１１月２０日現在
子 ども会 員：２３６人
正 会 員： ３８人
参 加 会 員 ： １０人
賛 助 会 員 ：２３４人
２２団体

ぽかぽか気持ちのいい天気。
スポーツ会館前から二河峡公
園へ。みんなで秋見つけをしな
がら元気に歩きましたぁ！！
いっぱい焚き木をひろってデ
ッカイたき火！ いも煮も焼
き芋も最高でした！（たに）
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ゆっくりと歩くような速度で紅葉していく山々
…を観ながら感傷に浸る
…間もない日常を送っている（苦笑）
…今日この頃ですが、みなさんいかがお過ごしで
すか？
今回は、ステキな出会いの多かった 11 月を振り
返ってみようかと思います。
11 月 3 日☀
この日は、モデルのオーディションを受けに行く
というわが娘に付き合って大阪に。
そこで出会ったのは新人モデル発掘担当、菊谷愛
さん 27 歳。

彼女は、丁寧にその事務所の概要を説明してくれ
ました。「結局は人づくり！！なんです。
」って。
モデルの仕事や心構えについて、娘にも熱く語っ
てくれました。
「美しくて、かわいくて、スタイルがいい人！」
私たちが持っているモデルに対するイメージ。で
も、それだけじゃ仕事はとれないそう。「やる気を
見せる」
「しっかり挨拶する」
「周囲に対して気配り
する」などの営業努力があってこそ…なのだとか。
売れっ子モデルさんたちは、見えないところで、
たくさん努力してるって！めっちゃ力説。
一生懸命話す彼女にとても好感がもてたし、彼女
を応援したいな！って思いました。
11 月 6 日☀
会員の茶山玉穂
さんの作品を観に
「倉敷とあかりと
ガラスの作家たち」
展へ。
町屋の佇まい・多
彩なガラスワー
ク・ゆらめくキャン
ドルの灯…温かみ
のある、心和む空間
がプロデュースさ
れていました。倉敷の風情をゆっくり、じんわり愉
しむことができました。
日本人に生まれてよかった！（笑）
夕方、アコースティックギター×パーカッション
による演奏も。さらに素敵な空間になりました。

11 月 10 日☁
ちょっと芯のあるおとなをめざして―
映画「みんなの学校」こと大阪市立大空小学校、
11 月 12 日参加者 8 名
初代校長、木村泰子さんに来ていただきました。7
月末に映画を見たときから、ずーっとお会いしたか
アルデンテ参加者の中には歯科医院で働いてい った木村先生。めっちゃカッコイイ！！(^^)v
たしかに、ふと気づくと口が開いている。また昨今
ホン
る人が数名いる。せっかくだからいい歯の日を機 トは、8
は空調の効いた部屋にいる機会が多く、口の中が乾
日の上映会に来てもらおうと連絡してみた
に、一生使うはずの「歯」「口」について、色々聞 のですが、その日はすでに先約が。でも、とにかく
燥する「ドライマウス」になる人も少なくないとか。
いてみることに。
口で息をする人はなおさらだろう。
お会いしたい！！その前後でなんとか来ていただ
まず、体の不調がある人、口呼吸をしていません けないか、再度アタック。すると、快く来ていただ
朝起きたらすぐ歯磨きを！というおススメ本持
か？と。鼻で呼吸すると鼻毛でばい菌の侵入を防げ けるとのお返事が。上映会と別の日にしたおかげ
参の人も。プラーク(歯垢)は、うがいだけではおちな
るし(「ぼくらはみんな生きている」でも言ってた)、適度な湿 で、先生とたくさん話すことができました。(笑)
いそうだ。これは忙しい朝にはちょっと…。
り気をもつ空気を取り込めて、感染しにくくなると
参加者の家族には、電動歯ブラシ愛用者や虫歯予
想像通り、とても気さくな方でした。
（みんなの
はよく聞くことだ。それから、
「あいうべ体操」
（あ・ 学校の記事は
防のガムを食後に噛む人もいるそうだ。自分は、歯
p．5～8 をご覧ください。m(__)m）
い・う・べの形にしっかり口を動かす(*^0^*)）などで、口
や口のトラブル予防にチェックを兼ね歯科通院を
の周りの筋肉を鍛えるのもいい。また、口を動かし
毎月続けている。これからは鏡を見る時口元も意識
11 月 13 日☂
ていない (食べたり喋ったりしない) 時の舌の位置も鼻
したり、口の体操も習慣にしようと思った
「世界遺産宮島発」地方が元気になる講演会に参
呼吸と関連しているそう。上の前歯の裏、上あごと 加してきました。基調講演は早稲田大学名誉教授の
子ども達にも知らせよう。自分の歯をこれからも
の境あたりがイイらしい。自分は？下の歯の裏だ。 北川正恭氏。そもそも北川さんに初めてお会いした
ずっと大事にしてほしいから。
(立間)
- 2 -のは 2001 年に三重県で開催されたおやこ劇場の全
国大会。シンポジウムのパネリストとして登壇され
ていました。その時の「その自治体の行政レベルは、
― 子どものまわり研究会

