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school 

　
(noun) /ˈskúːl/

1 an organization that provides 
instruction, such as a facility for 
teaching children 

2 the process of teaching or learning, 
especially at school

3 a source of knowledge

4 a group of persons who hold a common 
doctrine

学校
名詞 

1	 子どもたちに教えるための施設や大学など、指
導を提供する組織。

2	 特に学校においては教育の過程。

3	 知識の源。

4	 類似した意見やふるまいをもつグループ。

『.DOCK』 は、 “Document Of Creativity in 

Kobe” の略。 神戸と国内外の都市、 デザ

イナーと市民をつなぐ港のようなメディアにな

ることをめざして、 2012 年 8 月に創刊しまし

た。 デザイン都市 ・ 神戸が考えるデザイン

は、 目に見えるカタチや色だけでなく、 日常

的に存在するもの。 2014 年度は 「デザイン

を一緒に考える」 をテーマに、 「デザインと

は何か」 を学ぶことができるよう、 日々の暮

らしの中にあるデザインをいくつかの角度か

ら探っていきます。

突然ですが、 3 年にわたって発行してきた

『.DOCK』 は今号でおしまいです。 これまで

カタチや色だけではない、 デザインの 「考え

方」 に焦点を当ててきましたが、 おわかれ

となる第 9 号のテーマは 「学校 / school」。

子どもたちが生きていくうえでの考え方や姿

勢を身につける 「学び」 の環境を、 デザイ

ンの視点で特集します。

.DOCK is coming to an end. After three years 

introducing design "thought" (as oppose to 

colour and shape), our final theme will be 

school. We're featuring the thoughts and 

attitudes in children's learning environments 

from a design point of view.

“.DOCK” stands for “Document of Creativity in 

Kobe.” It’s a free paper connecting Kobe with 

other cities and designers with citizens, started 

in August 2012. Design, as Design City Kobe 

sees it, is not just shape and color; it exists in 

your ever-day life. In 2014, .DOCK has adopted 

the theme “looking at design together.” We will 

try to find exactly what and where design is in 

our everyday lives, from a number of angles.

出典：メリアム・ウェブスター辞典 2015
(www.merriam-webster.com)

Source: Merriam-Webster Dictionary. 2015. 

(www.merriam-webster.com)
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INTRODUCTION
学校訪問

What kind of influence does the school 

environment have on learning and children? 

This issue takes us to Aina Elementary School, 

the only wooden school building within 

Kobe city. Here is what we learned from Mr. 

kaminomura, principal at this small-scale, 

specially approved school (where students 

from outside the district can enroll) and their 

unique education and natural location.

(Interviewers: Tetsuya Goto, Akane Hamada)

学校を取り囲む環境は、 学びの場や子ど

もたちにどのように影響しているのでしょう

か。 今回は、 市内で唯一の木造校舎を持

つ、神戸市立藍那 （あいな） 小学校を訪問。

離れた地域からでも入学できる小規模特認

校として、 自然に恵まれた環境で特色ある

教育を実践している同校で、 神之村校長先

生にお話をうかがいました。

（聞き手 ： 後藤哲也、 浜田茜）

Q :  W h e n  t h e  6 t h  g r a d e r s 

showed us around, we noticed 

that the student desks, chairs, 

the blackboard duster and other 

classroom tools are the same as 

they were long ago. Has anything 

changed over the years?

Q:6 年生に校内を案内してもら

いましたが、 児童の机や椅子、

黒板消しなど、 教室にある道具

はほとんど昔と変わらないように

思いました。 何か昔と比べて変

わったことはありますか？
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Q: What’s unique about Aina 

Elementary School?

A: Many places stopped using 

stages in the classroom. Also we 

usually can’t use mobile phones in 

school, but because some commute 

to school by train, they're allowed to 

bring them for emergency reasons.

