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第３６９回 卓話・文部科学副大臣 小島敏男先生  

 

 

 
 
 
 

 
 
会長  李 一孝 

 
本日は衆議院議員小島敏男先生、大変お忙しい中

熊谷南ロータリークラブに卓話においでいただき誠

にありがとうございます。会員一同、先生のお話を

毎年楽しみにしております。きょうは家内も連れて

きました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
今日、青少年交換留学生のローズさんが無事成田

からアメリカへお帰りになりました。小野寺新世代

委員長、井上会員にはお忙しいところ、成田までお

送りいただき本当にありがとうございました。 
前回いらしたディオンヌさんも、今回のローズさ

んもそうですが年齢が若いせいか、なかなかホスト

ファミリーになじんでくれない場合もあるようです。

交換学生が日本にいらして異文化を学ぶ以上に、わ

れわれも異文化を学ぶ機会が与えられていると言う

感じもします。 
海外から来られる学生はどのような基準で選ばれ

てくるのかよく解かりません。ローズさんのわがク

ラブでのプレゼンテーションを私がコンピューター

で作ってあげましたが、友達の写真しか持ってこな

かったようで、送り出してくれたアメリカのロータ

リーのことやローズさんの町のことなど一切ないの

がちょっと気になりました。日米親善を意識して留

学に来てるのかな？というのが正直な感想でした。 
2570 地区の日本人の交換留学生のオリエンテー
ションを見ていると、海外への親善大使としての自

覚をきちんと教育しているようです。それを拝見し

ていたので、それが普通なのかと思っていましたが、

海外ではそのようにはやっていないようです。良く

聞いてみると、地区全体の交換留学生を2回ぐらい
集めて一通り説明したら、よし行ってこいと言う感

じのようです。 
「帰る時には日本びいきになっていただきたいと
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会 長 挨 拶 

本日のプログラム  ６月１５日（水） 
  卓話  参議院議員 島田ちやこ先生 

文部科学副大臣・小島敏男先生 小島先生に謝辞を述べる李会長 



思います」 
ローズさんがいらした時の会長挨拶でこのようにお

話したのを良く覚えています。先週帰国前のご挨拶

では、最初はホームシックでアメリカに帰りたかっ

たけど、今は本心では帰りたくないとお話されてい

たので安心し、うれしく思いました。これもカウン

セラーの棚澤幹事夫妻、また吉田会員のご家族をは

じめとするホームステイにご協力いただいたご家族

の努力の賜物だと思っております。また会員にはこ

の留学生に対する金銭的な援助ありがとうございま

した。 
 
 

 
 
 

文部科学副大臣      

衆議院議員 小島 敏男 先生 
 
現在スクールミーティングを文科省として実施し

ています。省内の会議での私の発言を大臣が取り上

げての動きです。 
「文科省は国内最大の教育を所管している機関です。

しかもプロ集団。何故、審議会や委員会に責任回避

と思われがちな丸投げをして、資料集めばかりして

いるが理解出来ない。国会対応やその他で、本来の

日本の教育がどうあるべきかを考える時間がないの

ではないか。しかも決定的に欠けている点は現場を

知らないことであり、積極的に現場主義に徹するべ

きだ。その為には現地に足を運ぶこと以外にない。

私は PTA会長を小学校 8年、中学校 5年、高等学
校では埼玉高P連会長も経験し、現場を熟知してい
るつもりだ」と。そのようなことがあり、国内30,000
校ある小・中学校の 1%つまり 300校について、大
臣、副大臣、政務官、文科省の責任ある立場の職員

で訪問することになり現在実施しています。夏休み 
前までに完了し、現在中央教育審議会で「義務教育

のあり方」について議論されておりますが、その参

考に供しようとしております。 
当初 300 校と聞いた時は少ない数と思いましたが、
これが意外に大変なことが解りました。土日は学校

が休みで、国会活動に支障をきたさない日というと

月曜日しかありません。議員各位は土日に地元に帰

り、月曜日が移動日に当りますので緊急な時以外は

本会議が開かれない為です。限られた期間で、限ら

れた日のみで行うということが、いかに難しいこと

かということを初めて理解しました。手始めに母校

を訪問するとの申し合せで、私の場合、市立西小学

校、荒川中学校へ行くことになりました。もちろん

月曜日です。愛媛県松山市の訪問も、京都市内の 
学校も日帰りということになります。 
公立・私立 20 校程を訪問しましたが、多くのこ

とを学ばせてもらいました。そこで感じたことは都

会・農村・過疎地・離島、それぞれ異なった問題を

抱え、しかも住民の数や、財政の良し悪し等で頭を

悩ませており、全国一律で指導することの難しさと、

合せて国の支援、指導が欠かすことが出来ない実態

も理解致しました。 
今から 20 年程前に、あまりにも極端な学歴社会、
知識偏重、つめ込み主義に批判が集中し、もう少し

個人の自立を促す教育をということで、「ゆとり教

育」つまり総合学習の制度が取り上げられました。

週 5 日制の導入や、総合学習に割り当てる時間で、
全教科の時間数が減ったことが今間題になっていま

す。 
OECD(経済協力開発機構)の「生徒の学習到達度調
査(PISA)」や国際教育到達度評価学会(IEA)の「国
際数学・理科教育動向調査」といつた世界的規模で