そ、地方議員に頑張って欲
しいと檄を飛ばされまし
た。バタフライ効果を期待
してるそう（笑）当年とっ
て 70 歳の北川さん、めっ
ちゃ、お元気！若いもん
は、背筋を伸ばして頑張ら
なきゃあね。
11 月 14 日☂
文化ホールの小笠原さんに誘われて、熊本までオ
ペラを観に行ってきました。
朝、4 時半に起きて、車で 5 時間あまり。12 時半
には無事に到着。さっそくホールに。紹介されたス
11 月 10 日☁
映画「みんなの学校」こと大阪市立大空小学校、
初代校長、木村泰子さんに来ていただきました。7
月末に映画を見たときから、ずーっとお会いしたか
った木村先生。めっちゃカッコイイ！！(^^)v ホン
トは、8 日の上映会に来てもらおうと連絡してみた
のですが、その日はすでに先約が。でも、とにかく
お会いしたい！！その前後でなんとか来ていただ
けないか、再度アタック。すると、快く来ていただ
けるとのお返事が。上映会と別の日にしたおかげ
で、先生とたくさん話すことができました。(笑)
想像通り、とても気さくな方でした。（みんなの
学校の記事は p．4～5 をご覧ください。m(__)m）
11 月 13 日☂
「世界遺産宮島発」地方が元気になる講演会に参
加してきました。基調講演は早稲田大学名誉教授の
北川正恭氏。そもそも北川さんに初めてお会いした
のは、2001 年に三重県で開催された、おやこ劇場
の全国大会。シンポジウムのパネリストとして登壇
されていました。その時の「その自治体の行政レベ
ルは、市民のレベルです。」というお言葉が今も忘
れられません。次にお会いしたのは、呉 JC 主催の
呉市長選挙前の公開討論会。そして今回。地方議会
不要論があちらこちらで囁かれている今だからこ

タッフの方とお茶を飲ん
だ後、楽屋へ。たくさん
のスタッフがお揃いの T
シャツを着て、忙しそう
に動き回っておられまし
た。いろんなホール（多く
の場合財団） の人も来られ
ていました。後で聞いた
ところ、今回の「フィガ
ロの結婚」は、全国 9 つ
の公共ホールと 6 つのオーケストラが参加、10 か所
で 14 公演という、これまでにない規模の共同制作
プロジェクトだったのだとか。なので、関わったス
タッフは全国を飛び回っていたそうです。
もちろん素晴らしい舞台でした。
（HP などで見ていた
だいたらと思います。）その裏では、これだけの人間が思
い入れと時間と労力を費やしてたんだなあ、って思
うと、…それだけで感慨一入です。その舞台を鑑賞
できたご縁に感謝！です。
さまざまな人が、いろんなことに取り組んでいる
…それぞれの思いで。
そのたくさんの思いに出会って、素敵な秋が体感
できた 11 月。
オマエも「顔晴れ！」って神様からエールをおく
られたのかもね。（笑）

【日時】12 月 10 日(木)13:00～14:30
【会場】つばき会館
【 参 加 費 】500 円（おやつ付き♪）

※近日中にプレス発表(笑)

※準備の都合上、前日までに事務所へお申込み下さい。
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11 月 20 日(金)19:00～ペアーレれんがどおり別館 出席：17 名

第 1 回理事会では、各部から半期
事業の振り返りが報告されました。
出席理事がちょっと少なかったです
が、ゆったりとした雰囲気で進みま
した。
上半期は、デイキャンプ、星空映
画会、高学年キャンプ、野村萬斎…
と盛りだくさん。どの事業も多くの
方に関わっていただき、参加者の満
足度の高いものになりました。あり
がとうございます。下半期、子ども
の権利条約カレンダーなどへのご協
力も、よろしくお願いします。そし
てなんといっても、12 月 20 日の舞台
『ダイアル ア ゴースト』！！劇
団四季にも負けないおもしろさ
(^O^)／クリスマスプレゼントにぜ
ひ、本物の舞台を！！
鑑賞部からは、来年度の提案です！

今年度の呉公演は大好評！アンケートに
は、「また観たい」と多くの声が寄せられま
した。萬斎さんから、
「狂言には 256 もの演
目があるんですよ。
」と聞き、他の演目も是非観てみたい！と、
万作の会にすぐ連絡！「次はさらに多くの方と！」と期待し
ています。今年度は７月末に 1 階席完売という快挙！見逃し
た人にもぜひ観てほしいと再度企画しました。