Q: 藍那小学校の特色としてはど

んなことがありますか？

Q: だから校内に長靴があった

り、 傘立てに虫取り網があったり

するんですね。 6 年生みんなが、

とても仲良しだったのが印象に

残っています。 何か工夫されてい

ることはありますか？

Q: That’s why there’s rubber boots 

in the school and butterfly nets in 

the umbrella stand! The 6th graders 

were very good friend with each 

other. Are there any knacks to it?

A: 学校の周りはコンビニもなく、

自然が豊かな環境です。 地域老

人クラブの方々に昔遊びを教えて

いただくなど、 地域との関わりも大

切にしています。 校庭の田んぼで

は苗を育てるところから自分達で

行い、 収穫したもち米をお餅にし

ていただきます。 畑で育てている

野菜は新鮮でおいしいため、 野菜

嫌いの子が少ないですよ。

A: 教壇は、 今はもうない所が

多いですね。 本校は電車通学を

しているので、 緊急時用に携帯電

話を学校に持ってきている子もい

ます。 普段学校では使えませんけ

どね。

A: There are no convenience 

stores around the school; we’re 

in a natural  environment. The 

relationship we have with the locals 

is important. Some people from the 

elderly persons club teach us how 

to play old games. The children 

grow rice seedlings in the school’s 

f ie ld,  harvest  them and make 

mochi (pounded rice cakes) all by 

themselves. The vegetables from the 

fields are fresh and delicious, so few 

kids hate them.
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A: 少人数なので、 児童同士も

仲が良いですし、 先生との距離感

も近いので和気あいあいとしていま

す。 1〜6年生までみんなで遊ぶの

で、 思いやりの気持ちや尊敬する

意識が生まれやすいですね。

A: There are few people here, 

so the children are good friends. 

They’re also close with the teachers; 

it’s very peaceful. All graders from 

1st to 6th play together, which 

forges feelings of consideration and 

respect.

Q: 藍那小学校は、 希望すれば

校区外からも通学出来るとお聞き

しました。 地元以外の児童も通学

しているのでしょうか？

ありがとうございました！校舎だ

けではなく人間関係においても、

縦のつながりを大事にしようとする

ような、 昔の古き良き時代の雰囲

気が残っているようですね。

A: そうですね。 神戸市では特

色ある教育を推進している小規模

な学校へ就学出来る 「小規模特

認校」 制度を実施していて、 藍那

小学校は平成 24 年から特認校と

なりました。 授業の様子をこまめ

に HP にアップしているので、 神戸

へ移る際に HP でうちの学校を知

り、 転校する児童もいますよ。 こ

こでの学校生活を通じて、 お互い

を思いやりながら、 学びあう子ど

もが育ってくれると思っています。

Thank  you  ve ry  much !  The 

atmosphere of the good old days 

remains here. It’s not just the school 

building but the human relations in 

the cross-age relationships, too.

Q: We heard that communting is 

possible for those interested, even 

if they’re outside Aina Elementary’s 

district. Are there any students who 

commute from other districts?

A: Yes, there are. Theres a 

“Smal l -sca le Spec ia l  Approval 

Schoo l ”  sys tem wh i ch  a l l ows 

entry into smal l  scale, special 

education schools in Kobe City. Aina 

Elementary has had this special 

permission since 2012. Pictures 

of lessons are uploaded on our 

Homepage, and we’ve had students 

change schools after moving to Kobe 

and learning about our school online. 

With consideration for each other, 

I believe studying students can be 

brough up well through school life.



5

Some things that we consider commonplace at 

school may not be in other countries. .DOCK 

members Duncan Brotherton (Australia) 

and Bianca Beuttel (Germany) speak of the 

differences with their schools.

私たちが、 学校にまつわる常識だと思って

いることも、 他の国では常識とはいえない

こともあるようです。 今回は 『.DOCK』 の

編集メンバーであるオーストラリア出身のダ

ンカン ・ ブラザトン、 ドイツ出身のビアンカ ・

ボイテルに、 日本と母国との違いを聞いて

みました。

INTERNATIONAL 
EYE
外国人の目線

My school’s playground was all grass, 

and we didn’t have a pool. It’s hot in 

my hometown, Darwin. Our gym had no 

walls; just a roof. The cool breezes were 

refreshing.

