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感動教育による概念的思考と論理的思考の併用がもたらす学習

－意欲の向上及び意識変化の実践報告－

　スタント・カワン　
（早稲田大学国際学術院教授・

早稲田大学臨床教育科学研究所長）

　それでは、私の発表のところに参りたいと思っております。パワーポイントを使わせてください。

　私の講演テーマは、「モチベーションを高める教育法」。モチベーションという言葉は多分50年前、100

年前からあるんですけど、科学的な分析させることが大きなテーマです。しかも真似ることができる。そ

のキーワードが先ほど言ったとおり、意識の変化の実践報告を中心ですので、この発表を聞いてから皆さ

んの脳に焼きつけられるでしょう。皆さん今の携帯やスマホ、コンピュータの中で使われるソフトは主に

マイクロソフトやアンドロイドなどがあります。プログラミングといます。それらのハイテック機器に

嵌っているとなかなか抜け出すことができない人が大勢います。所謂「習癖」になり、悪い「習癖」です。

私の昼１時からの講義、いや２時40分の講義でも、遅刻してくる学生が毎年います。理由を聞かれると「起

きられないです」、きっと朝までゲームなどで寝られないに違いません。その様なほとんど学校に来ない

学生でも、自閉症の学生でも「教育力」で変わり得ると思います。私の今までの25年間の臨床や実践結果

は実証しました。しかも、バイアスなしで、どんな民族でも、どういう宗教でも、貧乏な学生でも、どん

な国籍な学生でも、教育の背景が違っても、自分でさえ納得すれ自分から新しい自分を見つけることがで

きます。それがきょうの40分の話を聞いてください。少し私の日本語が下手ですけれども、一生懸命に私

が気持ちいっぱいで話したいので、皆さんがよく頭で学校の講義を聞くと思われますが、今日は特別にど

うか心の窓を開いて、こういう新しいものがあるということで、少なくとも脳と気持ちを五分五分で聞い

てください。重要なのは必ずOpenマインドで聞いて頂ければ大変嬉しい。よろしくお願いします。
　これは私の早稲田大学に実施する「感動教育」の一種です。つまり感動力をいかに使うか。私はどうし

てここまで考えているか。それは追って説明します。皆さんもわかるように、今、我々の周りに引きこもっ

た人が多くなった。自閉症autism、不登校の学生、面白いのはhikikomori という日本語が英語になってい
ます。ジャパニーズイングリッシュじゃない、ちゃんとウェスタン、英国で堂々たる百科事典に約４年前

に入ってきました。

　フリーターという言葉は日本製です。NEETは日本製ではない。これはトニー・ブレア英国首相が作っ
た言葉です。約20年前に英国の問題が起こったときに、 NEETは , not in education, Not in employment and 
Not in any trainingのことを意味しています。つまり、その人は何にもやりたくない。日本では夜中の12時
頃やっと自宅からごろごろ出てくる連中達がコンビニに集まりに来ています。この社会現象は、日本だけ

じゃないんですよ、隣の大きな国の中国でも、一人っ子で、PPTのように、お母さんがこんな年寄りで
も自分がすでに「大人」になった青年は赤ちゃん気分でお母さんにおんぶしてもらって「パラサイト」化

されています。この写真は中国の世界一大きなメディアで、グーグル社より大きなソーシャルネットワー
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ク、「百度」社から引用させていただきました。

