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「不易」と「流行」
この言葉は、江戸時代の俳人である松尾芭蕉が、蕉風俳諧の本質を捉えるための理念の一つとして提
唱したもので、
『奥の細道』の旅の中で見いだしたとされています。その意味は、
「いつまでも変化しな
い本質的なものを忘れない中にも、新しく変化を重ねているものをも取り入れていくこと。また、新味
を求めて変化を重ねていく流行性こそが不易の本質であること。」です。このような考えは、教育の世
界でもよく取り上げられます。
教育においては、どんなに社会が変化しようとも、「時代を超えて変わらない価値のあるもの」
【不易】
がある。豊かな人間性、正義感や公正さを重んじる心、自らを律しつつ、他人と協調し、他人を思いや
る心、人権を尊重する心、自然を愛する心など、こうしたものを子供たちに培うことは、いつの時代、
どこの国の教育においても大切にされなければならないことである。（中略）
我々はこれからの教育において、子供たち一人一人が、伸び伸びと自らの個性を存分に発揮しながら、
こうした「時代を超えて変わらない価値のあるもの」をしっかりと身に付けていってほしいと考える。
しかし、また、教育は、同時に社会の変化に無関心であってはならない。「時代の変化とともに変えて
いく必要があるもの」
【流行】に柔軟に対応していくこともまた、教育に課せられた課題である。21 世紀
に向けて、急激に変化していくと考えられる社会の中にあって、これからの社会の変化を展望しつつ、
教育について絶えずその在り方を見直し、改めるべきは勇気を持って速やかに改めていくこと、とりわ
け、人々の生活全般に大きな影響を与えるとともに、今後も一層進展すると予測される国際化や情報化
などの社会の変化に教育が的確かつ迅速に対応していくことは、極めて重要な課題と言わなければなら
ない。
このように、我々は、教育における「不易」と「流行」を十分に見極めつつ、子供たちの教育を進め
ていく必要があると考える…
（平成 8 年 7 月 19 日

中教審答申より）

これは、20 年以上前に「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について」として中央教育審議会
より出された答申文ですが、その考え方は、現在においても重要な意味をもっています。そして、引き
続いて以下のようなことが述べられています。
我々はこれからの子供たちに必要となるのは、いかに社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、自
ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力であり、また、自ら
を律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性であると考えた。
たくましく生きるための健康や体力が不可欠であることは言うまでもない。我々は、こうした資質や能
力を、変化の激しいこれからの社会を【生きる力】と称することとし、これらをバランスよくはぐくん
でいくことが重要であると考えた。

【生きる力】については、平成 33 年度（2021 年度）より実施される新学習指導要領においても、
「教
育活動を進めるに当たり、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して創意工夫を生か
した特色ある教育活動を展開する中で育むことを目指す」ものとして触れられています。ただ、この【生
きる力】については、現在とこれからの社会の文脈の中で改めて捉え直すことの必要性についても述べ
られており、本質を大切にし、時代に応じて変化させる「不易」と「流行」の考えがここでも反映され
ています。
今年度より、本校では、新学習指導要領の先行実施を進めております。それを実りあるものとするた
めには、学習指導要領等改訂の変遷の流れを踏まえつつ、基本的な方向性を丁寧に把握すること、また、
本校がこれまで大切としてきた教育活動の意義や成果を整理した上で、新たな要素を加えながら発展さ
せていくことが求められるのでしょう。そして、これらを進めることで、『共創の学校』の理念で語ら
れている、生き生きと喜びをもって学びの場に臨み、
「活動的で、協働的で、自己理解に基づいた学び」
を中心に、自らの学びを創り上げることにつながっていくと考えられます。
新しい時代に向け、
「不易」と「流行」の精神を大切にしつつ、よりよい学校づくりやお子様の成長
の後押しを引き続き行うとともに、学校だより等においても、「不易」と「流行」に着目しながら、附
属札幌中の情報の発信に努めて参ります。

附属 花プロジェクト活動
去る５月 12 日（土）
、PTA 父親委員会の活動とし
て、小学校・中学校・ふじのめ学級合同の「附属花プ
ロジェクト活動」が行われました。多数のお父様を中
心に、お母様、生徒、教職員が参加し、学園広場に花
を植えたり、校地内の雑草を除去したりする活動に取

