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インタビュアー：ファジー・マネジメント創研㈱ 代表取締役　笠 本 義 嗣
【プロフィール】

　1963 年同志社大学心理学科卒業。生命保険会社の支部長、教育担
当を経験後、大手ホテル幹部、販促責任者、コンビニエンス・ストアー
FCを立ち上げ、今日の CVS 展開の基本を手掛けた。1977 年（創業）
経営コンサルタントに転進。
　経営をソフト面から捉える『発想の転換』を提唱。『マネジメント
TA（交流分析）』の独自ノウハウにより、組織風土・文化の変革をサ
ポートする。経営と運営の分離をテーマとする『学校経営セミナー』等、
やる気を出す仕掛けを実施。「発想の転換が教職員を変える、学校を
変える」「接遇で学校力をアップ、接遇は学校を救う」「わが校の商品
は “教職員” である」等をテーマに、教職員対象の講演を行っている。
『ファジー・マネジメント』は登録商標。

●  対　談  ●

「ミッション」に基づく高輪学園の学校経営

　「自主堅正」―自分の意志で自分を戒め正す。高輪中学校・高等学校長、また学

園の理事長として、授業研究や顧客第一主義等の教員の意識改革、中高一貫教育や

算数 1 科目入試の実施等、信念とミッションに基づいた学校経営を貫いてこられ

た櫻橋 稔先生。

　“志”のない経営は早晩消える運命にある。企業や私学の経営相談、セミナーを

手掛けるファジー・マネジメント創研㈱の笠本義嗣社長が、その経営マインドの精

髄に迫ります。

学校法人高輪学園理事長（前 高輪中学校・高等学校長）　　櫻 橋 　 稔
【プロフィール】

　平成元年に高輪学園の中学・高校を一貫校として立ち上げる。7年
間の公立教員を経て、昭和 40 年 4月から高輪学園に勤務。昭和 60
年に学園創立 100 周年を迎えるに当たり「高輪学園百年史」を編集
委員長として刊行。
　昭和 61年から中学・高校一貫校立ち上げ準備室室長となるも、教
育理念・方針・目標の設定に長時間を費やす。中学再開とともに教頭
就任。平成 6年 4月から 21 年 3 月まで 15 年間校長。平成 20 年 1

月から理事長を兼任。現在は理事長専任。敬虔なカトリック信徒。
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● 奨励金の支給

笠本社長（以下笠本）：櫻橋先生が校長におな

りになって、高輪学園では大変ユニークで斬新

な、他の学校ではなかなかやりにくい学校運営

をやっておられます。学校の先生方にはもっと

競争して、切磋琢磨していただかなくてはなら

ない、私も常々そう思っていますが、その中で

一番印象的なのは、先生方に奨励金を支給され

ていることです。

櫻橋先生（以下櫻橋）：本学の法人の役員は大多

数が学校外の方です。一般企業の考え方からい

ろんな意見が出てきます。しかし、一般企業の

考えは学校には馴染まない部分があるんですね。

それは生徒を相手にしているからです。「私はこ

れだけ業績を上げました」「ではあなたにこれだ

けボーナスをあげます」という判断には結びつ

かない。なぜかと言いますと、子どもたちには

複数の先生方が関わっているからです。

　ですから、私は校長になった時、当時の理事

長と相談して、とにかく 1年間、放課後や授業

中に校舎中を見て回って、この先生は年間を通

して非常によくやっているから、そういう先生

に対して、年度末に奨励金を出してあげましょ

う、ということにしたのです。現在も続けてい

ます。先生方にとっては努力を認めてもらうと

いうことは大変うれしいことなんですよ。

笠本：しかし、最初は先生方の中で抵抗があっ

たでしょう？

櫻橋：抵抗はなかったです。全く秘密裏ですか

ら。誰がもらったか、誰にも分からないんですよ。

毎年、10名ほどに出しておりますが、法人とし

て差し上げるものですから、名前を公表する必

要はないだろうと。

　また、これも年度末ですが、中学 3年生と高

校 3年生の学年に対して、ご苦労様ということ

で慰労金を差し上げています。「そのお金は学年

で然るべき効果のある使い方をしてくださって

結構です」と言っております。

笠本：貰った先生は自分の仕事ぶりが校長から

認められているということに感激するでしょう

ね。人をお金で評価するのかという抵抗もある

でしょうが、人は認めてもらうことで成長する

のだと思います。

● 授業を見て回ること

笠本：金額は先生によって違いますか？

櫻橋：はい、違っております。

笠本：ですが、先生方は評価を受けることに慣

れていませんよね？

櫻橋：そうですね。しかし、良い意味で評価を

してもらうことは、うれしいんですよ。

笠本：校長先生が廊下を歩いて様子をご覧にな

れば、先生や子どもたちの状況は一目でお分か

りになるんでしょう？

櫻橋：分かりますね。

笠本：それがやっぱりすごい話だと思うんです。

なぜならば、先生方は「そんなこと、チラッと

見ただけで分かるはずないじゃないか」と言い

ます。他の学校では何が分かるかという批判を

する人が結構多いです。「専門性があるから」と

よく言いますね。それから、「私たちはちゃんと

子どもたちにこういう教育をしております」と

言うけれども、プロの教育者ならば、そういう

場面をご覧になれば、一瞬でふだん何をやって

いるかが分かるはずです。そうした先生方との

認識の違い、ギャップを、櫻橋先生はどういう

ふうに埋められましたか？

櫻橋：うちの場合は、ギャップも何もないんです。

例えば私が理科の授業を見に行っても、専門的
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なことは分かりません。けれども、今の時間は