僕の学校の校庭は芝生で、 プールもな

かったよ。 あと、 体育館には壁がなくて

屋根しかなかったんだ。 生まれ故郷であ

るオーストラリア、 ダーウィンの夏はすご

く暑いから、 おかげで風通しも良くて快適

だったよ。ダンカン
Duncan
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ドッくん

Doc-kun

Randoseru comes from the mispronounced 

‘Ransel,’ which is Dutch for ‘bag’. I heard 

that Japanese randoseru are really popular 

overseas recently.

In Australia, there are no set bags like the 

Japanese Randoseru, so everyone uses 

whatever they want to. Unlike randoseru, 

they get beat up so much that they never 

last more than a year! I always used a new 

bag every year.

There are no fixed bags in Germany either, 

so we choose our own. Our school bags are 

like randoseru, but they’re made of nylon, 

and very light. They also have important 

functional parts like reflectors. They’re well 

designed and very colorful.

ランドセルの語源は、 オランダ語で背負

いカバンを意味するランセル 「Ransel( ラ

ンセル )」 がなまって 「ランドセル」 になっ

たと言われているようだね。 最近では、

日本のランドセルが海外で人気らしいよ。

ドイツも学校指定のかばんはなくて、 自

分で選べるの。 小学校のかばんはランド

セルタイプだけど、 素材はナイロンだから

とても軽く、 反射板が付いていて機能的

なことが大事よ。 それにデザインも豊富

でカラフルだわ。

オーストラリアには日本のランドセルのよ

うに指定のかばんがないから、 みんな自

由なかばんで登校していたよ。 ランドセ

ルと違って１年経つとぼろぼろになるか

ら、 僕は毎年新しいかばんを使っていた

よ。

ビアンカ
Bianca

ダンカン
Duncan
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We never had history classes in my school. 

Our records don’t go back as long as 

Japan’s do... even if we did have a subject, 

it’d be over in a few weeks.

I heard that lesson hours are being 

reduced for music, crafts and arts. There is 

no design subject currently, but I’d love to 

join Design City Kobe starts them.

ドッくん
Doc-kun

German Schools are only half-day, so we 

finish at lunchtime. Everyone eats lunch at 

home with their family. There are no cram 

schools like Japan; we do our homework 

at home, which probably helps with self-

learning.

最近は音楽、 図工、 美術などの授業時

間数が減っているらしいね。 今はデザイ

ンという科目はないけど、 デザイン都市

神戸の取り組みとして、 デザインの授業

ができたら、 僕も受けてみたいなぁ。

僕が通っていた学校には、 歴史の授業

がなかったなぁ。 オーストラリアは日本と

比べると、 まだまだ若い国なんだ。 授業

があっても、 あっという間に終わってしま

うかもね。

ドイツの学校は半日制だから、 授業はお

昼で終わるの。 昼ご飯は家に帰って家族

と一緒に食べるわ。 日本のような塾もな

いから、 宿題は家でするし、 自分で学ぶ

という気持ちが育ちやすいのかも。

ビアンカ
Bianca

ダンカン
Duncan
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In Australia, we write with pens. To use a 

pen in my class you needed to get the “pen 

license” that the teacher invented. If you 

could write a whole page without making 

a single mistake you’d get the license and 

then you could use a pen anytime you 

wanted.

We also used fountain pens, not pencils. 

We wrote in blue, and if you made a 

mistake you had to cross it out, because 

it was so obvious. I concentrated when I 

wrote.

That’s right, if you write in pencil, you can 

erase and rewrite as often as you want; it’s 

hard to see where you made the mistake 

and how you fixed it. I only use a permanent 

marker that doesn’t come off in seawater, 

myself.

