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ごあいさつ

●全国会長..

沼田広慶

（千葉県松戸市 北辰館スクール）

皆様には日頃より NPO 塾全協の活動にご協力いただき誠にありがと
うございます。心より感謝申し上げます。
今、経済界は AI 時代に突入しつつあり、新たなニューディール政策
を模索しています。米国の IT 各社はこの流れを肯定的に捉えています
が、当然マイナスの面もないわけではありません。いずれにせよ、AI
とロボティクスによる雇用の変化は必然であり、塾業界にも大きな影響
を与えることは明らかです。一方、政府は我々塾を含む各業界に対して
生産性の向上を訴えておりますが、その鍵となるのは AI とロボティク
スの活用です。我々塾人はどうしたらよいのか。何よりも子供たちのた
めに我々がなすべきことは何なのか。我々は今こそ英知を結集して時代
の大きな変化を乗り越えなければなりません。
NPO 塾全協は、会員の一人一人が主役となって社会貢献できる場を
提供していくことを目的としている組織です。次代を背負う子どもたち
が豊かな未来を送れるよう、お互いに全力を尽くしたいと思います。会
員の皆様の益々のご活躍を祈念致しまして、新年度を迎えての所感と致
します。

新しいビジネスモデルを探る

NPO 塾全協 東日本ブロック 理事長

内藤潤司（埼玉県狭山市

ソロモン総合学院）

昨年、ベトナムに行ってきました。私にとって、高校から大学にかけて

ありませんとのこと。オーダーのスーツを５時間で作り、1００キロ以上

はベトナム戦争の時代で、関心の深い国でしたが、なぜかなかなか行くこ

離れたホテルまで配達してくれるというビジネスの仕組みにかけました。

とができませんでした。戦争の爪痕はどのくらい残っているのかと思って

昼前に注文し、夕刻ホテルに着くとスーツが届いておりました。サイズも

おりましたが、全くと言って良いくらい残っておりませんでした。もちろ

ぴったしで、仕立ても手縫いのステッチもよく、気に入りました。

ん人の心の中には深い傷として今なお癒されないこともあるでしょうが。
かつて北爆の象徴であったトンキン湾は、風光明媚な観光地になってお
りました。バイクの騒音が町中に溢れ、エネルギッシュな、活気に満ち溢
れておりました。今回は、南のホーチミン(サイゴン)から、北のハノイま
でを十日間て巡るという、かなり強行な旅行でした。
ベトナムの中部の町ホイアンで絹製品の国営の店に入りました。ベトナ
ムは、今でも養蚕が盛んで、民族衣装アオザイはじめ学生の制服までもシ
ルクとのことのようです。私は何気なく見ておりましたところ、私に「シ
ルクスーツを作りませんか」と、勧めてきました。
ベトナムの布地でスーツを作るなど全く興味がありませんでした。私は、
旅行中で、日本にでも送ってくれるの、と聞きました。かつてトルコで絨
毯を買った時、確かに日本まで、送ってくれたけど。ところが、女性の言
うには、
「五時間で作ります。
」でも、今夜は、１００キロ以上離れたフエ
に泊まるんだよと言いました。そしたら、
「今晩、ホテルまで届けます」と
言います。現地のガイドに聞きますと、今までトラブルを起こしたことは

今このスーツを着る度に、新しいビジネスの仕組みを作らねばと、そん
な思いに駆られます。
「新しい酒は、新しい革袋に」
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NPO 塾全協東日本ブロックの 1 年（2017 年 4 月〜2018 年 3 月）
第 2 回 東西ブロック合同

現地研修会

「都電荒川線歴史探訪」
日時：2017年4月9日(日) 13:00〜18:00
場所:都電荒川線王子駅前停留所～鬼子母神停留所
解説とガイド:NPO 塾全協全国事務局長 中村基和
参加者:8 名

