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 ２月２０日現在 
 子ども会員：170人 
 正 会 員： ３6人 
 賛 助 会 員：２２5人  

３２団体 
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コーディネーター 
山本 和子（呉こども NPOセンターYYY） 

ても、着付けや頭髪のセットなどは、どうなるので

しょう？いずれにしても、着物の購入やレンタル、

美容院の予約などが今以上に早く、早くという風潮

になってくるであろうことが容易に想像できます。

式当日、半数位の人は振袖が着られないかも(―

―゛)です。 
 
もう一つは LGBTとソフレの話。昭和の時代に育
ったものとしては、とても悩ましい話です。それは、

彼女の友人の娘さんがネットで知り合った女の子

と旅行に行ったのだそうですが、ただの友達じゃな

く、恋愛関係のようで、その友人がとても心配して

いるというもの。一方のソフレについてですが、ソ

フレとは添い寝フレンドの略称なのだとか。つま

り、飲み会の帰りとかに、男女が一緒に泊まって、

ベッドをともにしても何もおこらない！という関

係性のことを言うそうです。学生の頃、彼氏と旅行

に行くのに「女友達の家に泊まるから」と親にウソ

をついた経験がある人は多いのではないでしょう

か？でも今や昔と違い、男の子と一緒だから危険、

女同士だから安心というわけでもないようです。性

別が多様化した分、親の悩みも多様なようです。で

も、一番よく耳にするのは、アラサ―の子ども達が

結婚してない、彼氏・彼女が居ないことで悩んでい

る親世代の愚痴でしょうか。（笑） 

暖かかったり、寒かったりと気温の変化が激しい

今日この頃、みなさんいかがお過ごしですか？いつ

の間にか、梅も満開ですよ～。今回は、久々に読ん

だ酒井順子の本の中からそうだな！って思った話

をいくつかご紹介します。 
 
その一つは成人式の話。2016年、選挙権が 18歳

に引き下げられ、2022年には、成人年齢も 18歳に。
自分で自分が生きる道を判断し、責任ある行動をと

るのが大人だとするならば、平均寿命がどんどん延

びている今、十代から死ぬまで「大人」するって、

しんどいし、飽きるんじゃない？と彼女。子どもの

社会参画の拡充をミッションに掲げてきた YYY の
立場で考えると、18歳成人、及び選挙権は welcome
なこと。だけど確かに、近年の子どもたちの状況を

みていると、精神年齢は実年齢の 7掛けで！という
見方にめっちゃ納得するし、18歳成人どうなの？と
問われると、「いいことなんじゃない！」と即答でき

ない自分が居ます。 
成人式でもう一つ気にかかっていることが。先

日、美容院に行った際、2022 年は、18～21歳まで

一度に成人式をするらしいということが話題に上

がりました。美容院の人が言うには、今でも式当日

は、朝 4～5 時から開けて、やっと間に合わせるこ

とができるくらいだそうで、それが単純に 3倍にな

ったらどうなるのだろう？と非常に心配しておら

れました。確かに、3 倍という事は、レンタル着物

も今の 3倍必要なわけで、それだけの着物が果たし

て用意できるのでしょうか？仮に、そうなったとし

【日 時】3 月 12 日(火)19:30～21:00
【場 所】YYY事務所 
【参加費】1200円(資料・おやつ付) 

