を迎えることができている。学校と塾との垣根を取り除き、学
校の先生と塾の教師とが互いの偏見をなくして、『対等の立場』で手を携えて生徒の指導に当たれば、このような素晴ら
しい結果が現に生まれているのだ。ここにも『個人塾の教育力』が存在している。

『家庭教育』
『学校教育』
『社会教育』を、色の三原色を表す三つの輪に例えモデル化した図を考えるとわかりやす
いかも知れない。これまで述べてきているように、三つの教育カテゴリは重なり合って機能していた部分もあったように
思われる。しかし、核家族化・女性の社会進出・学校の先生と同等かそれを上回る保護者の高学歴化等といった社会

現象により、更には前述のように家庭教育における親の教育力そのものも学校教育における教師の教育力そのものも低
下したために、輪そのものが小さくなり、分離しているか重なりが少なくなって来ている印象を私は持っている。
『塾
教育』は塾内で行っている教育活動は言うに及ばず、家庭教育や学校教育との連携おいて『第三者』として教育活動に参
加することによって、家庭教育や学校教育をより円滑にそしてより成果あるものにすることに貢献できるのだ。学力低下
と社会モラルの低下を食い止める切り札に成り得るのではないかと期待している。
『塾教育』という四つ目の教育カテゴ

リーの輪を考えて、従来の三つの輪と有機的に重なり合っていると考えるべきなのだ。現在の塾、特に『個人塾』に
はその役割が求められていると考えられるし、私は自分の実践を通じてそうあるべきだと痛感している。
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３．『塾教育』の今後の展望
２０１３年６月１０日に発刊された『私塾・私学・企業
部科学大臣は『

教育ネット要覧（第１３集）』の巻頭言で、下村博文文

平成１１年中教審６月答申の折、「文部省が塾容認」（読売）・「文部省塾と共存へ」（朝日）等と各

新聞紙上で報道されました

』と触れておられる。当時の文部省が、事実を追認した形とはいえ、塾を認知したのだ。

更に、同年４月、唯一の公認塾団体である全国学習塾協会が社団法人から公益社団法人へ移行したが、６月９日（日）
の移行記念式典での講演で、下村文部科学大臣は『

立派な塾や私学が、勉強を教えているだけではなく、しっかり

と躾やマナーやルールをきちっと教えているということは業界の中では当然のことですが、一般的には塾でそういう
ことを教えていると思っている方は少ない。勉強を通じて人間としての道徳教育をきちっとしていることを公益社団
法人がアピールしていただければと思います。 あそこの塾へ行ったら規範意識、普段の行動までしっかりしてきた
というように、是非ご協力いただければと思います。』と述べておられる。家庭教育の補完という形で誕生した塾も、
現在では教育制度の中で果たす公的な役割が増大し、社会の中でますます重要な存在になってきているのだ。
にもかかわらず、塾について研究をしている国内の学者は見当たらない。立案から６年の歳月をかけ、１６０人の
執筆者、私を含め全国２４名の編集委員、総ページ１１７０ページに及ぶ塾に関する歴史書として、２０１２年４月に発