ドッくん
Doc-kun

確かに鉛筆だと消しゴムで何回でも書き

直せるから、 どこを間違えてどう直したの

かが、 分かりにくいかもしれないね。 まぁ

僕は海水に濡れても大丈夫な、 油性ペン

しか使えないけどね…。

オーストラリアでは、 ノートにはペンで書

くのが基本。 僕のクラスだとペンを使うた

めに、 先生が考案したオリジナル免許が

必要だったよ。 一度も間違えずに 1 ペー

ジ全部書くことができたら、 免許がもらえ

て、 堂々とペンを使うことができるんだ。

私も鉛筆ではなくて、 万年筆。 青色で書

いて、 間違えると塗りつぶさなければな

らないから、「間違えた！」 って一目瞭然。

集中して文字を書いたわ。

ビアンカ
Bianca

ダンカン
Duncan
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ENVIRONMENT
環境のデザイン

誰もが安全 ・ 快適に過ごせるように、学校

には、他の建物や空間とは少し違ったルー

ルが定められたり、工夫がなされているよう

です。 具体的にはどんな配慮がなされてい

るのでしょうか。

Schools have slightly different rules and 

schemes from other buildings and architectural 

spaces: the make sure everyone is as safe and 

comfortable as possible. What kind of specific 

considerations have gone into them, we 

wonder?

School Building

We can see various ideas in their makeup; the 

sports ground is usually located South of the 

building so it is uniformly lit up with natural 

light. Most buildings are never planned over 

5 storeys high and are organized so nobody 

gets lost; this way students can reach the 

playground and back even in their 10-minute 

breaks.

Stairs

The measurements for school stairs are 

decided by the Order for Enforcement of the 

校舎

日光が校舎全体へまんべんなく入るように、

運動場を南側に配置するなど、 様々な工夫

がされています。 また多くの校舎は 5 階建

て以下の高さを目安に設計されており、 校

舎の周囲をぐるっとまわらずに済むようデザ

インされているなど、 10 分程度の休み時間

でも、 児童が運動場に出やすいような配慮

も。

階段

学校の階段は、 建築基準法施行令 23 条

によって寸法が決まっています。 階段の幅
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は 140cm 以上、 蹴上げ ( 階段の高さ ) は

16cm 以 下、 踏 面 ( 足 を の せ る 箇 所 ) は

26cm 以上でなければいけません。 みんな

が安全にのぼりおりできるように、 緩やかな

傾斜に設計されています。

Building Standards Act (article 23). Stair width 

must be over 140cm, the rise (step hight) 

under 16cm and the surface (where you step) 

over 26cm. The subsequent inclination is easy, 

so everyone can ascend and descend safely.

ドア

学校のドアには、 引き戸が多く使用されてい

ます。 力をかけずに開け閉めができるため、

体への負担が少ないのが特徴です。 また、

開き戸と比べて面積も小さくて済みます。

学校用家具

家具の大きさや形は、 生徒の身体のサイズ

や動作域などに基づいて作られています。

学校の椅子は安定した良い姿勢を保つため、

座る部分は水平面に対して約 3°前方向に傾

Doors

Most doors in the school are sliding doors. 

They open and close easily, so there is little 

physical effort involved, and they take up less 

area than hinged doors.

School Furniture

The size and shape of furniture is based on the 

physical range of movement of students. The 

horizontal part of school seats that students 

sit on inclines forward about 3° to help them 
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斜され、 背もたれは背骨のカーブに対応する

ように約 10°外側へ反る形になっています。

…

あらためて学校を見渡してみると、 誰もが安

全 ・ 快適に過ごせるよう、 至るところに配慮

や工夫が。 よく見ると、 あなたのまわりでも、

使う人を思い遣るさりげない工夫がなされて

いるのかもしれません。

参照元 ：

長倉康彦 編著 （1949) 『学校建築の改変—開かれた学校

の設計 ・ 計画』 影国社 .

長倉康彦 ・ 大野連太郎 監修 ・ 編著 (1974) 『新しい学校

建築計画』 ソフトサイエンス社 .

maintain a steady posture, and the back of the 

seat curves about 10° outwards to fit the curve 

of their backs.

