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１．今回の「集い」を通して、ご自分の学校での宗教教育に役立ちそうなヒントがあったか？ 

 「テゼの祈り」を今回初めて体験されたという方が多く、学校現場で取り入れてみたいとの声が多く

聞かれた。桜の聖母（短大）では例年、「クリスマスの集い」に植松さんという方に来ていただいて実施

しており、その「テゼの祈り」を体験した若者たちが、さらに近くの教会を訪れてその輪を広げる活動

につながっているとのこと。 

 どこ（誰）とコンタクトを取れば実現できるのか具体的なことが知りたいという声もあがった。 

２．全体テーマ「福音と出会う場としての学校」に関して 

 勝谷司教と土屋先生がおっしゃっておられた、かつてあれだけいた若者たちが教会からいなくなって

しまったという話は、プロテスタン教会でも同様の現象がみられた。教会に集う信徒の若者は確かに減

ってしまったが、ミッションスクールに通う学生たちの中にはボランティア活動を通して教会（福音）

と出会い、成長していく姿がみられる（天使大生の「天使食堂」という活動や長崎純心大生の震災ボラ

ンティア）。このような体験的な活動をもっと積極的にやっていくべきではないかとの意見。 

 大学では宗教科目担当の若い教員が少ない。若者との距離を感じて悩みを抱えている人もいる。しか

し、研修等は、大学教員は大学教員どうし（さらに、参加人数も少ない）、中高の教員もまた同様という

のが現状。中高で働く教員との交流・研修の場が持てないだろうか。刺激になるのではないか。 

 教員側が学生たちとの交流の場を持ちたいと思ってそういった空間や場を設けても、学生たちはなか

なか足を運んではくれないとの声があった。一方で、学校現場で学生たちと関わっているのは教員（教

育職員）だけではない。例えば、庭の手入れをしてくれているあるシスターは学生たちからよく声をか

けられ談笑していたりする。学生たちにとって大事な存在になっている。また、学校の清掃活動を事務

スタッフも一緒になってやっているという学校もある。教員のみで抱え込まないことも大切なこと。 

 その他、カトリック学校教員の養成塾を九州（例えば福岡あたり）でも開催してほしいとの意見や、

パウロ学院の通信制のことが紹介された。 

 

大学・短大では、必修科目にキリスト教関連科目を置く他、カトリックセンターやボランティアセンタ

ーの活動、学生のサークル等の課外活動などを通じて、宗教教育を実施している。小・中・高等学校で

は、感受性の豊かな子供達が対象であることもあり、より宗教色豊かな全人教育が行われており、保護

者向けの行事も実施されている。 

 その他、定年後のシスターに協力してもらっている、職員間でカトリック新聞を回覧している、姉妹

校で合同研修を行っている、といった事例報告もあった。一方、キリスト教関連科目を多く置き過ぎて、

サークル・課外活動の指導にキリスト教系教員の手が回らず宗教色をあまり打ち出せていないという声

もあった。 

 今回の研修に対しては、実践報告等を通じて、「教育の本質は〈人格のぶつあり合い、人と人とがし

っかり向き合うこと〉なのだ」という、強いメッセージを得た旨の感想が複数挙がった。 

 

・学校をつぶさないやり方を皆で話し合うことも必要。 

・あるプロテスタント学校に足を踏み入れた瞬間、明るく、楽しそうな雰囲気が伝わってきた。果たし

て自分たちの学校は？ 

・第三者（業者）に学校の評価調査を依頼した結果、自分たちがポジティブに捉えてきた学校の特徴が、
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ある人たちにはネガティブに捉えられていることが分かった。  

・小規模校の宗教科教員は、学校内で孤独な面もある。学校内で孤独ではなくても外部の研修会などに

出した方がよい。 

・この研修会は、いろいろな情報がもらえるのでありがたい。 

・教員の神体験、祈りの体験のために、黙想会をやることは大変よい。 

・カトリック学校を継続していくために、司祭や修道者の減少は関係ない。むしろカトリック学校本来

の姿になっていくのではないだろうか。もちろん簡単なこと 

ではない。良い教育＝カトリック教育、になるのでは？   

⇒but宗教を基盤にしていない学校でも、良い教育を行っている学校は多い。であるならば、カトリ

ック教育とは何かという基本を捉え直すことが必要。 

・教員が子どもたちに福音的価値を示せているか。子どもたちの心が、その教員の存在によって揺さぶ

られるように。 

 