刊された『学習塾百年の歴史―塾団体五十年史』の中に、カナダ、ブリティッシュコロンビア大学の准教授ジュリア
ン・ディルケス先生が、その研究を寄稿されている。塾に対する国内の研究者がいない段階で、調査をされ、研究を
されているディルケス先生に対し、私は塾に携わるものとして感謝し敬意を払いたい。ただ残念なことに、その冒頭
に『「塾の存在は良くない事だ。しかしどうしょうもない。」という言葉に揶揄されるように、未だにやや非合法で胡
散臭い匂いがするのも事実である。』と訳されている部分だ。確かにこれは一部の事実かも知れないが、すべての真
実ではない。３５年間私は妻と二人で指導してきたが、
『非合法』なことを続けてきたとは毛頭思っていないし、
『胡
散臭い』ことをしているとは一度も感じたことすらない。誰かが声を上げて、塾にはもっと別の側面があるのだとい
うことを世の中に知らせるべきだと考えた。『このままではやりきれない！』と感じたのだ。これが国際教育学会で
『塾教育』について発表した私の動機だ。
子どもを育てるという場面は、勉強を通じてばかりではない。スポーツや音楽その他の芸術の世界においても行わ
れている。しかし、勉強の世界では、『教』えることばかりでなく『育』てることにも心を注ぎながら指導している
のは『塾』なのだ。私たち塾に携わる者は教育の世界で社会に貢献しているという認識と責任とそして自負を持つべ
きだと考えている。私は塾教育の『実践者』であり『研究者』ではない。まだまだ『塾教育』というのは未知の部分
が多い領域だ。大きな書店の教育関係の棚にも『塾教育』という背表紙の文字を見つけることは困難だ。私の発表を
機会に国内の教育関係者により、研究がなされることを期待したい。私の実践は小さな一歩かも知れないが『千里の
道も一歩より始まる』。平成１１年文部省によって『塾』が社会的に認知されたように、やがて『塾教育』も『家庭
教育』
『学校教育』
『社会教育』に次ぐ第４の『教育カテゴリー』として認知され、塾の一般的な訳語である cram school
（詰め込み教室）を乗り越えて“Juku School Education”の単語が一般的に通用する日がやって来ることを願って
いる。
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Summary
It has been thirty-five years since my wife and I started to run a small juku school without the help of any other teachers. Small juku schools like ours
usually focus not only on “teaching,” but also “nurturing” children. We call this “Juku School Education.”
At juku we also instill discipline into the children by using good manners and appropriate language. Some children are at a rebellious age, and do not
listen to what their parents say. However, if we juku school teachers maintain good relationships with both the children and their parents, children will open
their minds to us, which can also lead to building a healthy parent-child relationship. I think the juku school teacher’s presence as a “third party” alongside
parents is necessary to educate children at home.
At school, our role as this “third party” between teachers and students helps the children to be motivated, facilitate a good teacher-student relationship,
and focus on studying. So far, we have played the role of the “third party” between teachers and students. For example, I have spoken at a newly-recruited
teachers’ training seminar at Osaka Yao High School, at teachers’ seminars at Konko Yao Junior and Senior High Schools and Naniwa Junior and Senior
High Schools. I have also given lectures for first- and second-year students at Yao High School at their study camp, and at a newly-enrolled student
orientation camp for parents and students who are enrolled in humanities and sciences courses at Kinki University High School. These are just a few
examples. Periodically held “discussion meetings” by enthusiastic school teachers and juku school teachers have also produced synergetic effects on school
education and juku school education, and the cooperation of regular school teachers and juku school teachers on an equal footing has achieved desirable
results that exceed our expectations. I hope people will recognize juku school education as the “Fourth” education category.

Keywords: Juku School Education , the third party , the “Fourth” education category
キーワード：塾教育，第三者，第四の教育カテゴリー
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1.

The Start of the “Juku School Education” Concept
Mr. Ryoudou Yasui, the chief chairperson of the Uenomiya Gakuen Board of Trustees and a former priest of Chion-in Temple said,

“Education is not only teaching, but also nurturing children.” I heard these words some ten years ago when Mr. Yasui was a principal and I
have cherished his words as the basis of our education since then. I was also convinced that our teaching as juku teachers has been on the
right track for the past twenty years. Since 1979 – for thirty five years – I have been running a juku school with my wife, and we have
maintained the same concept of education described by Mr. Yasui. I assume most juku school teachers have the above-mentioned
educational philosophy. This is what we call “Juku School Education.”