一緒に考えよう！ 

選挙にまつわるエトセトラ 
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―啓発広報部 おとな塾― 

の 

 毎年恒例「呉市のお・さ・い・ふ」。昨年 7月、大きな災害に
見舞われた呉市だけに、これから私たちの暮らしは、どうなる

の？非常に気になるところです。ということで、昨年に引き続

き呉市財政課課長、濵田純典さんにお越しいただき、呉市の来

年度予算について伺いました。 

新原市長にとっては、実質的に今回が自身の意向

を盛り込んだ初めての予算編成。市長自らが「復興・

夢前進予算」と名付け、豪雨からの復興・行財政改

革の推進・公約の「くれワンダーランド構想」の 3
本柱で取り組むのだそう。その一般会計予算は、前

年比１.5％増の 100,294,000,000円。（桁が多すぎて
もはや分からない！）４年ぶりに一千億円を超え

る。今年度呉市営プールの建て替えや学校の空調整

備など大型事業が終了したものの、豪雨災害関連

で、投資的経費全体としては、ほぼ前年並みとなる。

歳入の方も豪雨の影響などで、税収の落ち込みが想

定される模様。中でも心配なのが財政調整基金（い

ざというときに使える貯金のようなもの）。2019年
度予算編成時点で、年度末に４千万円にまで減る見

込みとなっています。この支出自体は、国の財政措

置で大半は手当てされるらしいのですが、いくら入

るかは未定だそう。補填は国や県頼みということだ

けど、国も大借金抱えてるし、結局は税金ですよね。

大丈夫なのかなぁ…。いずれにしても、これ以上、

災害が起きませんように！！ 
で、呉市の来年度予算に対する新聞各紙の反応

は、「地味」「大きな予算額を割いた事業が見当たら

ない」とやや辛口な評価だったそうです。フツーの

感覚からすると「復興のために切り詰めるのは当た

り前」とも思うけど、経済を回す、魅力的なまちに

するという視点から見ると物足りなく感じられた

のかもしれませんね。 

「ワンダーランドの方ははどうなっとるん？」と

ストレートな質問も。それについては、市長の公約

でもあるＪＲ呉駅周辺地域整備関連に 2500 万円を
計上。基本計画策定や、自動運転車普及などを想定

した社会実験を実施するとのこと。その他にも観光

面では大和ミュージアムの魅力向上に加え、「呉港

へのクルーズ客船誘致」や「すずさんに逢える丘（仮

称）」の整備、「待っとるよ呉」観光キャンペーン、

産業振興としては「リノベーションまちづくり」事

業、子育て支援分野では、新たなアプリの導入など

の新規事業に着手されるとか。「ちょっと面白そう

でしょ。ワクワクすることもありますよ～。」と濵田

課長。今年も実にわかりやすく説明して下さいまし

た。               (山本さなえ) 

2019年度予算概要 

ワンダーランドってどんなーらんど？ 

呉市に今必要なのは何なのだろう？中高生
も学んでいるけど、持続可能な社会ってどん
な社会？どんな自治体を目指せばいいの？
社会保障が未来永劫続いていくこと？それ
とも GDP が増え続けること？みんなが HAPPY
に暮らすには、どうすればいいのだろう？ず
ーっと考えているけど、一向に答えは見つか
らない。悔しくて泣きそうな気持ちになる。
でも自分にできるのは、ここに居続けて、さ
さやかながら、子どものたちの応援団でいる
ことくらい。来年度予算の説明を聞きながら
ぜんぜんスッキリしないけど、改めてがんば
ろ！って思った。(K.Y) 

2月 19日(火)YYY事務所 参加者 15名 

講師：濵田純典さん(呉市財政課課長) 

