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「社会への還元を意識するように
なりました」
　つい最近、新聞の記事で、厳しい環境の
下で学ぶアジアの女子大生をサポートす
る仕事をしている女性がこんなことを語っ
ていた。「多くの機会に恵まれた自分が、今
度はチャンスをつかむ手助けを。そんな社
会への還元を意識するようになりました」
　この記事を読んだとき、すぐに晃華学園
のことが頭に浮かんだ。晃華を訪れるたび
に、先生から、生徒から、学校全体から感じ
ることはまさにこの女性の姿勢である。
　今回の訪問もまたこのNob l e sse  
Obligeの精神の浸透をいつも以上に感じ
るものとなった。

転勤してきた先生が感じたこと
　今回話を聴いたICT教育担当の眞中祐
太朗先生は他校から晃華に移ってきた。
元いた学校では、「教科書の中身をきちん
と教えて大学入試に備える」ことが、学校
が定めた最大の使命だった。
　が、晃華ではそれだけではダメだった。
ハッキリと表に出なくても、何事にも「他
の人のために」という基本スタンスが求め
られたことが新鮮だったという。
　それはそうだろう。阪神淡路大震災以
降、「人の役に立ちたい」「社会に貢献した
い」という若者が増え、教育機関もボラン
ティア活動、最近ではＳＤＧsに熱心に取り
組んでいる。が、晃華ほどこの基本スタン
スが前面に出ている学校はない。
　眞中先生はICT教育担当であるから当
然iPadを使って学習効果を上げようと考
える。元の学校では「iPadを活用すると
もっと成績が上がるよ」と言えば生徒が取
り組んだものが、晃華では「iPadを使った
ほうが説明を受ける人が理解しやすくな
る」と言った方が生徒が乗ってくることに
気がついた。
　iPad１つにもそんな傾向が見られたと
いう話には驚いた。

「ICTと主体性とは親和性が高い」
　晃華でも当初iPadは宿題やWebテス
トなど、他校と同様もっぱら学習でのツー
ルとして使われていた。

　が、それもあるが、最近ではロングホー
ムルームでのミニ論文作成や国際理解教
育の材料検索やプレゼンなど学園生活全
般に使うように変化してきているという。
　最近、多摩動物公園に出掛けた時に、生
徒が主体的に取り組んだ問いがある。「曜
日による入園料の総額の違いは？」「外国
の人が多摩動物公園に来た時に困ること
は何だろう？」･･･眞中先生は「ICT教育と
主体性とは親和性が極めて高い」と語る。
ICTは主体性を伸ばすための格好のツー
ルだと断言する。
実際、教えている数学で感じることは、
「習っていない！」「教えてもらっていな
い！」という発言が目に見えて減ったこと。
定期試験の答案でも「３枚目の最後の問
題の白紙が減った」という。成績だけでな
く、学ぶ姿勢の面でも変化が生まれてい
るのである。
　それでこんなスローガンにまとめて呼
びかけている。「新しい世界で、晃華生らし
く輝くためにICTを活用しよう」

「算数入試問題解説動画」を
生徒が作成
　今おもしろい実践を行っている。HPに
「中３生による算数入試問題の解説動画」
が掲載されているのだ。受験生はぜひのぞ
いてほしい。ふつうだったら数学科の先生
がやるものを中３の生徒が行っている。
　「動画作成の生徒は先生が選んだので
すか？」知りたくなり、尋ねた。「いや、中３
の学年掲示板に『入試解説動画作成サ
ポーター大募集』の張り紙を出しました」
中２では無理なので（３月だから中１はい
ない）、中３に声をかけた。在籍１６４人中２
４人が手を挙げた。
　１回に取り上げる問題は３問。少人数の
学校だから、生徒は全員知っている。眞中
先生は、生徒たちの数学の成績ではなく、
日頃の様子をみて問題を割り振ったとい
う。例えばこんな具合だ。
　「計算のように一見淡泊な問題こそ受験
生にきちんと取り組んでもらいたいから、明
るく楽しくさまざまな視点で解説してくれそ
うなAさんに。記述のように小問間の関係を
解きほどしていく問題は、落ち着いて順を
追っていくことが得意そうなBさんに…。」

　HPに掲載して多くの人の目に触れるわけ
だから、そう簡単な話ではない。自分なりに
考えた模範解答の提出、ラフな動画の提出･
･･もっとこうしてはというアドバイスを繰り
返し受けながら、生徒はみな春休みや休日を
使って頑張った。
　学業成績につながるわけでもない、知って
いる友だちのためでもない、まったく顔もみ
たこともない未来の晃華生のために膨大な
時間を使ったのである。

温かなアドバイスも･･･
　こうなれば、動画作成メンバーに話を聴
かないわけにはいかない。
Ｓ.Mさん　「中学で習う用語を使ってはわ
からないので、そこが難しかったです。そ
れとアニメーションと音声を一致させるの
がなかなかうまくいかなくて･･･。大変
だったけど、ＨＰに載せてもらえるので、今
はワクワクしています。」
K.Tさん　「妹が実際にこの試験を受けて
いたので意見を聴きました。自分が受験し
たときのことを思い出して『ぐじゃぐじゃ書
いちゃうとわからなくなるから、ていねい
に書いて』とアドバイスを入れました」
K.Rさん　「図を家で作ったのですが、な
かなかうまくいきませんでした。滑舌をよ
くし、明るい声で、棒読みにならないよう
に気を付けました。アドバイスとしては、１
つの問題についていろんな視点から考え
てみて、と入れました。」
　ＨＰを見ると、このほかにも多数の温か
なアドバイスがあふれていた。
　「晃華には、自分も人の役に立ちたいと
いう気持ちを持っている子が本当に多い
と思います」（富井尚子先生）。
　私（安田）もまったく同じように感じる
のである。