　次は、アメリカはどうですか。アメリカは歴史的な大不景気の世の中で、１年前に大変なウォールスト

リートを占領される事件が起こって、皆が記憶新鮮だと思っています。何故かすごい国アメリカなのに、

何で１パーセントしかない人が国の富を握っているのか。99％の人は貧乏な生活をします。著名なハー

バード大学でも、スタンフォード大学でも卒業をしても、半分以上は仕事がない。しかも二、三年もない。

中には、現実に、博士号を持ち、仕事はまったくなく、ポストドクターも三つ終わっても仕事がない。仕

事どころじゃない。食べ物のためでも、生活できればどんな仕事がいいです。これがアメリカでの厳しい

就職の現実です。

　学校教育がもし２割のできる、やる気のある学生、つまりかわいい子、素直に聞いてくれる子、やる気

のある人だけを相手にするだけでは、大変困ります。それは教室には２、６、２との割合ですと。もし２

だけを相手にすると、真ん中の６割えある人はもう勝手にしろとすればとんでもないです。または、３、

４、３、または３、５、２でもいい。最高でもやっぱり２割しかみれないなら実によくはありません。も

ちろん、今までの現実として２割の人が世界を動かせる可能性があります。こんなエコシステム、環境問

題。特に日本は天然資源などのなく人間しかない国だけに考えなければなりません。韓国もそう。もちろ

ん、シンガポールも人的資源しかありません。少しでも２割から３割へ、その次４割の人を相手にてほし

く思っています。逆に、出来ない人を無視続けると、結局「秋葉原無差別殺人事件」など起こりやすい。

この社会問題は中国でも最近たくさん起こっています。私はこれらの人も相手にしています。

　大変恐縮ですが、今まで私が何をやってきたか、先ほどご説明があったように、私は運よく４つの博士

号を持っています。でも、この４つの博士が、自分の頭がよい、スマートとかどうのこうのではなく、頑

張っても仕事がなかったためで、挫折で逆境でのお陰だと考えて下さい。当時ちょっと早めに日本に来

ちゃったせいで、日本はまだ国際的、外国人に仕事の門が閉まっていました。３人の子供持ちながら、38

歳まで給料をもらったことがないんです。そういう悪い時代で日本にいるから仕方ない。中国系である私

はインドネシアに帰ると商人しか道がない、公務員にはなれないし、中学の先生にもなれないし、それは

インドネシアという国でした。ある時に、通産省の構造諮問委員会に指名されています。私の講演のする

後で、ゲスト講演者である田辺先生のお蔭で、日本の21世紀ビジョンにも参加しました。外人として日本

初、私にとって非常に光栄です。そのうちにバイオメディカルエンジニアリングという日本初の学科を一

人で誕生させました。いろいろ大変ですが、私は常に研究と教育の両立を一貫して実行しています。あま

り無理にしていてお蔭様で鬱病になっちゃった。３年半で疲れがきちゃった。お蔭様でアメリカではフェ

ロー賞を推薦してくれて、学会の教授のメンバー中の２パーセントか１パーセントしかなれません。自己

紹介はここまでです。

　次、モチベーションを高める教育法について話したいのです。この方法は、最近の20年の間にいろいろ

な国で、環境、条件の基で実証してきました。日本でまったく異なった二つの大学、桐蔭横浜大学と早稲

田大学のそれぞれ10年間の臨床実践してきました。まず桐蔭横浜大学は、運よく理工学部に属するので、

都合がいい。どうして都合がいいか。毎日学校で学生と会えます。その学生が自分の研究のため、大体３

時間から５時間学校にいてくれるからです。指導教員とのコミュニケーションや切磋琢磨によって学生の

それぞれの自尊心 （Self Esteem）が生まれたし、自信もって学内外の学会に発表することができます。学
生が、研究という目的を達成し、よい結果を残すことで、学生の内面から力、人間力を育つことができま

した。偏差値はそれほど高くなく、英語も得意ではありません。感想文書かせると、平仮名ばかりの文章。
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一人一人のビューティフルストーリーが作りだすことが出きます。その中に、自分の夢を手にした人、東

工大に合格、東大に合格、博士になる人、大学のポストに就く人、などが次々とでています。本当に信じ

られない奇跡だと思います。

　また、例えばクウェートからラクダ乗ってるじゃないけれども、Mohamad君はクウェートから派遣さ
れたたった一人の国費留学生として、本当は東大とか東工大に目つぶって入れてくれるはずだが、それで

