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国際社会で活躍できる人材の育成と課題 

    －全海陽学園の取組みｰ    

学校法人 海陽学園 海陽中等教育学校  中島 尚正 
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海陽学園  完全 全寮制 中高一貫校 

 学校法人 海陽学園 海陽中等教育学校 

・ 設立  ２００６年４月 

・ 理事長   豊田 章一郎  
 副理事長 葛西 敬之  
                  川口 文夫  
                  張 富士夫  
 校長         中島 尚正  
 
・ 生徒数  １２０名/ 学年 
                  ［男子］ 

 

 
 
    

愛知県蒲郡市海陽町 （13万㎡） 



次代のリーダーが育つか？ 

考える力の低下 

知識が活かされてない 

受身、無気力、無関心         基礎学力 

 

異質なものとの折り合いが付けられない 

対話力、コミュニケーション力の不足 

挫けやすく内に篭り易い 

無私の心，社会性の欠如      人間力 
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  大学と全人教育 

   

 全人教育； 基礎学力 と 人間力 の育成 

 

 大学 学部教育に期待されるもの 
  自分探しの場でよいか 

 人間力の育成を教養教育再構築の視座に 

 
米国： evaluation of undergraduate programs 

 

Williams, Princeton, Amherst,  

 MIT, Stanford, Swarthmore, 

 Caltech, Harvard, 

 Claremont McKenna, Yale 
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全人教育の 基礎を 中等教育で 

 人間力の育成と全寮制 

 全寮制 ー 共同生活を通じた教育の場 

  欧米：パブリック校、ボーディング校 

  日本：（旧制高校） 
 

 共同生活と人間形成 

 ・異質な者との交わり 

 ・他人と折り合いをつける力 

 

-- 似た者同士、閉鎖社会 

   ・人を測るものさしを持たず、 

・異質を認めず排除！ 

・表面的なものにこだわり 

Eaton College 

（外山滋比古：自分の頭で考える、中央公論文庫） 
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イートン校の日課：「とにかく忙しい！」 

７：３０ 起床、朝食 

８：３０ チャペル 

午前中 授業５コマ 

１３：００ 昼食 

１４：００ スポーツ等 

１６：００ 授業２コマ 

１８：１５ 学習時間（原則個室）かTTタイ
ム。ＨＭ、デイムが見回る。 

１９：３０ 夕食 

２０：００ 点呼 

２０：００ 学習時間（多くの 

     ソサエティも開催される）。 

 

 就寝時間： 
中2：9時30分、 
中3：10時、 
高１：10時半、 
高2：11時、 
高3：自己責任。就寝時間に
主にデイムが見回りを行う。 

 



海陽学園の一日（例）  

6：30 起床 16：00 部活動 

7：15 朝食 18：00 夕食・入浴 

自由時間 

8：00 授業 

（50分×4時間） 

20：00 夜間学習 

11：50 昼食 22：00 就寝準備 

12：50 授業 

（50分×3時間） 

22：30 就寝 

後期生は延灯可 

15：40 終礼・清掃 

＊土曜日は４時間授業、午後は部活動等 

＊日曜・祝日はハウス行事等 



海陽学園の一年 
 ４月 入寮・入学式 

 
１０月 自然体験（１.２年） 

歌舞伎鑑賞（３年） 

中間試験 

 ５月  

スポーツフェスタ 

中間試験 

１１月  

芸術鑑賞（２年） 

授業参観 

 ６月 伊勢研修（３年） 
授業参観、PTA総会 

１２月 期末試験 

終業式 

冬季休暇（約 ３ 週間） 

 ７月 期末試験 

終業式 
 １月 始業式） 

イートン校へ派遣 

 ８月 夏季休暇（約 ６ 週間） 

サマースクール（３年） 
 ２月 マラソン大会 

 ９月 始業式 

海陽祭 
 ３月 期末試験 ハナ高校交流 

卒業式   

終業式 春季休暇（約 ３ 週間） 

GW休暇（約１週間） 秋休暇（約１週間） 
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ハ ウ ス 

  
  