1.1

What is Juku School?
Home education means that parents teach their children things that help them to live as humans as they grow up, such as language,

morals, life habits, knowledge and wisdom, communication, and study habits. It could also be rephrased as “parenting” or “discipline.”
Parents tend to rely on private tutors or juku schools rather than teach their children by themselves when their children cannot keep up with
the classes or when parents want their children to deepen their understanding of what they learn in school or to acquire higher level education.
During the baby boomers’ “examination war,” I believe there were many parents who made their children go to juku school, hoping for them
to enter high-level schools. “Yutori kyoiku (pressure-free education)” also spurred highly-educated parents who were concerned about this
education style to put more trust in juku schools.
Thus, juku schools have been established as a supplement to home education. This type of teaching has garnered increasingly positive
results, and has, therefore, gained recognition from society. I believe that juku schools are necessary today. It is easy to imagine that if there
were no juku schools, students' scholastic abilities would deteriorate. As there are different sizes and forms of juku schools, it is difficult to
point out what the “greatest common denominator” is among juku schools. What are the distinctive differences between juku school
education and regular school education? I would say that the greatest difference is that the juku school does not need to follow the Ministry
of Education’s curriculum guidelines. Each juku school decides its own guiding principles, and parents and students choose the juku school
which best matches their needs. Another significant difference is that students can quit a juku school at any time.
It is next to impossible to enter a private unified junior-senior high school without studying for an entrance exam at juku school
because the difficulty of the questions on entrance exams go beyond the range and level of what students learn in regular schools. Besides, in
these private junior high schools, students cover three years’ worth of public school material in the first two years.

For example, an average

private junior high school English textbook contains three times more material as an English textbook used in public schools. It is possible
for juku schools to cover subject contents which are beyond the Ministry of Education’s guidelines if necessary, and also possible for juku
schools to provide a much higher level of instruction while staying within the Ministry of Education’s guidelines. Parents generally strive for
these goals.
Furthermore, while school education tends to be uniform and standardized, the teachers in juku school can take more time for
individual, level-appropriate instruction for students. In addition, public schools sometimes have a disruptive atmosphere that prohibits
students from studying attentively. I believe one of the reasons why juku schools exist is to provide a supportive place for students to study.
In this way, there is freedom from the Ministry of Education’s guidelines, but juku schools are still chosen and directed by parents and
social needs.

1.2

“Home Education” and “Juku School Education”
Juku schools, especially small-sized juku schools, are usually closer to the student’s family than regular schools because the juku

schools not only teach students, but also give advice to students and their parents regarding the student’s discipline, future career, etc. In fact,

16

the number of parents seeking such advice has been increasing. At public schools, there is an individual conference each term when they
discuss the students’ future career and give advice to them regarding how they can study. However, in general, as you could infer from the
word “Getabako PTA (Shoe Cupboard PTA),” parents are hesitant to be forthcoming with school teachers face-to-face. Parents are
concerned about how homeroom teachers and subject teachers may treat their children if they offend the teachers. More importantly, there is
a grade report. It is easy to quit a juku school, but both parents and students need to spend much energy and have courage to quit a school.
From juku schools’ perspective, if they lose students, they may not be able to exist. Thus juku schools make an effort to empathetically listen
to students and parents. In giving career guidance, juku schools outperform regular schools with the wealth of reliable data and their accuracy.
Even if regular schools and juku schools offered the same service, parents would choose to trust juku schools with confidence.
Due to prolonged recession and increasing divorces, the number of mothers who have a part-time job has been increasing. Because of
this, the ability to teach children at home has been in decline. Some parents lack confidence in raising and educating their children, and in
extreme cases, they even abuse their children. Kenji Kiyonaga, a juvenile delinquency researcher, says in Motomerareru Kodomo wo
“Shimin” ni suru Kyoiku (Educating Children to Become Citizens) to Kazuo Nishimura, who wrote Gakuryoku no Dodai (The Groundwork
for Academic Abilities) that “It would be better to leave children to able teachers or caring communities than to uncaring parents who have
no educational ability.” I do not agree that we should act as surrogate parents, but I think that small-sized juku schools play a role in this. Not
only do juku schools focus on the education of students, but also a large part of juku school lies in “home education.” I think this shows there
is a strong connection between “juku school education” and “home education.”
When going through a rebellious phase, junior or senior high school students do not listen to what their parents say. As Japan has
shifted to the “nuclear family,” there are fewer household members living together, and neighbors and local communities have become less
connected. “Home education” consists mostly of only parent-child interactions. I think, however, the presence of the “third party” serving as
a mediator is needed to raise children. It has been confirmed that juku schools, especially small-sized juku schools, are able to adopt this role
as the “third party” through the interaction of parents and students. The most important thing is that both parents and juku school teachers
should raise children hand in hand. Juku school education will function best with support and understanding from parents. As a result, juku
schools strengthen the relationships between students and their parents. Even after graduation, students and parents tend to come back to
their juku teachers and talk about career choices, jobs, marriage, etc. This is because juku school education focuses on “nurturing” as well as
teaching.