【小・中・ふじのめの保護者、児童・生徒が集まっての記念撮影】

り組みました。おかげさまで、附属札幌学校はみるみるうちに美しくなっていきました。改めて感謝申
し上げます。
また、普段関わることが少ない小学校やふじのめ学級の保護者の皆様とも触れ合うことができるよい
機会ともなりました。本年度で 19 回目の取組となったこの活動が、今後も末永く続くことを願ってや
みません。
今回の「附属花プロジェクト活動」を企画・運営してくださいました父親委員長（PTA 副会
長）大坪宏誠様より、父親委員会の活動についてのお話を伺いましたので、ご紹介いたします。
父親委員会に所属し、小学校から通算すると８年目になりました。父
親委員会の活動は、保護者が学校や子どもたちのことを大切に思い、
「ボ
ランティア精神」という形で体現できる大切な場となっています。
また、保護者同士が仲良くなるだけではなく、子ども同士もさらに仲
良くなれるといったよさもあります。
今後も、研究大会前の環境整備、冬季の校舎環境整備（ペンキ塗り）
などを予定しています。その都度ご案内を差し上げますので、父親委員
会の活動に、ぜひご参加ください。

修学旅行を終えての思い
今月７日から 10 日にかけて、第３学年が、福岡・長崎方面へ
の修学旅行に出かけました。たくさんの出会いや豊かな経験の
中を通して、一回りも二回りも成長した姿を、今、校内で見せ
ています。
第３学年の鈴木主任と実行委員長駒野くんに、修学旅行を終
えての思いを綴っていただきました。

第３学年主任

鈴木真之介

「修学旅行そのものは、活動であって、ただの『入れ物』
。そこに、第 71 期生のみなさんにしか
詰め込むことが出来ない『意味』や『価値』をたくさん詰め込んでほしい。」
こんな言葉を結団式の際に贈り、４日間を共に過ごしてきました。子どもたちが旅行から帰ってき
て、ご家族のみなさんに最初に見せてくれた表情はどのようなものでしたか。どのような修学旅行
だったのかを、言葉以上に雄弁に物語っていたのではないでしょうか。
この４日間に向けての準備活動は決して順風満帆ではありませんでした。ときには計画性の甘さ
が出てしまったり、優先順位を見失ったりすることもありました。しかし、様々な経験を通して、
自分たちが「何を」するのかが大切なのではなく、それを「なぜ」するのか、「どのように」する
のか、
「誰のために」するのかが大切だと気付けたことが大きな収穫でした。
旅行中は、その場でしか聞けないこと、自分の目でしか確かめられないことの連続でした。実感
がもてず、漠然としていた「平和」についての見方や考え方の深まりや広がりは、この経験がいか
に貴重だったかを象徴しているように思います。
また、保護者の皆様を含め、数多くの方々に支えられた修学旅行であったことに、改めて気付く
ことができたようです。添乗員さん、バスガイドさんや運転手さんはもちろんのこと、宿泊先のホ
テルで料理を用意してくださっている方々、自主研修先で明るく接してくれた長崎の皆さん、事前
に入念な準備をして交流会を開催してくださった長崎附中の先生や生徒の皆さん。直接は会ってい
ないけれど、どこかで支えてくださっている方々。そのような支えが「当たり前」のことではない
からこそ、周囲への思いやりや気配りを忘れずに、感謝の気持ちを伝えることの大切さを再確認で
きた４日間でした。
普段過ごしている場所とは別の場所での経験だから
こそ、普段取り組んでいることの「意味」が見えてくる
こともあります。自分たちがいま暮らしている文化的環
境を、客観的に見つめ直すいい機会にもなるはず、と長
崎附中の先生からもお言葉をいただきました。
学んだことを、日常生活でどれだけ生かせるか。「修
学旅行の学びは続いていく。」これは、とても印象的な、
生徒からの言葉です。学んだことや楽しかった思い出を
「入れ物」に詰め込むだけではなく、時折取り出してみ
ることもいいかもしれません。