お財布 
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空＠空☆ガ。の 

第 3子が生まれて、アップアップしながら坊ちゃ
まのおゆうぎ会を乗り切ってはや 1年、ほんとにほ
んとにほんっとに飛ぶように日が過ぎて、お嬢のお

ゆうぎ会を迎えました！ 
年長さんは日舞。衣装づくりはないけど、着付け

の補助や、頭のセット、化粧、小道具の扇子を持た

せたりなどなど、細かいことを気にして何度も客席

と舞台裏を行ったり来たり…。去年は産後だった

し、男子だったので、夫に丸投げ。今回は女の子で、

よその子もいっぺんに着替えするのでさすがにパ

パはダメかな…と、私が担当しましたた笑。 
毎年「年長さんは大変よ～」と聞かされてきたん

ですけどね、実はそんなにやること多くないんです

よ。着付けは専門の先生がやるから、私ら保護者は、

着付けに送り込んだり、舞台袖に送り込んだり、子

を連れてオロオロうろうろするのが仕事笑。 
で、何が大変かって、どのタイミングでどこに行

って、どこに子どもを送り込んで、っていうのがつ

かみにくくて、焦るから大変なだけってことが、わ

かりましたとも笑。 

着付けは順

番だけ渡され

てて、「タイミ

ングをみはか

らって裏に来

て、トイレに連

れてってから、

肌着にさせて、

足袋をはかせ

ておく」ってだ

けなんだけど、上手くみはからえないわけですよ。

低学年クラスの演目紹介も年長さんの担当なので、

舞台でしゃべってて間に合わない子は順番飛ばし

て着付けしたり…。「次だれ！？」な舞台裏。遅れた

ら怒られる親。もう先生たちみんな、インカムつけ

ててほしいわ！笑笑って感じでした。 
そんなこんなでワタワタしたけど、無事に子ども

たちは踊り切りました。毎年思うんですけど、0歳
児クラスから順番におゆうぎするのを見てると、

「あんなに小ちゃかったのに～大きくなっちゃっ

て～」と、嬉しいような寂しいような。そりゃ感動

もするよね笑。母にしてもらってからもうすぐ 8年
になる私も、がんばってるんじゃん～こんなに子ど

も育っちゃって～な～んて。自画自賛。笑。 
あとは、お別れ遠足があって、そしたら卒園式が

きて…って園生活残りわずか。当然打ち上げもかね

て飲みに行きたくなるよね！というわけで、3月の
飲み会の計画を着々と立ててる現在なのでした。 
 
子どもが生まれて一番よかったことはね、飲み友

だちが増えたことです笑。マジで笑。 

なんとか認可外保育所に中途で入

れたチビ坊。熱出したりもするけど、楽

しく通ってます！一番小さいので、先

生にもお友だちにも可愛がってもらっ

て。先生たちは少しの変化でも毎日気

づいてくれて。こちらがなにかトチった

りしても「大丈夫ですよ～」ってフォロ

ーしてもらえて大助かり。 

認可外なので保育料高めですが、お

金払ってでも安心して通えるところが

いいわ～と実感。法案が通ってこの秋

からマジで実施される幼保無償化。保

育の質が低下することが心配されて

いますが…。韓国では先立って保育の

質が低下したというデータもあると

か！？マジで大丈夫なの！？ 

おゆうぎ会

安心して通えるのがイチバン！
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息子が生まれて 1年が経ちました！最初の 3カ月
は外出を極力せず、こもる生活。寒いしね、風邪ひ