1.3

“School Education” and “Juku School Education”
We do not need to regain the prewar teacher-student relationship as it is described in the movie called “Twenty-Four Eyes,” but the

relationship between teachers and students/parents was much closer in the mid-Showa Period just after the war than now. Both students and
parents respected and trusted teachers. Most children obeyed their parents when they were threatened, “I will tell your teacher about this!” I
believe it was because teachers were viewed as “clerical professionals.” However, at present, teachers typically transfer to another school in
five to seven years, and even if former students visit their schools which they have graduated from, they can rarely see their former teachers.
Even in rapidly-growing private schools, instructors and teachers who are sent from temporary staff services sometimes teach classes. Under
such circumstances, it is difficult to ask these teachers to be dedicated to their school, and it cannot be helped if the image of a teacher as
“clerical professional” fades away. Thus, the educational function of schools is currently declining.
Kazuhiro Fujiwara, a former principal of Wada Junior High School, said in a talk with Professor Takehiko Kariya from Tokyo
University, “When I asked a woman who loved reading to come to the library, children who didn’t like reading but had nowhere else to go
turned up. This woman became a mentor for them. I didn’t expect the library would become like the second school nurse's office… Although
their elder brothers and sisters who are in “dotera” (juku schools in former days) helped them with their homework, sharing experiences with
them was more important than doing homework to connect children with society.” As stated above, in the past, teachers and people who
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lived in the neighborhood were often the woman in the library and the sisters and brothers in dotera. Although this may be unusual at most
public junior high schools, it is a daily occurrence in small-sized juku schools.
At present, we have reached the point where juku school teachers participate in and supplement school education. We should eradicate
the barriers between regular and juku schools and put away our prejudices, so that we can educate our children on an “equal footing,” not
from a supplementary relationship. This is what I desire and am striving for.

1.4

“Social Education” and “Juku School Education”
If people look at social education from a broader perspective, home education and school education could be considered a part of

social education. However, in general, social education excludes home education and school education, and is also considered “lifelong
learning education.” In my opinion, social education, in a narrow sense, includes events such as children’s group activities, local festivals,
volunteer activities, and so on. Therefore, social education may also be rephrased as “community education.”
Even now there are town assemblies and organizations in each community. For example, they hold public sports festivals and
traditional festivals using public schools’ playgrounds. However, due to the population decrease in urban areas, the bond between the new
suburban residents and already established residents is becoming weaker. In the past, small Bon dance festivals were held everywhere, and
people in the neighborhood took care of children in the community as if they were their own. Nowadays, it is better not to be involved with
other people’s business. In this situation, it is difficult to attract members to hold public sports festivals or to establish children’s
organizations because of the declining birth rate.
Under these circumstances, there are some juku schools that make great efforts to integrate into the community by having their
students join in local environmental projects or deliver rice cakes made at a rice cake-making event to elderly neighbors. Small juku school
owners tend to become “community educators” and offer advice on education. Therefore, there is a strong possibility of juku schools
strengthening closer relationships in the communities.

2.

