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会長：藤井康夫  幹事：坂井俊司  会報委員長：関口隆 

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ ≪水曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市大通り 2-4-6ホテルニューイタヤ内 

TEL:028-635-5511（ホテルニューイタヤ） 

 

 

 

 

 

     

    司 会      嶋田 辰雄 S.A.A 

    

● ロータリーソング「我らの生業」 

 

    ビジター紹介   長谷川 博夫 親睦・家族委員 

    

§ 第 2550地区 第 3グループ B ガバナー補佐 内山 浩志 様(宇都宮陽南 RC) 

§ 上野 一典 様(宇都宮北 RC 卓話者) 

 

    会長挨拶     藤井 康夫 会長 

    

 皆さんこんにちは。 

 今年度第 3 グループＢの内山ガバナー補佐、そして宇都宮北ロータリークラブの上野様、大変

足元が悪い中、例会にお越しくださいましてありがとうございます。 

 9 月 5 日(土)宇都宮南高校 文化祭が行われました。南風倶楽部のバザーに山本敬三委員長はじ

め、藤島青少年委員長とクラブメンバーの方々のご参加、ありがとうございました。私も何年振

りかで文化祭に家族と行きましたが、高校生の熱気に包まれ、エネルギーをいただいたように思

います。南風倶楽部のバザー収益も南クラブの奉仕活動に協力してくださるとの事でした。 

 次週の例会は内山ガバナー補佐訪問となりますので、皆様のご協力をお願い致します。 

 

    幹事報告     坂井 俊司 幹事 

    

§スペシャルオリンピックス日本・栃木より、第 9回陸上競技大会と交流会 協賛のお礼と報告が

届いております。(回覧) 

§第 39回ライラセミナー受講生募集のご案内が届いております。 

11 月 21 日(土)～23 日(月)までの 3 日間鹿沼ニューサンピア栃木で行われます。皆様のご紹介

をお願い致します。 (回覧) 

 

 

9 月 第 2 例会        

2015 年 9 月 9 日(水)    会員数 47 名 出席 24 名 

TEL:028-635-5511
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    第 2550 地区 第 3 グループＢ  内山 浩志ガバナー補佐  

    

第 2550 地区 第 3 グループＢ内山浩志ガバナー補佐より、9 月 16 日(水)及び 9 月 30 日(水)

のガバナー公式訪問の注意事項のお話がございました。 

 

    会員増強委員会報告  喜内 敏夫 会員増強会員長 

    

皆様のレターボックスに配布致しました、アンケート用紙にご記入いただき、私 喜内までご

提出ください。回答は全て極秘扱いとなっております。ご協力よろしくお願い致します。 

 

    スマイル BOX 委員会報告   角田充由 副委員長 

    

§第 2550地区 第 3グループＢ 内山浩志ガバナー補佐 

        藤井会長はじめ、南 RC の皆様、お世話になります。9 月 16 日(水)は私 内山の

補佐訪問になりますので、よろしくお願い致します。 

§藤井康夫会長 雨の日が続きますが、皆様、体調には気を付けてください。本日は文星女子高

等学校 学校長の上野様、卓話楽しみにしています。 

   §村上芳弘会員 上野先生、よろしくお願い致します。 

   §仲田俊夫会員 上野先生、お世話になっております。卓話、楽しみにしております。 

   §中野智之会員 上野様、本日は卓話にお越しくださいましてありがとうございます。 

   §喜内敏夫会員 昨日「ミス百万石」と一緒に栃木放送で 10分間出演しました。今日から 1週間

競輪場通りの福田屋さんで「金沢・能登物産展」が開催されています。是非お

出かけください。 

   §笠原正人会員 酒澤さんのデザインによる観光バス事業がスタートしました。お客様に大変好

評です。機会がありましたら、是非ご利用ください。お待ちしております。 

   §田口久雄会員 上野先生、本日の卓話、よろしくお願い致します。 

       

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額  14,000 円 

 

    インターアクト委員会報告    山本敬三 委員長 

    

   「宇南高祭」バザー開催さる！ 

     平成 27年 9月 5日土曜日宇都宮南高にて「宇南高祭」におけるバザーが午前 10時より開催さ

れました。当バザーの売上金の一部がベトナム支援金として寄付されることもあり、宇都宮南ク

ラブも今年度からバザー商品を提供、その応援にクラブメンバー（6名）も参加いたしました。 
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    山歩きの会 愛好会報告    高久和男 会員 

    