も桐蔭横浜大学に来たいといってくれました。在日本クウェート大使様がわざわざお願いしてきたので、

私の創造した日本初のバイオメディカル医用工学科（Biomedical Engineering）に入学したい。「スタント
教授の基に学習や研究をしたい」とのことです。日本の医用機器に関する大企業がたくさんあるのに、な

ぜかそのための学科が無いのは不思議に思っています。いろいろ調査すると、バイオメディカル工学科は

桐蔭横浜大学にしかないことがわかりました。日本の学生と違って、世界からの留学生にとって、米国と

同じく、大学の名前ばかりを狙うだけがなく、実績のある先生や研究課題に合う先生、好きな先生の基に

研究したいとの要求がよくあります。Mohamadが満足し、次の年、また彼の後輩の国費留学生が入学し
てきました。

　それで、偏差値の低い学生が、モチベーションがうまく高めてから、果たしてどんな研究成果が出せる

かについて、皆が知りたいでしょうか。日本の通産省の研究機構であるNEDOの調査、微小気泡造影剤
の研究は、1987年から2006年の20年間、スタント研は日本一との結果がでました。ナノマイクロバブル造

影剤は医用関係の応用ばかりではなく、海洋、建築材料、河川汚染、ポリューションなどの領域なども使

われるらしい。その中では、20年間の論文発表の件数、研究成果、パテントなどの分類では日本一です。

一年間で日本一でも大変難しいのに、20年という長いスパンとはびっくりしました。

　その上、私だけの良い成果ではなく、私の恩師、助手、二人の博士課程の学生、陳民氏と斉藤氏が、そ

れぞれベスト10に入っています。このように私個人成功すればいいことではなく、いかに我々の団体の各

メンバーの成功を常に心がけていて、彼らもトップ10の半分に入っていることが実に感無量です。しかも、

自分が早稲田に入って、2009年の時にやっとこのNEDO調査結果がわかりました。
　では、これからは、2003年から早稲田大学の国際教養学部に属してからの教育活動や研究成果について

お話したい。清水さくみ氏が７年前に初めて僕がMotivation and Educationの講義を参加したたった１個の
科目でした。卒業してから日本の国際的な大手民間会社に５年間仕事しています。2011年末のある日に、

突然一つのメールがきました。「やっぱり先生のお蔭で私の論文２つがあります。オックスフォードの大

学院を受験したい。将来先生みたいな人になりたいのです」。いい推薦書を書いてあげ、もし込みをして、

まもなくたった１件の大学を応募したのに、まさか一発の合格通知がきました。７年前の講義をよく彼女

の将来に役に立つのですね。

　もちろん、同級生や同年代の応募者のなかから、研究論文を持っている学部生がほぼいないでしょう。

当然清水氏がアカデミック的に大変有利条件があるので、順調に英国のトップ大学に合格できました。次

にご紹介したいのは並木氏です。並木氏は日経ビジネスオンライン記事の主人公です、「若いうちに心の

師を探すことを勧める方」です。後に私の授業のTA （Teaching Assistance）をボランティアしてくれまし
た。栗田氏は感動教育について研究をする。感動というものはアカデミック感動と、心の奥からの感動の

二つがあり、科学的な分析してくれました。鈴木ミサ氏は、大変優秀な卒業研究論文をまとめてくれた学

生です。鈴木氏は５回ぐらいの国際会議とか、IEEE論文を共同でもっています、スタントメソッドを完
全に民族を越えて、スタントメソッドやその効果の実用性についていろんな角度で証明してくれました。

清水氏の卒研論文は修士論文や博士論文のレベルがあるといわれています。
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　次に、斉藤力氏が、成績がよく、講義をとったことがないのでしたが、卒論にテーマ「スタント講義が

