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編集部 よろしくお願いします。カタカナを用い

た校名は珍しいですね。「フェリス」、「サレジオ」

などの例はありますが。やはり宗教が由来ですか。 
髙野 いいえ、宗教は関係ありません。「ドルトン

プラン」を実践する男女共学の新しい学校、とい

う意味で、「ドルトン」を冠しました。 

編集部 ドルトンプランとは何でしょうか。 
髙野 1908 年にアメリカのヘレン・パーカスト女

史が提案したもので、「自由」と「協同」の 2 つの

原理に基づいた教育法です。1919 年に小さな学校

をマサチューセッツ州に開校、1922 年にはニュー

ヨークに移設、今では幼児から高校生まで通う学

校に発展しました。日本では河合塾が 1970 年代

から早期教育のプログラムとして取り組んでいて、

幼稚園や、幼児・小学生対象の学習教室を東京と

名古屋で開設しています。 

編集部 日本では幼児や小学生向けのイメージが

ありますね。 
髙野 ニューヨークのドルトンスクールは、共学

の私立名門校と言われているようですね。ハーバ

ード大学やイエール大学などへの進学者や、各界

で活躍している卒業生も多いと聞きます。 

編集部 ドルトンプランの特長をお願いします。 
髙野 パーカスト女史が、詰め込み型の教育に対

する問題意識から提唱した生徒中心の教育メソッ

ドで、「自由」と「協働」の 2 つの原理から成り立

っています。「自由」は、生徒一人ひとりの興味を

出発点に、自主性と創造性を育むこと、「協働」は、

さまざまな人々との交流を通して、社会性と協調

性を身につけることです。 

編集部 日本の学校でのドルトンプランの導入は、

実は初めてではないと聞きましたが。 

髙野 大正デモクラシーのころに紹介されて、成

城小学校(現在の成城学園初等学校)や、高校生相

当の学年では海軍兵学校の事例などが有名です。 

編集部 うまくいかなかった事例も多かったよう

ですね。 
髙野 当時の世相もありましたし、形だけで内実

が伴わない導入事例もあったからでしょう。アメ

リカのドルトンプラン自体もこの 100 年で進化し

ていますし、何よりも形だけの実施ではありませ

ん。本格的なものですから、調布に新しい教育が

生まれたと言われるように準備しています。 

編集部 中心となる仕組みをご紹介ください。 
髙野 毎日の学習活動は、「アサインメント」、「ラ

ボラトリー」、「ハウス」の 3つを軸として展開さ

れます。 

編集部 アサインメントとは何でしょうか。 
髙野 教科の学習内容や、テーマに基づく探究を

深めるための課題のことで、クラス担任が生徒一

人ひとりに教科やテーマごとに提示します。学び

の目的・目標、授業の内容、課題の内容や振り返

りのポイントなどで、基礎学力定着のためのワー

クやドリル、事前・事後学習のレポートなども含

まれます。 

編集部 クラス担任の先生は、生徒一人ひとりの

学習進度や深さのマネージャーになるわけですね。 
髙野 生徒はアサインメントに基づいて、どのよ

うなペースで、いつ、どこで学ぶのか、自分で計

画を立てて学習します。最初はなかなか自分で計

画したり、計画通りに進めることは難しいでしょ

う。クラス担任がフォローします。だんだん出来

るようになってくると、学びの意欲に繋がり、学

力だけでなく自主性、計画性、責任感も養ってい
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きます。 

編集部 高校生くらいになると、かなり自分で学

べるようになるわけですね。 
髙野 学年進行とともに課題発見力や計画性が身

についてくると、知的好奇心の高まりで、学習や

研究のテーマを自分で設定できるようになります。

生徒の知的な興味・関心や旺盛な探究心を育て、

個人の能力を最大限に引き出すことを特徴とした

仕組みです。 

編集部 生徒一人ひとりの状況を確認し、アサイ

ンメントを用意するのは大変な作業ですね。 
髙野 1クラス 25名程度で編成しますから、見ら

れない人数ではありません。アサインメントも 1

年間の学習や取り組みの内容に応じたものを準備

します。現在シラバスに基づいて作成を進めてい

ますが、実際の運用では一人ひとり状況に合わせ

たカスタマイズも必要です。 

編集部 「ラボラトリー」についてもお願いしま

す。 
髙野 本校では平日に 50 分授業を 7 時間行いま

すが、この 7時間目が「ラボラトリーの時間」に

なります。ラボラトリーは直訳すると実験室にな

りますが、理科に限らず実験をするように、生徒

たちが学びに取り組む時間です。アサインメント

に基づいて、教科ごとに生徒が教科の教員と 1対

1 や、教員と生徒の少人数グループで、学びを進

めていきます。 

編集部 各クラスの教室で学ぶのですか。 
髙野 そういった場合もありますし、理科や実技

系の科目は専用の特別教室がありますから、そち

らも使います。多目的教室も使うでしょうし、本

校では図書室を「ラーニングコモンズ」と呼んで、

資料を広げてディスカッションしながら進めるス

ペースも確保していますので、そちらを使う場合

もあるでしょう。校内全域に Wi-Fi 環境があり、

生徒は全員タブレットを持っていますから、イン

ターネット情報はどこででも入手できます。学ぶ

場所は自由です。 

編集部 探究活動では企業や大学との連携も行う

のですか。 

髙野 中学高校で最低 1回ずつは研究発表や論文

