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前回例会の報告

卓話『ロータリー財団の現状と将来展望』
国際ロータリー第2510地区
パストガバナー 遠藤 秀雄 様（登別ＲＣ）
クラブ管理運営委員会
本日献立

「人類に奉仕するロータリー」

和食ランチ（生ちらし、吸い物）

第2164回（11月1日）例会記録
会長報告
１．次週１１月８日（火）の例会は、ロータリーの
友「クラブを訪ねて」取材がございます。１０
０％出席をお願い致します。例会終了後、祝
津展望公園にて集合写真を撮ります。クラブ
ジャンパーをお忘れなくお願い致します。
２．吉田隆会員の入会式を致しました。

次回の予定プログラム

斉藤 泰成 会員
クラブ管理運営委員会
次週献立予定

洋食ランチ（スープカレー、サラダ、
ライス、デザート（ケーキ））

新会員プロフィール

卓話『平均寿命と健康寿命
ー健康寿命が延びるウォーキングー』

吉田
隆 会員
職業分類：非破壊検査
昭和25年４月14日（66歳）室蘭市出身。
室蘭清水丘高校卒業、北海道工業大学中退。
昭和45年博屋商行入社、昭和53年光和科学
株式会社設立。平成8年株式会社北央技研設
立、代表取締役就任。現在に至る。
家族構成：妻
趣味：写真、読書、パソコン
推薦者：西野義人会員

幹事報告

各種記念日
誕生記念日

土井

伸 会員

11月1日

結婚記念日

菅原

正明 会員

11月6日

ニコニコＢＯＸ

１．本日例会終了後、理事会がございます。関係
者はお集まり下さい。
２．ポリオ募金のお願い
お一人 100 円をお願い致します。
３．ワンコインニコニコＢＯＸご協力お願い致
します。

赤崎幸三（誕生記念日につき）
藤井徹也（メキシコより無事帰国しました）
齊藤俊一（誕生記念日につき）
山口雄平（誕生記念日につき）

●例会場 ホテルサンルート室蘭
●例会日 毎週火曜日 12：30 P.M.
●事務所 室蘭市中島町2丁目28-6
●電 話 0143-45-6569 ●FAX 0143-50-6578
●URL http://murokita-rc.org/
●E-mail mur-n.rc@athena.ocn.ne.jp

出席報告
会員数
出席率

42名
67.44％

出席者数
欠席者数

29名
14名

前回例会のプログラム

卓話『昨今、進学状況あれこれ』
−元学習塾塾長の視点から
加藤 栄吉 会員
クラブ管理運営委員会
高齢者介護の世界に入って11年、今ではすっか
り介護業界に人間になりましたが、それ以前は32
年間学習塾を生業としておりました。当クラブの若
い新しい会員はもうそんなことは知りません。今で
も春になると高校入試の倍率、入試問題、学習塾
のチラシなど気にかかります。私の学習塾時代と
様変わりした高校受験、大学受験、学力・教育問題
について話してみたいと思います。
■進む教育の地域格差
「乱塾時代」学習塾全盛の1970〜1980年代、
全国の学習塾は地元の公立一流高校「進学No.１
校」にいかに自分の塾の生徒を入れるか、それが塾
の優劣を決めることでした。では北海道でいうとこ
ろの「進学No.１校」というと北大合格者が決め手
で、各地にNo.１校がありました。
『スライド（地域
No.１校地図参照）』札幌北・南・西・東及び市立
旭ヶ丘・開成を始め、函館中部、室蘭栄、小樽潮陵、
岩見沢東、旭川東・北見北斗、帯広柏葉、釧路湖陵
がそうです。
その流れが変わったのは、1990年代、札幌に私
立の「中高一貫校」ができたことにあります。
『ス
ライド（北大合格上位一覧）』今年の北大合格一覧
上位20傑のうち、私立の中高一貫校が６校ありま
す。７位の札幌第一と10位の北嶺は兄弟校、北嶺は
今や医学部系進学全道No.１、東大合格も札幌南
（17名）についで９名と２番手です。これらの私立
中高一貫校は５年間で教科書を終え、最後の１年
は受験勉強に特化します。先生も熱心で少数精鋭
指導、公立と違って土曜日も平常通り授業を行い
ます。
昨年「札幌市立開成中等教育学校」が新設され
ました。公立の中高一貫校で、その競争倍率は10倍
を超え超人気校です。５、６年後の卒業生を出す時

は札幌東西南北の牙城を崩すことでしょう。いま
この「公立中高一貫校」は全国に100校を越え、教
育界の新たな潮流となっています。
■順位に翻弄される都道府県教育委員会
次に文科省の「全国学力テスト」について、
『スラ
イド（都道府県別順位一覧）』小学６年、中学３年
の国語、算数・数学のテストで、文科省は「子ども
の理解度を把握し、学力向上に役立てる」を目的に、
2007（Ｈ19）に開始して、今年で９年が経過しまし
た。現在、都道府県の教育委員会はこのテストの
点数（全国順位）を上げるため必死になって、学校
現場を鼓舞しています。北海道の実態はというと
ご覧の通り小学６年、全国47都道府県中45位、中
学３年38位と残念ながら下か数えた方が早い。
次の表は『スライド（北海道振興局／旧支庁別得
点一覧）』
「全国学力テスト」の旧支庁別の得点一
覧で、上位は石狩、上川、十勝と並び札幌、旭川、帯
広と、人口集中地域、大規模都市が学力高いこと
が分かります。先ほどの「北大合格高校20傑」でも、
石狩＝札幌に集中しており、20校中11校55％に及
んでおり、優秀な生徒が札幌に集中していること
が分かります。旧支庁別の得点一覧、低い地域は日
高、宗谷、オホーツク、後志支庁、人口過疎地域が
残念ながら学力面で不利なことが分かります。
親の年収・所得が高い「経済による教育格差」を
言われてから久しいが、いまやそれに加え「地域に
よる教育格差」が浮き彫りとなっている。超一流難
関大学に進むためには親（両親）の学歴が高く、そ
して高収入・所得層、更には大都市に住んで中高一
貫校に入ることが絶対条件となっているのか？！
「全国学力テスト」実施から９年が経過したが、
秋田県が常にトップの位置にいます。開始当初、
「秋田がどうして」と、多くの教育関係者が視察に
訪れました。そこで分かったことに、一つに秋田の
子どもは朝早く、朝ご飯をしっかり食べ、家庭学習
をするということだった。それで当時関係者の間で
「早寝、早起き、朝ご飯」という言葉が流行しまし
た。そして、もう一つは「学習ノート」授業と家庭と
の橋渡しで、先生と生徒のやりとりでアドバイスを