どのくらい自分の変化に関する研究」。できれば、就職した企業に応用したいと強く希望したい。最初、

私は彼のテーマである「変化」について、疑問を出して、あまりにも大胆すぎるではないかと思っていま

す。つまり、大人である大学生がだれか講義によって、スタントという外国人によって、他人によって、

自分が変えられるか、との質問に躊躇するに違いませんと直感的に思っています。少なくても期待する

データが集まらないと彼にいいました。しかし、斉藤氏の意思が堅く、自分の思いをやり遂げたいとのこ

とです。結局彼が主人公ですから、自分好きなテーマとやり方を許しました。それは無記名で一人一人イ

ンタビューをされて、やっている時「教室の知らない学生との会話や質問で、実に楽しい。案外にインタ

ビューという手段は結構友達になれます」と嬉しい報告してくれました。結果としては何と７割の学生が

講義によって変化をもたらした。本人がびっくりしてくれました。実は、その学期のすべて４つの講義で、

半分の２つが100パーセントが自分が変化し、成長したという調査結果をでました。不思議しながらすご

いなあと思っていました。正直言って変化と認めてくれた学生が精 ３々割ぐらいいればいいと思っていました。

　最後のケーススタディの主人公は樋口舞氏について話したい。樋口さんは５年生です。４年前の一年の

時に、私のディジタル回路との理工系の講義に初めてであいました。当時は大学に来る意味がなく、学校

を辞したいところで、「他の授業は欠席ばかりで、ディジタル回路だけが出席する」樋口さんが告白して

くれました。文字通りディジタル授業で救われた女学生です。GPA1.0未満から見事に立ち上がれて、イ
タリア一年交換留学生をうまくでき、日本に戻ってから、スタントゼミに希望してくれました。出会っ

てから長い４年間を経ち、今夏学期に卒業したばかりです。研究テーマとその結果は見事に審査つきの

香港での国際会議（2012.8）に採用され、後に IEEEの審査つき論文 Inducing Students’ Intrinsic Motivation 
through Conceptual Learning in a Digital Circuit Classとして受理されて今年12月に掲載される予定です。注意
すべきことは、３人の論文レビューがいて、珍しく二人がほぼ満点を評価してくれました。さすがに本人

も大驚きをし、自信がついたとの嬉しい感想文を書いてくれました。この結果によってかなりやる気の無

かった樋口氏もモチベーションを上げることに成功し、卒業論文のスタントメソッドによる概念的な思考

に関する研究は、科学的に世界的に認められてくれました。

　このようにして、上記のGPA4.0の学部長アワードの鈴木みさ氏でも、GPA1.0未満の樋口舞氏の大学の
勉強が大嫌いだったが、大学の成績が最高と最低の大きく異なった二人早大生がスタントメソッドによっ

て、学部生にも関わらず、世界的に認められる科学論文を創りだすことが可能であることを実証できました。

　私が週に平均５つの異なる科目を教えています。やる気のない学生が度々出会います。「先生、助けて

ください、私はやる気がない、学校に来ても何もわからない」と最初の講義の感想文が書かれてあります。

最近そういうレベルや悩みの学生がによく出てきてくれます。いったいどんなプロセスを踏んで彼らを救

いますかとの疑問を解けるには、まず、スタントメソッドがどういうものか。私にとって「教育」は教え

るだけでなく、育てることも含まれています。大勢の先生たちが育てるについて忘れたのではないか。だ

から教育の「教」は教える、そして「育」は育てる。教え育てるとのことです。もし、その人の置かれ

るレベールは1.0であれば、如何にして1.1にし、その次更なる成長の1.2にさせる必要があります。「成長」
とのキーワードをぜひ忘れてはだめですね。これが私の教育哲学です。

　それでは、授業を通して学生のやる気をもたせて、学習意欲が高められるかどうかは、もう一つのケー

ススタディをご紹介させて頂きましょう。読売新聞のある記者が「モチベーション、道徳、人間力につい

て大学レベルの実践例や研究をほとんど見当たらない、残念ですが現場でちゃんと実績があるのは早大の

スタント教授だけです」と寂しげに調査結果を教えてくれました。あるのは小学生に対するモチベーショ
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ンや道徳です。スタントメソッドの一つの手法として感想文を書かせることです。しかも20年間の日本で