来年夏から 18 歳選挙制開始、
子どもたちどうよ？ＴＰＰ・マイ
ナンバー等よく聞くけれど、大人
にもわかりにくい。社会に無関
心？！それでいいのか？いろん
な事を自分の事として考えたい。
この舞台を観ることで、「ちょっ
とでも社会に目を向けよう、笑っ
て考えよう」と期待し、これまで
何年も呉にニュースペーパーを
引っ張ってきた YYY としては、はずせない企画ということで
提案しました。

子どもが失敗を繰り返しながら成長していく過程が大切
ということに気づかされたり、親を思う子どもの気持ちや親
の子どもへの思いにも心うたれる作品です。
先日の映画『みんなの学校』の中に、暴力をふるってしま
う男の子が「ぜったいしません」と校長先生にやり直しを誓
う場面がありました。「そうは言うてもまたやるねんな。で
も今の気持ちは、本物やねん」と校長先生。大人の私たちも
一緒ですよね。次こそはと思っても、同じ失敗をしたり…。
子どもは子どもの、大人は大人の目線で観たい！もう一度観
せたい！作品ということで企画。

人形 劇のたの しさを味わ
って もらいた い！人形劇
の達人、つげさんの “つ
げくわえワールド”に出会
って ほしい！ と久々の企
画提案です。
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「みんなの学校」という映画を知っていますか？大阪市立大空小学校の取
り組みを描いたドキュメンタリーで、2013 年に企画・放送された関西テレビ
の番組を劇場版として再編集した映画です。今春には文部科学省の講堂でお
よそ 300 人の職員が鑑賞。全国的に自主上映の輪が広がっています。YYY で
も、1 人のお母さんから「ぜひみんなに観てもらいたい。」という熱い声をい
ただき、上映会を実施しました。

私がこの映画を上映
してほしいと思ったき
っかけのひとつに、ある
男の子との出会いがあ
りました。
去年、息子(小 5)のクラスは学級崩壊となり、息
子は毎朝「学校に行きたくない。」と泣くように。
このままでは不登校！？と慌てた私は、他の保護者
と共にクラスの様子を見に行きました。
「どうやら 1 人の男の子が、ひどく授業を妨害し
ているらしい。」という噂が、保護者のみならず、
地域の人の間でも流れていました。
確かに 1 人の子が先生にたてつき、友達とけんか
をし、トイレに何回も行き、他の子もそれに便乗し
て、教室はひどい有様でした。
その子はひどく興奮して、ついには副担任の先生
にとり押さえられ、廊下に出されると「しんどい

…。」と一言もらし、うずくまってしまいました。
てっきり悪意をもって授業の邪魔をしていると
思っていた私は、はっとしました。「そうか、あの
子しんどいんだ。」
苦しくて、でも自分でも押さえきれないのに、大
人たちに怒られてばかりの彼の孤独を思うと悲し
くなりました。
障害の有無にかかわらず、問題がある子には必ず
理由があります。大人は、子どもの心の奥深くを読
みとる力を養わなくてはなりません。我々大人は常
に子どもから成長する機会を与えられているので
すから。
上映会も講演会もたくさん
の方に来ていただき、感動し
ました。YYY と共にまいた「み
んなの学校」という種、大事
に育てて、まだ花を咲かせて
いきたいと思っています。
(小畠陽子)

映画の 2 日後、木村先生の講演会も開催しまし
た。次ページから 2 ページにわたり、上映会と講
演会のアンケートをご紹介しています。
参加した皆さん、とても心揺さぶられたようで、
自分から変わろう、という思いをアンケートから
感じました。大空小学校では、その場その場で一
人ひとりに対する解決方法を探っています。一方
で、学校などの集団の場ではじかれる子どもを生
みださないよう、どんな施策があればいいのか、
社会に対して働きかけていくことも必要と考えま
す。子ども子育て支援新制度、子どもの貧困対策
大綱などが講じられていますが、大人も安心して
暮らせているか疑問な世の中です。大人も子ども
も安心して育っていける社会へ、小さなことから
できることを探していきましょう。(宇都宮)
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呉

にこんな学校があったらいいな
ーとしみじみ思いました。卒業

児

童デイサービスのスタッフとし
て、
養育をさせてもらってます。

木

村先生の子どもに対する思いに
熱く感動しました。子どもに寄

式での子供たちの顔がほんとうに立派

良い時間を過ごさせていただきました。

りそい、子どもを信じて、子どもと共

で、自信にみちていて、すごいと思い

日々、困惑することばかりでしたが、

感し、全ての活動に愛情をもってされ

ました。どんな大人になっていくのか

元気、勇気がでてきました。ありがと

ている姿を見て、私も木村先生のよう

…その後も応援したくなります。

うございました。(50 代女性)