     10月 18日(日)紅葉の那須に、私がリーダーで磯貝親睦・家族委員長がサブリーダとなり、素

晴らしいコースを組みますので、皆様奮ってご参加ください。 

 

    外部卓話  

    

     宇都宮文星女子高等学校 

     学校長 上野 一典 様 

 

 

  今日のテーマは「学ぶ」事と「勉強する」事の違いを、私の 3人の 

娘たちの海外での経験を通して考えたことを話してみたいと思います。 

私自身は 1959年の生まれで、受験戦争の真只中で高校時代をすごしました。確かに受験のための「お

勉強」はしたと思います。高校も進学校で、修学旅行はなくて、夏休みには勉強合宿をやるような

学校でした。 

 

今から、19 年前に私たち家族に、ある転機が訪れました。子供 3 人と妻と私の 5 人でイギリスに

留学するというものです。当初は、私と長女だけで行く予定でしたが、三年間ぐらいなら下の娘達

にも将来良い影響があるだろうと考えて、家族 5人で行くことにしました。当時、長女は 12歳、次

女は 8歳、三女は 6歳です。3人とも英語はまったく出来ません。下の 2人はアルファベットすら書

けません。特に三女は、小学校には 1週間だけしか通わず、日本語すらもままならない状況でした。

長女はロンドンの日本人学校に入れました。やはり 12歳で英語が出来ない状況では友人関係も厳し

いと考えたからです。次女と三女は現地の田舎のボーディング・スクールに入れました。イギリス

にはこのボーディング・スクールといわれる寄宿舎付の私立学校が多くあり、近くに住んでいても、

平日は自分の子供を寄宿舎に預けてしっかりしたマナーを身につけさせる家庭があります。ほとん

どが白人の子供で、何人かの裕福なインド人の子もいました。もちろん日本人はうちの娘たちだけ

です。 

 

実は新学期が始まってすぐに「失敗したかな？」と思いました。子供たちが学校でとってくるノ

ートを見てみると、黒板の文字を絵として写しているわけです。ローマ字も書けないわけですから

当然ですね。でも、姉妹二人でいたおかげで不登校にはなりませんでしたし、ピアノが弾けて、走

ることが得意だったので、すぐに人気者になりました。運動会や発表会の後には、「ピアノが弾けて、

足の速い日本人が来た。」と家庭に招待されたのです。お勉強だけが出来ることより、そうした特技

を買ってくれるのです。 

 

クラスのサイズは 25人程度で、授業のやり方も日本とはまったく違いました。日本のように、先

生が黒板に書いて説明し生徒はそれをノートに取るのとは異なり、それぞれが考えて自分の意見を

発表する授業が多く見られました。うちの娘も、英語が出来ないのもかかわらず、すぐに 30分のプ

レゼンの時間を与えられました。他にも、歴史の時間は、私の記憶では、年表とその時の出来事の

相関を覚えることが中心でしたが、イギリスではじっくりと歴史の裏側を考えさせる内容に少し驚
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きました。なぜ起きたのか？自分はどう思うか？などです。当然スピードは遅く教科書も終わりま

せん。でも、史実の中から自分の考えやその理由をしっかりと持たせて発表させるのです。正解は

ひとつではありません。それぞれの考えに対して、先生は必ず褒めてくれるのです。成長して娘が

受験したケンブリッジの入試には驚きました。担当教授の前で目の前に置かれた顕微鏡を覗いて、

なにやらわけのわからない物体についての感想を述べるものだったそうです。 

乗馬・ダンス・ホッケー・音楽といった課外活動もしっかり認めてくれます。また、ボランティ

ア精神も日本に比べてすごいと思いました。娘の学校は 500 年以上の歴史がある学校で、ピアノも

とても古く音程も狂っているような代物でしたので、感謝の気持ちを表そうとピアノを寄付するた

めに娘たちはコンサート企画しました。すると面識もない多くの人たちが応援に駆けつけてくれた

のです。地元の新聞に取り上げられたのが話題になったからかもしれません。演奏の幕間の多くの

観客たちのために、差し入れやお茶を用意してくれました。 

 

OECD が実施している PISA という 15 歳の子供対象の統一のテストがあります。表１を見るとシン

ガポール・韓国・日本がすべての項目で上位に顔を出しています。上海や台湾もがんばっています。

でも西欧の国々はほとんど出てきません。この年代ではアジアの国が子供にしっかりお勉強させて

いることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《表１》PISA による 15 歳の国別ランキング 

 

