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何のために勉強するの？	 

「勉強って、大人になって何の役に立つの？」という疑問をよく聞きます。誰もが思うこ

とですね。	 

塾の先生としても、極めて大切な質問でどういうふうに答えることが小学生・中学生の琴

線に触れるか、ずっと考えています。最近では以下のように答えています。	 

	 

⇒現在・将来にわたって必要な知識の吸収の仕方の訓練のため

に、今、勉強する。	 

義務教育では勉強の内容ももちろん大切ですが、勉強をすることによって身につく「もっ

と大切なもの」があります。「勉強する」ということを通して「集中力(忍耐力)」、「考え

る力」、「情報を正しく読み取る力」をつけるのです。小学校・中学校における教育のお

もな目的はこの３つです。これらの力がつけば、必要に応じて必要な知識をきちんと吸収

することができます。そのために勉強するのです。 

 

⇒将来、自分が自立できるために、今、勉強する。	 

今現在、皆さん方は、お父さん・お母さんの手厚い保護を受けて、生きています。しかし、

１０年先・２０年先を考えるといつまでも保護してもらうわけにはいきません。逆にサポ

ートする立場になっていきます。お父さん・お母さんは皆さんが、自立した社会人となっ

て欲しいと心から願っています。自立の第一歩として、きちんと仕事に就かなければなり

ません。もちろん、結婚して専業主婦になることも自立のひとつです。	 

義務教育の学習はすべての基礎であり実に大切で、ありがたいものだと思わなければいけ

ません。英語・数学・国語・理科・社会を通して、必要な知識、理解する力、考える力、

集中力、忍耐力等々の訓練をしているのです。皆さんが、自立した大人になるために、今、

勉強しているのです	 

 文	 中山和行  
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NPO 塾全協東日本ブロック	 千葉支部主催  

 
 

                   レポート	 

主催：NPO 塾全協東日本ブロック千葉支部 

日時：2014 年（平成 26 年）9 月 23 日（祝）	 午後 2:00~6:00 

場所：ザ・クレストホテル柏 

参加校：48 校、来場者数：約 900 名 

文と写真：NPO 塾全協	 全国事務局長・東日本ブロック広報局長 中村基和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開場前	 

スタッフは朝 10 時に集合	 	 	 	 	 	 	 開会セレモニー 

ブースの様子	 
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	 新宿のときもそうでしたが、全ブース漏れなく「相談者」がいるシーンを撮影するのに苦労しました。 

幸い、相談者ゼロのところがなく、一安心。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑	 DVD コーナー（学校紹介ビデオ）	 

 

	 たまたま都立校高志望の生徒が来て,少しだ

け役に立たせてもらいました。 
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	 去年は進研の V モギと重なったのが来場者数に影響しました。今年も重なりましたが、開始時刻を 1 時間

遅らせたのが功を奏したようで、来場者数がグッと増えました。また V モギが終わってすぐ来るとおなかが

すいているはずなので、来場した生徒にはホテルのピラフをごちそうするという画期的なサービスも良かっ

たのではないでしょうか。流石斎藤先生！伊達に年をとってはいません。（失礼） 

	 去年まで使っていた三井ガーデンホテルは改装のため今年は使えず、ザ・グランドホテル柏に変わりまし

た。去年までは 2 つのフロアで、ブースも 2 部屋に分けていて不便な部分もありましたが今年は控え室を除

いては 4F だけで済みました。ただ会場の通路が狭かったのは難点でした。その分「人口密度」が増してよ

り賑わっているように見えますが、ここは改善の余地があると思います。 

	 今年はスタッフのお手伝いとして私の近所の大学生（東京杉並区在住）を連れて行きました。杉並区から

柏まで相当の距離ですが、快く引き受けてくれました。普段松戸にある大学に通っているから苦にならなし、

定期も使えるからでした。永福町̶渋谷̶表参道、そしてその後は地下鉄千代田線で松戸や柏に行けるそうで、

所要時間は 1 時間ちょっと。私は東京中野区に住んでいますが、23 区内でも 1 時間以上かかる学校がいくら

でもあります。距離と時間は必ずしも比例しません。そういえば都内の学校が見受けられたのも地下鉄の影

響が相当あるかとも思いました。ある都内の私立学校の校長先生が冗談半分ですが、「東葛地区はドル箱だ」

とおっしゃっていたのを思い出しました。 

	 斎藤先生、小林先生はじめスタッフの皆さん、お疲れ様でした！現在 9 月 27 日の早朝。明日は埼玉（川

越）の進学相談会です。今年はどんなものになるか、楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

会場の色んなところで	 
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（写真右上）中山実行委員長の娘さんの由希先生は、ブリティッシュヒルズに続いて抽選コーナーで大活

