県立太田一高・附属中

座談会

髙岡優璃さん
（高３）
、
木村斗耶さん
（高１）
、
鈴木大和さん
（高３）
、
宇野由那さん
（高１）
、
菊地陽南さん
（中２）
、
小泉羽音さん
（高２）
、
菊池秋耶さん
（中１）
、
岡田晴矢さん
（中１）
×
聞き手は鈴木清隆校長

茨城県立太田第一高等学
校 は 創 立 121 周 年 を 迎 え、
大きく変わりつつある。昨年
4 月に附属中学校が開校し、今

年４月には民間出身の鈴木清隆校
長が就任。科学者の経歴や外資系企業

に勤務した経験がある鈴木校長は創立以来の
大改革を進め、未来を見据えた新しい教育の具現化を目指す。
「学校の
主役は生徒。尊ぶべきは主体性、創造性、飽くなき挑戦」を信条に、
果敢かつ柔軟な発想で生徒が本当に必要とする学びを創出する。
「ワク
ワクする学校を創ろう」を合言葉に生徒や先生から提案が増えた。鈴
木校長が見つめる先には生徒一人一人の個性が輝く未来がある。変革
の当事者である生徒たちの声を通して、リアルな太田一高と附属中を
お届けする。
（左から）岡田晴矢さん、菊池秋耶さん、菊地陽南さん、髙岡優璃さん、宇野由那さん、木村斗耶さん、鈴木大和さん、鈴木清隆校長

ルールメーカーになる
鈴木 昨年４月に副校長として着任した時、太
田一高生の第一印象は「素直だけど、おとなし
くて受け身」でした。物足りなさを感じました
が、4 月に校長になり、生徒会の役員と話をし
ていく中で、皆さんの心の中に学校を良くした
い思いがあふれていることに気付きました。
髙岡 校長先生が生徒会役員との懇談会を設け
てくれて、その中で土日の部活でも制服で登校
するルールを変えたいと校長先生に話し、ルー
ル改正のアドバイスをもらいました。生徒全員
の ア ン ケ ー ト を 取 っ た 結 果、93 ％ が 土 日 の
ジャージ登校に賛成だと分かり、提案書をまと
めました。職員会議で承認され、ジャージ登校
が実現したのはうれしかったです。
鈴木 私が感銘を受けたのは、提案書に７％の
反対意見への対応策が盛り込まれていたことで
す。日本は急速に人口減少と高齢化が進み、誰
も経験したことがない未来に向かっています。
正解のない時代を生きる上で、多様な意見や価
値観を融合しながら未来を切り開いていくマイ
ンドが大事です。自分たちで学校をより良くし
た経験は必ず役に立ちます。
髙岡 生徒会に届く意見や提案はどれも貴重で
す。まとめるのは大変ですが、これからも丁寧
な対応を心がけたいと思います。

世界レベルに挑戦
鈴木 木村さんが WRS ※１（ワールドロボット
サミット）に挑戦したきっかけは何ですか。
木村 中学時代はパソコン部だったので、ＷＲ
Ｓで自分のプログラミングの力を試したいと思
いました。今回は学年や得意分野が異なる６人

探究が未来を創る
がチームを作りました。全ての問題を生徒だけ
で解決しなくてはならず大変でした。大会では
中国の高校生チームとタッグを組み、予想外の
トラブルに直面しましたが、言葉は通じなくて
もアイデアがあればコミュニケーションできる
など新たな発見もありました。今後はロボット
に歌わせたり、漫才をさせたりしたいです。
鈴木 新しいチャレンジを応援します。現実の
社会課題は複雑化し、解決にはいろいろな分野
の専門家の協力が必要です。今回の経験は将来
仕事をする際に生きると思います。

視野を広げる「生徒会交流」
鈴木 太田一高の生徒会は、他校の生徒会と連
携し、特色ある取り組みや学校生活の課題など
について意見交換する「生徒会交流会」に取り
組んでいますね。
鈴木大 学校のより良い在り方を考えたいと思
い、他校に呼び掛け、オンラインで意見交換を
行いました。
鈴木 主体的に企画・運営しているのは素晴ら
しいですね。全国的にも珍しい取り組みだと思
います。
鈴木大 手探り状態なので苦労もありますが、
他校の取り組みを知ることができて楽しいで
す。一過性の交流で終わらせないために、会則
やホームページを作り、今後も引き継がれる組

織にしたいです。
鈴木 交流による相乗効果を期待しています。
実際に水戸一高で運用しているオンライン意見
箱を本校でも取り入れるなど、目に見える変化
も出始めています。
鈴木大 視野を広げることで課題解決につなが
ることもあると実感しました。交流の輪をさら
に広げたいと思います。

社会とつながる学校生活

鈴木 太田一高では今年度から本格的に探究活
動を推進しています。その一環として４月に１
年生全体で本の魅力を紹介する「ビブリオバト
ル（知的書評合戦）」を行いました。工夫した
ことは何ですか。
宇野 台本なしで説明するのは初めてで難し
く、ゆっくり話す、順番を筋道立てて話すといっ
た点に気を付けました。聞いてくれる人の反応
にも注意しました。
鈴木 表現力を高めることも目的でしたが、効
果はありましたか。
宇野 私の探究のテーマは
「常陸太田市の発展」
です。友人とコミュニケーションを取りながら
探究活動を進める上で、ビブリオバトルで培っ
たスキルが役立っていると思います。また、水
戸市内の書店とも連携するなど、つながりが広
がりました。
鈴木 書店のご厚意で太田一高のコーナーを設
置していただきました。社会とつながるのは探
究活動の醍醐味の一つです。今後も外部とのつ
ながりを意識した学校生活を送ってください。