な先生になりたいと思いました。

(30 代女性)

子

(20 代女性)

どもの可能性は無限大。それを

自

育てる、見守る、おとなたちの

な、そんな衝撃を受けました。また、

あり方を見せてもらいました。

分が知っている学校という存在
が根底から崩れてなくなった様

心から感動しました。子供との付き合

(50 代女性)

お

もしろかったです。自分のしら
ないときに、いろいろなことを

先生がしていて、びっくりしました。
(小学生)

い方をもう一度見つめ直していきます。
観に来てよかったです。(40 代男性)

友

人より紹介を受け、木村先生の
著書を読み、息子(中 1)と友達

保

育所に勤めています。要支援の

(中 1)を連れて参りました。学校は安全

校

め方やしかり方)がとてもわか

一人ひとりちがう、同じことをしても

で安心していい場所ということが息子

りやすかった。1 人 1 人の個性を大切

いいが考えはみんなちがう。ちがって

には伝わったと思います。全国的にこ

にしようとされている事もとても伝わ

いい！ちがうことがあたりまえ。とい

のような学校づくりがなされると、日

ってきました。その子は変わらなくて

うスタンスが今の私にどれだけ近づい

本は変わると思います。(40 代女性)

もまわりが変わる…。そんな地域に呉

ているのだろうか？！と考えさせられ

もすこしでも近づけたらうれしいです。

ました。一生懸命、本気でぶつかる気

お

長先生や他の先生も伝え方(ほ

おぞらしょうがっこうは、みま

小さな力だけど、私はそうなりたい。

もりをする人がいたりして

今回の映画、見るきっかけをつくって

せ

いとがべんきょうするのがむずかしか

くださった方、心から感謝します。

ったり

(40 代女性)

も

とらぶるがおきたりしながら

りました。すごかったです。(小学生)

木

村先生の発する一言一言が心に

(50 代女性)
じ制度の中で、このような教育
ができるんだ、ということが感

動でした。(60 代女性)

のこりました。子どもたちへの

変すばらしかったです。周りの

ども、
「どうしてこんなことを！」と思

先

愛情がとても深く、扱うのが難しい子

大

持ち、もっともっと大事にしたいです。

同

おおぞらしょうがっこうの人たち

は、がんばっていたのでなきそうにな

子どもさんもたくさんいます。

生方だけでなく、地域、ボラン
ティアの方々の協力が大きいの

環境で子どもは、どんなにでも

うようなことをする子どものことも、

だろうと想います。大変勉強になる映

成長するんですね。大空小学校の校長

良いところがあることを本気で信じて

画でした。(50 代男性)

先生のような方が、たくさんおられた

受け入れ、真剣に向き合う姿にとても

らいいです。私たちも、少しでも近づ

感動しました。(40 代女性)

日

けるようになりたいです。(50 代女性)

ひ

とりの子どものため、周囲を育

先

てる。この一つの事を実行でき

これから小学生になる子を持つ父とし

るためにはものすごく大変だと思いま

生も子ども達も孤立しない、関
係が大切だとよく分かりました。

(40 代男性)

ワーがどうでるのか。どうモチベーシ

にがんばってくれている事が分かった。
(子ども)

支

同

じように生きついて、誰が引い
たかわからない普通というラ

援の必要な子に携わる仕事をし

インがあって、それに外れるからと分

てます。改めて 1 人 1 人に丁寧

けられて…。生きにくい世の中だなぁ

に関わる大切さを実感しました。実話

と思います。一緒に生きていけばあた

ち合う場があることのすばらし

はドラマよりも本当にドラマっぽい。

り前に感じとれる人に育っていくのに

さを思いました。みんなが育つ

人って、人次第でかわるものなんだと

とつくづく感じました。これからの子

思いました。(30 代女性)

育てに参考になります。(40 代女性)

です。(40 代女性)

育

もっていてそれをおしえてく

れたし先生がぼくたちの知らないとき

て、とても考えさせられました。

す。その空気を作り、人を巻き込むパ
ョンを持っていられるのか、知りたい

本は、色々な人がいて気持ちを

ことができるのですね。(60 代女性)
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来

てよかった❤私の考えの枠が狭
い…。でも校長先生の考え、私

孫

も今学校に行っていません(中
学 1 年生です)女の子です。先生

学

校は子どもが学ぶ場所だから、
すべての子どもの学ぶ権利を守

ちょっと近い所がある。少しでも近づ

の話を聞き私に少し勇気がでました。

る。このあたり前のことがいかに意識

きたい。勇気だして。笑顔、勇気、元

有難うございました。大空小学校の様

されていない学校が多いか、というこ

気でがんばります。(50 代女性)

