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＜私立学園の志＞ 

いずれの学園であっても，始まりがあり，始まりの時には「志」があります。 

特に私立学園の場合は，草創期の人々が生きた時代背景の中で，教育の有り様に対して強い「志」が表れます。

これが「建学の精神」です。 

私立学園はまた，常に社会の変化や社会の教育にかける期待に呼応して，その教育の有り様を更新していきます。

歴史を積み重ねるに従い，学園の個性が形作られていきます。 

「教学理念」は，こうして形づくられた大学の個性を示すものです。 

立命館学園も，始まりの時の「志」や，教育の歴史の積み重ねの中で個性を醸成して

きました。 

建学の精神である「自由と清新」 

教学理念である「平和と民主主義」 

は，私立学園である立命館の個性です。 

 

＜立命館小学校開校宣言＞ 

 わたしたちの住む地球は，二十一世紀の今日まで，数え切れない生き物が，脈々と生命をはぐくんできたかけが

えのない星です。 

 わたしたち一人ひとりの生命は，過去のすべての生命とつながっています。だからこそ，わたしたちには未来に向

けて生命をさらに輝かせていく使命があります。 

 今，わたしたちの地球は，岐路に立たされています。豊かさを願った人々の努力は，繁栄をもたらす一方で，環境

をおびやかす結果を引き起こしています。 

 この美しくゆたかな地球の環境を守り，明るい未来を創り上げていくこと。これが，二十一世紀を生きるわたした

ちに与えられた大切な仕事です。 

 さらに今，わたしたちは，かつてない国際化の時代を生きています。世界中の情報が瞬時に駆けめぐり，国と国と

の垣根はしだいに低くなっています。 

 自分の国のことを考えることは，同時に他の国のことを考えることでなければなりません。心から信頼し，互いに

尊敬しあえる平和な世界を築いていくこと。これがわたしたちに求められる大切な仕事です。 

 立命館小学校は，こうした本当に大切な仕事に全力で取り組み，やがて社会のさまざまな分野で夢と希望を与

えることのできる「新しい時代のリーダー」を育てるために，未来への高い志と希望を持って，２００６年４月開校し

ます。 

 ここに集う，児童と教職員は，五つの誓いを胸に，一人ひとりの生命が輝く学び舎にすることを宣言します。 

 

＜五つの誓い＞ 

一，わたしたちは，かけがえのない一人ひとりの生命を大切にします。 

一，わたしたちは，言葉を大切にし，心をみがいていきます。 

一，わたしたちは，知りたいと言う気持ちを大切にし，あらゆることから学び続けます。 

一，わたしたちは，たくましく生きていくために必要な「根っこ」をきたえます。 

一，わたしたちは，身につけた力を，進んで他の人に分かち伝えていきます。 

 



立命館小学校 フィロソフィ はじめに 

 

立命館小学校は「新しい時代のリーダー」を育てるために，未来への高い志と希望を持って，2006 年に開校しま

した。 

立命館学園の中で唯一初等教育を担う本校では，子どもたちが将来，枝葉を伸ばし，花を咲かせ，実を結ぶため

に人生の根っこを鍛える「培根達支」の理念のもと，子どもたちの「国際性」「人間性」「創造性」を育み，豊かな

人格形成教育を行い，一人ひとりの生命が輝く学び舎にすることを目指してきました。そして，目指す児童像として

「五つの誓い」があり，それを具現化するための教育の指針として「４つの柱」があります。 

これらのことを基に立命館小学校では，ロボティクス科の授業やターム留学など，他の小学校がやっていないこと

であっても子どもたちにとって良い教育を積極的に創り出し行ってきました。ただ，世界は日々変化し続けています。

開校当初は特別であったことがそうではなくなってきているものもあります。 

公立や他私立と同じことしかできないのであれば，私立の小学校としての，また立命館学園の初等教育を担う学

校としての存在意義はありません。 

 