小学校、中学・高校、構成も男子校、女子高、男女共学と理想的なメンバーによる分科会となった。各

学校の募集状況から始まりカトリック校としての福音的な取り組みについて分かち合う中で、これから

の課題と思われる意見は以下の通りであった。 

① 今の教会は、若者を育成していくための推進力が弱くなってきている。かつては、何らかの明確な目

的を持って集っていたが、近年は集うことそのものが目的となっているのではないか。教会の集いを

通して福音と出会い、それを深め、生きていくための力を見出せるような場を教会の中に見いだせな

いのは残念。 

②  カトリックミションスクールが神との出会いを若者たちに与える場となるためにも 

教会との連携の必要性を感じる。特に、司祭・修道者が教育現場から姿を消していく学校が増えてい

るからこそ、教会と今後どのような協力体制がとれるかを考えることは重要である。 

③  地方において宗教色を前面に出すと生徒募集に不利益と思われている節があるが、生徒募集に関係

なく大切なことはカトリック校において軸となる宗教色はしっかりと前面に出していくべきである。

カトリック校のいのちともいえるキリスト教的価値観、宗教的な校風や雰囲気、精神こそが福音と出

会うための重要な鍵である。 

目指すべきは、「生徒が幸せであるように」カトリック校を支えるのは、祈りである。 

 

 ○各校の創立者の思い、子どもたちが神さまのことを正しく知り、神さまの前に謙虚に生き、人間の

生を輝かせるという信念を持って学校を始めた。それを私たちが忘れずに今の子どもたちにわかる

言葉で伝えて行くことがカトリック学校の使命だと思う。 

 ○キリストを伝える時に、自分がキリストに出会っていることの喜びを伝えて行く、笑顔やほほえみ

ながら伝えて行くとのお話しを聞き、言葉だけでは子どもたちは大人の心をすぐに見抜いてしまう

ので、自分の中の本当の喜びを普段の会話や挨拶を通して伝えて行くことが大切である。 

 ○勝谷司教様のお話で「話し合いと分かち合いは違う。カトリックの、相手を丸ごと受け入れて相手

に寄り添って話しを聞くこと」を聞き、今言われている「主体的･対話的で深い学び」の対話という

のは、正にそのことと思う。 
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 ○福音を伝える、教えるということではなく、元来神さまは子どもたちにすでに神さまのことを伝え

られていて、それをどう引き出すかではないか。それは言葉だけではなく、様々な実体験を通して

できるものだと思う。 

 ○カトリック色を出すことが難しい学校において、教職員には自分の人間性を子どもたちにぶつける

ことが福音つながるのではないかと伝えている。そのためには、校内外の宗教的研修の参加や実施

が必要である。 

 ○初任者研修がなかなか出来ていない。ある学校では、初任者に中学１年の宗教の授業を受けてもら

っている。これは、基礎的なことが学べてよいと思われる。 

 ○ミッションスクールと地元の教会との結びつきが大切ではないか。地域性もあるが、教会学校を学

校施設で行っていたり、学校の聖歌隊が教会のクリスマスで歌うなどの事例があり、結びつきを強

めていくことはよいことである。 

１ 建学の精神が生きているか 

地方は、募集が大変。今までは、ともすると「いい教育をしているのだから、来ない方が悪い。」といっ

た独善的なところがあったのではないか。また、学校を取り巻く環境が変化しているのに、「これでいい。」

と、ずっと変えてこなかった面がある。その意識をまず変える必要がある。半面、シスターが不在の学

校では、創立者の精神に生きていない面がある。創立者がなぜこの学校を設立したのかを忘れてほしく

ない。公立と比べると、生徒も先生もとてもいいので、意識を変えることが重要。 

２ 修道会と学校の関係 

学校は、教育と経営の両輪が回ってこそ成り立つが、経済的に追いつかない。 

修道会と学校の間には、お互いに踏み込めないグレーゾーンがある。修道院は設立母体だが、経営母体

ではない。修道会に頼って何とかなると思っている面がある。宗教法人である修道会と学校法人は、そ

れぞれが独立していなければならないが、一緒に取り組むことが大切で、どのように助け合うかが課題

である。 

３ 広報活動の工夫 

広報に関しては、広く学校を知ってもらうために、学園全体で募集を考えたり、卒業生のネットワーク

を活用したりしている。 

 

＊日本の教会に対して、若者に対してもっと積極的な協力体制がほしい。 

＊宗教科の教員を他県から無理を言って延長して勤務してもらっているが、今年度が限度。来年度から

どうしたらよいか困っている。また静修やミサのために司祭を探すのも大変。 

 