のすべての講義に徹底的に一貫的に書かせてもらって、一度も忘れたことがないんです。一旦感想文をも

らって必ずフィードバックをします。そこからいかに小さな、ちょっとした変化が見つけ出し、感想文に

マークし、週ごとに各人の変化を記録して、何か個人的に、教室の感心度、そして社会的に対する考え方

の変化があるかどうか、そして教養力や人間力を高めることがあるかどうかを観察しています。本教育法

による各々学生の意識変化をもたらすプロセスとその結果を記録します。

　読売新聞の５つ連載記事がありますが、東大でも大阪大学でも慶応大学、早稲田大学、でも、最近にカ

ウンセリングが欲しいとの要求が増えてあります。不登校や授業に出たくない学生に対して、いろんな工

夫をし、ただでコーヒーを飲ませる大学を紹介する記事ありあります。早い話はとにかく大学に来てくだ

さい。如何に今の大学生が学校に来たがらないのはわかります。問題はただでコーヒーを飲んでから、そ

のまま家へ帰ります。それが実情です。教室にちゃんと講義を参加するまでしなくて新聞に載ったのも寂

しい。単なる学校に来させるだけではまだまだ目的を達成してありません。

　この2012年、大学に行っても何をやるかわからない。どうせ単位が取れるから、就職しなくてもいい。

何で大学に来たかわからない。エリート大学と呼ばれる大学でもそうなってきます。多くの大学生がやる

気を失っているのは当今の日本の多く大学があります。感想文に銘々に書き、自己紹介で堂々と人の前に

言ってくれました。読売新聞５月12日の記事について話したい。

　学生の名前は阿部君です。彼についての詳しい内容はどうぞ私のレジュメをご参照してください。阿部

君は希望を抱いて目標の早稲田大学に見事に合格して進学しました。一年生の最初学期で授業をまじめに

出ても、残念ながら自分の意欲がなくて大変困っています。ぶらぶらしてどうしょうもなくて、生きる勇

気まで失っていてとうとう自殺までもしたい。夏休み時にあいにくマンションで意識不明になりました。

一応新聞にはごみの山に倒れたとして書いてあります。本当の話は意識不明でした。運よく彼のお父さん

が、何回か電話をしたのに、ぜんぜん返事も返ってこなく、おかしいと思ったご両親は、三重県から車で

走ってきて、マンションをノックしても返事がなく、ドアーを合い鍵であけたら、ああ、意識不明の長男

阿部君を意識不明でした。間一髪で彼を救われました。そうでなければもう亡くなっていたでしょう。

　阿部君は、如何にして立ち直ったか。三重県の自宅で何日か意識不明後。起きたときに、「何でおれは

こっちにいますか」と驚きながらお母さん、お父さんに質問をしました。

　私は「私はあなたをあきらめない」との100パーセントの学生を相手にする教育哲学が持ちます。阿部

君のような人が目に見えるほどいます。彼らはなぜ私の一番厳しい講義を挑戦にきたか、その理由はまち

まちですが、一つは、一応、何となくモチベーションという言葉があるから私の講義を聴きに来ました。

一方シラバスをぜんぜん見なくて、時間的にちょうど学校にくる時間で、ちょうど開いているから、その

次は、「先生、私を助けてください」との期待感をもつ学生もいます。

　私は初日の講義でも本気でこういう熱の高い話し方をしますと、阿部君が「まさか、１回目の講義でこ

んな熱い話をしてくれた先生がいるなって」とびっくりした彼は「スタント先生は学部で一番いい授業を

してくると思います」、と一回目の授業で彼を立ち直ったんです。ほとんど夢物語みたいですね。でも実

際に起こったReal Storyです。
　つまり、私の本気度に驚いたわけね。お蔭様で、最初は４人だったが１人が消えて３人になったが、ま

た１人が３回も遅刻して、欠席もするし、この女学生が来なくなりました。あと２人だけの「アジアの高

等教育」です。阿部君と津江君の二人だけの授業になります。時間の関係で、阿部君の話も蘇霞さんのご

発表に出てくると思います、蘇さんが阿部君をインタビューしました。
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　阿部君が変わっただけではなくて、周りの子も、引きこもった人をいましたが、2012秋学期で目の前に