こういうことをやっているんだなということは、

シラバスに書いてありますから分かるのです。

　ただ、私が一番大事な点だと思って見ている

のは子どもたちです。先生と子どもたちとでど

んな授業を構成しているのか、子どもたちが授

業に興味を持って参加しているのか、どんな様

子でその時間を過ごしているかということを、

非常に大事に思って見ていますね。

　ある教室で、「どうも生徒が食いついていない

じゃないか」と感じることがあります。うちの

学校は教室の様子が廊下から見えるのです。こ

のクラスはどうもちょっと違うなと思った時、

後ろから入室して、授業を参観します。授業が

終わってその先生は「いやぁ、校長先生、参り

ました。やっぱり緊張しますよ」と言うんですね。

でもその時の先生との会話はとても大事なこと

ですよ。

笠本：そうですね。私も常々思いますのは、先生

方は、他の先生の前で話をしたり講義をしたりす

ることを一番嫌いますよね。いわんや校長が入っ

てきたら、それこそ痺れ上がるでしょうね。

櫻橋：どうですかね…。やっぱり嫌うのかな？

笠本：多分嫌っていると思います。科目は違っ

ていても、先生が教壇に立って授業していると

ころを同じ学校の先生方に聴いてもらうという

のは、とても難しいことだと思います。

● 授業研究から始める

櫻橋：うちでは先生方でテーマを決めて、研修

会をやっているんですよ。例えば、生徒指導の

時には、外部からカウンセラーの方に来ていた

だき、前回学内で話し合った資料を読んでお考

えになったことを話してください、という形で。

ですから、私が見ている限りは、若い先生方で

も抵抗なく、むしろ積極的に考えを述べる先生

が結構おりますよ。

笠本：それは良いことですね。ですが他所の学

校で聞きますと、「なぜそんなことをしなければ

いけないのか？ どうせ俺の言うことを聴いたっ

て分からないだろう」という先生が多いようです。

科目の内容は分からないにしても、教え方や話

の仕方、子どもたちへの目の掛け方、黒板の書

き方など、教える時のポイントにはいろんなも

のがあるはずです。でも子どもたちはそれを指

摘できないし、しない。だから授業といっても

黒板を書き写すくらいで、集中力がなくなります。

それなのに、やっぱり他の先生に授業を見てもら

うなんてことはやりたくないという先生が、も

のすごく多いですね。ある学校に話を聞きに行っ

たことがあるのですが、そこの校長先生に「そ

んなことはうちではできない」と言われました。

これでは先生方の成長の芽を摘んでいることに

なります。

櫻橋：そういう抵抗は私には全然ありません。私

は昭和40年にこの学校に来た時に、先生方に聞

いたことがあるんですよ、「ここには研修会とい

うものはないのですか？」と。そうしたら一切な

いということでした。「それはおかしいじゃない

ですか？ 学校は研修の場でもあるんじゃないで

すか？」と。その時、教科主任に「授業研究会を

やりましょうよ」と自分の思いを話しました。

　1クラス 50人生徒がいる中で、A 君は非常に

よく勉強もするし真面目だが、B 君は正反対。

そういう生徒たちに対して、授業者がどんな発

問を投げかけたか、どんな話をしたか。それに

対して、A 君・B 君はどんな反応をしたのか、

参加している先生方に全部記録してもらう。50

分間の授業の中で、担当教師の無駄な発問等は

なかったかを分析してもらう。それをやること
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によってふだんの授業が成り立つのです。