＊信徒であるなしに関わらず、宗教の授業は担任が担当しているが、「道徳との違い」について疑問を

感じる時がある。特に、話の締めくくり方が難しい。 

＊共に働く先生方を大切にしなければと思った。 

＊学校からシスターが退かれて 9年になるが、生徒の中に「隣人愛」が浸透していることを感じる。生

徒たちが、生きた証といえる。   

＊卒業生の言葉を読むと、宗教科の先生が良い授業をしていることが分かる。 
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＊神という言葉を使わなくても伝えることができる。根本的な考えの中にキリスト教の価値観をもつこ

とが大切。 

＊カトリック校の生徒が、日曜日のミサで、オルガン伴奏や侍者などを担当することで、学校と教会が

関わっている。 

 ＊土屋先生のワークショップに参加して、「生徒に教える」のではなく、「生徒から引き出す」という

点で自分自身が変わったと感謝している。 

 

．若者の現状について 

・若者が教会にいないことを実感。学校の生徒に練成会などの参加を呼び掛けてもなかなか集まらず、

宗教への関心が薄くなっているように感じる。 

・教会の若者のニーズへの応え方のピントが合っていない。ＩＴ機器の使用が当たり前の今の生活のス

タイルに合ったアプローチを考える必要がある。 

・自分が中心でなければという若者が多くなり難しさを感じる。 

・スマフォ世代の若者に、どう人と関わらせていくのか、若者自身の内面をどう引き出していくのかが

課題。 

・学校における宗教の授業、朝の祈りなどはとても大切な時間であり、生徒の姿を見ていると求めてい

るものはあると感じる。奉仕活動などは効果的である。 

・「１２年の人生の中で一番心に残った人は」と児童に聞いたところ、二年間の関わりしかなかったが上

智第大学神学部出身の信者の先生の名前があがった。そして、その先生との関わりの中で４名の受洗

者が出た。日ごろの指導の中に、その先生との繋がりの中に、子どもの心の琴線に触れるものがあっ

たのであろう。信者ではない先生方も人格者はおいが、信者の先生が持っている力というものを感じ

た。若い信者の先生を増やしたい。 

・若者たちに、空間的にも、精神的にも居場所を与えている教会には、細々ではあるが若者は繋がって

いる。 

２．学校における宗教の意義について 

・今、すぐに理解は出来なくてもよい。学齢があがれると聞く力がつき、振り返りもきちんと行えるよ

うになる。受洗する者もおり、卒業後にということもよく聞く。社会に出て大人になったとき、宗教

の授業は必ず力となる。 

・語るものが確信を持っていることが大事。教員に元気がないと子ども達には伝わらない。 

・信者ではない先生方が孤独感、隔絶した思いをもたないように、宗教研修や修道会のカリスマを伝え、

自信を持たせる必要がある。また、ミサでは祝福の場を持つことで、教員に一体感が生まれていく。 

・政治、社会問題など人間が生きる現実、限界の中で、神がどれだけ内面に入ってきてくれたか。私達

と同じところに降りてこられたイエスの姿から、人間としての共通項を大切にして、信仰ありきでは

なく、ゼロから始める覚悟が必要。 

・祈りの力、大切を子ども達だけでなく教員にも伝えていくことが大切。 

 

「福音と出会う場としての学校」というテーマの下、宗教教育について各学校の現状を紹介しあった。

「シスターや神父様の存在感の大きさを改めて感じる。」「シスター方がおられなくなってからカトリッ
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ク学校をどうしていくのかという危機感と同時に、教員の意識が高まった。」「魅力ある学校づくりとし