行い、しっかり家庭学習時間を確保するというも
のでした。
■今や大学進学率53％台、変わりゆく大学環境
最後に「大学」に関しての最近の話題をいくつか
『スライド（『大学改革』大学を取り巻く環境変
化）』挙げてみたいと思います。
①人文社会系学部の転換・廃止
文科省は全国国立大学学長宛てに上記の通達を、
文学部・法学部・経済学部・社会学部の人文社会系
及び教育学部を縮小、廃止すれというお触れで、こ
の「文系廃止論」はすぐさま方面から猛反対を受
けたが、要は社会に出てすぐ役立つ「実学」を重視
すべしということです。すると文系は「虚学」という
ことになるのか。
②スーパーグローバル大学創設支援事業の開始
熾烈な国際競争に討つ勝つためにいまどの大学
も「グルーバル化」が叫ばれている。それに伴う学
部、学科の新設・転換が盛んで、授業やゼミでは英
語オンリーのところが珍らしくなくなった。2014年
文科省はスーパーグローバル大学創設支援事業を
開始し、これにパスすれば最長10年に及ぶ高額な
助成金を支給するというもので、大学は命運をか
けこの支援事業に取り掛かった。全国109大学が
申請し、結果としてＡタイプ13大学、Ｂタイプ24大
学、計37大学が合格した訳だが、旧帝大や首都圏
有名私立大学が適合したが、名だたるいくつから
の名門大学が落選しているのも事実である。
③大学センター試験を廃止し新たな大学入試改革へ
理由は「現在世界における日本の存在感が低下

している。これからは主体的にものごとを考え、自
らの課題を発見して、周囲と協力して行動できる人
物を輩出せねばならない」これが根底にあります。
これまでの一発勝負の学力テストから、思考やそ
の人物像を総合的に評価する入試方法に改善改革
するということです。
私思うに、この世の中、大学に行きたい（「経済
による教育格差」と言いつつ現在大学進学率は
53％に）、できたら一流大学、それも誰もすぐ分か
る名門大学、ブランド大学に、この構図は永久に変
わってないのだから、いくら「入試方法」を変えて
みたところで、トドのつまりは何も変わらないとい
ことになるのでないか。
最後に、これは「予備校業界」
「大手学習塾業
界」の間で伝わっているチャートで『スライド（全
国主要大学ブランド力ランキング一覧）』差しさわ
りがあるのであまりお見せしたくないものです。偏
差値・ＳＳによる現在の大学難易度の実態です。
「早慶上智ＩＣＵ」、
「ＭＡＲＣＨ」、
「関関同立」
「成成國武獨明」、
「産近甲龍」は業界の人間だけ
でなく、受験生自体良く熟知しているフレーズです。

４．ロータリーの友取材について ………… 承認
懇親会会費1人2,000円のクラブ負担について
第５回理事会 議事録
配車は会員の自家用車を出してもらう
日 時：平成２８年１１月１日（火）例会終了後
割り振りについては後日ご案内する。
場 所：ホテルサンルート室蘭
５．財界さっぽろ取材の件について ……… 承認
出席者：徳永賢二、米塚豊、菅原義男、松田博文、
資料説明。
菅原正明、赤崎幸三、小野寺浩二、
６．12月20日（火）親睦活動委員会・クリスマス家
齊藤俊一、斉藤崇、廣瀬禎、笹谷豊明、
族例会について ………………………… 承認
加藤栄吉
小野寺委員長より資料に基づき説明。
７．新会員の所属委員会について ………… 承認
【議 題】
出席委員会とする。
１．
Ｉ．
Ｍ．について …………………………… 承認 ８．室蘭市子育て応援団登録について …… 承認
斉藤崇実行委員長よりプログラム及び新しく
資料説明。
作成された規約の説明。
９．その他
２．創立４５周年について ………………… 承認
○室蘭民報広告の件 …………………… 承認
笹谷実行委員長よりプログラム、記念誌予算他、
○三笠宮崇仁親王殿下 ………………… 承認
記念誌部数の説明。
近隣クラブ出さないのでお断り
３．第2510地区第９グループ再編成（案）について
○笹谷青少年委員長より
……………………………………………… 承認
ＲＡＣ活動費について ………………… 承認
エバーグリーンハイツ訪問に20,000円の支出。
廣瀬ガバナー補佐より11月15日例会時に説明
○ＲＡＣバナー製作の件 ………………… 承認
する。統合案の資料表にガバナー補佐の説明を
10,000円の支出。
添付し会員にＦＡＸする。
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