↑渋沢栄一資料館

↑雑司ヶ谷霊苑

東日本ブロック総会、第 1６回中高入試を考える会、
私学と私塾の新年度情報交換会
日時:2017年5月21日(日) 15:00〜19:30
場所:アットビジネスセンター 東京八重洲口

講師：森上展安氏 (森上教育研究所) 、
穴澤嘉彦氏 （創育・新教育研究協会）、
五十嵐裕明氏 (進学研究会)、岩佐桂一氏 (岩佐教育研究所)
参加者（中高入試を考える会、私学と私塾の新年度情報交換会 共に）40 名

3 つの進学相談会
① 第 3８回 私立中高進学相談会
日時：2017 年 9 月 18（月･祝）11:00〜15：30

場所：新宿 NS ビル

② 第２９回 （千葉地区）私立中高進学相談会
日時：2017 年 9 月 24（日）13:00〜17：30
場所：ザ・クレストホテル柏

来場者数：約 800 名

敎育情報展

イベントホール

来場者数：約 4200 名

③第３０回 （埼玉地区）私立中高進学相談会
日時：2017 年 9 月 24（日）14:30〜17：45
場所：川越プリンスホテル

来場者数：約 600 名

東日本ブロックミニ研修会

日時：2017 年 12 月 6 日（水）10:30〜13:30

日時：2018 年 1 月 10 日（水）13:00〜14:15

出展企業：20 社

場所：アットビジネスセンター（池袋）

場所：柏商工会議所

講師:小林弘典氏
テーマ：最近の塾業界・新学期への新情報

その他、各地区でミニ研修会が色々催されました。

千葉地区新年会
日時：2018 年 1 月 14 日（日）19:00〜21:00

場所：久里舟ダイニング柏
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NPO 塾全協

全国研修大会

in Okinawa

担当：NPO 塾全協西日本ブロック
日時：2017 年（平成 29 年）11 月 4 日（土）15：00〜18：50

後田多純 寿実行委員長挨拶

場所：パシフィックホテル沖縄カネオヘ

ＮＰＯ塾全協では、普段は東西ブロックでそれぞれ教科研など様々な研修を

主催：NPO 法人学習塾全国連合協議会

行っていますが、毎年 11 月に東西の担当で「全国研修大会」を実施して東西の

実行委員長：NPO 塾全協理事 後田多純寿（津田塾）

会員が集合し交流を深めています。

後援：公益社団法人全国学習塾協会

昨年は西日本ブロック担当で、沖縄の私が実行委員長を務めさせて頂き「全

全国塾コンソーシアム協議会

【第 1 部】基調講演

国研修大会 in Okinawa」を開催しました。

講師 田野瀬良太郎氏

沖縄では２回目の開催でしたが、本土から多くの会員や団体の会長など多く

（西大和学園創立者・大和大学学長）

の方々が参加して頂き、本当に有難うございました。

テーマ：私学の挑戦を私塾が学ぶ「西大和学園の奇跡」

県内からも私学の方々や塾人の方々に参加頂き、ほぼ満席状態で責任者とし

自ら創設した西大和学園を全国有数の東大進学校にした田野瀬市の講演でした。
講演内容は NPO 塾全協西日本ブロックの「ブロック通信」、もしくは東日本ブロ

て本当に感謝致します。
講演者として登壇しました「西大和学園」の創設者であり「大和大学」の学

ックの「東通信」をご覧ください。

長であられる「田野瀬良太郎」氏のお話の中で、まさに「西大和の奇跡」が目
に見えるように詳しく語られ会場の皆様も真剣に聞いておられました。特に私
学の方々の本気度には私の方が感動させられました。
後半はＮＰＯ塾全協の会員による「各県における高校入試の変化」について
の発表がされました。データを用いての発表に会場の皆さんはメモをとりなが
ら興味深そうに聞き入っていました。
その後「懇親会」に移り、料理を楽しみながら酒を酌み交わし大いに親睦を