かせたくなかったからね。暖かくなったし外出しよ

う！と思ったけど…何かあってはいけないからと

色んなものを準備するので荷物は重いし、行った先

でも、赤ちゃん用の椅子や、おむつ変えられるスペ

ースがなかったら…との不安から、出かける先は便

利な近場のショッピングモールがほとんど。息子と

2人では遠出なんてできない！と勝手に思っていま
した。 
息子が 10 カ月になったある日、大阪にいる友達

と宮島駅集合で観光することに。秋の 3連休の最終
日。車で…と思ったけど、混んでて停められないか

もと、電車で行くことに。呉駅までは旦那に送って

もらい(旦那は昼から仕事)、ベビーカ
ーを提げていざ乗車。広島までは

快適！座ることもでき、ベビーカ

ーを畳み、息子は私の膝の上で屈

伸運動(笑) 近くのお姉さんたち
と、いないないばぁをして遊んだ

突然ですが、子宮筋腫って知ってますか？ 
子宮筋層にできるコブのような良性の腫瘍(しゅよ

う)のことです。成人女性の 4～5人にひとりがなる
と言われています。 
良性なので、「すぐに取らないとダメ！」というわ

けではありません。筋腫の大きさや位置で症状も違

い、不妊や流産の原因になることもあれば、特に症

状が無い場合は治療をせずに経過を見ていくこと

もあります。 
私の場合、筋腫は子宮の中側ではなく子宮の外側

にできており、直径 5センチのかたまりが膀胱(ぼう
こう)を圧迫していました。これ以上大きくなって頻
尿が悪化してしまう前に、手術で取ることになりま

した。 
入院手術は 3泊 4日の予定。入院も手術も初めて

の私は、「仕事が 1ヶ月近くも休めるわやったね！」
とワクワクでした。 

しかし、入院は大部屋で、耳の遠くなったおばあ

ちゃんが騒音をたてまくり。手術は無事成功したの

ですが、手術後麻酔が切れると猛烈に寒い＆痛い！ 
手術してから半年以上経った今も、術後の痛みがな

くなりません。 
傷みは個人差があって、人によっては 1年経って

も痛みが取れない人がいるのだとか。 
手術、なめたらあかん… 
今回は良性なのでよかったですが、もし悪性(=ガ

ン)だったらと思うと恐ろしいです。 
女性は定期的に婦人科で見てもらいましょう。恥

子宮筋腫と手術と私 

に ― ゃ 連 れ 
り、上機嫌で笑い声をあげながら、周囲の人たちを

和ませ、赤ちゃんパワーを発揮。が、しかし。広島

で乗り換えた後が悲惨でした。どんどん乗り込んで

くる人たちに、抱っこひもで身動きも取れず、暑さ

も増し、眠いし、おなかもすいたのか…ぐずり始め

泣き出し、あやしてもどうにも収まらず(こっちが泣
きたい)。もう途中で降りてしまおうかと！でも救い
だったのが、周りの人たち。そばにいたのはシンガ

ポールからの団体観光客。座る？とかベビーカーを

持っててあげるって言ってくれたり、一緒にあやし

てくれたり。言葉は通じているようで通じてない気

もしましたが、優しさが伝わってきてうれしかった

～もう、感謝しかない！普段だったら感じ取れない

気持ちが、この子を通して感じ取ることできまし

た。これもまた赤ちゃんパワーだよね。中には迷惑

に感じた人もいたかもしれませんけどね(汗) そし
て無事に宮島で下車できた～！！ 
子連れの旅にはいくつも試練はありますが、悪い

ことばかりじゃない！人の温かさを感じられる旅

ができる！！            (岡下瞳美) 

ずかしい気持ち、すごくわかり

ますけど、子どもが産めなくな

ったり、命取られるよりマシじ

ゃないですか。 
最後に大切なことを言って

おきます。 
入院で一番必要なものは耳

栓です。     (小田尚未) 
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  ―子ども活動部 ゆきあそび― 

「うそつき～。雨は昼からのはずじゃん！」の声

があがる。天気予報では午後から雨だったのに、現

地に到着した時点で雨。今まで 25 年くらい雪あそ
びをやっているけど雨は初めて。コンディションは

最悪。スキー場で雨ってどうよ！どうしよ？と思っ

たけど、そんな心配は無用とばかり、みんな雨なん

かぶっ飛ばして遊んでた。傘をさして子どもの様子

を見てた大人もいたけど、子どもはソリしたり、雪

だるま作ったり、雪にまみれて転がりまくったり。

中には雪をすくって食べる子も。お母さんもニコニ

コしながら、「NOXとかホントは汚いけど 1回ぐら
い、いっか～。」って。 
強く雨が降った時はハウスの中に避難。昼ご飯も

食べたりしてやり過ごす。雨がやまず午後からの全

体遊びはあきらめて休憩所の中でビンゴでもしよ

うと準備。でもちょっと待てよ、と裏口から外に出

てみるとそこが案外穴場で、斜面にふかふかの雪

が！雨も弱まったので子どもたちに声をかけると、

斜面に上ったり、滑り降りたり、かまくらを作った

り…。ここなら雨が強くなってもすぐ避難できるじ

ゃん！と全体遊びもやるって決めた！ 
宝探しを何度かやって盛り上がったちょうどそ

の時、雨脚が強くなってきたので、「部屋に入ろ

う！」と言うと「えー！久保さん、雪合戦しようや。」

と高学年男子。見るとソリにいっぱい雪玉を乗せて

いる。「わかった、やりたい人やろう！」と言うと、

ざっと 20 人くらいが残り、2 チームにわかれて雪
玉を投げまくる。みんな必死だけど、顔は笑ってて、

とても楽しそう。ま、ベチャベチャになったけどね。

濡れついでだ～って最後にイベント広場でみんな

で一斉にソリすべりしたみたい。 
他にも、全くの初心者だったけど、スキー教室に

入り、何度もリフトでのぼって滑り降りれるくらい

になった中高生、お父さんとボードをしてめっちゃ

上手になった子…。 
参加者すごい！雨でも雪あそびできる人たちで

した。でもやっぱり、ふかふかの雪も見せてあげた

い！来年リベンジしようね。(くぼ) 