の学力評価で、我が国の生徒の学力が低下した結果、

方向転換をせざるを得ない状況に追い込まれていま

す。時代の大きな流れの中で、しかも超スピードで

変化する中で改革することの困難さを実感していま

す。 
有史以来、資源のない日本は「質実剛健」で物を大

切にして「もったいない」の精神で歴史を刻んでき

ましたが、初めて物あまりの現象に突入しています。

子供達は当り前に受け止めていますが、大人と先生

方もやり方に戸惑っているのではないでしょうか。

私達、戦後を経験した者にとっては、食べる物も着

る物も住む家もない時代を通ってきていますので、

バブルの時と同様こんなことが続くわけがない、お

かしいぞと思っています。しかし現実を無視するこ

とは出来ませんので、しっかりした措置を早急に打

ち、良い結果が将来必ず出るという気持でやるべき

時と思っています。 
私の気持を思いつくままに書きましたが、最後にケ

ネディ大統領の言葉を記します。 
「Let's begin(レッツ ビギン)」 
とも角始めようじゃないか、結果を気にしていたら

何も出来ない。 
の心境です。 

 
 
                                                                                         

 
 

幹事 棚澤 正行 

 
１．籠原RCより 
  ＊ 会報 

 

２．熊谷市コミュニティづくり市民協議会より 

＊ コミュニティ活動実行賞の候補者の推薦

について(以来) 

幹 事 報 告 

卓  話  



 

３．週間タイムス第568号 
＊ 次年度の飯塚会長がでております 
 

４．和光RCより 
＊ HP開設のお知らせ 

 
５．RI２００４年国際大会(関西)実行委員長より 
  ＊記録DVD，CD-ROMお届け頒布について 

 
６．地区より 
＊２００４－０５年度「世界社会奉仕」（WCS）
事業の実績報告について 

 
 
 
 
 出 席 報 告 
例会日 ６月８日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４１ ２１ ２０ ０ ５１％ 
お客様：小島敏男代議士 

李会長令夫人・棚澤幹事令夫人 
田島会員令夫人・横堀会員令夫人・川野辺

会員令夫人 
他、会員の会社従業員の方５名 

 
 ニ コ ニ コ BOX 

 

李一孝会長 
 小島敏男文部科学副大臣、本日は大変お忙しい中、

当クラブにおいでいただきありがとうございます。

卓話、楽しみにしております。 
棚澤正行幹事 
 小島敏男先生、本日はお忙しい中、当クラブへお

越し頂きありがとうございます。本日は卓話よろ

しくお願いします。 
 小野寺委員長、井上副委員長、本日は成田までロ

ーズさんのお見送り御苦労様でした。 
李美栄様 
 今日は、小島先生の卓話、楽しみにしております。

宜しくお願いします。 
飯塚幸一会員 
 本日は小島先生卓話楽しみにしております。御指

導の程よろしく御願い申し上げます。 
 又、文月玲バレエスタジオセカンドパフォーマン

スとして「ロミオ＆ジュリエット」を 9月 11日
開演致しますが、チラシが出来てまいりました。

事務局員も出演しておりますので、是非御覧下さ

い。 

島﨑次弘会員 
 今日はうちの会社の人達と一緒にお話を聞かせて

頂きます。小島先生よろしくお願い致します。 
吉田博三会員・喜枝様 
 小島敏男先生ようこそ当クラブへ。本日仕事の為

残念ながら欠席させて頂きます。当社社員が伺い

ますのでよろしくお願いします。 
田島武会員 
 衆議院議員文部科学副大臣小島敏男先生、ご多忙

のところご来訪いただき、有難く感謝いたします。

本日の卓話、妻ともども楽しみにして居ります。 
佐川順一会員 
 小島代議士、本日の卓話楽しみにしています。最

近の日本の周辺、心配になってまいりました。台

湾海峡、対馬海峡、いよいよ波高し、といった感

があります。今日は時間があったら、そのあたり

の話もうかがえたらと思います。 
山口茂会員 
小島先生、本日の卓話楽しみにしております。又、

何かといつもお世話になりまして、大変ありがと

うございます。国政で大変と思いますが、どうぞ

身体も御自愛下さい。 
加藤博会員 
 衆議院文部科学副大臣小島先生、本日はようこそ

当クラブに来てくださいました。よろしくご指導

お願い致します。 
澤田將信会員 
 今日は、澤田です。小島先生いつもお世話になっ

てます。本日の卓話は楽しみですよろしくお願い

します。 
 

 

委 員 会 報 告 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 大野英夫・馬場孝・ 
猪俣信雄・埼玉勝・佐川順一・加藤博・ 
下田眞弘・丑久保紀美 
TEL  048-522-6143 
FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 