笠本：正直、他所ではあまり聞かない話ですね。

櫻橋：ずいぶん昔ですが、私は前の学校にいた

時に、東京教育大の応用教育研究所で「問題生

徒の早期発見」というテーマで、大会で発表し

たことがあります。それをこの学校に来た時に

話したら、先生方は逃げましたよ。

笠本：先生方はとにかく変化を嫌いますからね。

● 行き詰った先生には

櫻橋：そうなんです。そういう意味もあって、

私が校長になった時に、今度は先生方の自己評

価を始めました。今も続けていますが、年間を

通して授業・担任・分掌等に分けて、先生方自

身に A 段階・B 段階・C 段階と評定させました。

笠本：自己申告で？

櫻橋：ええ。そして、この先生は A と自己申告

してきたことに対して、教頭、学年主任、教科

主任から話を聞くことがあります。

　先生方だって、褒められたり、認められたり

すればやっぱり喜びますよ。ただ、批判された

りした時には、なかなか…。こういうことがあ

りました。ある先生が中高一貫になって 3～ 4

年経った頃、生徒が「○○先生の授業がおかしい」

と校長室に言いに来たのです。

笠本：生徒が言い出した？

櫻橋：生徒が「おかしい」「間違っている」と。

けれども先生に話しても頑として直そうとしな

い、間違いを認めないということで、直接校長

室へ来ました。生徒の話を全部聞いて、さてど

うしたものだろうと。いきなりその先生を呼ぶ

か、それとも他の生徒たちの話も聞こうか。そ

れでまず他の生徒たちの話を聞いてみたら、やっ

ぱり「そうなんですよ」と言うものですから、

これはもう間違いないなと思いました。

　生徒たちの話をメモしておいて、いよいよと

いうことでまず教頭を呼んで、「こういうことを

生徒が訴えて来ているが、校長の私から「その

先生本人を呼んでもいいですか」と了解を取っ

て、来てもらうことにしました。するとその先

生がまた「いつですか？ 何時間目ですか？」と

言うわけですよ。やっぱり責められる、批判さ

れる、叱られるというのは嫌がるのですね。そ

れで、生徒たちが教えてくれた何日の何時間目

かを話して、「こういう授業をしましたね？」と

訊いてみると、「あれっ !?」って自分でも…。

笠本：本人も分かってきたのですね。

櫻橋：本人が素直に謝りましたので、私は「こ

れからでも遅くない。この前はこういう授業を

やったけれども間違いだったということを、そ

の教室で言えますか？」と言ったら、「はい、や

ります」ということで、やらせました。

笠本：おいくつくらいの先生だったのですか？

櫻橋：あの当時、まだ30前くらいですよ。中学

を再開して間もなく採用された先生です。私はこ

の先生は担任として問題があると思ったので、思

い切って外しました。これは差別ではなく区別で

す。「この先生に担任をさせても学級経営が成り

立たない。ではこの先生を生かす道は何だろうか」

ということを考えて、1年間の生徒指導の研修に

出しました。そうした結果、その方面での講師ま

でやるようになって、頭角を表したのです。

笠本：すごいことですね。

櫻橋：学級担任は駄目だった。けれども生徒指

導では活躍できる。それがその先生の持ち味だっ

たのです。私はその先生を褒めてあげましたよ。

怒られたことが、瓢箪から駒になりました。先

生方は褒められること、認められることに飢え

ているんだということを知りましたね。今はも

う立派にやっております。
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● 学校も顧客第一

笠本：関心を持ってもらいたいと言ってもいい

かもしれませんね。一般企業の中でも最近は「社

員には演技でもいいから優しくしてやればいい

んだ」という変な風潮があるのも困りものです。

自分の全く感じていないことに褒められたり関

心を持たれたりしてもおかしいですものね。こ

の辺の難しさはやはりあるみたいです。

　先生方がずいぶんと高輪学園に来たいと言っ

てお見えになるというお話を聞きましたが、そ

の実態を差支えない範囲で教えていただけます

か？

櫻橋：私の経営方針というのは二つしかありませ

ん。一番の基本は、保護者に胸を張って、「うち

はこういう教育をしています。どうぞ安心して

お子さんを受験させてください」ということで

す。一般企業で言うところの「顧客満足」ですね。

だからわたしは平気で言うのです。昔は教員とい

うのは「聖職」だと言っていたけれども…。

笠本：そうでした。ですが今はかなり変わって

きています。学校は企業と同じで外部環境対応

業です。つまり銀行も製鉄所も「サービス業」

だと言っています。

櫻橋：「今はサービス業だから」と、はっきり職

員会議で言っております。

笠本：全くその通りです。ただ、「サービス業」

とは、学校の先生方にはかなり抵抗がある言葉

ですよね。

櫻橋：そう思います。しかし、言葉は辛辣かも

しれませんが、その精神がなかったら私学は潰

れてしまうのです、それが一つ。

　二つ目は、保護者や地域の方々が、先生方や

学校を信頼し、「あそこは魅力のある学校だよ」

と言ってくれる。先生方に対してそういう学校

で働きたいでしょうと聞きますと、「勿論です」

「だったら、そういう学校にしていきましょうよ」

ということになるわけです。

　先生方が高輪学園で生涯家庭を支え、勤めよ

うと思う学校に作り上げていくという強い心

が、経営者として最も大事にしなければならな

いことだと思います。経営者はいろいろ指示や

命令を出したりするけれども、全先生方がそれ

を理解して動いていくかどうかです。

笠本：それをやっていくことが、つまり「顧客

第一」。そこには生徒、保護者、地域、それに卒

業生も入れなければいけないと私は常々思って

います。そうでないと、次にリターンがない。

　私は講演などで必ず、「先生のお子さんをこの

学校に入れますか」と問うことにしていますが、

反応はかなり複雑で、困った顔をされる場面が

多いです。高輪学園では同窓を大切にしておら

れると聞いていますが？

櫻橋：それは当然のことで、うちでは父母の会

を含めて同窓会がしっかり活動しています。

笠本：先生は保護者を集めて勉強会をされてい

ますね？

櫻橋：実は、今はそれをストップしています。

というのは、校長の時は何十年と長い間やって

おりましたけれども、退いて理事長だけになり

ましたので、ちょっと遠慮しているのです。そ

うしましたら、父母の方々から、「私たちが入る

前はこういうことをやっていたそうですが、今

は全然無くなって…」と言われています。いつ

の日からか再開しようと思っております。

● 「教育力」「学校力」

笠本：ところで、先生は以前お会いした時に、

「志願者、つまり生徒の量と質は校長の力量で決

まる」とおっしゃっていました。そして、「子ど
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もたちにそれなりの学力をきっちり付けさせて、