座っているちょっと雰囲気が変わっている学生がいて、自己紹介させると「私は阿部君の紹介で、何か助

けてくれるからと。いや、ちょっと引きこもって、１年間学校に来なかった。学校より毎日家にいます。

先生だけの講義を今試してみます」。とびっくりしました。

　もう一度いいますと、なぜ彼らは変わったか。いかに学習意欲を奮い立たせるのか。結局、先生の教育

力によるものです。知識だけでうんざりかもしれません。一方的に教えるだけではなくて、何か感じてほ

しい。２年を一貫してスタントメソッドによる教育をしています。

　まとめの一つは、大学で感動教育による感動が体験できたら、その人間が無意識的に新しいものを受け

入れられます。大学での感動体験がなければ、やっぱり学生の学力低下、無関心、無感動の学生になりや

すくと思っています。一週間にたった一回か、二回学校に来れば大学を卒業できるから、簡単らしい。そ

ういう学生が実際にごろごろいます。

　まとめの２は、スタントメソッドはただモチベーションをあげるものではなく、20年以来理解者や共鳴

者が結構います。しかし、その中に、「やる気のある人にだけを相手にします」との考え方は、結局２割

のできる学生に授業を行っています。これは問題ですね。

　中国の諺があります。「すべての学生を教えられるが、教えできないのは先生のせいです」、教えられな

いではなく教えたくないでしょうか。完全に問題学生ややる気の無い学生を放棄してますね。日本だけの

問題ではなく、世界の問題です。

　次は、スタントメソッドのもっとも大事の一つは「リアルストーリー」です。できれば先生のご自分の

体験談が望ましい。双方向コミュニケーションが生まれます。阿部君の最初の講義の感想文には、「スタ

ント先生が国際学部の一番優秀なすごい先生だね、こんな熱い先生は見たことない」、僕はびっくりした。

　阿部君を教えるだけでなくて育てる気持ちが新聞の記事に書いてあります。記者によると「教え育てる

を本気に実行し、阿部君のような教育効果が生むことができることは、大変なこと」とやっとわかりまし

た。教え育てるとの教育理念は日本ではほとんどの先生が実行してないらしい。それだけではないが、前

の桐蔭横浜大学で、12年前にも日経ビジネスの記事になっています。私のマイクロバブルのアメリカの特

許と日本の特許があります。その記事の後ろ部分に書いてあるのは「熱心な教育者であって、学校内で一

番厳しくても学校で一番人気です。触発学生が多く」。また、恐縮で手前味噌ですが、理事長や学生によ

る授業評価で、７年間連続桐蔭横浜大学の人気一番の教員に選ばれて、本当に光栄です。

　このPPTは、田辺先生のお蔭で「人材教育」の雑誌のカバーになりました。「人材教育の成功秘密、時
には厳しく叱るによる指導方法。」、ほめるだけでは壁にぶつかるでしょうね。このPPTは有馬大臣も訪
問してくれました。その時は「心を育てる」ことについて結構メモになって、そのうちの参議院の議事録

にでて、グーグルに調べられます。

　このPPTはスタントメソッドの７番ですが、学生たちに感想文を書かせても、それを徹底的に見ない
と、学生がいかに変化するか、ちょっとだけの変化を見抜ければ大変なことになります。ちょっとでも変

化や成長をみつけるとほめてあげます。いくら大人の大学生もやっぱり見てくれる先生がいると嬉しい。

例えば、前に述べた樋口舞氏の科学的な IEEE論文になったのは、学生たちの感想文をよく分析すること
から生まれたアイディアです。概念的なコンセプチュアルシンキング、つまり右脳が発達することによっ