躍！くじが外れると「まぁ、まぁ、こういうこともあるわな」の連発。まるで女版寅さんかのようにノリ

まくっていました。 

	 東京都の私学も多く参加してくださいましたが、ご存じのとおり埼玉の私学は助成金の関係で大きなア

ドバンテージを持っているので、東京の私学が苦戦するのではないかと心配していました。実際に年によ

って、学校によって閑古鳥が鳴くブースもあり、酷いときは相談者ゼロの学校もありました。しかし今年

は良い意味で予想を裏切って東京都の学校もなかなか善戦したように思えます。1 校だけ 4 時まで訪問者

ゼロのところがありましたが、立て続けに数組来て私もホッとしました。それまで退屈そうに、つまらな

そうにしていた担当の先生の表情が水を得た魚のように生き生きと豹変したのが印象的でした。 

	 人気校と不人気校の差が大きいのが埼玉の進学相談会の特徴と聞きましたが、実際 4 ブースくらい用意

しても長蛇の行列が出来ている学校が数校ありました。30 分は最後尾の人は待たされていたでしょうね。

その時間他の学校のブースを訪れることが出来るようになったら更に良いのではないでしょうか。 
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日時：平成 26 年 10 月 13 日（祝）13:30~19：30	 

場所：メトロポリタン仙台	 

文と写真：中村基和	 

	 基調講演は呉	 善花(オ・ソンファ)氏。元々韓国人でしたが、来日してから大変な親日家になり、日本国籍

も取得しています。しかし親日家のため生まれ育った韓国からは「入国拒否」という弾圧を受けています。	 

今回のテーマは「いま未来に、日本人の心」。何故韓国人が反日的になっているかを特に文化的に相当広く

深く分析してくれました。以下は後援の概略です。	 

	 

	 日中韓は東アジア文化圏として同じように見られがちであるが、実は大きく違う。日本には「カカア殿下

と」という言葉があるのに対して、韓国は「夫は天様」。日本は母系社会的な言葉が多いのに対して韓国は

男尊女卑が強い。だからヨン様が日本の女性に受けるのが韓国人女性には「何であんな女みたいな男が...」

と理解出来ない。日本人は「もののあはれ」。桜の花はすぐ枯れるが、これが「潔さ」＝「今この瞬間の良

さ」として日本人は感じるが、韓国は朱子学の影響が大きく、「死の世界があってはならない。不幸があっ

てはならない。」と思い、花は 1 年中咲いていなければならず、そのため飾ってある花は造花ばかりである。

また、日本人の「潔い」という感覚は過去は水に流すという考えに通じるのに対して、韓国は「嘆恨」。そ

こから全て日本人のせいになる。....また自然環境に対する驚異は韓国には日本ほどないが、韓国は常に北

方民族の侵略を受けてきた。。。。。結論は、文化力を持った政治経済の交流があったところで真実が分か

ってくる。	 

写真左：呉氏の講演中の写真や録画は残念ながら NG でしたので、本人の許可を得て開場外で。右は NPO 塾全

協会員の土樋氏（東京練馬区	 伸孝学園）。	 

写真右：懇親会にて。	 

	 

	 

	 

公益社団法人全国学習塾協会	 主催	 

2014 塾の日フェスティバル	 in	 仙台	 参加レポート	 
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10/12・13 と「塾の日シンポジウム in 仙台」にいってきました。東日本大震災から 3 年７ヵ月、

復興の様子を見学するために南三陸・石巻を訪問しました。防災庁舎の跡・74 名の小学生がな

くなった大川小本当に現地に行かなければ分からないことがあると思います。命の大切さ、命

をいかにして守っていくか・・・。語り部の方の話し、実際に被災された学習塾の先生の話し

に胸が熱くなりました。	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 文 ・ 写 真 	 

中 山  

 
理事会議事録 	 	 	 	 	 ［敬称略］  

議長	 沼田、記録 中 山  

	 日時：平成26年10月8日（水）	 	 	 	 	 午前10時30分～午後12時30分  

	 場所：池袋ルノアール	 第１会議室  

	 出席：沼田（理事長）、稲葉（副理事長・進学対策局長）、内藤（副理事長・研修局長）  

中村（全国事務局長・広報局長）、山本（財務局長）、菅原 (東京支部長 )、星野

（千葉支部長）望月（埼玉支部長）、星野（理事）、小林（千葉支部）早退、中

山（事務局長）	  

以上11名の出席  

審議、報告事項 	 （敬称略 ) 