な中学があれば行かせたい。映画を見

とが実感できました。この子が安心し

て涙が出ました。(70 代女性)

て学校に来れるために、私は、学校は、

山

口の方が今まで 3 ヶ所で木村先

どう変わったらいいのか、この発想の

と残念だった時に呉でお会いできると

映

んな学校に私もいきたかった！

明るく話される木村先生の姿を見てい

分かり、とてもうれしかったです。
「み

と思ったのが率直な意見です。支援の

ると、きっと先生たちも子どもたちも

んなの学校」はとにかく校長先生必須

できる大人になりたいです。

保護者も地域の人も元気になるだろう

生を呼ばれてました。行けない

画を見てすばらしいと思い、こ

転換が学校を変えるのですね。飾らず

(40 代女性)

で観てほしいです。でも学校は先生だ
けでなく周りの地域、私たち保ゴ者た
ちもかえていくんだなということを今
日わかりました。(30 代女性)

ました。(60 代男性)

大

人がジャッジしないこと。自分
の子どもにも、他の子どもにも

気をつけたい。(40 代女性)

映

画で座親先生が指導を受けてい

子

供の力や可能性を強く信じて
おられる事を言葉の端々で感

じました。すべての答えは子供の中に

な上司のもとで仕事をするのはしんど

私

いなと、正直思いました。しかし、大

れず自分の夢をかなえます。(高校生)

るシーンを見て、うわっ、こん

な、と感じました。ありがとうござい

は将来教員になろうと考えてい

あって、でもそれがどういう答えにな

て、木村先生の今日の言葉を忘

るかは、大人の関わり方次第なのだと

人も子どもも失敗しても OK。失敗から

改めて実感しました。江田島の教職員、
保護者、地域の方、子供に関わるすべ

ていきなさいというメッセージに気付

映

き、大空小の大人も子どもも、いきい

ふまえて、木村先生の話を聴かせても

そして先生の男前な大きな器！叱られ

きと自分らしく成長していけるのだと

らいました。私は、教員ではありませ

る事はあっても、子供も教職員も安心

思いました。先生のお人柄にふれ、文

んが、やはり現実はきびしいのではな

して過ごせる環境で、重みのある言葉

頭に思っていた事は、ふっとびました。

いかと思います。日本の学校が全て変

だと分かった上で「責任は私が取る」

大人も子どもも素のままの自分をさら

わらなければダメですね。保護者も変

と言いきれる所が本当にかっこ良いと

け出しても安心できる。理想の学びの

わらなければならないと思います。私

思いました。自分の価値観が変わった

場、私の住んでいる町にも増えていっ

の息子は 4 月から中学校の教師として

ように感じます。(30 代女性)

たらいいなと思いました。(40 代女性)

社会に出るのですが、息子と話をした

しっかり学び、未来を自分の手で築い

画を観た日に本を購入し、すべ

ての方にこの映画を観てもらいたいし、

て読んできました。映画と本を

先生の考え方に触れてもらいたいです。

護教諭として学校で働いていま

まいったら、全国の特別支援学級扱い

人

す。
「当たり前のことをしている

の子たち、不登校の子たちでいっぱい

地域は土、教職員は風、パブリックス

だけ」と言っていましたが、周囲の環

になりませんか？受け入れなければな

クールの有り様。その通りだと思いま

境がとても大切だと思いました。今い

らない状況を、文科省、地域の教育委

す。近い所まではいきましたが、全く

る学校は、めんどくさいことは、見て

員会は早く気づいて変わっていかなけ

不十分でした。脱ぼうです！！

見ぬふり…というのが当たり前のよう

れば。大空小学校が、かけこみ寺みた

になっているので今の自分になにがで

いになってはいけないのでは、と懸念

きるのか、考えるいいきっかけになり

します。地域の者として、私も何かや

ました。見た目とか障害とかで判断せ

りたいと思いました。(50 代女性)

いと思いました。大空小学校、このま

養

ず、中身を見ていこうと思ったし、中
身で判断してもらえるような人間にな

かりと学ばれ、共有されている。

(70 代女性)

小

1 の息子が映画を観て「やさし
い校長先生」
と言っていました。

会った事もないのにそう感じたのが、

子

供に教えられることが本当に

本日よくわかりました。見た目でなく、

大事なことだと知りました。人

その人のことを受けとめる。大人のジ

は、肩書きではなく、やはり 1 人 1 人

ャッジひとつで、知らないうちに子ど

び感動しました。私も何か変わ

の人間として見ることが本当のコミュ

もの芽をつんでいる。愛の満ちた話を

れそうです。(40 代女性)