て、クリティカルシンキング、イノベージョン、クリエーター、そういうものが生まれる。感想文から学

生らの人間力が成長することがわかります。教育に反映できるのはなかなかないと思う。お蔭様でスタン

トゼミによって見つけました。一人ひとりの学生が成長してくれるのを実に面白いですね。
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　感想文から実際に概念的な表現が増えます。人間関係、希望、自分の感情、人のために、などがありま

す。スパイラル効果と思ってすぐ反応して、だから感想文をただ書かせて、その有効な評価をしないと、

せっかくの情報が無駄になっています。学生のやる気が泡になります。

　感想文は、例えば最初の５行での英語は、大体40語であります。週ごとにだんだん増えるんですよ。こ

れは面白いね、やる気が出てきましたね、定量的に評価でします。そうする内に、プラスな思考がだんだ

ん増えています。嬉しいのは私の担当した全ての講義に言えます。

　では、概念的な学習は、自分が成長することはもちろん大事だが、その内その学生がプロアクティブに

なり、人を助け、人を希望持たせ、自分のより生きる方、自信などなどの言葉がだんだん増えます。大人

が教室で成長できれば、もし小学校から中学校までがこのような教育法で育ってくれればいいなと思って

います。もちろん年齢と無関係で、私のファンが88歳の人が出てきたから。

　それでは、もう一つの例を言います。例えば人のために一番多いですけど、モチベーションとか、こう

いう言葉が次々に出て、これは５年間の成果です。では、昨日の感想文をまとめて、例えばその後発表す

る予定の廣松大和氏、よく聞いてください。２日前に私の教室に練習をしないと７分の発表ができないの

ではと思っています。練習するときには、やっぱり時間が大きく超過しました。しかし、廣松氏がご自分

がモンスター学生であることを認めての発表は聞く学生たち皆が大変驚きながら、深く感動しました。「モ

ンスター学生や阿部君と私もそう、皆が先生の授業で見事に変わりました。」と津江氏が感想文に書いて

います。廣松先輩がモンスター学生だったのか。やっぱり廣松さんが偉い、I’m in the same situation. 私と
同じモンスター学生でした。私は彼と会って面白く思っています。

　自分を探しや自分が変化する学生が続々とでてきます。だからやる気のないを無視するとこんな物語は

でてこないのです。

　次は、廣松氏のことではないが、興侶氏の発表です、最後が期待してください。教育するだけ育てられ

る。週ごとにどんどん影響していました。

　実は、伝染っていつも悪いことだけが伝染します。いいことでも波及して伝染しています。英語でcon-
tagion、前に話した５月12日の阿部君の読売記事ですが、すぐに他の大学の学生に伝染し「今日は私は大学
に行くぞ」と影響をしていますね。

　これは復習です。本を読んで何かスタントメソッドは、例えば、平凡教師はただしゃべる。良い教師は

一生懸命を見せます、優れた教師は自らを見せて、しかし、偉大な教師は心に火をつける。これはウィリ

アム・アンサーの言葉ですけれども、This is the Soetanto method !私は人をどうやってインスパイアーす
るか、常に考えています。また大変恐縮ですが、人は私の講演を聞いて、本をよんで「これは吉田松蔭と

よく似ている人だ」といわれました。

　日本で大人気の教育ドラマ、金八先生があるが、作り話だそうです。実は私の日経新聞のタイトルが、

「平成の金八先生が外国人のスタント先生」。日経ビジネスなので、ビジネスらしいタイトルの方がいいの

で、別のタイトル「異能の大学教授カワン・スタントの直伝、本気が作るやる気人間」になった。

　記事には私は人の心に火をつけるために、感心な指導者である自分が熱くないと、聞く側の学生を熱く

することが難しいでしょう。自分が興奮していると相手も興奮しやすい。これもスタントメソッドの一部

です。自分のテンションが相手に伝わり、相手のテンションも引き上げるのです。ある種、共鳴現象です。

これは秘密、ノウハウです。これらのことが本に書いてあります。どうぞ手にしてご覧になってください。

　次、やる気のない学生をやる気にさせる。学生が次々と燃える、変心させるのは何だろう。やっぱり教

授が燃える心に共鳴させるというマジックだと思います。私は淡々と、冷静に、何の感情もないと、絶対
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に聞く側の学生に伝わらない。アメリカに600人の成功者の社長さんのインタビューをまとめた本があり