教員の仕事は膨大です。ただ，そのことを当たり前と捉えると，日々の業務に忙殺され，物事を考える暇もなく仕事

をこなしているだけということに陥ってしまいがちです。そのような状態では，新しいことを考えたりチャレンジしたり

することはできず，開校の時に持った高い志や希望を見失い，迷走してしまうことになりかねません。 

そうならないためにも，立命館小学校の教職員一人一人が「初心」を忘れず，立命館小学校の教職員であること

の自覚と責任を持ち，プライドを持って学校づくりを進めなければなりません。 

 

立命館小学校で働く教職員全員が価値観を共有し，目指す方向をそろえ，全員が心を一つにして教育活動が進

めることのできるように，立命館小学校にとって大切なこと，新任の先生方にとって大切なこと，ミドルリーダーの先

生方にとって大切なことを「フィロソフィ」として作成しました。 

日々の忙しさに流されるではなく，それぞれの立場でリーダーシップを発揮し，子どもたちや保護者，教職員や卒

業生など，立命館小学校に関わる全ての人々が幸せになるような学校づくりを，私たちの日々の仕事にしていきま

しょう。 

 

 
 

 

 

 

 

立命館小学校の校門脇に掲げられる「培根達支（ばいこんたっし）」の扁額は、学

祖･西園寺公望が 1912（明治 45）年夏に揮毫したものです。 

「培根達支」とは、中国の哲学者である朱子が編纂した『小学』の「題辞」（序

文）の一節「建学立師、以培其根、以達其支」に基づいています。 

「人生を豊かにし、学問を大成させるには、生き方の根本、学びの基礎・基本を若

いうちにしっかり養い育てることが重要である」という意であるこの言葉。立命館

小学校ではその信念を継ぎ、生き方の根本、学びの基礎・基本をしっかり身に付

け、社会のさまざまな分野で活躍してほしいという思いが込められています。 



立命館小学校フィロソフィ① 

～立命館小学校で働く全ての先生方～ 

 

 

 
 
 

私たちが健康に溌溂と学校で働けることは、職場の仲間、家族、学校に通ってくる子どもたちといった周囲の多

くの人々の支援があるからこそなのです。決して自分だけでここまでこられたわけではありません。 

だからこそ、感謝の気持ちを常にもつことが大切なのです。そしてその具体的な行動として、親切にしてもらった

ことに対して「ありがとう」というかけがえのない言葉を素直な気持ちでかけられるようにしてほしいのです。更に

「ありがとう」の言葉に対して、「どういたしまして」という相手の感謝の気持ちを受け止める心も同時に大切にして

ほしいと思います。それは、学校生活で触れ合う子どもたちに対しても同じです。 

 

 
 

仲間と信頼関係を築くことが、よい仕事をするためのベースとなります。誠実な姿勢で仕事に取り組むこと、互い

を尊重すること、愚痴や悪口を慎むこと、助け合うこと。その一つひとつの積み重ねが、信頼関係を高めることにつ

ながります。  

信頼関係のベースがあれば、お互い本音で言いたいことをはっきり言い合うことができます。それによって、問題

点が誰の目にも明らかとなって仕事がスムーズに運んでいくのです。  

こうした信頼関係を築くためには、日頃からみんなの心の結びつきをつくり上げるよう、お互いに努力することが

必要です。 

 

 
 

目標をどの高さに設定するかによって、私たちの成長、児童の成長は大きく変わってきます。  

高い目標を設定する人には大きな成功が得られ、低い目標しかもたない人にはそれなりの結果しか得られません。

自ら大きな目標を設定すれば、そこに向かってエネルギーを集中させることができ、それが成功のカギとなるので

す。  

まずは、一人ひとりが高い志をもちましょう。その熱が同僚に、そして児童に伝わり、互いに大きな成長を遂げる

ことにつながります。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

仲間と信頼関係を築くことが、よい仕事をするためのベースとなります。誠実な姿勢で仕事に取り組むこと、互い

を尊重すること、愚痴や悪口を慎むこと、助け合うこと。その一つひとつの積み重ねが、信頼関係を高めることにつ

ながります。   

信頼関係のベースがあれば、お互い本音で言いたいことをはっきり言い合うことができます。それによって、問題

点が誰の目にも明らかとなって仕事がスムーズに運んでいくのです。   

こうした信頼関係を築くためには、日頃からみんなの心の結びつきをつくり上げるよう、お互いに努力することが

必要です。  

 