【第 2 部】会員からのレポート「高校入試に見る各都道府県の変遷」
報告者（敬称略） 〔東京都〕中村基和（むさし野ゼミナール）
〔千葉県〕星野勝弘（オンフット進学会） 〔埼玉県〕中山和行（中山塾）
〔大阪府〕中村勲（地球塾） 〔奈良県〕平野芳英（I 塾大和高田教室）
〔兵庫県〕寺田圭吾（あすなろ学園） 〔岡山県〕山下典男（明修塾）

深めました。舞台では小中高生の民謡グループ「花わらび」が琉球舞踊を何曲
も披露してくれて大いに盛り上がりました。中には小１ぐらいの小さな女の子
が登場すると感動してか泪する方も何人か見られました。予定の時間では足り
ず、延長までする程盛り上がった懇親会でした。参加下さった皆様本当に有難
う御座いました。
今年は東ブロック担当で開催しますので宜しくお願いします。

ありそうで滅多にない、非常に興味深い企画でした。

塾にある図書館か？図書館にある塾か？

―子ども図書館奮戦記―
NPO 塾全協全国会長
（１）子ども図書館設立

沼田広慶
別で、それらは自宅の書斎にあるが、図書館に置く本と個人的な蔵書との区別は実は

図書館と言っても独立した建物があるわけではない。私の塾は本当に小さい個人塾で事務

かなり曖昧で今後どうしたものかと悩んでいる。特に、日本文学・世界文学や歴史書・

室のほかに教室が 2 つあるだけだ。事務室も 6 畳、潜水艦のような狭さである。
（いや、最

哲学書などは勿論、文庫や新書なども大半が個人的蔵書からもってきたもので、愛着

新の潜水艦のほうが居住性はいいかもしれない。
）この中に面談室まであるのだから全く身

のある本もかなりある。そばに置いておきたくもあるし、別に買うという余裕もない

動きできない。教室も 10 畳と 15 畳の広さしかない。後者は昨年の秋まで教室兼柔道場とし

ので、我慢せざるをえない。本好きは本棚を眺めているだけでも楽しいくらいなので、

て使用していたが、師範の私自身が腰を痛めてドクターストップとなり、道場は閉館した。

書斎からごっそり本がなくなってしまって、寂しい思いをしている。もっとも本好き

全日本柔道連盟公認の登録道場としてはおそらく全国一小さい道場だったと思う。道場用の

と言っても、仕事に追われて個人的には年に 100 冊程度しか読んでいない。完全にリ

畳はそのままだが、現在は教室としてのみ使用している。そして隣の小さな教室の方は多目

タイヤしたら読書三昧の日々を送りたいと思うのだが、いつになることやらわからな

的に使っていたのだが、1 年ほど前にここの壁 3 面を開架式の本棚にして図書館に改造した。

い。

真ん中にはテーブルといすを置いて 8 人くらいまで座れるようにしてある。閲覧室、自習室、

（２）何を置くか

時には授業にも使う多目的空間である。後述する「読み聞かせの会」もここで行う。当初は

当初は日本文学全集や世界文学全集、世界思想全集などを並べて満足していたのだ

3000 冊ほどだったが、昨年で 1000 冊ほどを購入して、さらに入れ替え等をしたので、2018

が、よくよく考えてみれば、それはバカな自己満足というべきもので、自分が何をし

年 3 月の時点で約 3500 冊が並ぶ。教室の隣には大きくはないが、ちょっとした倉庫があり、

ているのか全くわかっていなかった。対象は小中高校生なのである。高校生にはまだ

様々な資料や書類、教材等が入っているのだが、そこにも約 2500 冊の書籍がある。将来的

しも、小中学生に対してはこれではだめである。ということで何を置くか、何を置く

には 10000 冊くらいを蔵する私設図書館として塾生だけではなく一般の子どもたちにも利用

か、最初からやり直して児童書を調べることにした。と言っても、自分が小学生時代

できるようなものにしたいと考えている。個人的にどうしても手元に置いておきたい蔵書は

に読んだ本は蔵書としてはほとんど残っていなかったので、時間を作っては本屋や古
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本屋を歩き回り、またネットでも調べて、わかる限りで大体のところをリストアップし