立派に卒業させるのは先生方の力量である」と。

櫻橋：ええ、それは当然のことですよ。「教育力」

というか「学校力」ですね。

笠本：そう！ とても分かりやすい言葉ですね。

私は教職員の「商品力」と呼んでいます。「俺た

ちは商品じゃない」ってえらく怒られますけれ

ども、正にそれですね。

櫻橋：ですから私も今の校長とよく、学校の宝

というものは何であるかということを話し合っ

ています。残してくれたのはいろんな品物じゃ

ない、やっぱり教員の存在ですよ。「今の先生た

ち一人ひとりがうちの学校の宝物なのです、誇

りなのです」ということを、説明会などでお話

しするようになりました。

　先ほどのご質問ですが、そういうこともあっ

てうちの学校の教員に志望される方は非常に多

いです。採用時期が近づきますとよく電話がか

かってきますが、だからといって皆さん採用す

るというわけにもいかない。やっぱり篩いに掛

けなければいけません。採用時期になると自分

の足を使い、教員希望の情報が入るとその希望

者と会いたくなっちゃうのです。

　一般企業から 2人、年度を変えて採りました。

今主任をやっていて、まだ若いけれどもバリバ

リやっています。教壇に立ちたい、子どもたち

と向き合う仕事がしたいという話を聞いて、採

用試験に臨ませたのです。他の候補者と違い、

教育に対する情熱が感じられて、この人ならと

思った。このような先生方が集まると、その学

校の「学校力」はさらに高まるのです。

● 不平・不満がある先生こそ

笠本：一般企業から来た人は、組織に対する参

画意識もずいぶん違うでしょうし、自分のこと

だけやっていればいいということはないでしょ

うからね。

櫻橋：そうなんです。私が面白いなと思うのは、

ふだん不平・不満を持っているくらいの先生が

ちょうどいいのですね。現状に満足していない。

現状を理解して、こうすればいいんじゃないか

という姿勢、方向性を持った人。そういう先生

はものすごく伸びていきますね。

笠本：一般企業でも全く同じです。

櫻橋：笠本社長のおっしゃる、「よくやる先生が

報われる校風づくり」「校風は誰がつくっている

のか」「経営感覚なき教職員は成長の基礎を持た

ない」といったことは、全てその通りだと思い

ます。ですから私は、不平・不満があっていろ

んな意見を持っている人こそが経営感覚がある

人だと思うのですね。非常に前向きの姿勢です。

昔だったら、そういう人には「うるさい、何を言っ

ているんだ」という風潮がありましたが。

笠本：先立ってもある企業で管理職といわれる

課長クラスの人たちが、平気で会社を批判する

んですね。上司批判です。それも自分の部下の

前でやっているのです。聞いていてあまりに腹

が立ちまして、30分ほどで「止めろ」と言って

やりましたね。「文句があるのなら自分たちで直

しなさい」と。

　その勇気もない、あるいはひょっとして知識

がないのかもしれない。それならば勉強をしな

さいと言うのです。自分でいくら壁に向かって

ワァワァ言ってみたって跳ね返ってくるだけで

あって、その壁は微動だにしないのです。自分

で動かなければいけない。

　今は知識や技術がどこでも簡単に手に入る時

代になりました。インターネットでちょっと調

べれば大変な数のヒットが出て、それらを寄せ

集めれば何とかそれなりのものが生まれてくる
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わけです。そうした思考力も持たないなんて、

本当に情けないことです。

● 問題発見―問題解決

櫻橋：学校という小さな組織の中でもやってい

ることなのに、政治家の世界を見ていると、一

体どういうことなのだろうと思う時があります

ね。何か一つのことを決める時には、学校だっ

たらまずプランを立てますね。そのプランに基

づいてプラス面は勿論、マイナス面も徹底して

検討させます。必ずチェックさせる。そしてス

ピードをもって実行に移す。これで行こうと決

まったら、もう一気に実践するしかありません。

笠本：そうですね。私もつくづく思いますのは、

若い人たちの問題発見能力がなくなりました。

問題発見ができないから、問題解決ができない

のですね。

　もう一つ大きなポイントは、問題解決の責任

を持たないこと。責任感があるから問題発見に

なる。こんなことでいいのかと思うことで初め

て行動できるのです。街を歩いていても、「これ

じゃ危ない。お年寄りがひっくり返るぞ、子ど

もが怪我するぞ」と思って見るから問題発見が

できる。

　どうしてあんな簡単なことが分からないのだ

ろう、できないのだろうという目で、我々は政

界のことなんかを言うじゃないですか。あれは

必ず足を引っ張る者がいるからなのだそうです

ね。日本が世界を相手に「Japan as No.1」と言っ

ていた頃は、問題を解決する能力を持った人が

ごまんといたのです。政界にもいましたし、財

界にも多くおりました。国際的にもそういうこ

とをできる人たちが結構多かった。しかし残念

ですが、そういう人たちはバブル崩壊で全部潰

されてしまったのですね。

櫻橋：今の社会は政治をそのまま反映している

のかなと思うと恐さがあります。周りの顔色ば

かり窺って、それに合うようなことだけ話した

りやったりしていればいいと思っている。迎合

するばかりでこれはちょっと恐いなと思う時が

ありますね。こんな世の中では、今の子どもた

ちは一体どうなってしまうのでしょう。やがて

青年になり、国を背負うようになった時のこと

を考えたら…。

● 競争原理、大いに結構

櫻橋：私は、教育において競争原理を廃するよ

うな考えには頑として反対です。競争は当然あ

り得ることです。うちの学校では、大井埠頭を

借りて体育祭をやっています。父母がスタンド

を埋めるくらい大勢お見えになるのですが、校

長として開会の辞で必ずこう言いましたよ。「手

を繋いで一緒にゴールするなんてとんでもな

い。持って生まれた足の速い子はいる、力の強

い子もいる、皆バラバラである。いただいた能

力をこういう時に思う存分出す。そうすると結

果的に競争になるかもしれない。競争は大いに

結構だ。そういう意識で各競技に臨もう」。す

ると父母から大きな拍手が沸くんです。今の社

会や学校は履き違えた平等に侵されているのか

な、と思います。

笠本：私もいろんな企業に行ってこう言います、

「能力の格差を認めることこそが大切である」。

格差があるから面白いのであって、その格差を

それぞれが容認し合ってこそ何かが生まれてく

るわけです。ところが今の社会、今の教育はこ

れをとことん嫌いますね。

櫻橋：本当に今の世の中は「平等」ということ

ばかり言って、非常に柔らかく聞こえるけれど

も、こんなに不平等なことはないですよ。
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笠本：かえって逆差別ですもの。

