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「集団脳」で Innovationを誘発する 

                                                       校 長   駒 﨑  彰 一 
 

4 月 24 日（日）NHK スペシャルで放映された「ヒューマン・エイジ 人間の時代 プロローグ さ

らなる繁栄か破滅か」の中で「集団脳」というキーワードが取り上げられました。 驚異的な速さで

「技術革新（イノベーション）」を繰り返し、繁栄を極めるに至った人間。 なぜ、他の生物と違って、人

間がここまで繁栄できたのか。 その理由を「集団脳」という視点から解き明かす内容でした。 

ハーバード大学人類進化生物学教授ジョセフ・ヘンリック氏は、著書の『文化がヒトを進化させた』

（今西康子訳）の中で「私たちが“自分の能力だ”と思って使っている知識やテクノロジーはどれも、

私たちの祖先が長い年月をかけて他の個体から学び、集団の中で共有し、世代を超えて伝えてき

たもの、つまり文化の累積だ。 ヒトは、こうして積み上げた文化を活用して環境にうまく適応し、いま

の繁栄を手にいれてきた。 これを可能にしたのが「集団脳」と呼ばれるものだ。 ヒトが他の動物と

は全く違う存在となっているのは、個体それぞれの頭脳が優れていて、創造性や発明に長けている

からではない。 たくさんの脳が集まってできた「集団脳」（集団的知性）を使って、時を超え文化を

積み上げてきたおかげなのだ。」 と「集団脳」について説明しています。 

さらに、技術革新（イノベーション）について「イノベーションには天才も組織もいらない。必要なの

は多数の頭脳が自由に情報をやり取りできる大きなネットワークのみ」と言い切り、「時代を変える

ようなイノベーションは、特別な人たち、天才的な誰かがもたらすものだ、と私たちは考えがちだ。自

分には関係のない縁遠いものだと感じてしまう。だが、どんなイノベーションや発明も、長年にわたる

集団脳の働きなしには生まれない。とすると、次のイノベーションをもたらすのは、集団脳の一部であ

る私たち一人ひとりだということになる。なんと、私たちみんなが、イノベーションをもたらすために一

役かっていたのだ。」とまとめています。 このような考え方からすると・・・ICT（コミュニケーションツ

ール：特にインターネット）の普及は、集団脳を拡大するために大きなインパクトを与える可能性が高

いといえます。ICT（インターネット）によって、かつてない規模の集団脳を、私たちは手に入れること

ができるかもしれません。 

この「集団脳」を育てていくには、「１つの個体が（１人が頑張って）学習するだけではダメで、それ

が集団の他の個体へ、さらには次の世代へと伝えられなければならない。 そのため、私たちヒトには、

他者から学び、集団で生活し、文化を蓄積していく生活様式が身についている」と言われています。 
 

このような視点から考えると 

『学校は「集団脳」を育てる「知」の集合体である』 

と捉えることができます。 
 

Communicationを深め「他者から学び」、Communication して「試行錯誤」する。 そして原宿

外苑中学校の「集団脳」を育むことで Innovationを生む。 

これから原宿外苑中学校をこのような「学びの場」としていきたいと思います。 



入学式 
令和４年度入学式が４月７日（木）に行われました。 

１０２名の新入生が入学、全校２７３名での新チーム

がスタートしました。 

今年度も素晴らしい在校生「歓迎の言葉」、新入生

「誓いの言葉」がありました。全文を紹介します。 

 