 
 

大きな目標や夢を掲げて学校経営や学級経営をしていくことは、大切なことです。しかしそれらを達成するため

には、日々地味な努力を積み重ねていかなくてはなりません。ときに「自分の夢と現実の間に大きな隔たりがある」

と感じて思い悩むこともあるかもしれません。しかし、どの分野でもすばらしい成果を見出すまでは、研究会に足を

運ぶことや研究授業の参観、書籍での情報収集、教材研究などを経て、実践し失敗し、その都度フィードバックを

するという地味な努力の繰り返しがあるのです。偉大なことは最初からできるのではなく、地味な努力の一歩一歩

の積み重ねがあってじはじめてできるということを忘れてはなりません。 

 
 
 

仕事をやり遂げるためにはたいへんなエネルギーが必要です。そしてそのエネルギーは、自分自身を励まし、燃

え上がらせることで起こってくるのです。 

そこで、自分が燃える一番よい方法は、仕事を好きになることです。どんな仕事であっても、それに全力を打ち込

んでやり遂げれば、大きな達成感と自信が生まれ、また次の目標へと挑戦する意欲が生まれてきます。授業づくり

や学級経営、子どもたちとのかかわり、学校改革など様々な分野において目標を立てて挑戦することが大切です。

そうすればどんな努力も苦にならず、すばらしい成果を上げることができるのです。 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

与えられた仕事を生涯の仕事として一生懸命行うことは大切ですが、ただそれだけでよいということではありま

せん。一生懸命取り組みながらも、常にこれでいいのか、ということを毎日毎日考え、反省し、そして改善、改良して

いくことが大切です。決して昨日と同じことを漫然と繰り返していてはいけません。  

同じことの繰り返しは、「仕事」ではなく「作業」となり、頭や心を使うことなく、モチベーションが下降を辿ります。

易きに流され、不信や不満を生みます。逆に創造的な仕事をする集団は、モチベーションが高く、互いを尊重し、活

力があります。  

働き方改革により「削る」ことばかりが着目されがちですが、限られた時間の中で何を「生み出す」ことができる

のか。今の時代だからこそ、創造的な仕事の価値が高まっています。 

 

 

 

 
 
 

私たちの心には「自分だけがよければいい」と考える利己の心と、「他の人を助けよう、他の人のためになること

をしよう」とする利他の心があります。利己の心で判断すると、自分のことしか考えていないので視野も狭くなり、間

違った判断をしてしまいます。 

一方、利他の心で判断すると「人によかれ」という心ですから、まわりの人みんなが協力してくれます。また視野

も広くなるので、正しい判断ができるのです。 

教員として「子どもたちのために」より良い教育を心がけるのは当たり前のことですが、その保護者やまわりに

いる人のことも常に心に置き、自分だけのことを考えて判断するのではなく、様々な人のことを考え、思いやりに満

ちた「利他の心」に立って仕事に打ち込んでいかなければなりません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ものごとを成し遂げていくもとは、才能や能力というより、その人のもっている熱意や情熱、さらには執念です。す

っぽんのように食らいついたら離れないというものでなければなりません。もうダメだ、というときが本当の仕事の

はじまりなのです。 

強い熱意や情熱があれば、生徒指導や学級経営・授業など、寝ても覚めても四六時中そのことを考え続けるこ

とができます。日ごろから考えることで潜在意識へと浸透していき、瞬時の判断を迷うことなく実行できるように身

体が動いていき、成功に導かれるのです。 

すばらしい仕事を成し遂げるには、児童たちに対して燃えるような熱意、情熱をもって最後まであきらめずに粘り抜

くことが必要です。 

 
 
 