ハウス構成   
  [ １ハウス － 3 フロア （生徒各２０名，計６０名） ]  ｘ １２ 棟  
 ハウスマスター ：授業も担当、家族と住み込み  

 フロアマスター  ：賛同企業より派遣、２０代 独身男性（１３ヶ月任期） 

 
前期（中学）：  
 規律正しい生活習慣 

 
後期（高校）： 

 自主、自律                 
 
 

  

後期ハウス ６ 

前期ハウス ６ 
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２4年度 フロアマスター  28 名  

    派遣企業   24 社 
  

アイシン精機(株) 
(株）伊藤園 
キヤノン(株) 
ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ(株) 
第一生命保険（株） 
ダイハツ工業(株） 
中部電力(株) 
(株)デンソー 
東海旅客鉄道(株) 
東京海上日動火災保険(株) 
(株)東芝 
東邦ガス(株） 

トヨタ自動車(株) 
日本たばこ産業(株) 
パナソニック(株) 
 (株)日立製作所 
日野自動車(株) 
富士通(株） 
富士フイルム(株) 
(株)みずほﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 
三菱重工業(株) 
三菱商事(株) 
三菱電機(株)  
矢崎総業(株）  
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ギャップ・イヤー （ﾀｰﾑ）生の活動の場 
 ・イートン校やケンブリッジ大等からの定期的受け入れ 

 ・海外大学入学待ちの 卒業生をフロアマスタ補佐に 

 ・推薦入学 決定 生徒による後輩の学習指導 

  

生活指導 

 ・起床6時半から始まる規則正しい生活。 

 授業（7～8コマ）後に運動・文化活動、18時より２０時
の間に食事･洗濯･清掃､就寝までの2時間は自習時
間。 

行事（Society） 
 週末の様々な行事により、指導･協調性、社会性､感性を

養う。 

  -- 田植え・自然体験、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動、歌舞伎・演劇鑑賞、  
-- 工場見学, キャリア講座 、特別講義 

  -- 宿泊を伴う国際交流（ｲｰﾄﾝ聖歌隊､米SYA等) 

 

全寮制を活かした教育 



前期課程  「しつけ・規律」 

 

（１）規則正しい生活習慣の確立 

（２）継続的かつ計画的な学習習慣の定着 

（３）知力、体力、心の練成 



ハウス行事 

田植え・稲作体験、歌舞伎・ﾐｭｰｼﾞｶﾙ鑑賞、ハイ
キング、工場見学、海浜清掃 など 

週末、様々なハウス行事が実施される  



後期課程  「自主・自律」 

 

・生徒主体のハウス運営 

   （富士登山等行事イベントの企画も） 
 

・将来の夢、好きになれる仕事を見いだすキャリア教育 

   （キャリア講座、企業訪問、コーチング） 

          



カリキュラムの特色 

■十分な授業数の確保 
 ・３学期制＋全寮制の特性をいかした週６日制（平日７～８時限 

  土曜４時限）⇒授業時間に加え、十分なクラブ活動時間も確保 

■習熟度別授業 
 ・英数国を中心に習熟度別のクラス分け、カリキュラム・教材で  
きめ細かな指導 

 ・習熟度別のクラス編成、または英数の習熟度別授業の実施 

■チューター（少人数担任）制度 
 ・１０～２０名の生徒と１対１の関係で、学習面を中心にアドバイス 

 ・ハウス中心の夜間学習でのサポート＋随時、演習・補習の実施 

  （夜間、教室での演習・補習あり） 



 



 