「歓迎の言葉」 

桜の花びらの舞に代わり、あちらこちらから新芽が溢れ出す輝かしい季節となりました。 

この良き日、原宿外苑中学校に入学された新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。在校

生を代表し、心より歓迎申し上げます。 

皆さんは今、どのような気持ちでしょうか。小学校からの友人を見つけて笑顔になった人、新たな

環境に少し不安な気持ちでいる人、これから始まる中学校生活への夢や希望でいっぱいな人、様々

な思いを胸にここにいることと思います。２年前の私もそうでした。しかし、沢山の経験をして仲間とと

もに過ごすことで次第に慣れ、今では楽しくとても充実した毎日を過ごすことができています。 

学校生活について、いくつか紹介します。まず学習について、中学校は教科も変わり、定期テスト

も加わります。そして、学習内容は少しずつ難しくなっていきます。しかし、今から本気で取り組めば

大丈夫です。私は授業を大切にして、先生の問いには手を挙げて答えることを心がけています。そう

することで集中力が増し、授業内容が自然に頭に入ってくるのでお勧めです。 

次に体育祭。体育祭はクラス対抗で優勝を目指します。体育祭は１日だけですが、この日のため

に体育の授業の他、昼休みを使って練習を重ねます。仲間と気持ちを合わせて協力する時間は、私

たちに素敵な思い出を残してくれます。応援団の気合いの入った応援も体育祭の見どころです。ま

た、原宿外苑中学校の体育祭には競技の他にパネルの部もあり、各クラスがクラスカラーを基調に

したデザインのパネルをつくり体育祭に花を添えます。 

部活動を楽しみにしている人も多いことでしょう。部活動は、自分の好きなものを選び、仲間ととも

に目標に向かうことができる場所です。同学年の仲間だけではなく、先輩とも楽しみや苦労を共にし

て絆を深めることができます。ぜひ自分に合った部を見つけて成長の場としてください。 

生徒会や委員会の活動に興味をもっている人もいると思います。中学校の活動は、小学校と比べ、

生徒が中心となり、学校生活をより良いものにするために主体的に活動する帰化が大きく増えます。

皆さんの積極的な参加を期待しています。また、原宿外苑中学校の魅力のひとつは「挨拶」です。私

は挨拶には、互いの気持ちを明るくする力があると思っています。原宿外苑中学校の生徒は誰にで

も明るく挨拶をします。一緒に大切にしていきましょう。 

原宿外苑中学校は、伝統を大切にしながら新しいことにも挑戦していく学校です。学校をより良く

するために、皆さんの新鮮なアイデアを待っています。まずは発信してください。一緒に考え、切磋琢

磨していきましょう。 

３年間は「濃密」ですが、あっという間でもあります。一つ一つ、一日一日を大切に沢山のことを学

びながら、共に楽しみ歩んでいきましょう。 

                                                         在校生代表  坂本 凛 



「誓いの言葉」  

やわらかな春風の中、桜の舞う暖かな今日の良き日。私たち１０２名の新入生は、原宿外苑中学

校１年生として入学することができました。コロナ禍でありながらも、このような素敵な入学式を行っ

ていただき、心から感謝しています。 

私たちは先月、小学校を卒業しました。私は６年生の時の担任の先生から、中学校の話をたくさ

ん聞き、これからの中学校生活に期待がふくらむ一方で、勉強が難しくなったり、テストの科目が増

えたりするなど、小学校とは違うことに対しての不安を感じていました。しかし、校長先生や来賓の

方々、先輩方からの温かい励ましの言葉を聴き、安心感を得ることができました。 

中学生になると部活動も始まるなど、様々な場面で何かに挑戦する機会が増えると思います。挑

戦した結果がどうであったとしても、挑戦することによって自分自身を成長させることができると思う

ので、何事にも進んで挑戦をしていきたいと思います。 

そして、中学校で過ごすのは３年間しかありません。つまり、小学校の半分の期間ということです。

さらに、まだまだ終わりの見えない新型コロナウイルスの影響で、できる行事は制限されてしまうか

もしれません。しかし、私は「できること」が少なくなっても、「できない」と悲しむより「できること」１つ

１つに感謝し、全力で真剣に取り組み、楽しみたいと思います。行事だけではありません。一生に一

度しかない中学校生活３年間の１日１日を大切にして充実したものにしていきたいと思います。 

まだまだ未熟な私たちですが、校長先生や来賓の方々、先輩方から頂いた言葉を心に刻み、原宿

外苑中学校の一員として精一杯努力します。 

これからたくさんお世話になる先生方や先輩方、厳しくも温かい、ご指導をよろしくお願いします。 
 

新入生代表  五島 優季 

 

生徒会活動 

生徒会活動が本格的に始動しました。4 月 8 日（金）には対面式

（新入生歓迎会）を企画・運営。そして、新学級で各種委員会の委員も

決定しました。 

4 月 25 日（金）には、委員の任命と生徒会によるオンライン全校朝

会が実施され、生徒会長から「After コロナに向け、新しい学校生活

づくりへの Challenge をしていこう！」という力強いメッセージがありま

した。 

 

 

渋谷ユナイテッドクラブ シブヤ「部活動改革」プロジェクト 

  ４月から本格的に活動がスタートした「渋谷ユナイテッドクラブ」。 

現在、中学校の部活動をめぐっては、少子化や学校の働き方改革などを踏まえ

た見直しが全国的に進められ、文部科学省では、休日の部活動を段階的に地域

移行するという方向性を示しています。そこで、渋谷区では全国に先駆けて、学校

や教育委員会と連携を図り、シブヤ「部活動改革」プロジェクトを進め、その推進

体制として、昨年 10 月に「一般社団法人渋谷ユナイテッド」を設立しました。子



ども達のニーズに即した新たな部活動を区とゆかりのある企業や団体の協力を得て、スポーツと文化系の部で生

徒へ技術指導にあたるとともに「部活動マネージャー」という人材を配置し、生徒の安全管理を行います。将来的

には、総合型地域クラブへと発展し、多世代が生涯にわたりスポーツや文化活動を楽しむ機会を創出していく予

定です。本年度の開設部の募集が 5月 6日（金）となっています。学校の部活動との兼部も可能ですので以下の

サイトをご確認ください。 

 

https://shibuyaunited.tokyo/ 

 

 

表 彰 
ソフトテニス部  第二ブロックソフトテニス研修大会 
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