
本気で挑戦するって
どういうこと？

2020年11月
学校法人札幌慈恵学園 常任理事/法人本部長

札幌新陽高校 校長
学校法人東明館学園 理事長
㈱シーラクンス 社外取締役



札幌新陽高校 校長 荒井優
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SAPPORO SHINYO HIGH SCHOOL＋

荒井聡（当時70歳・衆議院議員）

「慈恵を立て直す！！！」

2015年10月
学校法人札幌慈恵学園理事長
就任 4



SAPPORO SHINYO HIGH SCHOOL＋

鈴木寛（52歳・元参議院議員・文科
大臣補佐官）

「それは、荒井さんよ
りも息子がやったほう
がいいですよ」
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え!？

ソフトバンク㈱
社長室勤務（当時４０歳）
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公益財団法人 東日本大震災復興支援財団 専務理事

越後妻有大地の芸術祭 オフィシャルサポーター

さとふる（株）取締役

双葉郡教育復興ビジョン推進協議会 委員



東京子ども図書館 評議員
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日米リーダーシッププログラム2017年に選ばれる

SAPPORO SHINYO HIGH SCHOOL＋
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2016年2月 札幌新陽高校 校長 就任



2019年7月 東明館中学・高校（佐賀県） 理事長就任
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2020年7月 今治明徳学園（愛媛県） 理事就任



2019年 ㈱シーラクンス取締役 就任
（サツドラHD子会社）



田中賢介さんの小学校 お手伝い



出典：https://images.app.goo.gl/Xmxq78ewD7XoVEBS9  

２月２５日

北海道

緊急事態宣言



オンライン在宅学習

２月２８日〜



http://www.youtube.com/watch?v=OZmsNWNG-Q0














最近でも・・・



最近でも・・・













トップ

現場

教育組織



トップ

現場

教育組織

TO DOTO BE



TO-DOリ
スト

手順書

カルチャー

スキル（セ
ット）

やるべきこと

やり方

文章化できる 文章化できない
（暗黙知）

「学ぶものが教える者を超えなければ意味がない」
（ハーバード・ビジネス・レビュー2017年11月号、濱口秀司）





1945年 1989年
(平成元年）

2050年2020年
(令和2年）

40年 30年 30年

① ② ③ ④

1945〜
戦後復興と
創業

1970〜
高度経済成
長 Japan as 
NO.1

1990〜
バブル崩壊

2010〜
失われた30
年



学校のカテゴリー＆アセット
カテゴリー アセット トピック 検討主体・機関 ＫＰＩ 視野

教務 生徒 ・募集
・教育方法
・進路
・生活問題

学校 ・生徒数
・進路結果
・出欠数

１～３年

マネジメント 教職員 ・給与
・教員募集
・教員育成
・労務管理
・コンプライアンス

法人 ・Ｐ／Ｌ
・残業代
・労働時間
・給与
・福利厚生

１～３年

財務 校舎 ・基本構想
・設計
・施工
・資金調達
・担保
・返済計画

理事会 ・Ｂ／Ｓ
・資産
・負債
・担保資産
・返済財源

１０～３０年



西日本新聞
2018/1/15



45 55

38% 31%31%







高等教育の拡大は、社会が解放へ向かう一歩と考えられ、それ
が一九六八年の五月革命（パリの学生運動に端を発した、社会
変革を目指す大衆運動）の精神でした。

しかしながら、私たちが見落としていたのは社会全体が高等教
育を受けるわけではないという点でした。高等教育を修了する
人の割合はほぼ全ての国で停滞し、こうして社会は階層化され
た教育構造を生み出したのです。

上層部には大衆エリートが君臨し（およそ人口の三分の一）、
自分たちの殻に閉じこもりました。

それは似た者同士だけで生きていける程度の人口に達したから
です。一方で初等教育レベルで教育過程から離れた人々もまた、
自分たちの殻に閉じこもりました。

エマニュエル・トッド



令和2年度第1回 長野県総合教育会議 議事録より 令和2年9月14日

（阿部知事）

あと、教育委員の皆さんから出ていた意見についてコメントすると、例え

ば、高校改革 でやっていますけれども、やっぱり幼稚園・保育園や市町村、

私学、こうした皆さんとも、大きな方向性は共有していくということが重

要で、何か高校だけ変わったけど、ちょっと接続は悪いよねという話では

いけないなと思います。（中略）

それから学校同士のコラボレーションは、ぜひ、教育委員会でしっかり考

えてもらいたいなと思います。地域内、県内、県外、海外、もうオンライ

ンを使えば、どことでもつなげるので、そういうこともしっかり意識した

いと思います。これもまさにさっきの体制と関係していて、ただ、一朝一

夕に海外の高校とつながるというのは多分無理なので、そういうことがで

きる体制をどうつくっていくかということが、多分、重要だというふうに

思 いますし、私はできるだけ学校現場が主導していろいろな取組を進めて

いく必要があると思います。

・探究型授業の横連携/輸出
・私立高校の再編
・地域単位での高校と大学
の再編
・高校を移動する

荒井の考え



（阿部知事）

それから、中澤委員がおっしゃっていた学校のあり方、県立市町村営みた

いな話も、私はいいと思いますし、公設民営、県立民営とか、もう少し柔

軟な学校運営のあり方を考え ていかないと、多分、公設公営型というのは、

22世紀型にはなかなかなじまないような気もしているので、学校経営形態

のあり方というのも、いま一度、視野に入れて、今後、考えていくように

なるだろうと思います。

それから、あと、空いた学校の活用は、これはしっかりやっていったほう

がいいと思っていますので、そこは教育委員会と一緒に考えさせていただ

きたいと思います。

令和2年度第1回 長野県総合教育会議 議事録より 令和2年9月14日

・町村立高校
・公設民営型運営
・30人1高校のマイクロハ
イスクール構想

・校舎の半分を地域のため
の施設として活用（学びの
駅）

荒井の考え
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