櫻橋：公平にすることがむしろ不公平だというこ

とですね。そういう意味では学校が、特に私学だ

けでもしっかりとしないと駄目だなと思います。

笠本：そうなのです。公立には残念ながらそれ

を直していく能力がないように思います。公的

な機関であるというバックがあって、自分たち

は責任を持たない、持てないという仕組みになっ

ていますから。

● 発想の転換、意識改革

笠本：先生にもう一つ教えていただきたいのは、

発想の転換、意識改革、ビジョンを持てといっ

たことは、とうの昔に終わっていることだと思

うのです。ところが他所の学校では未だにそん

なことを言っているんですね。

櫻橋：私は、意識改革なんてトップの考え方一

つでどうにでもなると思います。ただ、「意識改

革が必要なのだ」という言葉が踊っているだけ

では駄目なのですね。トップが具体的に組織の

目的や学校の目指す全体的・総合的なシナリオ

を全教職員に発表し、理解してもらう努力と実

践の姿を見せていけば絶対変わっていきますよ。

笠本：私どもはそれを仕組みにしてしまおう、

仕掛けを作ろうと考えています。鯛を釣るには

鯛の仕掛けがあり、それ以上の魚は釣れません

から、仕掛けを使って放っておいても引っ掛かっ

てくるようにしよう。自助努力といったことも

含めながらそういう仕掛けをしないと、本当に

変わらない。仕組みが学校を変えます。変える

仕組みを創ることです。

櫻橋：本学は以前、普通科と商業科の二つの高

校が同じキャンパスにありました。そこに中学

校を新しく立ち上げて、カリキュラムを一新し

た中高一貫の学校にします、と言いました。既

に存在している普通科高校、商業高校には生徒

が集まらなくなっていたにもかかわらず、皆「後

は経営者がやってくれるだろう」くらいの気持

ちでいる。高校の先生方は「中学校がしっかり

やるのだから、その中学校を卒業した生徒を私

たちが引き受けてやれば中高一貫になるわけで

しょう」というつもりだったのです。先生方の

意識は何も変わっていないのです。そこで私は

敢然と当時の理事長に言いました。「私はこう

いう学校にしたいので、今うちの普通科高校・

商業高校の先生方イコール新しい中高の教員に

なっていただくことは考えていません。目的に

適う教員がいないのならば、外から引っ張って

きていただきたい」と。理事長は当然のことだ

と理解してくれました。

　そうして理事長の了解を取り付けた後に、先

生方に言いました。「中学校はこういう方針でや

りますが、高校生の減少が著しくなれば先生方

の居場所がなくなってしまいます。同じ法人で

あっても安易に異動は認められません。試験を

して、適ったならば新しい中高の先生になって

いただきましょう」。それが仕掛けであって、意

識改革の大きなきっかけになりました。

　その意識改革のためにした具体的なことの一

つは、外部から 3人の先生を引っ張ってきたこ

とです。ある学習塾が中高を作るという話があ

り、そこから国語・数学・英語の 3人の先生に

来ていただきました。こういう実態を見て、高

校の先生方は目の色を変えました。

笠本：一時はそうして改革の気運が盛り上がっ

ても、往々にして元の意識に戻ってしまうこと

があります。高輪学園がそのまま高い意識を維

持して、更に成長を遂げられているのはなぜで

しょうか？

櫻橋：経営者の学校をおもう真摯な姿勢と、現在
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よりもっと高みの学校を目指しているからでは