…

Look over a school and you'll see forethought 

and schemes that make sure everyone is safe 

and comfortable. If you have a good look right 

around you, you'll probably notice even more 

forms of ingenuity that make life a little easier.

References
"Innovations in School Architecture: 
Open School Design and Planning"  
Yasuhiko Nagakura, (1949, Shokokuusha)
"New School Architectural Planning" 
Rentaro Ohno (1974, Soft Science)
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subtitle text

Scenery in the city of design: in School

デザイン都市の風景 ： 学校

モントリオール（カナダ）：Héloïse Thibodeau Architecte による設計の École Pierre-de-Coubertin 公立小学校。 ターゲットが設置されていて、色々なスポー

ツで使用できる。  / Montréal (Canada): Pierre-de-Coubertin elementary public school designed by Héloïse Thibodeau Architecte. 

The targets on the wall allow for a variety of sports practice.

ユネスコが認定する、 文化的で特徴のある都市景

観を持ち、 デザイナーの育成やデザイン関連事

業が盛んな都市のことをデザイン都市と呼びます。

2015 年 2 月現在、 神戸市をはじめ、 世界で 16 都

市が認定されています。 このページでは、 世界の

デザイン都市をテーマに沿って写真で紹介。 今号で

は、 モントリオールとグラーツから学校の風景をお

届けします。

Certified UNESCO Design Cities maintain cultural 

diversity, with energetic design related industries and 

an atmosphere for designer cultivation. There are a total 

of 16 cities recognized worldwide (including Kobe) as of 

February 2015. In these pages we introduce the scenery 

of other Design Cities. This issue introduces schools in 

Montréal (Canada) and Graz (Austria).
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モントリオール （カナダ） ： Héloïse Thibodeau Architecte による設計の École René-Guénette 公立小学校。 体育館の壁をガラスにして日光を沢山取

り込むことで、 内と外の関係がつながっている。  / Montréal (Canada): École René-Guénette Elementary School (public) designed by 

Héloïse Thibodeau Architecte. The large glass walls allow for light to enter, and create connections with inside and outside. 
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グラーツ （オーストリア） ： 2014 年 8 月に再開校した小学校。 先生の立ち位置が固定されていないので、 生徒と先生の関係がフラットに感じられる。  / 

Graz (Austria): The elementary school reopened in August 2014. The teachers position is not fixed in the room, which levels 

out the relationship. 
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SCHOOL AND 
MIND

学校と意識
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学校の建物に始まって、 そこにある家具や

用具、 教室の配置、 設置されている机や黒

板、 果てはそこで使われる教科書や鉛筆に

いたるまで ― 学習環境のデザインはとても

大事です。 美しくあることが目的というより、

ポジティブな意識を作るために重要なので

す。 このことについて議論を進める前に、 ま

ずはちょっとした実験をしてみましょう。

( テキスト ： ビアンカ ・ ボイテル )

From school buildings to school furniture 

to school utensils, from the layout of the 

classrooms to the desks and boards furnished 

within, to the textbooks and pencils that are 

used in them—the design of the learning 

environment matters. Not for the sake of 

beauty, but for the sake of a positive mindset.

But before we delve deeper into the discussion 

of this proposition, let's do a little experiment.  

(Text: Bianca Beuttel)

NAME:
名前

Q Who is a person of authority?

YOUR ANSWER:
あなたの答え

Q: 権威的な人物とは誰でしょうか？

Please answer this question

次の質問に答えてください。
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もしかすると、 「先生」 や 「校長」、 もしくは