修学旅行実行委員長 ３年Ａ組

駒野雄大

昨年度の第Ⅳ期に準備を始めてから先日の解団式までの期間は、あっという間だけど内容は凝縮
されて充実したものだった、と感じます。
修学旅行のスローガンは「沢山吸収（九州）」
。九州の地でしか学べないこと、慣れない地での集
団生活だから学べることを沢山吸収するべく、学年全員で決めたこの言葉は常に全員の頭の中にあ
ったと思います。被爆体験者の講話や長崎附中との交流、爆心地付近の散策の際に、原爆の惨禍は
遠い昔話ではないことや、長崎市民は毎年、毎月、毎日のように原爆投下を風化させていないこと
を知り、今でも心に響き、吸収できたことの一つだと感じます。また、準備期間から幾度も見直し
た、目的と手段を区別して考える力も吸収できたことの一つだと思います。
そんな沢山吸収できた裏には、そばにいた添乗員さんやバス運転手さん、バスガイドさんはもち
ろん、行く先々の職員の方や地域の方など、数えきれない人々の協力があったと感じます。その伝
えきれない感謝を常日頃もつこと、つまり旅先での一
つ一つの担当者は日常でいうと誰なのか、日常におけ
るその方には旅先で会った方と同じくらい感謝をして
いるのかと振り返ると、当たり前にあるからこそ見え
ない部分が見えてくると思います。
九州で吸収したこと、思い出を振り返る中で吸収す
ることを大切に、第 71 期生が学年目標「花束」のよう
に美しくまとまるように、残された一日一日を大切に
過ごしていきます。
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本校卒業生より、作品をご寄贈いただきました
本校第 37 期卒業生の 成田雅浩（なりた まさひろ）様 より、
ご自身が制作された写真作品を寄贈していただきました。成
田様は、現代写真家として海外で活躍されており、現在はフ
ランス・パリのアートギャラリーにおいて、専属のアーティストと
して活動されています。今回ご寄贈いただいた作品は、グラフ
ィック・アートの伝統的手法を取り入れ、独特の色彩感覚を
表現したクリスタルオリジナルプリントによる風景写真作品とな
っています。母校の豊かな環境づくりのために寄与したいとの
思いから、今回の運びとなりました。玄関先のギャラリーに展
示していますので、ぜひご覧ください。

６月の行事予定
日（曜日）

行事等の予定

1（金）
2（土）
3（日）

開学記念日 ※部活動不可
英検 ※部活動可
※部活動可
2 年宿泊学習解団式、QU 検査、
1 年色覚検査（～8 日）
委員会・専門局会、1 年眼科検診、道附 P 連、
3 年シンガポール交流生徒来校（～14 日）
研究日
主免オリエンテーション③
生徒総会
漢検 ※部活動可
※部活動可
1 年 PTA 学年懇談会
札教研事業（春の研究集会）、
小中合同避難訓練
2 年 PTA 学年懇談会、研究日
3 年 PTA 学年懇談会、1 年心臓検診
中間テスト範囲発表
2 年総合的な学習の時間 全国大会授業公開
※部活動可
中学校体育の日（卓球） ※部活動可

4（月）
5（火）
6（水）
7（木）
8（金）
9（土）
10（日）
11（月）
12（火）
13（水）
14（木）
15（金）
16（土）
17（日）
18（月）
19（火）
20（水）
21（木）
22（金）
23（土）
24（日）
25（月）
26（火）
27（水）
28（木）
29（金）
30（土）

1 年スポーツフェスティバル、職員会議
2 年スポーツフェスティバル、研究日
3 年スポーツフェスティバル
授業参観、学級懇談会
中学校体育の日（卓球・サッカー） ※部活動可
※部活動可
1・2 年教育相談①
1・2 年教育相談②
1・2 年教育相談③、研究日
1・2 年教育相談④
前期中間テスト、PTA 初夏の集い
中学校体育の日（サッカー・テニス・バドミントン） ※部活動可

最終下校バス時刻（予定）

16:50
16:50
16:05
16:50
16:50

16:50
12:40
15:20
16:50
16:50

16:50
14:10
15:20
16:50
15:10

1・2 年
3年

麻 14:10 栄 14:10

麻 16:50 栄路線 16:45

16:20