ないでしょうか。私は年度初めに「高輪の教育に

ついて」や「高輪がめざしているもの―10年後

のあるべき姿―」等について全教職員に話してき

ましたが、その思いを先生方が理解しているから

ではないかと思っています。

● 校長と理事長、二つの立場

笠本：私は「理念独裁」と言っておりますが、

理念を推し進める際には、ある程度独裁的にや

らなければ上手く行かないのです。信じること

をやる。あとは仕掛けを作ってやれば動く。

櫻橋：ですから私は「組織と運営の経営」という

ことを掲げました。考えてみれば、私は校長時代

の自分なりの実践の中で、理事長との意思疎通は

大事にしてきましたね。理事長という法人のトッ

プの決裁がなかったならば、様々な改革はできま

せん。理事長・校長が経営戦略を大きな形で作っ

ておいて、次は校長―教頭―事務長。

笠本：そう、教頭や学年主任が実際の運営の長

なのです。

櫻橋：それできちんとやっているかどうかとい

うことを、トップの理事長・校長が見ていけば

いい。そうした運営手法でやることを、徹底し

て先生方に話しました。

笠本：ところで櫻橋先生もそうでしたが、校長

と理事長が一緒という学校は結構多いです。一

方で、歴史の古い学校の中には、理事長は創設

以来何十年、あるいは百年以上続いた○○家の

方で、殆ど経営や運営といったことをお分かり

にならないで、校長に「任せたよ」とおっしゃ

るようなところもある。しかし校長は、何かあっ

た時には「お金を出してください」と理事長に

言わなければならないこともある。ところが、

肝心の理事長がお金のことになるとなかなか決

裁しないケースが結構多いと聞きます。

櫻橋：そうなんですか？ 校長が「経営上必要で

すから」と言っても、理事長が「その必要はな

いから決済しない」と言うのはおかしいですよ。

校長、事務長から説明を受けて、生徒たちのた

め必要な場合は決済しますよ。

笠本：要するに所有と経営の分離がされていな

い。運営はあるのです。例えば国公立から私立

に来た校長先生の任期は最大4年。6年というの

はまずないですね。4年間で自分のビジョンを

形にしようとしても、それは「経営」ではなく「運

営」なんですね。運営だけでは学校は絶対に良

くなりません。ですから経営という視点でのガ

バナンスがとても重要で、それが実は私学経営

の一番難しいところなのだろうと思います。

櫻橋：私には自分なりに校長・理事長という二

つの立場の経験があります。今は理事長専任で

やっていますが、決して難しいことはありませ

ん。「校長先生に任せます。私は知りません」な

んてことはあり得ないはずです。ただ、理事長・

校長兼務の時は正直辛かった。

笠本：そうでしょうね、すごく分かります。

櫻橋：校務の面では、私は足を使うことが好き

なものですから、ひたすら校内を歩き回ります。

授業は勿論、放課後の様子も見て回る。ところ

が理事長となると外での集まりがあるし、学園

の将来像を考えたり、さらには現実的な財務の
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ことを考える。いわゆる経営戦略の策定をしな

ければならない。

● 「経営」と「運営」の違い

笠本：よく分かります。理事長・理事会は、学

校の運営については校長に任せる。言わば分権

システムなのですが、それには必ず条件という

ものがあって、上手く行っていないケースがた

くさんあります。

　大変失礼なことを申しますが、国公立出身の

校長先生方は「経営」ということがあまりお分

かりになっていません。「運営」は得意なのです、

それは法に則った「遵法」ですから。そうすると、

その下にいる先生方はタイトでたまらないわけ

ですよ。そういう天下りの校長に私は時々ちょっ

とした嫌味を言うのです、「先生は任期があと1、

2年しかありませんね。それでは変化を起せない

でしょうね」と。中にはその後理事になられた

先生もいらっしゃいます。それはいいのですが、

やはり責任の範囲はきちんと決めなければいけ

ません。「理事長は株式会社の社長であり、校長

は営業本部長である」と。つまり、どれだけ多

くの生徒を集めて、どれだけ良い先生を集めて、

どれだけ優秀な子どもたちを卒業させるか。そ

れが勝負ですものね。

櫻橋：「そういう一般企業の考え方をなぜ取り入

れないといけないのか」と言う人がいて…。

笠本：そして、「そうした経営手法をやってみた

けれども、結局失敗したじゃないか」というこ

ともよく言われます。「そうじゃない、あなたの

ところに能力がなかったから失敗しただけのこ

とだ」と私は言うんですがね。

櫻橋：ある私立学校では、中高とも公立の定年

前後の校長を引っ張ってきて経営（運営）をや

らせています。その場合、少なくとも 6年以上

勤めてもらって、その学校の色を出してもらわ

なくてはいけないのに、2、3年くらいで退任す

るのではそれができない。私学の現場を知らな

いわけですから、その学校の「らしさ」を出せ

ずに去っていく。引っ張ってこられた校長を責

めたいのではなく、理事長を責めたいですね。

私は、公立退任の校長より一般企業の人がいい

と思いますけれども。

笠本：そうなんです、実際の経営に携わった方

がね。

櫻橋：そこはやっぱり理事長の権限ですよ、ど

んな校長を引っ張ってくるかとかいうことは。

笠本：そう、大事なところはやっぱり独裁でな

ければ駄目なのですよ。皆に「ねえ、どうだろ

うか」と言っているような人はほとんど役に立

ちません。一般社会でも全く同じです。経営と

いうものは、少々癖がある人でないとできるも

のではありませんから。学校の先生の中でも「こ

の人はちょっと癖があるな」と思う人は、やっ

ぱり伸びています。ところで、一般に国公立の

校長先生が私学へ行くことを「天下り」と言っ

たりしますか？

櫻橋：私学の先生方は、あまりそういうことを

表立っては口にしないと思います。でも、やっ

ぱり陰では言っているんじゃないですか、「公立

出身の先生なんかじゃ、うちにはなかなか馴染

めないぞ」と。そうして先生方の間で溝ができ

てしまうことがあるんじゃないですかね。

● 「校風」「伝統」とは何か

笠本：そうです、確実に溝があります。だけど

それでは子どもたちが可哀そうだ。私は昨年の

11月に都内のある会合で、校長先生を含む60～

70名の先生方を前に、ちょっと余計なことを言

いました。「校長は中から出して、しっかりした
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伝統を作らなければいけない。国公立から天下っ