学校に関係する人、 という答えが出てくるの

ではないでしょうか？ 「上司」 や 「総理大

臣」、 「ノーベル賞受賞者」 「警察官」 など、

いろんな回答の可能性もあるのですが。もし、

あなたが後者のような選択肢を考えなかった

とすれば、 あなたはプライミング効果を経験

したことになります。

プライミングとは？

プライミングとは…人を何らかの刺激にさら

すことにより、行動に影響を及ぼすことです。

これらの刺激は、 その人の記憶から関連す

るイメージや連想を作動させて、 その人の

頭をとりこにしてしまいます。 その結果、 そ

の人は何か他のことをしている時にも、 より

容易にこれらの連想やイメージと結束して考

えたり行動したりすることでしょう。

刺激としては、 言葉や図像、 音などがあり

ます。 人はこれらの刺激に気づいているこ

ともありますが、 刺激はサブリミナル、 つま

りは意識的な知覚の及ばない潜在意識で作

用するものもあります。 それに、 プライミン

グはポジティブであることも、 中立的あるい

はネガティブであることもあります。 冒頭で

の小さな実験は、 単に学校に関連した言葉

や図像を刺激として使ったものであり、 何の

影響も及ぼさないと思われるかもしれませ

ん。 しかし、 さまざまな実験が示しているよ

うに、「ヘルプ！」 （ビートルズ） や 「ヒール・

ザ ・ フィールド」 （マイケル ・ ジャクソン） な

どの曲をかけると、 自分のことは顧みずに

誰かのために行動する気にさせることが可

能なのです。 あるいは、 女性に 「女は数学

Chances are high that you answered with  

“teacher”, “headmaster”, or other school-

related people. There are, however, lots 

of other possible answers: “boss", “prime 

minister", “nobel laureate”, “police officer" etc. 

If you hadn’t thought of those latter choices, 

you’ve just experienced the priming effect.

What is priming?

Priming is a way to influence behavior by 

exposing a person to certain cues.These cues 

will activate related images and associations 

from the memory of that person and occupy 

their mind. As a result, the person will think 

or act more readily in coherence with these 

associations and images while pursuing other 

activities. 

Cues can be words, pictures, sounds etc. The 

person can be aware of them, but the cues 

can also be subliminal, below the threshold of 

conscious perception. And priming can have 

positive, neutral or even negative effects. Our 

little experiment at the beginning, which plainly 

used school related words and pictures as cues, 

should be of no consequence. It is possible, 

however, as experiments show, to encourage 

altruistic behaviour by playing songs like “Help!” 

(by The Beatles), “Heal the World” (by Michael 

Jackson), etc. in the background; or diminish 

women’s performance in math tests by exposing 

them to the stereotype “women can’t do math”.
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Priming is everywhere

Experiments prove and measure the priming 

effect scientifically, but priming happens all 

the time in our everyday life. Our surrounding 

delivers various cues that set our mind and 

direct our behaviour. We may not be aware of 

it, but try and ask yourself about the cup you 

use, for example. Does it fit your hand? Does 

the material insulate the heat well enough? Is 

the amount it holds right for you? Do you like 

its look? Is there a personal story related to it? 

Where did you find it or who gave it to you? In 

short, does it fill you with joy? Is it a spark for a 

positive mindset?

My cup is one I received from a customer after 

a successful project. It is a special edition they 

commissioned from a famous manufacturer. To 

me it radiates a feeling of “Accomplishment!” 

and it lets me hope that I can accomplish this 

article here, too. 

Considering the priming effect, it seems to 

matter what kind of things we allow to be 

around us. We can choose and establish our 

private surroundings in this way. There are, 

however, spaces we can’t control, but they 

influence us still. Working places and community 

spaces, for example. And schools, of course.