ニケーションなんですね。(30 代男性)

ありがとうございました。(40 代女性)

ろうと思いました。(20 代女性)

再

が育つ上で何が大事か、がしっ
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映画を観た後、ほっと気持ちが温かくなると同時
にいろんなモヤモヤが残った人もいたのでは？そ
こで、おとな塾特別企画として、映画だけではわか
らないあんな事こんな事を初代大空小学校長、木村
泰子さんに直接聞く機会を設けた。

う。スーツケースのような(息苦しく、変わった形のものは
入らない)学校でなく、風呂敷のような(どんな形でも何と
か包めて、風通し良い)学校を作ろう！と開校からの 9 年
間「すべての子どもの学習権を保障する。」学校づ
くりに取り組んでこられた。

はじめに「講演途中でも、いつでも質問してくだ
「差別や偏見はおとなの言動が作るもの。おとな
さい。手も挙げなくていいです。大空では、子ども がジャッジせず、子どもを信じて関わる。」今日は
の自主性に任せてるので挙手も号令もありませ この子、明日はあの子と日々変わる支援が必要な子
ん。
」と木村先生。
「え～っ？」と話に引き込まれた。 に対応するため、担任にクラスを一任するという意
識を捨て、全職員(学校管理員・調理員・地域の人も含む)で
障害の有無で子どもを分けない、多様性を尊重す 263 人すべての児童をみる。「人の力を借りなけれ
る“インクルーシブ教育”のモデル校として、映画 ば、子どもの未来を保障できない。」おとな同士助
公開後、大空小学校に視察に来る人、地元の学校に け合う。それって謙虚で核心をついた大切な意識。
なじめず転校してくる親子が増えたらしい。
「でも、 学校の悪しき常識・習慣を見直し、子どもがここに
私らそんな言葉使った事ないんです。ただ目の前の 居られるために何をすればいいか、という視点での
1 人 1 人を大切にしているだけ。
」と木村さんは笑 具体的な取り組みに参加者は熱心に耳を傾けた。

支援学級の参観日は、他
のクラスと違う日に行われ
る。他のクラスの親と会え
ず、わが子の姿を理解して
もらう機会がない。

子どもに『どうして友達
と違うクラスになるの？』
と聞かれどう答えてよい
のか分からない。

映画を観た後、「この校長がいなくなっ
たら、どうなるんだろう？」と思った私。
登場シーンが多いため一見ワンマン？に
見えた木村さん。講演会で具体的な話を聞
き、「カリスマ的な先生がいるから実現で

この日、木村さんに話を聞いてもら

きる」というのは思い込み、とわかった。

い表情が明るくなった保護者も。呉に
も大空小学校や木村さんの様な人が必

映画にあまり賛同できなかった人もい

要な事がひしひしと伝わってきた。ま

たかもしれない。でも、この映画と木村先

だまだ話したそうな木村さん、まだま
だ聞きたい私達。時間がなくなって本
当に残念！本も読んでほしい！

『「みんなの学校」が教えてく
れたこと』木村泰子 著/島沢
優子 企画・構成/小学館
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生に出逢ったことから始まる事がいっぱ
いあるよね、と感じたおとな塾だった。
(山本さ)

きな粉って、お餅やわらび餅につけて食べたことしかない！なんて言わないで！？
きな粉の原材料、大豆は、畑のお肉と言われるほど、栄養価が高いのです!
良質のタンパク質を含み、ビタミン B1 やビタミン B２などのビタミン類や、カルシウム・カリウム・亜鉛・鉄と
いったミネラル類を多く含んでいます。
粉にすることで消化も UP♪大豆の栄養素を丸ごと摂取できる優れもの！便秘解消にぴったり！（食べ過ぎ
には気をつけてね。）ってことで、「きな粉蒸しパン」をご紹介。粉をふるわないやり方が魅力的～♪（しるこ）

「お菓子づくり＝2 回粉をふるう」

【材料】※アルミカップ 7 コ分

のルール、色々な本に必ず載って
ますよネ。今日は「そんなルールは
関係ね～♪」と言わせてください。
でもふんわり仕上がる、蒸しパン
です♪

① ☆の材料を全てボールに入れ
て、泡立て器でしっかり混ぜ合
わせる。（空気を含ませるように！）

②①の中に水を入れ、さらに泡立
て器で混ぜる。（ダマが消えるまで）

④蒸し器の中に③を置き、５～７分
蒸す。

③プリンカップの中にアルミカップ
を敷いて、②の液を流し入れる。

⑤くしで中心を刺して、生地がくっ
つかなければ OK!