2019年 2月 3日(日)ユートピアサイオト 参加者 91名 



- 7 - 
 

 
 
 

初めてスキーができるようになったの

で、よかったです。楽しかったです。(中１） 

あいにくの雨でしたが、ソリが滑りやす

くなって楽しかったです。娘も雪に大喜

びで、1人でソリを滑ったりと成長も見れ

て楽しい一日でした。(母) 

ソリでゆきの山にのぼってな

なめになって、おちたけど、

おもしろかったです。（８才） 

雪だるま作って楽しかった。

ゼリーひろいも楽しかった。

そりも楽しかったです。（４才） 

さいしょ雨であそべるかわから

なかったけどあそべました。た

のしかったのは、ソリあそびで

す。いろんなそりがのれてたの

しかったです。（10才） 

 

初めて娘と一緒にスキー場に行くこ

とができ、いい体験ができました。ま

た参加したいです。バスレク楽しかっ

たです。なかよしジャンケン、必死に

なってがんばりました（笑）（母） 

息子と一緒にスノーボードをしました。息子は初めてでした

がさすがは子ども、アッという間にうまくなりました。親子

でとても楽しかった一日でした。（父） 

 

中高生がバスレクや全体遊び・

写真係などスタッフしました。

バスレクを準備した小学生も上

手に進行していて子どものパワ

ーを感じました。自分もあんな

お兄ちゃんお姉ちゃんになりた

い！と次々リーダーが出てくる

ことを期待！ 
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 選挙によって選ばれた代表人は、国民や住民の代表者となります。 
したがって、その代表者が職務を行うに当たっては、一部の代表としてではなく、 
すべての国民や住民のために政治を行うことになります。 
 
 
 多数決(民主主義の原則)は、人々の意見を集約し、決定する際に用いる方法です。より多くの支持を得た者
を代表者とすることによって、政治の安定化を図ります。 
 
 
「選挙」とは、私たちの代表を選び私たちの意見を政治に反映させるためのもの。そのためにも、私た

ち一人ひとりが「選挙」に関心を寄せることで、「選挙」はもっと身近なものになるといえます。 
 
 
選挙に関する規定を定めた公職選挙法は、日本国憲法第 15条で明記されている「公務員の選挙について

は、成年者による普通選挙を保障する」という憲法の精神にのっとっています。 
 
 
 日本は国民が主権を持つ民主主義国家です。 
選挙は、私たち国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に 
反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会です。 
 
 
 「人民の、人民による、人民のための政治（政府）」。 
民主主義の基本であるこの言葉は、私たちと政治との関係を象徴する言葉です。 
国民が正当に選挙を通して自分たちの代表者を選び、その代表者によって政治が行われます。 

2．多数決 

1．みんなの代表 

3 身近な選挙 

4．憲法と選挙 

6．政治と国民 

5．選挙と政治 

―特集 THE・選挙！！― 

4月、平成最後の統一地方選挙。せ
っかく 18 歳選挙権になったんだか
ら、若い人たちの声が反映されるよ

うになるといいですよね！そこで今

回は、今さら聞けない選挙のこと！

中学公民の復習です。 

「選挙」は、私たち一人ひとりのために。私たちは、家庭や地域、学校や職場など、さまざまな場でく

らしています。私たちの生活や社会をよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる、代表者が必

要であり、その代表者を決めるのが「選挙」なのです。 

Ⅰ選挙の意義 
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選挙の種類 
被選挙権 

(立候補できる権利) 

選挙権 

(投票できる権利) 