仕事をしていく過程には、さまざまな障害がありますが、これをどう乗り越えていくかによって結果は大きく違って

きます。 

何か新しいことをしようとすると、反対意見やいろいろな障害が出てくるものです。そのようなことがあると、すぐ

に諦めてしまうこともありますが、それが本当に子どものため、学校のために貢献できるものであるならば、これら

の障害を試練として真正面から受け止め、自らの信念を高く掲げて進んでいくべきです。 

信念を貫くにはたいへんな勇気が必要ですが、これがなければ革新的で創造的な仕事はできません。 

 

 

 

 

 
 
 

私たちが仕事をしていく上では、その結果が見えてくるというような心理状態にまで達していなければなりませ

ん。最初は夢や願望であったものが、真剣にこうすればできると頭の中で何度もシミュレーションを繰り返している

と、夢と現実の間に境がなくなり、まだ実践していないことまでもが、あたかもやれたかのように感じられ、次第にや

れるという自信が生まれてきます。これが「見える」という状態です。こうした「見える」状態になるまで深く考え抜い

ていかなければ、前例のない仕事やクリエイティブな仕事、いくつもの壁が立ちはだかっているような困難な仕事を

やり遂げることはできません。 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

人生や仕事の結果は、考え方と熱意と能力の 3 つの要素の掛け算で決まります。 

このうち能力と熱意は、それぞれ 0 点から 100 点までありますが、考え方とは生きる姿勢でありマイナス 100

点からプラス 100 点まであります。考え方次第で人生や仕事の結果は 180 度変わってくるのです。 

相手のせいにしたり否定的な見方をしたりすることで、熱意や能力がどれほど高くても結果はマイナスになり、

逆に自分を源泉と考えたり、肯定的な見方をしたりすることで、結果はプラスに転じます。 

能力や熱意とともに、人間としての正しい考え方をもつことが何よりも大切になるのです。 

 

 
 
 

現実は厳しく、今日一日を生きることさえ大変かもしれません。しかし、その中でも未来に向かって夢を描けるか

どうかで人生は決まってきます。自分の人生や仕事に対して、自分はこうありたい、こうなりたいという大きな夢や

高い目標をもつことが大切です。 

今の仕事に全力を注ぎこむと同時に、これから先の未来像を描くことは自分の力を高めることにも繋がります。

教師としてのみならず、一人の人間としてどのような人生を歩んでいこうとするのかについてじっくりと考えるべき

です。高くすばらしい夢を描き、その夢を一生かかって追い続けることは、生きがいとなり、人生もまた楽しいものに

なっていくはずです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



立命館小学校フィロソフィ② 

～はじめて立命館小学校で働く先生方～ 

 

 
 

私たちの心には「自分だけがよければいい」と考える利己の心と，「他の人を助けよう，他の人のためになること

をしよう」とする利他の心があります。利己の心で判断すると，自分のことしか考えていないので視野も狭くなり，間

違った判断をしてしまいます。 

一方，利他の心で判断すると「人によかれ」という心ですから，まわりの人みんなが協力してくれます。また視野

も広くなるので，正しい判断ができるのです。 

教員として「子どもたちのために」より良い教育を心がけるのは当たり前のことですが，その保護者やまわりに

いる人のことも常に心に置き，自分だけのことを考えて判断するのではなく，様々な人のことを考え，思いやりに満

ちた「利他の心」に立って仕事に打ち込んでいかなければなりません。 

 

 
 

人生や仕事の結果は、考え方と熱意と能力の 3 つの要素の掛け算で決まります。 

このうち能力と熱意は、それぞれ 0 点から 100 点までありますが、考え方とは生きる姿勢でありマイナス 100

点からプラス 100 点まであります。考え方次第で人生や仕事の結果は 180 度変わってくるのです。 
  相手のせいにしたり否定的な見方をしたりすることで、熱意や能力がどれほど高くても結果はマイナスになり、

逆に自分を源泉と考えたり、肯定的な見方をしたりすることで、結果はプラスに転じます。 

能力や熱意とともに、人間としての正しい考え方をもつことが何よりも大切になるのです。 
 
 
 