英語を日常的に使う

校内の新名所
「探究Ａｖｅｎｕｅ」
生徒たちが取り組んでいるさまざまな探究活動があふれています。

小泉羽音さん
校長室での対談の様子

※１ ＷＲＳ
人型ロボット Pepper（ペッパー）を利用し、学校でロボットが活躍できる斬新的かつクリエイティブなアイデアをチーム
で発表。全世界から応募があり、書類審査を通過した本校を含む 15 チームが本大会に出場。

鈴木 菊地さんは４歳の頃から英語を学んでい
るそうですね。
菊地 はい。英語がとても好きで、附属中では
英語研究部に入っています。７月には
「英語プ
レゼンテーション大会」
に参加し、
県大会に出場
しました。大会では他校の良いところも学ぶこ
とができました。現在はアメリカの高校生と
メールの交換をしています。

鈴木 アクティブに活動していて素敵です。英
語の学び方について提案などはありますか。
菊地 社会問題など自分が興味あるテーマにつ
いて英語を読んだり学んだりする機会があれ
ば、
文法や単語も自然に覚えられると思います。
そうすれば、もっと英語を学びたいと思えるよ
うになるかもしれません。
鈴木 なるほど。英語が好きな生徒さんが増え
てくれるといいなと思います。学校に対して要
望があれば教えてください。
菊地 オンラインの環境が整ってきているの
で、海外とチャットなどができる場があるとう
れしいです。
鈴木 海外の生徒とのチャットはすでに検討を
始めています。太田一高はこれまでも英語教育
に力を入れていて、附属中でも国内語学研修や
他の中高一貫高と英語で交流する「イングリッ
シュ・スタディ」を実施し、３年生ではオース
トラリア留学も行います。また、ALT（外国語
指導助手）によるデッサンの授業など、
「英語
で学ぶ」機会を大切にしています。今後は、高
度な実践的英語力を育成するために、中高６年
間、あるいは高校３年間を通して段階的で明確
な目標に沿った授業を行っていきます。
さらに、
皆さんが校内で実際に英語を使う場面をより多
く作るために、ディスカッションやプレゼン
テーション、ALT による数学や化学の講座な
どの場も用意したいと思います。ぜひ自分なり
の〝世界へのトビラ〟を開いてください。

リアルな体験から学ぶ
鈴木 小泉さんは昨年、「IBARAKI ドリーム・
パス事業」※２に参加しました。活動内容を教え
てください。
小泉 友人と３人で参加し、常陸太田市の町お
こしで市内の神社巡りを企画しました。紹介パ
ンフレット作成や、神社を訪れた人にオリジナ
ルのクッキーを配ることも計画しました。
鈴木 苦労したことはありますか。
小泉 自分たちでお店に連絡を取ったり、交渉
したりしましたが、相手先に断られることもあ

※２ IBARAKI ドリーム・パス事業
高校生等を対象に、地域の課題解決や自分の夢実現に向けた企画立案・実践活動を通して、高い創造意欲を持ち、リスク
に対して挑戦できる力、アントレプレナーシップ（起業家精神）を養成することを目的とした県教育委員会主催の事業。

り、社会の厳しさを感じました。
鈴木 校内では得られない貴重な経験ですね。
活動を通して学んだことはありますか。
小泉 サポーターとして一緒に動いてくれた大
学生の視点や考え方が私たちとは違い、新鮮で
した。自分たちの成長も実感できました。
鈴木 活動を通して学校での勉強の大切さに気
付いたことはありますか。
小泉 例えば数学の公式は今まで丸暗記して問
題を解いていましたが、公式の意味や公式同士
のつながりを考えるようになり、視点が深まっ
たと思います。
鈴木 学校は先回りしてお膳立てをしがちです
が、失敗を恐れず挑戦し失敗から学ぶことも必
要です。学校は社会のミニチュアだと考えてい
ます。皆さんの挑戦をサポートしていきます。

レベルの高い授業楽しみ
鈴木 附属中を選んだ理由を教えてください。
菊池 私は将来薬剤師になりたいと思い、附属
中がそのために必要な理科や英語などの教育に
力を入れていると聞いたからです。楽しみなが
らレベルの高い授業を受けることができて、毎
日とても充実しています。
岡田 私は将来プログラマーを目指していま
す。附属中は日常的にノートパソコンを使って
いて、ＩＣＴ（情報通信技術）の環境が充実し
ているので、進学を決めました。しっかりした
授業内容で毎日が楽しいです。
鈴木 夢がかなうように学校も応援します。附
属中らしいと思う点はありますか。
菊池 私は弁論部と英語研究部に入っていま
す。運動系だけではなく、文化系の部活にも力
を入れていると思います。
岡田 私は剣道部と生物部に入っています。部
活動では、高校生とも触れ合うことができ、授
業では高校レベルの知識も得られます。
鈴木 中学生と高校生が同じ校舎で交流しなが
ら学ぶのが中高一貫校の特色です。これからも
交流の機会を増やしたいと思います。ワクワク
するような楽しい学校を一緒に創りましょう。
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