次に、ノーベル賞受賞者の数（1901年～2015年）を国別に見た表 2です。さっきの表と見比べる

といくつか気づく点があります。アジアの国は日本以外トップ 10に出てこないのです。PISAの表で

どの項目にも名前が出なかったアメリカやイギリスなどの欧米の国々が上位なのです。私の独善的

な考えですが、ただ単にお勉強をして暗記してもそれは新たな発見や発明を生まないのではないで

しょうか？日本はまだ、18名とトップ 10に名を連ねていますが、シンガポールは 0名、韓国は 1名、

中国は 2 名、台湾は 3 名のノーベル賞受賞者しか出していません。もちろんそれがすべてではあり

 読解力 科学的リテラシー 数学的リテラシー 問題解決能力 

１位 上海 上海 上海 シンガポール 

２位 香港 香港 シンガポール 韓国 

３位 シンガポール シンガポール 香港 日本 

４位 日本 日本 台湾 マカオ 

５位 韓国 フィンランド 韓国 香港 

６位 フィンランド エストニア マカオ 上海 

７位 アイルランド 韓国 日本 台湾 

８位 台湾 ベトナム リヒテンシュタイン カナダ 

９位 カナダ ポーランド スイス オーストラリア 

１０位 ポーランド カナダ オランダ フィンランド 
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ませんが、われわれも「学ぶ」とは何かを考え直さなければいけないように感じます。 

 

《表２》国別ノーベル賞受賞者数のトップ 10 

順 位 国  名 受賞者人数 人口（万人） 

１位 アメリカ ３３９名 ３１７００ 

２位 イギリス １１２名 ６４００ 

３位 ドイツ ８１名 ８０００ 

４位 フランス ５５名 ６６００ 

５位 スウェーデン ３１名 ９５０ 

６位 スイス ２２名 ８００ 

７位 ロシア ２０名 １４３００ 

８位 日本 １８名 １２８００ 

９位 オランダ １６名 １７００ 

１０位 イタリア １４名 ６１００ 

 

私自身が現地の大学院で学んでいた時、学生が大学に来て朝一番にすることは図書館の席を確保す

ることです。朝のうちに取っておかないと、空き時間に勉強が出来なくなるのです。日本では、そこ

まで真剣に勉強に向かっている大学生がどれだけいるでしょうか？ 

いつの間にかどこかの時点で 15歳まで上位にあった力が完全に逆転されています。 

そうした中で日本でも新しい試みの大学が誕生し、世界に向けて発信しています。秋田の国際教養大

学です。学生全員が 1 年間の留学をします。ただし、TOEFL550 点以上取らないと必修である留学が出

来ないので、4 年間で卒業できる学生は 50％です。人材育成ランキング（日経）では、日本でトップ

に立ちました。決して、英語だけを重視しているわけではなく、英語と何ができるのか？英語で何が

出来るのか？が問われる時代に活躍する学生の育成に取り組んでいます。日本も、2020 年の東京オリ

ンピック開催に向けて新しい教育のあり方を考えなければいけないと思います。 

「学ぶ」とは、自分が勉強して得た知識を自分なりに咀嚼して、自分の中に自分の形で蓄積していく

ことかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  物井栄三郎 委員長 

 

会員数  47 名  前々回 8 月 19 日 

出席数  24 名  訂正率  72.97％ 

欠席数  23 名     

出席率   64.86％  

次回例会 

 2015 年 9 月 16 日(水)  

ガバナー補佐訪問・クラブ協議会 

  第 2550 地区 第 3 グループＢ 

  内山 浩志 ガバナー補佐 
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    プログラム 

      

月  日 時  間 内  容 

9 月 16 日(水) 12：30～13：00 
第 2550地区 第 3グループ Bガバナー補佐訪問

2015-16年度 ガバナー補佐 内山浩志 様 

9 月 23 日(水) 法定休日 休 会 

9 月 30 日(水) 18：30～20：30 
夜間例会：ガバナー公式訪問 

第 2550地区 2015-16年度ガバナー 中谷研一 様 

 

 

月  日 時  間 内  容 

10 月  7 日(水) 12：30～13：00 
米山奨学生 卓話 

カオ・ホワイ・ヴ 君 

10 月 14 日(水) 12：30～13：00 

外部卓話 

セーフティネット「フードバンク」について 

認定NPO法人とちぎボランティアネットワーク 

専務理事・事務局長 矢野正広様 

理事 徳山篤様 

10 月 21 日(水) 12：30～13：00 

外部卓話 

「宮コンと出会いの街」 

宮コン創設者 佐々木 均 様 

10 月 28 日(水) 18：30～20：30 夜間例会：お月見の会 

 