人はえてして変化を好まず、現状を守ろうとしがちです。しかし新しいことや困難なことにチャレンジせず、現状に

甘んじることは、すでに退歩が始まっていることを意味します。 

立命館学園ビジョン「R2030」のテーマは、「挑戦をもっと自由に」です。誰もが積極的に挑戦し、前進できる生

き生きとした学園の創造を目指しています。 

ただし、チャレンジするためには、まずは課題を発見することが前提となります。児童・保護者の困りごとは何なの

か、どんなことをすれば喜んでもらえるのか。それに応えられるようなチャレンジをしなければいけません。 

難しい課題をクリアしようとするチャレンジの連続が、立命館小学校を魅力ある学校にしていくのです。 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

私たちが健康に溌溂と学校で働けることは，職場の仲間，家族，学校に通ってくる子どもたちといった周囲の多

くの人々の支援があるからこそなのです。決して自分だけでここまでこられたわけではありません。 

だからこそ，感謝の気持ちを常にもつことが大切なのです。そしてその具体的な行動として，親切にしてもらった

ことに対して「ありがとう」というかけがえのない言葉を素直な気持ちでかけられるようにしてほしいのです。更に

「ありがとう」の言葉に対して，「どういたしまして」という相手の感謝の気持ちを受け止める心も同時に大切にして

ほしいと思います。それは，学校生活で触れ合う子どもたちに対しても同じです。 

 

 
 

人生はドラマであり、一人一人がその主人公です。大切なことは、そこでどういうドラマの脚本を描くかです。そ

のドラマが楽しいものになるのかどうかは，その人自身の心，精神によるところが大きいのです。私たちが本当に

心から味わえる喜びというのは、仕事の中にこそあり，遊びや趣味の世界で喜びを見出そうとしても、一時的には

楽しいかもしれませんが、決して真の喜びを得ることはできません。 

だからこそ，目の前の仕事に常にど真剣に向き合うことが重要なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



立命館小学校フィロソフィ③ 

～ミドルリーダーの先生方～ 

 

 
 

学年や分掌の先生方，学年の子どもたちを束ねていく存在であるミドルリーダーがまずすべてのことにおいて率

先垂範しなければなりません。少し業務量がかかる役割を真っ先に取り組んでこそ，信頼を得られるというもので

す。そうした後ろ姿を見せることで学年や分掌の先生方から信頼を得られるだけでなく，指導する子どもたちの様

子も変化していくのではないでしょうか。 

率先垂範するには勇気と信念そして覚悟がいります。これを常に心がけて実行していこうとすることで，自分自

身を高めていくことができるのです。 

 

 
 

仲間と信頼関係を築くことが，よい仕事をするためのベースとなります。誠実な姿勢で仕事に取り組むこと，互い

を尊重すること，愚痴や悪口を慎むこと，助け合うこと。その一つひとつの積み重ねが，信頼関係を高めることにつ

ながります。  
信頼関係のベースがあれば，お互い本音で言いたいことをはっきり言い合うことができます。それによって，問題

点が誰の目にも明らかとなって仕事がスムーズに運んでいくのです。  
こうした信頼関係を築くためには，日頃からみんなの心の結びつきをつくり上げるよう，お互いに努力することが

必要です。  
 
 
 

目標をどの高さに設定するかによって，私たちの成長，児童の成長は大きく変わってきます。  

高い目標を設定する人には大きな成功が得られ，低い目標しかもたない人にはそれなりの結果しか得られません。

自ら大きな目標を設定すれば，そこに向かってエネルギーを集中させることができ，それが成功のカギとなるので

す。  

まずは，主任・部長が高い志をもちましょう。その熱が同僚に，そして児童に伝わり，互いに大きな成長を遂げる

ことにつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

教員は子どもたちのためにより良い教育を行おうとします。気を付けないといけないのはこの「より良い教育」が

人によって違う場合があることです。  
学年団や分掌の教員がそれぞれバラバラの「より良い教育」を考え実践した場合，学年や学校全体の力は分

散してしまい，組織としての力とはなりません。このことは，野球やサッカーなどの団体競技を見ればよくわかります。

全員がチームとしての戦略をよく理解して勝利に向かって心を一つにしているチームとそうでないチームとでは，力

の差は歴然としています。  
ミドルリーダーとして学年団や分掌の目標や方向性を定め，それに合わせて教員が力を発揮するように働きか

けていきましょう。  
 

 
 