てきたような校長は要らない」などと言ったら、

後で「実は私もそうなのです」と言われてしま

いました。そういうことを分かっているから、

敢えて色を出さないようにしているという先生

もおられます。

櫻橋：いや、必ずしもそんなことはないと思い

ます。公立から私学に来られた校長さんには、

やっぱり勉強しようという気持ちはあると思う

のです。こうしてみたい、ああしてみたい、け

れどもその環境そのものが改革を許さないよう

な学校があります。伸びない学校というのはそ

ういうことなんじゃないのかなと思います。

　例えば、私は同窓会に行ったらこう言います、

「同窓会は何かと言うと『伝統』という言葉を

使いたがるが、あなた方の言う『伝統』は黙っ

ていてもできるのです」と。現状維持であって

も、それがその学校の校風・伝統なのであれば

いいのか。そうではなくて、本当の意味での校

風・伝統というのは、今よりも高みを目指して

いるところに出来上がってくるものだと思うの

です。もうすっかりおじいさんになった方たち

は、「いやぁ、あの頃の伝統は良かった」と言い

ます。そこで「どういうところがですか？」と

訊くと、「皆バンカラでね、墓石の陰でタバコを

吸ったりしたものだ」と。それは伝統ではない。

伝統というものは時代が変わるにつれ新しく変

わって、さらに教師集団が高みを目指していく

ものであり、その時代に在籍していた生徒・教

師たちが作り上げていくものだと思います。そ

して、その子どもたちが振り返ってみた時に、

初めて「私たちの時はこういう校風だった」と

言えるようなものではないでしょうか。その舵

取りをする人がトップ経営者なんですね。

笠本：その通りです。そうしたことを標榜する

トップが欲しいのです。それは理事長かもしれ

ないし校長かもしれない、ひょっとして若手の

教員の方かもしれない。そういう人が一番先頭

に立って走ってくれたらいいと思います。

● 学校における “management” とは

櫻橋：「マネジメント」という言葉も、学校で

はあまり受け入れられて来なかったでしょう？ 

でも私は、会議の時には「それがないことには

切り込んでいけない」ということをはっきり言

います。

笠本：そうなのです。釈迦に説法かもしれませ

んが、「manage」という言葉には「難しいこ

とを正す」という意味があります。そういう意

味では、マネジメントは決して容易いものでは

ありません。いろんなことをやっていく中で新

しいものを発見できるのはすごいことですもの

ね。

　日本がこれからも世界に伍していくために

は、やっぱり教育というものはどんなことがあっ

てもやらなければいけないことです。私がいつ

も思いますのは、理事長は学園のオーナーであ

るとするならば、所有と経営の分離をしてくだ

さい。オーナー家が然るべき名誉と地位とお金

を得てずっと存続されるのは、それはそれで結

構。けれども経営が分からないならば誰かに任

せていただきたい。要するに所有と経営の分権

の仕方をはっきりさせましょうと。

　しかし、分権をするほうはものすごく恐ろし

いのですね。そのためには必ずしっかりとした

報告システムが必要です。それもできれば計数

報告ができること。今、多くの学校では、日常

の活動を計数的に捉え、管理会計の手法でやろ

うと一生懸命になっています。そうしたやり方

はもともと学校には馴染まないので、長い年月
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がかかるだろうと思います。けれども、それを

やっておくことによって、経営者は実態がよく

見えるようになります。つまり理論で語ること

ができるのです。経営者の見方に科学性・合理性・

客観性というものが生まれてきたら、とても強

いだろうなと思います。ところが今は殆ど主観

でものを言っているわけですよ。「わしは事業を

一生懸命やっているぞ。満足に卒業できない学

生生徒もいるが、それはそいつが阿呆だったか

らだ」ということを、未だに平気で言っている

人がいますから。自分の足らないことを知らな

いで何をかいわんや、ですよ。

● 公立高校の授業料無償化に異議あり

櫻橋：私は先生方が宝物だという考えは当然捨

てていないし、先生方を縛るようなこともした

くない。けれども、「高輪学園はこういう方向で

行きますよ」「来年は今年よりもこういう結果を

出しましょう」ということを話します。そして

先生方にプリントにして配るのです、「自分を伸

ばそうとする姿勢は必ず子どもたちに跳ね返っ

てくるから」と。

　今年定年で退職した先生は、研究の積み重ね

で日本史の博士号を取りましたが、こう言って

いましたね。「勉強だけは生徒に負けるな。生徒

を教えるためには、うんと高いところから見て

やらなければいけない。だから自分も一生懸命

勉強したのだ」と。私は全先生方の前で大いに

褒めましたよ。私学ではそういう先生がポンポ

ン出てこないと嘘だと思います。

笠本：私は日本の教育現場、あるいは子どもた

ちの成長のためには、私学がしっかりしなけれ

ば駄目だと思っています。各々の学校が校風、

伝統として培ってきたものを、そこで育った先

生方に綿々と引き継いで行っていただきたいで

すね。

櫻橋：今年 4月の始業式の時にも、年間の学校

の方向性について話をしました。その時に、校

長の運営に先生方が協力し、バックアップして、

同じ方向を見るということを絶対に見失っては

いけないということを言いました。

　ところで、公立高校の授業料の無償化はとて

もおかしい話ですよね。何故無償化にして、勉

強しなくてもいいような雰囲気を作ってしまう

のだろう？ 義務教育の中学生を公私に関係な

く無償化にするのであれば分かります。けれど

も高校生の場合、本当に勉強したい人たちには

授業料は要りませんというような世の中でなけ

ればおかしい。

笠本：本当にそう思います。

櫻橋：それに、私たちは都民税、市民税を徴収

されているでしょう？ 父母たちは皆税金を払っ

て、なおかつ私学で高い授業料を払う。それで

公立はタダということは、おかしな話です。そ

うして勉強をしたくないような子でも、タダで

高校へ行っているでしょう？ 制度的におかしい

と思います。

笠本：本当にそう思いますよ。こんな仕掛け、

仕組みに絶対潰されてなるものか、ここは私学

の先生方が乾坤一擲、使命感を持って頑張って

欲しいと思います。

● 算数 1 科目入試の実施

笠本：先生にもう一つ伺いたいことがあります。

高輪学園では中学の入試は算数しかされないそ

うですね？

櫻橋：いや、4教科の通常の試験もちゃんとや

るんですよ。定員の一部について、午後入試と

いうことで算数1科目だけの試験をしています。

なぜこういうことを始めたかというと、やっぱ
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り理数系に強い男の子を育てたいということが