ます。最初に、成功する重要な要素はパッションです。パッションがないと何が教育できるか。教育者に

なるにはただ試験に通って教員のライセンスを取ってできる。一方的に話すだけでは、人間は育たないと

思います。成長はありません。

　本を読んで、こんな感想文を寄せてくれました。「うちの孫がこれから受験する。先生の本を読ませて

います」と正の循環とよい影響が次々に出ています。また一つの方法が全身全霊で本気で教え込めばきっ

とそれなりの結果がでます。

　また、研究と教育を両立するのは至難の技です。それでも、若い人を教育しないと、自分の研究をする

だけでいいのか。

　それでは、今の教育は何が間違ってるの、私は今の学校教育は知識しかを教えない。よく成功するため

には一生懸命に受験勉強し、試験をパスし、医者になって、弁護士になって、会計士になって、でも幸せ

の気持ちがあまりありません。実は、知識があって、その次は技能があれば成功すると言われますが、し

かしそれでもまだ不足だと、その次は考えるのはやっぱり「人間力」ですね。実は20年前にも考えました。

その新聞ですね。読売新聞半ページぐらいで出してくれました。こういう本が、日本だけでなくて、お陰

様で母国インドネシアで国民的な英雄、手前味噌じゃないけど、お陰で、インドネシアで一人で歩けない

ぐらいになっています。（笑い）

　スタント効果と言っていますが、お蔭様で日経ビジネスの2008年から2009年まで、最初は３回の記事だ

けど、毎回が一番になって、すごいインパクトを与え、タイトルは「本気が作るやる気人間」です。日経

新聞にとって教育関係の記事はマイナーだけに、まさかビジネス世界で人気一番の記事になったんです。

実に光栄です。

　もう少し毎回の記事の読者の反応をみましょうか。グラフから「ほとんどあまり読まない」は２パーセ

ント、合わせて３パーセントでした。日経ビジネスの歴史では初めての快挙らしいです。このPPTは人
気一番の証拠です。読者が選んでくれた人気一番です。また、別の記事も、一番です。こうなりますと、

日経ビジネスオンラインの年末年始の勉強会、私の写真付きでの記事を選ばれて、「火をつけられる人が

作り」、100年に一度のリーマン・ショックの大不景気時代にぜひ呼んでほしい記事として選ばれました。

非常に光栄です。

　最後ですが、「学校に入ったのは何のためですか。仕事のためですか」。ある読者の感想文「スタント氏

の日経コラムを詠んで、自分が学生の内に何を探究するだろう、自分が学んだことが、やりたいことがや

れればいいのではないか。単純に考えて学生生活をした。今卒業してからの20年間、スタント先生のコラ

ムを見て、もっと大学にどっぷり浸かればよかったと痛感しました。すべてのことから学ぶことができる

わけですけれども、教授の生き方、生き様から影響を受ける、すばらしいことです。だから子供もぜひ早稲

田に入ってもらいたい。スタント教授の講義に出会ってほしい」と感激的な感想文に頂き、感謝しています。

　スタントメソッドは別に珍しくないんです。実は2,500年前の老子の教えが、「知識より意識の方が大
切」。我々の人間の先輩がとっくにわかっていました。忘れかけている大事なものをすっかりものにした

いのです。それで教育って押しつけられるものはうまくいけません。だから intrinsic motivation内的動機
づけが必要です。

　ご清聴ありがとうございました。（拍手）

＊司会：　ありがとうございました。
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