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：イマジン ロータリー
：さぁ  奉仕の心で  動き出そう !

本日の卓話者ご紹介
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　私は奈良県の公立教諭として、6年間学級経営や部活
経営にすべてを注いできました。その中で、3年目に生
徒や保護者との人間関係において大きな挫折があり、頑
張っても報われないという思いから教師を辞めようと考
えたことがありました。しかし、自分の成長が足りなかっ
たと反省し、自己成長のための学びに自己投資をしてい
く中で、人と会い、良質な情報に出会い、部活動や学級
で成果が見えるようになってきたのです。

　昨年は高校 3年生 39 人学級で 13 人の生徒が「教師
になりたい」と教育学部に進学してくれました。自分自
身が毎日楽しく教師をしていた姿が伝わったのかなと感
じ、とてもうれしいことでありながら、私の中で消えな
いモヤモヤありました。それは、本当にこのままずっと
子どものために教壇に立ち続けていいのだろうか？とい
う思いでした。未来の子どもたちのためにもっと教育に
ついて学びたい、もっと大きな世界を体感したい、そん
な思いから現場休職を選択し、教育研究の中心である筑
波大学大学院に進学しました。そして、日本にとどまら
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ず世界に飛び出そうと決断しました。

　私が大学院の長期休暇期間に選んだ国はインドでし
た。「インドに行けば価値観が変わるらしい」という曖
昧な理由で決めたのですが、本当に大きな価値観の変化
がありました。運がいいことに、ご縁があって仲良くなっ
たインド人の方がインドのミネハハインターナショナル
スクールという村の学校の経営者だったこともあり、学
校訪問が実現しました。そこで、校長先生に授業を持っ
てほしいと正式に臨時教諭を依頼され約 2週間の間、子
どもたちに日本語と日本文化を教えました。インドの子
どもたちの関わりで大きな気づきがたくさんありまし
た。私が” What is your dream？” と質問したところク
ラスの中学 3年生、高校１年生 20 人が目をキラキラさ
せながら自らの夢を即答したのです。同じくらいの年代
の生徒を日本で見てきましたが、「夢はまだ決まってい
ません」というのがほとんどだったので、驚きました。
その理由を知るために、以前私が学校現場で子どもたち
に実践したことがある「自己肯定感アンケート」を実施
したところ、「自分に満足している」の項目が 100％だっ
たのです ( 日本の高校生の平均は 46％)。 私は子ども達
にインドにはなくて、日本にあるものの話をたくさんし
ましたが、だから何？といった顔で「ないものも含めて
インドはいい国だ！」と主張する子どもたちを見て、こ
れが自己満足度の大きな要因だと大きな気づきをもらい
ました。

卓 話

「インドを旅した教員が伝える日本の魅力」

奈良県立郡山高校
教諭　坊 佳紀様

奈良県立郡山高校
教諭　坊 佳紀

卓話された坊佳紀様と
清水会長

　改めて、日本の魅力とは
何なのか。ないものばかり
に目を向けず、あるものに
目を向け、ないものも含め
て自分の国を大切にすると
いうことは、自己への満足
度を高める要因になり、自
分の学校や会社を大切にす
ることにつながると考えま
す。日本の魅力を考え直す
ことで、自己愛を考え直す
きっかけを教師として多く
の人にこれからも伝えてい
きたいと思います。
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卓話・行事予定

市内例会変更

メークアップ（MUP) 0名

ゲスト 1名

ビジター 0名

11月03日(木)
11月10日(木)
11月17日(木)
11月24日(木)

今週のお祝い

誕生日祝い・・・無し

祝日休会
平塚青年会議所　理事長　花田慎介様
長期計画委員会　清水裕委員長
ファイナンシャルプランナー　小林剛様

本日のスマイル 13名

現在ございません

奈良県立郡山高校　教諭　坊 佳紀様

卓話者ご紹介

坊　佳紀　( ボウ ヨシキ ) 様

【プロフィール】
・公立高校教諭
・筑波大学大学院修士課程
・インドミネハハインターナショナルスクール臨時教諭
・教育立国推進協議会メンバー

大阪教育大学卒業後、奈良県立教諭・柔道部監督として
６年間働いたのち、校長推薦をうけスキルアップ研修の
ため、2022 年４月より筑波大学大学院スクールリーダー
シップ開発専攻に進学。教育者としての価値観を広げる
ために 2022 年９月インドに渡航し、ミネハハインター
ナショナルスクールの臨時教諭として働く。
2020 年１月 “教師塾 change!” という組織を立ち上げ、
代表として教育関係者、保護者、経営者に教育者として
の在り方と教育技術を伝えている。また、教育立国推進
協議会に参画し、日本の教育改革を進める。現場での教
育実践が評価され、書籍『学校の先生に贈る ほめ育メソ
ッド』に実践が取り上げられたり、つくばラジオなどの
メディアにも取り上げられている。

委員会報告

◯会員研修委員会　飯塚委員長
　11/10(木)18:30から商工会議所で第一回新会員研修セミ
　ナーを開催いたします。本日、出欠回答を回覧でお願いし
　ています。原則入会3年未満の会員ですが、研修を受けた
　い方は年数に関係なくご出席ください。研修後に懇親会
　を行います。

結婚祝い　・・・日坂泰之会員、福澤正人会員

幹事報告

◎台風で延期されていました米山学友会主催の「クリー
　ンキャペーン」が11/5(土)に平塚海岸で開催されます。
　米山奨学生の馬躍航さん、青山カウンセラー、小林幹
　事が参加されます。

◎平塚市観光協会より2023年度版「湘南ひらつか観光
　写真カレンダー」販売のご案内が来ております。
　平塚の美しい風景やイベント写真が掲載されたカレン
　ダーです。1本￥1,000です。
　ご希望の方は事務局までお申し出ください。

◎来週は11月3日(木)で祝日休会となります。
　次回の通常例会は11月10日ですので、お間違えの無い
　ようお願いいたします。
　例会後に11月の理事・役員会も開催されますので、
　ご参集お願い致します。

地区委員会報告

◯地区米山奨学委員会　三荒弘道委員長
　11/5に、当初10月に予定されていました海岸清掃奉仕が
　開催されます。朝9時集合ですが、平塚海岸ですので、米
　山奨学生、ガバナーも参加されますので、お時間がある
　方は是非ご参加ください。
　また、11/26(土)は米山日帰り研修旅行が行われます。芝
　公園にある米山奨学会を訪問後、増上寺を見学します。
　その後は屋形船で懇親会を行います。

◯地区会員増強維持拡大委員会　高橋建二委員
　三荒地区米山奨学委員長よりご案内がありました11/26
　の日帰り研修旅行に入会5年未満の新会員も合同企画
　で参加できます。クラブからの補助がありますので、ご参
　加をおねがいします。

R財団寄付者表彰

　ロータリー財団よりポール・ハリス・フェロー認証の
認証状とピンが送られて来ましたので表彰式を行います。
高橋賢二財団委員長より贈呈をお願い致します。
今回はPHF初めての秋山智会員、山口紀之会員、鈴木成
一会員の三名です。

Ｒ
財
団
よ
り
ポ
ー
ル・ハ
リ
ス・

フ
ェ
ロ
ー
の
認
証
状
を
会
長
よ
り

受
け
取
ら
れ
た
山
口
会
員(

中
央)

と

鈴
木
成
一
会
員(

右)