Juku Education as the “Fourth” Education Category
What I insist here is that juku schools may, or rather should, be in the position of the “third party” in school education. Not only in

home education but also in school education, the “third party” presence, which knows both teachers and students well, encourages the
students to focus more on studying. Then, why would it be easy to motivate students to study? Why can school teachers, students, and
parents cultivate a better relationship?
I gave a lecture to first- and second-year students at a prefectural high school. I showed changes in students’ academic ability between
when they entered and when they graduated, disseminated accurate data regarding university admittance, presented specific learning methods,
and encouraged the students to build up their confidence. Two weeks later, surprised at the responses of students who listened to the lecture,
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the school principal visited me. The principal very happily said, “I have been telling the students something similar to what Mr. Suhara said
at the lecture, but....” The student motivation for learning had definitely increased.
I believe what the principal told me explains everything. The principal and school teachers say the same thing to the students on a
regular basis, but when I, as the “third party” presence, mention it, it sounds more plausible, and the students trust the school teachers even
more. Also, lecture topics such as realistic, specific, and practical learning methods and topics related to career course that are not often taken
up in classes persuade students more easily due to the accurate and rich data presented by juku school teachers. Thus, the students can have a
clear sense of purpose and be easily engaged in learning. They can be motivated by thinking: “I can do it if I try, so let’s do it,” which
ultimately leads them to focus on classes at school. This has been proven through the students’ comments and responses concerning my
lectures.
School teachers are not familiar with situations at other schools or students in other schools. Students hardly know the conditions of
other schools, either. However, juku school teachers have close relationships with many schools through school-sponsored orientations or
consultation meetings regarding entrance examinations. The juku school teachers also have close contact with school teachers on a personal
level. They can also obtain abundant information from the students who go to various schools and their parents. Therefore, in lectures at
schools and periodical discussion meetings with school teachers, juku school teachers can provide objective information for school teachers
and the students. They can provide fresh air to schools that tend to remain closed. And what is more, the discussion meeting, where school
teachers and juku school teachers exchange their honest opinions, is not only good for school teachers but also beneficial to juku school
teachers in giving educational guidance to the students. I think it is truly a synergy of school education and juku school education.

2.1

Eradicating the Barriers between Regular Schools and Juku Schools
In my juku school, we support our students both academically and mentally. We have not changed our approach since we started our

school. We have published a newsletter called “Kyoshitsudayori” for many years. When we started our school, it had only two pages and
was printed on coarse paper, and distributed every month or two to the students’ parents to let them know how students were doing in class.
Nowadays, we distribute it once a year, but it has become a forty- to sixty-page booklet with colored pictures. It tells not only about what is
happening at our school, but also my personal opinions on timely topics such as “The importance of verbal aptitude,” “Warning against PISA
(Programme for International Student Assessment) education,” and “Touching the first rank,” and it has become an informative educational
magazine. In addition to the parents, we currently distribute over 500 copies of booklets to juku school graduates, juku school teachers,
regular school teachers, and some publishing companies. We will soon publish the 130th issue. It especially attracts favorable comments from
school teachers, and through “Kyoshitudayori,” we gain opportunities to get acquainted with school teachers on a personal level.
At my juku school, there were some delinquent students in the past who had poor academic performance or who were suspended
from school. We appreciated it when we had a teacher whom we had close relationships with in schools those students attend. By liaising
and collaborating closely with each other, these students tend to regain confidence in themselves and show interest in learning. In the long
run, they pass entrance exams to their first choice school, and the students themselves, their parents, school teachers, and I will be happy with
the results. By eradicating the barriers between regular schools and juku schools and providing instructions to the students on an equal
footing by abolishing prejudice, we will be able to create exceptional results as described above. This is where the “Small juku school’s
educational function” exists.
It may be easier to understand if we look at “home education,” “school education,” and “social education” in the below diagram with
three rings. As I have mentioned before, there were some areas where the functions of the three educational categories overlapped. However,
I think these three rings now seem to be shrinking and are either separated or have smaller overlapping areas due to the social phenomena of
an increasing number of nuclear families, women's more active participation in society, parents’ higher level education which either equals
or surpasses that of teachers, and a decline in the educational functions of parents and school teachers.
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“Juku school education” not only contributes the educational activities within juku schools but also makes home education and school
education successful by joining in education activities as the “third party.” I am hoping that juku school education may be able to stop the
decline in academic ability and social morals. It should be considered that the fourth ring, “Juku School Education,” organically overlaps
with the original three rings. Nowadays, I am keenly aware from my practice that this is the role being demanded of juku schools, especially
small juku schools,.
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３.