特別企画

晃華学園は一昨年、「学校案内」のパンフレットをガラッと変えた。厚みのある真面目
な硬い感じのものから、中綴じの軽い楽しい感じのものにしたのである。が、
「Noblesse Oblige (ノーブレス　オブリージュ) 」を冒頭に掲げることは変えてい
ない。「すべて多く与えられた者は、多く求められ、多く任された者は、さらに多く要
求される」―この聖書の一節が晃華のすべてを貫いている。
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校  長   西 山  恵 子  

人のために人と共に生きる“光り輝く華”に

晃華学園中学校

傾聴力と共感力を持つ女性へ
　晃華学園では、教育理念の実践目標の一
つとして「Noblesse Oblige」（神さまから
与えられたタレントを磨き高め、他者のため
に生きることに喜びを見出す）を掲げていま
す。変化の激しいグローバル社会において優
劣や勝敗を競うのではなく、置かれた環境の
中で自分らしく振る舞い、他の人々へも慈し
みのまなざしを向けられるたくましさとしな
やかさを持った女性、価値観の異なる人々と
協働し共に新しい時代を切り拓いていく女
性を育成します。

主体的、対話的な学びをはぐくむ
　本校はユネスコスクールにも加盟するミッ
ションスクールです。「全日本高校模擬国連
大会」に連続出場し、他校の生徒たちと英語
でねばり強く交渉を重ね、ひとつの決議案を
生み出す体験をしています。世界情勢に目を
向け、自分の意見を説得力を持って伝え、相
手の立場になって考えることなど、生徒たち
は多くを学び、ますます意欲的に活動してい
ます。この「学びの輪」は校内にも広がり、中
3の授業で行われる「校内模擬国連」でも活

発な議論が展開されています。さらに、
2015年に国連で採択されたSDGｓ（持続
可能な世界の実現へ向けて採択された開
発目標）に目を向け、身近な生活の中で実
践できる取り組みについて考えるプロジェ
クトが活発に行われています。

キリスト教精神に基づく
全人教育
　対外的な活躍を支えるのが、日々の授業
の積み重ねであり、各教科とも時代の変化
や個々の生徒に合わせたきめ細やかな工夫
を凝らしています。広い視野に立って物事を
判断するためには、トータルな学力、盤石の
基礎力が不可欠であり、教科ごとの指導に
加えて、学習計画や振り返りを促し、徐々に
自立した学習者となるよう支援しています。
学年の約5割が理系進学を希望し、医療系
（医学部医学科、看護、薬学、獣医など）への
進学者が多いのも本校の特長です。命に対
する畏敬の念や、他者のために奉仕する姿
勢は、在学中に育まれるキリスト教的な精神
の表れとも言えるでしょう。

晃華学園は「第2の家庭」
　豊かな自然に囲まれ、あたたかい雰囲気
の中で充実した6年間をすごした生徒たち
にとって、晃華学園は「第2の家庭」とも言え
る心の故郷です。女性のライフコースの中
で、就職や結婚、出産など、様々な節目を迎
えた時、相談や報告に母校を訪れる彼女た
ち。愛情を持って育てられた彼女たちは、ま
たどこか別の場所で、他者へ愛情を注ぐ人
になっていくでしょう。

募集要項（2022年度）

学校見学会

※上記イベントへの参加はすべて
　インターネットによる予約制です。
　イベントが変更・中止となる場合もあるため、
　必ず学校HPで事前にご確認下さい。

学校説明会
 9 月25日（土） 14：00～
11月20日（土） 14：00～

6年生対象入試説明会
10月30日（土） 9：30～ / 13：30～

女 子 校

晃華学園中学校

第1回 第2回 第3回

試験日

試験科目

募集人員

合格発表
（HP）

出願期間
（Web出願）

2/1（火）
午前

2/1（火）
午後

約50名

国語・算数
社会・理科

2科
（国・算）

国語・算数
社会・理科

1/10（月・祝）～
1/31（月）12:00

1/10（月・祝）～
1/31（月）12:00

2/1（火） 2/1（火） 2/3（木）

1/10（月・祝）～
2/3（木）0:00

※詳細は本校HPや
募集要項（9月以降配布予定）をご覧ください。

・京王線「国領」駅よりスクールバス 約10分
・JR中央線「武蔵境」駅よりスクールバス 約25分
・京王線「つつじヶ丘」駅よりバス7分、徒歩5分
・JR中央線・総武線「三鷹」駅よりバス20分、徒歩5分

学校を訪問してみよう！学校を訪問してみよう！

2/3（木）
午前
約25名約35名

神代
植物公園

深大寺
レジデンス

西原

至吉祥寺

至八王子 至新宿

深大寺行きバスのりば

京王線

晃華学園

晃華学園東 中央高速道路

甲州街道

青渭
神社前

至
三
鷹

至
調
布

つつじヶ丘
北口

コロナ禍の中でも、調布市と連携して実現したSDGs
11プロジェクトの完成披露会

コロナ禍の数学の授業実践から派生した「生徒による入試解説動画」を、HPで順次公開している

与えられた使命を自覚し 進んで責任を果たす

12月11日（土）14:00～
  1月15日（土）  9：30～

文化祭

体育祭

１人１台のiPadで、個性を生かした解説動画を
制作していく

非公開

非公開