て建学の精神に則り、心に届くよう行っていきたい。」といった意見が出た後、今日の若い先生たちの声

や「テゼの集い」の体験を活かしたいという意見が多く聞かれた。その後、カトリック教会の訴えかけ

るものは若い人たちに伝わらないのだろうか？という問題提起もあったが、状況の変化に応じ、種まき

を続けていくことの大切さを確認しあった。また、昨今話題になっている「働き方改革」に関連して、

各学校の労務環境の情報交換も行った。最後にカトリック校の大きな特色として、祈りの時間や機会、

研修をどの程度、学校で実践しているのか、朝の聖歌、職員朝礼での祈りや聖書朗読、生徒の祈り、黙

想会などが紹介された。地域や各学校の実情を踏まえながらも、カトリック校として大切にしていきた

いことを分かち合った時間となった。 

70 年代には教会と学校の協力は、あまりできていなかった。最近協力体制ができたのは、教会にも学校

にも人が減った中での傾向ではないか。修道会の学校を教区に移管する動きもある。 

○かつては信者同士の結びつきの場であったが、今では教会学校の子供の数が減っただけでなく、それ

を指導する人も減ってきている。教会とのつながりで進学してくる子供の減少。 

○Sr がいなくなったことで、学校内にカトリックスクールの雰囲気が薄れていく。逆にそうした中で教

区の協力を得るようにもなってきている。 

○オウム事件以降、宗教的なもの全般に対する忌避感がある。教会側も学校の中での宗教的な活動を抑

制している部分があるのでは？ 

○ミサは信者のためのものという視点からの学校内でのミサへの疑念を呈する考え方もある。 

○神父の求めるレベルが高すぎて、生徒と乖離する例もある。 

○貧しいもののための教会という考え方から、日本での学校経営から手を引く動きもある。しかし、今

の日本の心の貧しさを無視するわけにはいかない。 

○卒業後 10 年、20 年たってから洗礼を受けるものがある。「種まき」としての宗教教育の価値を信じな

けれればならない。 

○宗教教育とは、苦しい時の生き方を教える教育である。 

○宗教的行事だけでなく、毎日の生活の中で宗教を伝える。特に小学校では大切なこと。 

○人の生きるモデルとしての、Sr・Brの存在。 

○自分の信仰の喜びを生徒に伝えることが必要。 

○自分自身がかけがえのない存在であるということを、生徒に実感させる。 

○教師自身が「微笑」をもって生徒に接する。 

 

やる気に満ちた若手教員の発言は非常に頼もしく、愛校心を育んでいる学校の方針に感動した。戸惑い

や悩みを抱え奮闘する若手の生の声も是非聞いてみたい。 

・私学は移動がなく、教員が替わらないのが良さであり、弱みともいえる。教職員の連携（一致）と理

念の具現化が課題である。今回の集いでは、多くのヒントを得ることができた。特に、テゼの祈りは

連帯感を感じ、祈りを通して心が満たされる体験であった。 

・情報の波、改革の速さに順応できるのは若手であり、リーダーを若手へとバトンタッチしていく時代

が来ている。カトリック校として、次期リーダーをいかに育てるかが課題である。 

・カトリック校の良さは家庭のような学び舎であり、いつも児童生徒と繋がっていることである。進学
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実績に焦点が置かれがちだが、学校の良さをうまく発信していくことが大切である。 

 

「カトリック校の素晴らしさ」と「若者の教会離れ」について 

  「祈り」で始まるカトリック校は、祈りを通して沈黙・静粛の意味も実感でき、身に着き、カトリ

ック校の雰囲気を作っている。聖書朗読や聖歌・祈りの言葉で送られる卒業式は心に残る。卒業して

も母校を訪ねると恩師に出会えることができる。震災にあった方々や周りの人々のためにボランティ

ア活動ができる。 

   分かち合いができて若者の渇きに応え、受け入れられる場所が必要である。教会を訪問した際に

サインをもらう「教会訪問レポート」の提出、希望者を募っての教会巡礼、教会のミサに与るなど、教

会とのかかわりを持つ。「主の祈り」の言葉についても、よく理解できるように、学年に応じて考えさせ、

（誘惑・赦す・悪など） 祈りを通して自分自身にも向き合わせていく。 カトリック校で学んでいる

児童・生徒に種をまいていると考える。常に、周りの人に思いを寄せることができ、自分も多くの人に

支えられていることに気づくことのできる感性を幼少期より耕していくことが大切である。   

 

「福音と出会う場としての学校」という今回のテーマにそって、現在の教員や保護者の何割かが、教会

やカトリック学校でのボランティア活動や、学校を越えてのカトリック校交流を体験して、現在に至っ

ている事例が報告された。教会のメッセージはそのような活動を通して伝わっていくものであり、少し

でもそのような体験を若い生徒、教職員に味わわせたいとの共通した認識となった。また今は修道会会

員がいる学校でも、年々減り続け、やがて誰もいなくなることが予想される。理事長こそが先頭に立っ

て、カトリックについて、建学の精神について、カトリック学校の教師に求められることについて、新

任の教職員に指導されている事例が報告された。校長や管理職に誰を登用するかも、非常に難しくなっ

てきている昨今、責任者である理事長が指導の先頭に立つことは大変ではあるが、非常に大切な活動で

あるとの意見で一致した。生徒にいくら貴重な体験の場を与えても、採用される教員が体験してない場

合が多くそれが課題であるとの報告もあった。場合によっては宿泊を伴う黙想会なども、教職員対象に

行うことも意味があるのではとの意見も出た。テーマを深める貴重な分科会での話し合いであった。 

 