れる常連はたくさんいる。しかし、借りてくれるだけでもありがたいと思っているので

てみた。その結果だが、驚いたことに自分が読んだことのある本よりも、全く知らない

あまり目くじらは立てない。本が破損することは滅多にないが、下の兄弟姉妹が破って

本がほとんどなのである。半世紀以上たつうちに新しい児童文学がたくさん生まれてい

しまったとか、クレヨンでいたずら書きをされたとかいうトラブルはある。先日は飼い

たのである。当たり前だが、フランダースの犬やトム・ソーヤの冒険などしか浮かばな

犬が噛みついてボロボロになってしまった本を持ってきた者もいたが、その犬が余程の

い頭には衝撃的だった。電撃文庫などに至ってはさっぱり見当もつかない世界である。

ストレスでもためているのではないかと心配になった。その時はさすがに保護者が折り

とにかく店頭で立ち読みできるものはざっと中身を確認して、ブックオフやヤフオクで

菓子をもってきて弁償しますと謝罪してきたが、お金は受け取らずワンちゃんによろし

片っ端から購入していった。やむなく新刊を購入したものもあるが、それではとてもじ

くと笑って済ませた。もっともこういうことが多くなれば対応を改めて考えなくてはな

ゃないがお金が続かないので、原則普通の本屋では購入しないことにした。子供のころ

るまい。

から本屋は大好きな居場所の一つだったので申し訳ないのだが背に腹は代えられぬ。毎

蔵書には全て蔵書番号を書き込み、塾のハンコを押して、蔵書目録に書名、著者名、

日毎日、本を調べては買い、調べては買いで、さすがに疲れた。今並べてある 3500 冊の

出版社、発行年月日などを記入している。本当はパソコンに入力して簡単に検索できる

うち約 2000 冊はいわゆる児童文学と分類されているもので小学生対象と言ってよいだ

ようにしたいのだが、現状ではとても時間が取れない。手書きのノートが増えていくの

ろう。中学生用としては小学生高学年から高校生向きの本まで幅広く対象となると思う

を見ているだけだ。分厚い大学ノートに隙間なく書き込んで 6 冊目である。狭い図書館

ので特に分類するのは難しい。但し、中学の教科書等に取り上げられているような本は

だからひとわたり見渡せば何とか把握できると思っていたが、半年前に購入した本をま

揃えたい。高校生用も日本史・世界史や現代国語・古典等に出てくる本は同様である。

た買ってきてしまったことが重なって、もはやこれまでとパソコン入力を始めたが遅々

古典文学全集は全巻あるが、現代国語に出てくる最近の小説や論説文はないものが多い

として進まぬ。夜中にやっているので目がしょぼしょぼになり女房に目薬を買ってきて

のでこれからの購入リストに加えるつもりだ。最近では、塾のテキストにある物語を最

もらったが、肩は凝るし、腰痛は悪化するしで、わずか 100 冊ほどやってギブアップし

初から読みたいと塾生から言われたので、これもリストアップしている。また、時に保

た。バイトを雇うしかないのかと思っているが、生産性のない仕事にお金を払う余裕は

護者や塾生から本の寄贈をされることがある。大変ありがたい話である。

なく、一時は途方に暮れたが、気長にやるしかないと決意、少しずつ打ち込んでいる。

（３）貸し出しと管理をどうするか

塾がなくなるのが早いか、打ち込むのが早いか、いい勝負だろう。

貸し出しは当初からしている。貸し出しノートを作って教室においてあるが、借りた

（４）読み聞かせの会と本の紹介

い者は授業の合間などに日付、生徒番号、書名を記入して借りていく。返却の際は同じ

いくら本をそろえても肝心の塾生が読んでくれなければ話にならない。自己満足もい

ノートの返却日欄に日付を記入して借りた本をそこに置いていくだけだ。私はノートを