に弱い」 という固定観念を聞かせていると、

数学の成績が悪くなったりするのです。

プライミングはどこにでもある

多くの実験により、 プライミング効果は科学

的に証明され計測されていますが、 プライミ

ングは日常生活でいつでも起こっています。

私たちを取り巻く環境は、 私たちの考え方を

規定したり行動を導いたりするさまざまな刺

激に満ちています。 私たちはそれに気づい

ていないかもしれませんが、 例えば今使っ

ているカップについて自問してみてください。

そのカップは手になじんでいますか？素材

の断熱性は十分ですか？大きさはあなたに

合っていますか？見た目は気に入っていま

すか？そのカップには個人的な思い出があ

りますか？どこで見つけましたか？あるい

は、 誰にもらいましたか？そのカップは、 あ

なたを喜ばせてくれているでしょうか？その

カップはポジティブな考え方のための火付け

役となっているでしょうか？

私のカップは、 あるプロジェクトを成功裏に

終えた後で顧客の方から頂いたもので、 そ

の方がある有名なメーカーに依頼注文した

特別モデルです。 それは私にとって、 「達

成した！」 という感覚を発散してくれるもの

であり、 この記事も書き終えることができる、

という希望を抱かせてくれるものなのです。

プライミング効果を考えてみると、 私たちが

どのようなモノたちに囲まれているのかが大

事になってきます。 私たちは、 私的な環境

ならば選択したり変えたりできます。 しかし、

自分ではコントロールできない場所があるの
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が事実で、 これが私たちに影響を及ぼして

います。 例えば職場や公共スペースなどで

すが、 もちろん学校もその一つです。

品質を選ぶ

私は日本の学校建築、 またはそれに付随す

る設備を見たとき、 「安っぽい」 とか 「平凡

だ」、 「まあまあだ」 と想わずにいられない

ことがよくあります。 「ほら、 あなたのお金は

不必要な贅沢品のために無駄遣いされては

いませんよ」 という、納税者に対するメッセー

ジが明白なようです。 では、 そこで過ごす生

徒たちへのメッセージとは何でしょうか？

例えば木目調の天板の机にすわったとしま

す。 ニセモノの素材は、 常に両義的です。

それはホンモノの素材の持つ価値、 および

本来はそれが望ましいのだということを示唆

します。 しかし他方では、 同時に質を留保

してしまい、 イミテーションの方がいいのだと

も主張するのです。

その理由には、 どんなものがあるのでしょう

か？ 「掃除やメンテナンスが楽だから」 とい

う意見もあるでしょうが、 私はそうは思いま

せん。 ニセモノの木の天板は生徒に対して、

「きみにはホンモノは不相応だ。 どうせ、 ホ

ンモノの価値さえわからないだろう。 たぶん、

机に自分の名前を彫って傷つけてしまうだろ

う」 と言っているのに等しいのだと思います。

これらのことは毎日、 子どもたちに 「わたし

にはニセモノで十分。 私は特別な存在では

ないし」 と思うように仕向けることになってい

ます。 こんなふうに思わせることが、 学力向

Choose quality

At the sight of Japanese school buildings and 

the way they are equipped I often can’t help but 

think “cheap”, “mundane”, “reasonable”. The 

message to taxpayers appears obvious: “Look, 

your money is not wasted on unnecessary 

luxury.” But what message do the students who 

spend their days there receive? 

Sitting at a desk with a fake wood table top, for 

example. Fake material is always ambivalent. 

It hints at the value and desirability of the real 

material, while it withholds the latter’s qualities 

at the same time. It claims that imitation is 

preferable, for certain reasons. 

What are those reasons? Some might argue 

“It is easier to clean, to maintain”, but I doubt 

it. The fake wood table top appears to say to 

students “You are not worth the real thing, 

you won't appreciate it anyway. You’d probably 

carve your name into the desk and damage it.”

And day in, day out it primes the children with, 

“Fake is good enough for me. I am nothing 

special.” Does that sound like a positive mindset 

for great academic performance? 

Sure, the whole is greater than the sum of its 

parts, and the warm touch of a wooden desk 

won’t help bullying classmates… The above 
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is just an example that raises awareness for 

the subtext of the things around us and their 

priming effects. It is worthwhile attending to 

details: what light is appropriate for which 

learning situation? Shelves for storage? 

Or better cabinets with doors, to avoid a 

distracting, cluttered look? What kind of 

tableware would contribute to an enjoyable 

lunchtime?

Providing students with a well-considered 

environment will teach them to appreciate 

quality things. They will feel trusted and 

motivated to take care of them, and this will 

boost their self-confidence.

Schools raise the children who will create 

our futures. We have to make sure to raise 

them with values and attitudes that promise 

a future worth living—let’s expect more than 

just something “reasonable”. There is a lot we 

can do, and creating a positive environment for 

students is definitively an important part.