※オマケのきな粉おやつ※
保育園の大人気、最強おやつメニュー（と私が勝手に思う）マカロニ
あべ川もご紹介☆
茹でたマカロニにさとう入りきな粉をまぶすのみ！これをキライ
な子はいない！しっかり茹でたら離乳食にもいいかも。ちなみに、大
分名物の「やせうま」に近いのでは？とも思っています。
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こんにちは！すっか
り寒くなってきました
ね。私事ですが、つい
最近 2 年半お世話にな
ったサークルを引退し
ました。これから就活
や卒論に向けて本腰を
入れなければいけない
と思うと、少し憂鬱で
す…笑
さて。実は私、中高
の国語の教員免許を取得する予定なのですが、その
ために教育実習だけでなく、5 日間の介護等体験と
2 日間の特別支援学校での実習が義務付けられてい
ます。それで先月、特別支援学校の中等部の秋季遠
足に行ってきました。
遠足では大きな公園へ向かい、サイクリングをし
ました。
実習生 1 人につき担当の子が 1 人いるので、
その子とコミュニケーションをとることが私たち
の課題です。
今考えると情けないのですが、最初、特別支援学
校というものに偏見を持っていました。話が理解で

きない、聞けない、親に手を引かれないと生活でき
ないような子どもしかいないと思っていたのです。
ですが、大きく認識が変えられることになりまし
た。私の担当の子は、言葉の発音がうまくいかない
子でした。初めて話した時、何を言っているのか聞
き取れなくて「本当に 1 日で聞き取れるようになる
のか…」と不安になりました。しかし、真摯に聞く
姿勢でいると、その子も何度も言ってくれるし、先
生の話もよく聞いていて、それどころか歌がとても
うまくて西野カナを歌ってくれる、佐々木希が好き
な、ごくごく普通の女子中学生でした。他にも、私
が自己紹介をしたら「いい名前だね～」といって抱
きついてくれた子や、手が不自由な子のために身の
回りのことをしてあげる子など、助け合いが至ると
ころに見られました。特別支援学校の子達が発する
ことばはとても素直で、まっすぐ愛されて育ってき
たことが手に取るようにわかりました。
偏見を持っていた自分が、とても恥ずかしくなり
ました。実習で私は、子どもたちに、本当に多くの
ことを学ばせてもらいました。また来週、保護者会
があります。中等部の子たちに会えることが、今度
はとても楽しみです。
(丸屋杏子)

11 月 2 日、友達の影響でハマッた C&K のライブ
に行きました！9 月は福岡の野外フェス、10 月は大
阪の握手会、満を持して東京国技館単独ライブへ!!
友達のピンチヒッターの母 M と 2 人、2 泊 3 日の
旅。食いしん坊親子じゃけ、お気に入りのカフェ見
つけたり、みど姉さんと月島でもんじゃ、朝から築
地の鮨 etc 満喫したョヽ(=´▽`=)ノ
そしていよいよ国技館！開演 19 時じゃけど、グ
ッズは 14 時から販売！早っ((((；゜Д゜))))))) しか
し今回私ら VIP チケット。グッズも開場も優先(*^
ω^*)=3 リハーサル見学もできるのだｄ(^ω^)ｂ
=3=3 にもかかわらず、14 時前に行ったらすでに行
列…。平日なのに…みんな何してるんだ(°д°;;)=3
結局、グッズ Get できたら 3 時(まだ列は本番前まで続いとったけ
どね)。リハーサル見学(3 曲)は、みんな席から立ち上が
りステージの前で盛り上がった！本番に向けテン
ションあがるー(*≧艸≦)！！いったん部屋に戻っ
て、顔(シール)から四池さん(C&K のファンの総称)ファッシ
ョンに身を包み、準備万端(=´∀｀)人(´∀｀=)!!!!

C&K は曲に合わせて老若男女躍り狂える陽気な
曲から、前向きの押しつけ(負けるな！とか、立て！立つん
だジョー！(笑)とかそうゆう系)が無いのに元気でたり、ホ
ロッと泣ける曲もあるんよ。
この日は追加公演で、いつもの賑やかなバックバ
ンドじゃなくて、AKB Average 55(adult kurimoto band)
をバックに、しっとり聴いてうっとりする曲が多か
ったけど、すごい良かった゜+。*(*´∀｀*)*。+゜
もちろん定番の、みんなで輪になって肩組んで踊る
曲は、母 M(56)と手を取り合ってグルグル回って踊っ
たよ♪(ノ^o^)ノへ(^o^ヘ)♪楽しかった！！
母 M は、私なんかが行って大丈夫かねッて言い
よったのに、グッズ買ってしっかり踊ってノリノリ
じゃったけんネ(o´艸｀)
5 月に広島にも来ます！超先行チケット、当選し
ますように☆(^人^=)
(さおぽん)
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11 月 3 日、私が通っている
呉青山高校で文化祭がありま
した。青山生として参加する
初めての文化祭でした。
1 年生は、4～5 人のグルー
プをつくり、それぞれプロモ
ーションビデオをつくりました。その中から、選ば
れたものが上映されました。ちなみに、自分の班は
選ばれませんでした(-_-)
文化祭に向けての準備は夏休み前から始めていま
した。
「高校の文化祭＝楽しい」ってゆうイメージが
あったので、友達と夜遅くまで学校に残って準備を
するのは楽しかったです(^^)
模擬店では、お好み焼き・ホットケーキ・チャー
ハン・中華スープを出しました。私は、お好み焼き
を担当したのですが、シフト通りに人が来なかった