海外大学  

・スワースモア大学（ペンシルべニア州）：リベラルアーツカレッジのランキングで全米４位の名門校。   

 東京大学とも学術協定を結んでいることでも知られている。  

・カールトン大学（ミネソタ州）：全米ランキング５位の名門校。 

・マカレスター大学（ミネソタ州）：全米ランキング２５位以内維持の名門校。モンデール米国副大統
領、アナン国連事務総長の出身校。        

・デポー大学（インディアナ州）：全米４３位の名門校。 

大学名 学部名 小計 合計
Swarthmore College 米・教養 1
Carleton College 米・教養 2
Macalester College 米・教養 1
DePauw University 米・教養 2
Lake Forest University 米・教養 1
Jacobs University in Bremen 独・教養 1
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    第一線で活躍する学識経験者等の講義 

  

４月１４日  中西進 万葉の心を未来へ推進委員会 委員長 

         「万葉の心」 
 

６月２３日   リチャード・アンドリュース 在日オーストラリア 大使館 
         政務担当公使  

    「外国人外交官から見た日本の政治」 
 

９月２９日   ジョージ・オルコット 東大先端科学技術研究センター教授  

    「世界ではばたけ海陽生」 
 
１０月２０日  大宅 一哉、 池浦七菜子 
         「音楽の力３」 （ｺﾝｻｰﾄ） 

特別講義  2012年度           



企業訪問・就業体験 （2011年度） 

パナソニック キヤノン 日立製作所 豊田合成 

JX日鉱日石エネルギー 中部電力 日野自動車 

デンソー 富士通 東海旅客鉄道 富士フィルム 

東京海上日動火災保険 みずほフィナンシャルグループ 

東芝 三菱重工業 トヨタ自動車 矢崎総業 

キリンホールディングス 

キャリア教育 後期生対象  （前期生は工場見学）      



キャリア講座 （実施例の一部） 

 

 

•障害者の仕事・人事採用について 

•米国大学合格までの体験記、国際機関就職 

•米国大学の留学 

•考古学者、考古学と研究者の仕事について 

•医学部受験、医学部での授業と国家試験について 

•文系、理系の受験体験記。法学部とは。経営工学とは 

•TV記者、政治記者の仕事、キャリアの考え方 

•研究者の仕事、理系学生のキャリア 

•人事の仕事等について、半導体事業 

•商社の仕事について 

•保険会社の仕事、営業職について 

•弁護士になるまで、弁護士になってから 

•財務省キャリア官僚の仕事について 

•現役ハーバード大学生の体験記 

•新聞記者のキャリア、仕事観等について 



志望校は世界、全国、芸術分野と幅広く 

 
 

     海陽から、東京藝術大学へ     
 

    
放課後、ダイニングホール（食堂）横テラスでよく三河
湾の夕方の風景などを描いていました。彼に続け･･ 
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中等教育を取り巻く社会的変化 

 中学受験教育の産業化 （２０年来） 
  補習から受験へ  

 

 偏差値情報の集中化 

  偏差値が進路を決める  

     

 高校過程のダブルスクール化 

 

 大学合格が究極の目的化？ 

  目的、手段の逆転現象 

 

  例外：芸術系大学 

      スタートラインに立つこと 

 
  

  
 

  

F 
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全人教育の壁 

 社会の理解不足 
 「全人教育」 の思想 

  「可愛い子に旅を」 
 

 現行の大学入試 

 
欧米有力大学には通用しないペーパーテストの偏重 

中等教育のカリキュラムを歪める 

ダブルスクールの蔓延 
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参考：イートン校の入試（学力試験+面接） 

面接での評価項目 

 

 言語能力：流暢な会話、議論する意思 

 知的能力：知的な鋭さ、概念的なことを深く思考する習性 

 スポーツ能力：全国大会レベル～全く運動していないレベル 

 文化的能力：音楽、演劇、美術等の能力、文化的貢献 

 その他人格的能力：リーダーシップ、ボランティア、協調性等 
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大学への提言 

全人教育を視座に据えた教養教育の再構築 

大学入試システムの改革 

 リーダー教育の充実 

 

 