いところだ。確かに読む者は読んでくれるのだが、まだまだ少ない。強制的にではなく

こまめにチェックし、1 か月の貸出期間を経ても返却されていない場合などには本人に

自発的に読書に親しんでもらうにはどうしたらいいだろうか。まずは本に興味をもって

直接その旨を告げ返却するよう促す。とこう書けば問題ないようだが、実際は日付など

もらうのがいいだろうと思って始めたのが「読み聞かせの会」である。8 月を除く毎月 1

の記載事項が間違っていたり、当然返却が遅れる者がいたりで、結構面倒だ。返却が遅

回、原則として第 2 土曜日の午後に私が主に小学生たちを相手に本を読んでいる。この

3 月で第 27 回目である。別に朗読を普段から練習しているわけでもないので素人といえ

主たる仕事といっても図書館の方は商売ではない。あくまでボランティアだ。現在はそ

ば素人なのだが、もともと朗読は好きだったので苦にはならない。日本の昔話や世界の

れでも塾における付加価値としての経営的な側面がないわけではないが、それほど期待

童話まで読む本は様々だが、毎月何を読むかで一苦労する。狭い図書館の本棚の前を檻

しているわけではない。好きなことを自由にやれるようになったということだ。塾を卒

の中のクマのように行ったり来たりしては悩んでいる。途中の休憩を入れて、1 時間の

業した後は、一般市民に、といっても小中高校生だが、開放する私設図書館として存続

会なのであまり長い物語は駄目である。短い短編の場合は 2 つ読むこともあるし、時に

できれば望外の幸せと思っている。

は詩を読むこともある。私の好きな宮沢賢治の童話や詩を読むことが多いが、子どもた
ちに読んで欲しい本をリクエストしてもらって読むこともある。楽しいひと時だ。
毎月発行している塾新聞に書評というより、2 冊ずつ本の紹介文を数年前から書いて

末筆となってしまったが、稲葉副理事長には段ボール数箱分もの本を寄贈していただ
いた。どれも安くは手に入らない高価な本ばかりである。深く感謝申し上げるとともに
ここに記してあらためて心からお礼申し上げたい。

いるのも本に興味をもってほしいからだ。1 冊は小中学生向き、もう 1 冊は中高校生向
きだ。この新聞はこの 3 月で 389 号となる。塾を始めたのが 1980 年なので途中からの発
行だが我ながらよく続いていると思う。やはり、こういうことが好きなのだろう。
「教育・
進学情報トピックス」や「今月の館長の言葉」という欄もあり、資料集めにも時間をか
けている。本を紹介するにはまず読まなければならない。子供のころ読んで内容がわか
っている場合は簡単だが、初めて読む本を紹介するのは結構時間がかかる。最近では半
分くらいが初めての本なので大変だ。ここ 50 年くらいのうちに書かれた作品は、塾の教
材で読んだことのあるもの以外は、ほとんど知らないものばかりである。毎日少しずつ
でも児童書を読むのが最近の日課である。お互いに読んだ本について子どもたちとおし
ゃべりをするときは楽しい時間だ。図書館は談話室にもなり、授業の合間や終了後に塾
生たちとおしゃべりをしているとこっちの歳を忘れてしまう。本の話ばかりではなく部
活や学校生活のことなども話題になる。時には元塾生の教え子が夜遅く訪ねてくるとき
もあり、人生相談室にもなっている。

（５）希望
将来は（将来などという言葉が使えるくらい塾が存続すればの話だが）
、
「塾にある図
書館」から「図書館にある塾」へと変貌するかもしれない。つまり主たる仕事が図書館
になり、塾の方は希望者に対して限られたわずかな時間の中で教えるということだ。

編集後記
従来は 4 ページの NPO 塾全協新聞でしたが、6 ページ、もしくは 8 ペー
ジでも良いかもと思いながら編集していました。今後の課題かな？
中村基和