執筆を行います。体育祭や文化祭を本校では「フ

ェス」と呼びます。フェスティバルの略です。体

育祭や文化祭と並んで探究のフェスも行います。 

編集部 外部のコンクールなどにも挑戦するので

しょうか。 
髙野 生徒たちに強制はしませんが、積極的に後

押しをしていきたいですね。こうした活動で、自

分の目標に向かって学び続ける姿勢が身につきま

す。 

編集部 「ハウス」はどんな取り組みですか。 
髙野 さまざまな人々との交流を通して社会性と

協調性を身につけることの一環として、本校では

いわゆるクラス・ホームルームの他に、異学年の

グループを作りますが、これがハウスです。毎日

昼休みに生徒たちがハウスに集まり、ハウス担任

が付きます。 

編集部 他校で体育祭や合唱コンクールでは、異

学年構成のチームで取り組んでいる事例がありま

す。 
髙野 それを特別な行事の時だけでなく、日常的

な学習や取り組みにも広げたもの、と考えればイ

メージしやすいかもしれません。学校生活の基盤

として位置付けています。先輩が後輩に学びの進

め方のコツを伝えたり、手伝うこともあるでしょ

う。後輩はそれを体験して成長します。ハウスの

異学年の生徒との交流を通じて、多様な価値観に

触れ、社会性や協調性を身につけます。 

編集部 クラス担任が学習のマネージャーなら、

ハウス担任は人間的な成長のアドバイザーですね。 
髙野 残念ながら開校初年度は中 1だけの在籍で

すから、異学年構成にはなりませんし、中 1の生

徒にとっては、お手本となる先輩もいません。そ

の分、ハウス担任がお兄さん、お姉さんの役割を

果たします。6年間かけて、ハウスは完成します。 

編集部 異学年のつながりは、他校ではクラブ活

動が中心です。 
髙野 クラブ活動も、生徒たちの希望に基づいて

相談しながら作っていきます。いわゆる学校指定

の強化部は作りませんが、本校は小規模ですから、
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高 3まで全学年揃っても大人数のクラブは出来に

くいでしょう。だからこそ、人間的な成長の面で

ハウスが果たす役割は大きいと思います。 

編集部 教科学習で、必履修科目はいつまでに修

了する予定でしょうか。 
髙野 多くは高校 1年までに終わる予定で考えて

います。高 2以降では、自分の関心や将来の希望

に合わせて、選択授業を多数配置していきます。

多様な価値観に接してほしいですから、文系・理

系、あるいは志望大学別などにコース分けをする

ことは考えていません。 

 
【ドルトン東京学園校舎】 

編集部 ドルトン東京学園の計画がマスコミで報

じられたとき、「東大よりもハーバード」といった

記事がありました。目標は海外大学ですか。 
髙野 進学先を海外大学に限るわけではありませ

んが、本校では他校よりも増えるかもしれません

ね。英語は時間数が多いだけでなくネイティブ教

員を学年に 1人配置します。世間でいう 4技能で

はなく、スピーキングをコミュニケーションとプ

レゼンテーションに分けた 5技能を伸ばすカリキ

ュラムで、オーストラリアホームステイなど、生

の英語に接する機会も多数用意します。「英語でデ

ィスカッションしながら学べる力」を養いますか

ら、進路が海外に結び付く生徒は多いでしょう。 

編集部 卒業時の英語力の目標はいかがですか。 
髙野 ケンブリッジ英検等の、4 技能を測る外部

試験を行いますし、全員ＣＥＦＲ(国際的な英語力

レベル)でＢ2(英検準 1級相当)以上です。 

編集部 生活面についてうかがいます。平日は 50
分授業 7 時間ですが、土曜日はいかがですか。 
髙野 行事以外は原則としてお休みの週 5日制で

す。 

編集部 調布市のキャンパスへはバス通学ですね。 
髙野 はい。調布市ですが、電車の最寄り駅は小

田急線の成城学園前駅で、駅からはバスで約 5分、

京王線つつじが丘駅からもバスで約 11分です。 

編集部 お昼はお弁当ですか。 
髙野 お弁当でお願いします。校内には売店があ

りませんので、ご用意できないときは通学途中で

買ってきてください。なお、高等部がスタートす

る 2022 年度からはカフェテリアも計画していま

す。 

編集部 入試の予定をお願いします。 
髙野 2 月 1 日・2 日午前は 2 科 4 科選択ができ

ます。4科で特待も出します。1日・2日・4日午

後に 2 科入試を行います。また、1 日午前は思考

力型、2日午後は2科+英語面接の入試も行います。

2 科や 4 科入試はオーソドックスな問題が中心で

記述問題も出題します。英語は準 2級程度、帰国

入試も別途実施して、英語の上位生は取り出し授

業や別クラス対応も検討しています。サンプル問

題も公表予定です。 

編集部 最後に受験生・保護者の皆さんにアピー

ルをお願いします。 
髙野 本校は、私達を取り巻く文化や環境などの

特性に沿って、日本の教育制度に適合した形で、

ドルトンプランに基づいた中高一貫教育を実践し

てまいります。生徒たちの内発的な意欲・希望を

引き出して伸ばしていきます。こうした方針に賛

同していただける皆さん、ぜひ本校に来てくださ

い。 

編集部 ありがとうございました。 
 
◎ ドルトン東京学園中等部(設置認可申請中) 
・交通案内 小田急線成城学園前駅～京王線つつじが丘駅のバスで「NTT 中央研修センタ」下車 
・学校見学会 7/1・7/15、見学会・体験授業 7/28・8/5・8/25 要予約 http://www.daltonschool-tokyo.jp/ 