上のためになるのでしょうか。

全体の方が個々の部分より大きいというの

は確かですし、 クラスメートのいじめに対し

て、 木のあたたかい感触は何の役にも立た

ないでしょう。 上述のことは、 私たちの周り

にある事物の持つ言外の意味や、 そのプラ

イミング効果に対する自覚を促すための例

に過ぎません。 細部に関心を向けてみるの

は、 無駄なことではありません。 どのような

学習環境にどのような照明が適しているの

でしょうか？物を置いておくには、 棚がいい

でしょうか、 それとも雑然とした印象によって

気が散らされることのないよう、 扉の付いた

キャビネットがいいのでしょうか？楽しくお昼

を過ごすためには、 どのような食器がいい

のでしょう？

よく考えられた環境を整えてあげることに

よって、 生徒たちは上質なモノのよさを味わ

うことを学ぶでしょう。 自分が信頼されてい

ると感じ、 モノを大事にする気にもなるでしょ

う。 そして、 これこそが彼らの自信を後押し

することでしょう。

学校とは、未来を創る人々が育つ場所です。

私たちは、 暮らしたいと思える未来につなが

る価値や姿勢を通じて、 子どもたちを育てる

ように心を配らなければなりません。 そして 

― 「まあまあだ」 以上のものを望みましょう。

できることはたくさんあります。 生徒たちの

ためにポジティブな環境を作ってあげること

が最終的に大事なことなのです。
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Hello. I’m Doc-kun living in Kobe. The theme of 

this issue is School. It brings back memories of 

club activities and romance… oh, there weren’t 

any schools for docks… Foreign mariners often 

tell me that Japan is clean. Is this because of the 

compulsory cleaning education at schooling? In 

most countries, students don’t clean the rooms 

themselves. It’s the cleaner’s job. Countries where 

students clean their rooms are mostly Buddhist 

countries, where cleaning is considered mental 

training. Japanese supporters cleaning up after 

games at international sports events often hits 

the news. It is probably because school education 

says we need to clean public spaces ourselves. Now 

こんにちは。新港第三突堤に生息する、
波止場のドッくんです。今号のテーマは、
学校。部活や恋愛、いろんなことを思い
出すなあ。あ、波止場には学校なんてな
かったんだ…。海外の船乗りさんから「日
本はゴミが落ちていなくてキレイだ」っ
てよく言われるんだけど、これって学校
で掃除をする習慣が身に付いているから
なのかなぁ。世界のほとんどの国では、
生徒が掃除することはないらしく、清掃
員の人たちが掃除をしてくれるみたい。
生徒が掃除をする国のほとんどは仏教国
で、掃除を心の修行とみなす仏教的な清
掃観が学校掃除の背景にあるらしいんだ。

MUTTER MATTER
波止場のつぶやき

『.DOCK』 創刊 3 年目にして突然思い出し

たかのようにあらわれたキャラクター 「ドッく

ん」。 特集ページからこぼれたトピックをここ

でつぶやいていきます。

Doc-kun is the mascot character of .DOCK. 

He mutters and gurgles about topics from the 

issue that wash over his way on his own pages.



22

I remember that the new school year starts from 

April in Japan, whereas it’s September most other 

of countries. March, when this issue was published, 

is the graduation season in Japan. I heard .DOCK 

will be discontinued. This is the last issue; it means 

I’m also graduating. The tide has come. Goodby…. 

(blub blub blub)

スポーツイベントなどで客席をきれいに
清めて帰る日本のサポーターの行動が話
題になることがあるけれど、公共の場は
自ら清掃するものだという考え方が子ど
ものころから染み付いているんだろうね。
そうそう、学校の新年度のスタートも日
本と海外とでは違うよね。3月は、日本
では卒業の季節。『.DOCK』も今号でおし
まいだというから、僕も一緒に卒業。潮
時だね。さようなら、ブクブクブク…。
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