与えられた仕事を生涯の仕事として一生懸命行うことは大切ですが，ただそれだけでよいということではありま

せん。一生懸命取り組みながらも，常にこれでいいのか，ということを毎日毎日考え，反省し，そして改善，改良して

いくことが大切です。決して昨日と同じことを漫然と繰り返していてはいけません。  
同じことの繰り返しは，「仕事」ではなく「作業」となり，頭や心を使うことなく，モチベーションが下降を辿ります。

易きに流され，不信や不満を生みます。逆に創造的な仕事をする集団は，モチベーションが高く，互いを尊重し，活

力があります。  
働き方改革により「削る」ことばかりが着目されがちですが，限られた時間の中で何を「生み出す」ことができる

のか。今の時代だからこそ，創造的な仕事の価値が高まっています。  
 
 
 

立命館小学校は 2006 年の開校以来，ロボティクス科の授業やターム留学など，他の小学校がやっていないこ

とを自ら進んで切り開いてきた歴史があります。  
他の誰もがやっていない新しい教育に挑戦し実現していくのは容易ではなく，大変な苦労が伴いますが，あきら

めればそこで終わり，何も変わりません。楽かもしれませが，それでは私学としての存在意義がなくなります。  
私たちは未来を生きる子どもたちのために未来に夢を描き，強烈な思いを抱く教育の開拓者として挑戦し続けな

ければなりません。学校のミドルリーダーとしてこの思いを忘れず，日々精進してください。  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

仕事は一人ではできません。周りの人と一緒に協力し合って行うのが仕事です。その場合，必ず自分から積極

的に仕事を求めて働きかけ，周囲にいる人々が自然に協力してくれるような状態にしていくこと，これが「渦の中心

で仕事をする」ということです。  
学校にはいろいろな仕事の渦が巻いています。ミドルリーダーにはそれぞれの組織の渦の中心にいて，周囲を

巻き込んで仕事をしていくことを常に意識して仕事をしていく必要があります。 

 
 
 

何かを判断しようとするとき，その判断に私心が入っていないかを絶えず確認していくことが大切です。自分の

都合や利益を含めていると，大概の判断には迷いが生じ，誤った方向へと行きがちになります。さらに「私」という

ものを判断する際の第一に置いていると周囲の協力も得られず，各組織の経営は滞ることになりかねません。  
教育者として判断は常に求められます。授業の一場面，生活指導の一場面，会議の中での一場面。至るところ

で判断が求められます。その一瞬で正確な判断をしていくためには，「私」というものを極力排し，相手にとってベ

ストな状況は何なのかということを突き詰めていくことが大切なのです。 

 
 
 

日々の授業や行事において，その取り組みが上手にいくかどうかはいかに丁寧に計画を立案するかという細心

さにかかっています。最高な状況から最悪の状況まで広く想定することであらゆることに対応することが可能とな

るわけです。しかし，実際には秒単位で何らかの判断を求められる場面にも遭遇します。そうした時には大胆な判

断も必要となることでしょう。  
大胆な判断というダイナミックさと，細心さという緻密さを合わせ持つことで，日々の授業や行事が更に子どもた

ちにとって有益なものとして作用するのです。  
 
 
 

それぞれの組織の経営が順調に進むかどうかは，ミドルリーダーの調整力にかかることは言うまでもないのです

が，その結果として経営が上手くいっているとき，それは所属する先生方のたゆまぬ努力のおかげであることを認

識し，感謝することが大切です。「オレがオレが」といった利己的な考え方では，組織の結束は生まれません。  
ミドルリーダーの多岐に渡る業務は，けして一人では処理しきれません。大枠の計画を立て，それを実行へと移

す先生方あってのものであることを理解し，常に感謝の気持ちを持って仲間に接することが大切です。 