ありました。数学の問題を論理的に解いていけ

るような子というのは、他の科目もできるので

すよ。だから数学 1科目入試はどうしてもやり

たい。そうしたら、一番反対されたのは先生方

でした。「校長、そういう施策は賭けじゃないで

すか？ やっぱり国語・算数・理科・社会といっ

た科目で総合的に試験するのが普通じゃないで

すか？ たった1科目で合否を決めるというのは

どうかと思います」と。そこで私は言いました、

「私は賭けが好きだ」と。そうして算数1科目だ

けでやりましたら、受験する子がたくさん集ま

りましたし、現在では算数に非常に強い子たち

が受けています。大学受験でも強いですよ。

笠本：それはすごいことです。

櫻橋：午後入試を取り入れたのはうちが最初で

したよ。それも1科目でいいということで。

笠本：ずいぶん思い切った改革ですね。

櫻橋：ちょっとクレージーだと思うでしょう？ 

私学の経営者はこういうことができるのです。

それが醍醐味ですね。

笠本：一般的に、そういうことをやると言ったら、

先生方は絶対反対するでしょうね。

櫻橋：ええ、会議が長引いて、長引いて。「何

人応募者が来ると予想していますか」と心配の

質問がありましたね。ところが初年度からもの

すごい数でね。そしてその日のうちに採点しな

ければいけない。午後に試験して、当日の夜 9

時にはホームページで合格発表を出しますから。

「やれないことはない。昔の人は食べなくても

やったのだ。これが使命だと思えばやれる。だ

から全先生方で協力し合いましょう」と全員が

当たってやっています。

　人間やろうと思えばできないことはないと

思っています。今では偏差値が 60を超えるくら

いまで高くなりました。だからいい加減に受け

ても合格できない。大手の進学塾でも「君が受

けても無理だ」とはっきり言うそうです。算数

1科目入試は 20人しか採らないのですが、現在

ではここ 3年間の受験者数は平均で 350 名以上

です。そうして入ってきた子たちは成績がとて

も良いんですよ。

● 信念に基づく経営マインド

笠本：東大をはじめ有名大学への進学実績がと

ても高くなって、昔のイメージとは全然違って

きましたよね。

櫻橋：改革しようと思って、仕掛けをすればで

きるということです。

笠本：基本は先生方のいろんな意味でのレベル

アップですね。

櫻橋：ぐんぐん底上げができています。先生方

も誇りを持って仕事ができている。学園の改革

は経営者の使命、責任であり義務ですよ。

笠本：櫻橋先生の経営マインドは、学校の先生

には珍しいと思います。新しいことをどんどん

始めていますよね。

櫻橋：私は他所の学校の先生方だけではなく、

一般企業の経営者の方々の話もよく聞くように

しています。それから、自分の息子と話すのも

好きですね。学校経営と会社経営というのは同

じだなと思います。会社では当たり前でも、学

校では敬遠されるような言葉もありますね。

笠本：私の言う「理念独裁」という考えにも共

鳴してくださって。特に先生の場合は、商業高

校を潰して生まれ変わるという思い切ったこと

をされました。

櫻橋：なかなかできないことだと思いますね。

今振り返っても、本当に勇気の要ることでした。

　初めて出席した理事会・評議員会では、中高
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一貫学校の立ち上げに中心になってやってもら

いたいという法人の考えを理解していました。当

時の理事長は外部の方でしたから、ふだんは学

校にお見えにならなかった。その役員会で理事

長に言われた言葉は今でも頭に残っています。「中

学校を再開するとはいうものの、3人しか集まら

なかったらどうしますか」と。そう単刀直入に質

問されたのですよ。私は塾を回ったり、いろん

なところに説明に出て反応が分かっていて、きっ

とうまく行くと確信していましたから、多くを語

らずに「今年が3人だったら、次の年には倍の6

人にしてみせます」と言いました。

笠本：それは皆さん、びっくりされたでしょう。

櫻橋：今振り返ると、よくそんなことを言えた

なと思っています。信頼できる先生方 2～ 3人

と話をして意見を取り入れながら、「よし、こう

すれば間違いない」と確信したので、それから

後は一気に行動に移しました。笠本社長のおっ

しゃる「理念独裁」です。

笠本：それを支えるのは信念であり、いわゆる

「vocation ＝天命」、つまり神から与えられた使

命で何かを決めるという…。

櫻橋：学校経営者やキリスト者の考え方では、

それを「mission ＝使命」と呼びます。「あなた

でなければできない、あなただったらできるは

ずだから、勇気を出して思う存分やりなさい」と。

つまり実行を後押しするのは信仰、信念なので

すね。

笠本：今日は、櫻橋先生の信念に基づく学校改

革の数々をお伺いすることができました。お忙

しいところ大変有難うございました。

●平成 23 年度版「今日の私学財政 ―幼稚園・特別支援学校編―」
■平成 24 年 8 月刊　■定価 2,000 円（税込）／会員特価 1,800 円（税込）　※送料別途

●平成 23 年度版「今日の私学財政 ―専修学校・各種学校編―」
　■平成 24 年 8 月刊　■定価 2,000 円（税込）／会員特価 1,800 円（税込）　※送料別途

◆日本私立学校振興・共済事業団の本（新刊）◆

※送料は 2kg 以下 360 円～（地域による）を頂戴します

○ご注文は学校経理研究会まで○
TEL:03-3239-7903　FAX：03-3239-7904　E-MAIL：gaku@keiriken.net

● 学校法人 高輪学園（高輪中学校・高等学校）ホームページ　http://www.takanawa.ed.jp/

● ファジー・マネジメント創研株式会社　　　 ホームページ　http://www.myfuzzy.jp/