り、来ても他の仕事にま
わったりして、注文にな
かなか追いつきませんで
した。冷凍のお好み焼き
を鉄板で焼いて出したの
ですが、中まで火が通ってないという苦情がきてそ
れに対処するのが大変でした。
文化祭は 10:00～14:00 だったのですが、生徒会、
委員会、学年の仕事が重なって、15 分ずつ計 30 分
しか自由な時間がありませんでした。
振り返ってみると、思い描いていた楽しいもので
はなく、とても忙しくイライラした文化祭でした。
高 3 になると体育祭以外
の行事には参加しないの
で、青山での文化祭はあと
1 回です（笑）
今回で得た反省点を今
後の行事に活かして、楽し
い学校生活を送っていき
たいです。 (高 1 もえ)

さらに、
第 7 回「会計の基礎を身
につけよう」
第 8 回「税務・法務の基
礎知識を身につけよう」で
は、会計や税制、保険や商
取引 の基本と なる法律な
どの 基礎知識 を学びまし
た。ところが残念ながら

またまたこんにちは！
「輝くママのサポート！」
フラクタル心理カウンセ
ラーの瀬尾加葉子です。
第 3 回は、
「創業のビジ
ョンとビジネスモデルを
考えよう」ということで、
ビジネスの基礎の部分の
学習と大切なお金の話を学び、具体的に自分のビジ
ネスがビジネスとして成り立つのか？を見つめ直
しました。講座は、
第 4 回「ビジネスプラン作成ワークショップ」
第 5 回「WEB 戦略を知ろう！」と続き、
第 6 回「マーケティングの基礎知識をつけよう」
では、「まず自分の日常の消費行動を振り返り、自
分分析を冷静に行う。それができたら、他の人(自分
のビジネスの消費者)の分析を行う。
」というワークを
通して、時間や対価を支払って手に入れたいものか
どうか？という点について、みんなで考えました。

第 9 回「ママフェスタに行こう」
第 10 回「ビジネスプラン作成ワークショップ②」
第 11 回「 創業に関する支援機関の説明」の 3 講
座は欠席せざるを得ない状況に。その中で気づいた
ことは、今の自分の中の優先順位が「妻であり母で
あり、カウンセラーである。」ということでした。
（笑）
今回の連続講座に参加して起業するとかしないと
かに関わりなく、色々制度について学べる機会とな
りました。一見自分には無関係に思えることでも、
聞いていると、いつの間にかやる気スイッチが入っ
たりすることも。
あなたの可能性は無限大！ダラダラとした日常か
ら情熱を持って生きる方向へシフトしませんか？一
歩踏み出すだけで道は開きますよ～！！
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下見に行ったら、いつもの水道が使えなくて、橋を
渡ったトイレ横まで行かなくてはならなかった。
「かま
どは以前から、スコップで穴を掘る式、だから水も運
んできて、なるべく使わない工夫をして…不便を逆手
に防災訓練みたいなイメージで」と考えた。遠い水場
から洗った野菜や水をどうやって運ぶのかも大問題！
バケツ？ビニール袋？真剣に悩んだ。
でも当日、紅葉の中、大根・人参・ネギ・ゴボウ…
ゲームに参加
して、いも券
ゲットよ♪♪

子どもたちが手に手に洗った裸の野菜を持ち、赤い橋
を渡ってくる。
「こんな光景みたことないわ。面白いじ
ゃんすごい！」って笑ってしまった。薪拾う子、かま

どにずっといる子、芋を包む子、野菜を切る子…。思
い思いにやりたいことをやった。自然の中の雰囲気が、
色んなことをやってみたくさせるのかな？子ども達は
今までしたことないことにワクワクドキドキ、目がパ
チクリ。食べた後の菓子食い競争でも、私がやってい
た「ようい・どん！」をやりたい！と名乗りを上げる
子もいた。とまらない好奇心？！
いかにも自由！いかにも YYY！いいじゃんいいじゃ
ん！いも煮会はこれでよーし♪
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（by 屋敷）