Prospects of Juku School Education
At the beginning of “Shi Juku, Shi Gaku, Kigyou Kyouiku Net Youran (13th edition) (Private Juku Schools, Private Schools, and

Companies Education Net Directory)” published in 2013, Mr. Hakubun Shimomura, the Minister of Education, commented, “… when
Central Council for Education report was submitted in July, 1999, newspapers revealed: “the Ministry of Education approved juku schools”
(Yomiuri), “the Ministry of Education coexists with juku schools” (Asahi).” The Ministry of Education at that time acknowledged juku
schools. In addition to this, the Japan Juku Association, the only official juku group, became a public interest incorporated association from
an incorporated association last April. On June 10 of last year, Mr. Shimomura also gave high praise and recognition to juku school
education. He actually gave a speech at a ceremony to celebrate the status change of the Japan Juku Association. He said that few people
knew that juku schools not only focus on studying, but also teaching good manners and social rules, and thus juku schools are conducting
moral education as well. This is the time when we can proudly demonstrate the significance of juku school education to the public. Juku
schools started as supplementary education, but now they are expected to play a greater role in society.
On the other hand, there aren’t many scholars who research juku school education in Japan. Dr. Julian Dierkes, associate professor at
the University of British Columbia in Canada, contributed his paper about juku school in the book “Gakusyu Juku 100 Nen no Rekishi
(100-Year History of Juku Schools)” published in April, 2012. The book took six years to complete and had 160 writers and 24 editors
nationwide. Dr. Dierkes mentioned in the book that he conducted interviews with many Japanese people about juku school education. I
would heartily like to pay homage and express my appreciation to Dr. Dierkes for his research. However, unfortunately, at the beginning of
the paper, there is a part that is translated as “The existence of juku schools is not good. However, it cannot be helped. As it is metaphorically
expressed in such words, it is still a fact that it is illegal and suspicious.” Indeed, this may be a partial truth, but it is not the entire truth. I
have been teaching for thirty five years with my wife, but I have never thought that we have continued doing what is “illegal” or “suspicious.”
I thought someone should raise their voice to tell the world that juku schools have other facets. “I cannot stand the situation as it is!” is what I
felt. This is why I made a presentation about “Juku School Education” at the International Education Society.
Nurturing is not only limited to studying, but it is also seen in sports, music and other various arts. It is the juku school, however, that
plays a significant role in both teaching and nurturing in the field of studying. In that sense, juku school teachers should be aware that they
are contributing to society and should be proud of and responsible for what they are doing.
I am a practitioner of juku school education, but not a researcher. Juku school education is still unknown territory. We have not yet
seen the words “Juku School Education” on the spine of a book on the shelves of large book shops. I hope many Japanese educators will also
conduct studies on juku school education. My teaching practice as a juku school teacher may be a small step, but I am sure that the saying
“the longest journey begins with a single step” will prove to be true. As juku schools were recognized by the Ministry of Education in 1999, I
hope that juku school education will also be recognized before too long as the “fourth” education category along with “home education,”
“school education,” and “social education.” Lastly I strongly desire that the phrase “Juku School Education” will prevail in the public sphere,
finally supplanting the phrase “supplementary education.”
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今年１月２４日に発刊されました『進学塾という選択』
（おおたとしまさ著

日経プレミアムシリーズ）で、私の

提唱している『塾教育』が取り上げられています。著者か
ら２時間余りにわたってインタビューを受けられた調布学
園の佐藤勇治先生が、国際教育学会での発表の折に配布し
ました『塾教育』の資料を、著者のおおたさんにお渡しに
なったかららしいです。佐藤先生がその本を送って下さい
ました。その資料の中から、『現代の塾が果たすべき社会的
責任とは？』という項目で、以下のように掲載していただ
いています。おおた氏とは全く面識がございませんが、大
変嬉しく思っています。この場でお礼申しあげます。
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