若手教員の話、勝谷司教の講演など、自分の経験からの発表がよかった。 

・高齢化社会のなか、若者がいるカトリック学校は福音を伝える場として重要であると痛感した。 

・学校と教会の連携が重要である。関心を持った生徒を教会に紹介し、そこでミサを経験するというつ

ながりがあるといい。 

・宗教では喜びを伝える、という話になるほどと思った。現代の子どもが求めるものとマッチした形の

宗教教育があると思う。 

・シスターがいなくなり、宗教を教える教員がいなくなってきた。信者で宗教を教えるためのシステム

作りが必要である。 

・宗教科の教員は、宗教の授業だけでなく宗教行事等も担当しなければならない。 

・シスターはいなくなると言われ、10年間準備してきた。現在教職員の三分の一が信者である。 

・修道会の目的が見直され、学校教育よりも、貧しい子ども達のために働くという目的が主となった。 

・修道会からシスターを派遣できないと言われ、理事会では困っている。 
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・文科省は教育の成果を示せというが、キリスト教教育の成果が数値で表せるとは思われない。 

・若者はボランティア活動に熱心だが、教会はボランティアと結びついていないと思われ、教会には来

ない。 

 

カトリック学校の卒業生から、世間の価値観との違いを感じると聞くことがあるが、 

このことに希望を持つ。これまでの教育の在り方同様、手を抜かないことが大切であり、自らを励ます

ことも忘れてはならない。多くの卒業生が学校を訪れてくれる。生徒たちは学校が大好きで、友達が大

好きという現状に希望を感じる。 

意見交換 

・ 宗教科の専任がいないので、仏教、プロテスタントの方々に教えていただいている。免許のない方

もいる。今後、比較宗教をしてもいいし、グローバルな視点から世界の現状を学ばせるの良いと思

う。 

・ 宗教の教師になる人は宗教科の免許プラス他教科の免許を持つ必要がある。教区司祭が教えに来てい

る学校をうらやましく思う。学校には一名の信徒の先生と修道者の理事長しかいない。 

・ チャプレン制度でカト校らしさを保とうとしているところもある。高齢のシスターがチャプレン的な

働きをしているところもあると聞く。 

・ ある地方では、公立校に全入できるのにわざわざカト校に入学してくる生徒たちで成り立っていると

ころもある。金銭的負担があってもカト校の暖かさが選ばれている。 

・ ある修道会は数か所の学校（それぞれの学校の理事長・校長は修道者ではない）を運営するのに、研

修制度を徹底することで、カト校らしさを保つ努力をしている。新任研修、１０年研修、幹部研修な

どを一か所に集めて毎年している。 

・ 次の理事長・校長の準備に苦心しているカト校が多いし、わが校もその一つである。 

・ 修道者の高齢化、学校で働く修道者の減少、職員の信徒数が少ないなどの課題が出された。特に修道

者の減少によって、一人の修道者の肩に高齢の修道者の介護、学校の経営、修道会の仕事など、過度

な負担がかかっている現状が浮き彫りになった。 

・  

・ そのような現状の中で、カトリック学校としての最低限のカトリック教育を一般の先生方にする必要

性、また事務職員も生徒に接する存在であり、法人の経営理念に福音的センスが求められることから、

事務職員の福音化の必要性が挙げられた。現実には信徒の職員であっても修道会が設立母体の施設を

私物化しようとする動きなどもある中、悪の働きによって出てくる人間の欲望を断ち切って、善い生

き方を選ぶには、神とのパーソナルな信仰の育成が職員に不可欠という考えも出された。 

・  

・ それらに対して、事務職員を含めた学校関係者全員が参加できるような研修、幼稚園から中高まで一

緒に行う研修、神父様をお呼びしての講話、職員総出のクリスマスタブロ、職員全員が順番に（霊的）

講話をするなどの取り組みが紹介された。しかし、学校の理念理解、キリスト教を学ぶなどの研修に
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先生方が参加しても、なかなかそれが生き方全体が変容するような霊的なレベルには達する事はなく、

一人ひとりの人生にコミットするような実存的変化となると非常に難しい部分があるとも話された。

そして、管理職、校長、理事長レベルの養成をするのはさらに難しいとも話された。 

・  

・ 今回の信徒のネットワークの存在は、そのような現状の中の一つの希望と感じられた。社会の中での

宣教、開きを持っている、単に教材を交換するレベルを超えた祈り合う姿があった。アメリカでは

busy man retreat という取り組みがあるが、そのような忙しいからこそ大事な霊的養成などを日本

で展開できるかどうか考えたいという意見も出された。 

・  

・ お互いに祈り合って、頑張りましょうと励まし合う掛け声の中で終わりとなった。 

 