【理事長挨拶】  

	 	 東京・千葉・埼玉で開催される進学相談会が順調に終了した。実行委員長他、尽力い

ただいた皆さんに感謝申し上げる。本日の議題は、本日の議題は、11月3日に行われ

る研修大会を中心に進学相談会の報告・ブリティッシュヒルズの英語合宿の件・支部

からの報告が主な議題である。  

	 【ブリティッシュヒルズ】  

	 	 詳細は別紙にて  

今年の12月冬休みの英語合宿は行わない。  

	 ①3月下旬に卒業旅行という位置づけの合宿  

	 ②5月連休に2泊3日の合宿  

	 ③夏休みの2泊3日の合宿  

	 ④ハロウィンの時期に1泊2日の合宿  

	 ⑤12/31・1/1のニューイヤー合宿  
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今年の12月冬休みの英語合宿は今のところ行わない予定。  

	 	 次回の理事会で引き続き話し合いたい。  

	  

【進学相談会】  

【東京】  

	 	 別紙にてアンケート等の分析  

	 	 	 全体として昨年よりも来場者が増加した。朝日新聞の広告の効果もあった。  

	 	 次年度に向けての新企画  

	 	 	 ①各学校にネィティブの教師を動員してもらい、受験生に話しかけてもらう  

	 	 	 ②学校制服の３Ｄ着せ替え体験  

	 	 	 ③大学の相談会  

【千葉】  

	 	 別紙にて収支報告  

	 	 昨年よりも来場者が増え、ほっとしている。  

	 【埼玉】  

	 10/16に実行委員会を開催し、今回の反省点・改善点を話し合う。  

	 	 次回に詳しく報告する。  

	 次年度の日程  

	 	 東京	 	 9月6日（日）  

	 	 千葉	 	 9月23日（祝）  

	 	 埼玉	 	 9月27日（日）  

【研修局】	 第40回全国研修大会企画  

	 	 	 	 	 	 	 日時	 	 11月3日（月）  

	 	 	 	 	 	 	 場所	 	 私学会館	 市ヶ谷アルカディア  

	 	 	 	 	 実行委員長	 	 	 内藤副理事長  

	 	 	 	 	 副実行委員長	 	 星野常任理事  

	 	 	 	 	 1.	 基本方針	 これからの英語教育  

	 	 	 	 2.	 基調講演者	 	 長谷川信子先生（神田外語大学大学院言語科学研究科教授） 

	 	 	 	 3.	 当日  

	 	 	 	 	 11：00～12：30	 	 全国常任理事会（昼食付き）  

	 	 	 	 	 12：30～13：30	 	 合同会議	 	 	  

	 	 	 	 	 13：30	 	 受付開始	 	  

	 	 	 	 	 14：00	 	 開会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 司会	 稲葉副理事長  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 開会の挨拶	 	 	 沼田理事長  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会長挨拶	 	 	 	 後田多会長  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 私学代表挨拶  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 塾団体代表挨拶	  

                                 	 	 	 	 	 司会	 望月理事  

	 	 	 	 	 14：15	 	 基調講演	 	 	 	 長谷川信子先生  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 特別講演	 	 	 	 大島九州男参議院議員  
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	 	 	 	 	 15：40	 	 ネィティブによる実例研修  

英語による対談・模擬授業  

	 	 	 	 	 16：40	  閉会式	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 司会	 稲葉副理事長  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 大会宣言	 	 	 	 内藤実行委員長  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 第2部	 懇親会           	 	 	 	 	 司会	 星野副実行委員長  

	 	 	 	 	 17：00～  

	 	 	 	 4.	 11月2日に前夜祭をおこなう。  

【財務局】  

教材展	 12月9日（火）に実施  

塾保険の塾全協の団体加入特典を会員にアピールする。  

【全国事務局】  

	 	 	 	 	 全国研修大会までに活動案内を新しくしたい。訂正・加筆等意見があれば連絡

いただきたい。  

【東京支部】  

	 	 	 	 	 ミニ研修会「冬期講習の集客を考える」詳細は別紙  

	 	 	 	 	 関係会員に案内を郵送する。  

このような研修を何回か行う予定  

【千葉支部】  

	 	 	 	 	 10月24日に塾の先生対象の個別入試相談会を実施・・柏商工会議所  

 

 

 

次回理事会は	 2014年11月12日（水）午前10時30分～午後12時30分  

               場所：	 ルノアール池袋パルコ横店	 第１会議室  

	 

① 	 N P O 塾全協のリニューアルホームページを公開しました。 	 

h t t p : / / w w w . j z k - e a s t . c o m / 	 

② 	 私立中高進学情報館が日々、充実度を増してきています。 	 

塾生・父母の皆さんにも是非、活用するように案内してください。 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

h t t p : / / g a k u r a n - v i e w e r . n e t / i n d e x . p h p ? p = j z k & i = 1 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

NPO 塾全協東日本ブロック	 今後の主な予定(2014 年)	 	 	 

11 月 3 日（祝）全国研修大会（東京）＊前夜祭も予定	 

12 月 9 日（火）教材教具展	 

 