国政選挙 
衆議院議員総選挙 日本国民で満 25歳以上であること。 

日本国民で満 18 歳以上で

あり、 選挙前に 3 カ月以

上その都道府県内の同一

の市区町村に住所のある

人 

参議院議員総選挙 日本国民で満 30歳以上であること。 

地方選挙 

都道府県知事選挙 日本国民で満 30歳以上であること。 

都道府県議会議員選挙 

日本国民で満 25歳以上であること。 

また、その地域での選挙権を有する者。 
市区町村長 

市区町村議会議員選挙 

◆選挙の基本原則 

日本国憲法がうたっている「選挙の 3原則」とは、普通選挙・平等選挙・秘密投票のこと。 
普通選挙 ⇒ 選挙権は、一定の年齢(今は 18才)に達したすべての国民に与えられる。 
平等選挙 ⇒ 選挙人一人に一票。性別・財産・学歴などでの差別はない。 
秘密投票 ⇒ 誰が誰に投票したかが、わからないような方法で選挙がおこなわれる。 

このほか、次の 2つの原則が保障されています。 
自由選挙 ⇒ 選挙人の自由な意思によっておこなわれる。 
直接選挙 ⇒ 選挙人が直接代表者を選ぶ。 

 
◆選挙権と被選挙権 

私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙
権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被

選挙権」。 
どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。 

Ⅱ選挙の基本原則・種類・選挙権と被選挙権(立候補できる権利) 

Ⅲ定数と選挙区 

 

＊選挙区の設け方には次のものがあります。 

大選挙区制 ⇒ 1選挙区から 2人以上の議員を選ぶ。 
小選挙区制 ⇒ 1選挙区から、1人の議員だけを選ぶ。 

 
＊選挙権を持つ人の意思を議席数に反映させるために、次のようなしくみがあります。 

少数代表制 ⇒ 候補者の得票順に複数の代表者が当選できる。定数の範囲内なら得票の少ない候補

者も選ばれる。 
多数代表制 ⇒ 最も得票数が多かった候補者だけが当選できる。小選挙区制が代表的。 
比例代表制 ⇒ 各政党の得票数に応じて議席を配分。ミニ政党でも議席が持てる。 

 選挙の多くは、都道府県や市町村などを基本として定められた地区の中から、代表を選び出すようにな

っています。この地区のことを「選挙区」といいます。また、この「選挙区」ごとの、当選人の数があら

かじめ決められています。これを議員の「定数」といいます。この選挙区の区域や定数は、主に、その地

域の人口を元にして決められています。これは、一人一人の一票の持つ力が、選挙区によって大きく変わ

らないようにとの考えによるものです。 

その国や時代によってそれ

ぞれに合った制度を組み合

わせて選挙は成り立ってい

るよ！ 

日本の制度は…次ページ！ 
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◆各議会議員の選挙区と定数 

衆議院議員 小選挙区(定数 289人) 全国を 289の選挙区に分け、各選挙区から 1人を選出。 
比例代表(定数は 176人) 全国を 11のブロックに分け、広島県のある中国ブロック

の定数は 11人。 
参議院議員 大選挙区(定数 148人) 都道府県の区域を単位として選挙を行い、広島県の定数

は 7人。 
比例代表(定数 100人) 全国を一つの単位として選挙を行う。 

広島県議会議員 大選挙区(定数 64人) 市や郡をもとにして 23の選挙区に分けられている。呉市
の定数は 5人。 

市町村議会議員 市町村がそのまま一つの選挙区。ただし、特別な事情がある場合、条例により選挙区

をつくることができる。定数は、その市町村の人口により上限が定められており、こ

れを超えない範囲で、市町村ごとに定められる。呉市議会の定数は 32人。 

 
 

 

広島県議会の選挙区と定数 

ベルギーの法学者ドントが考え出した議席

割り当てのための計算方式。 
① 各政党の得票数を 1,2,3…の整数で割る。 
② 一人当たりの得票数が多い順(割り算の答え
の大きい順)に、各政党の議席が配分される。 

③ 通常、各党の当選者は、比例代表名簿への
登載者(とうさいしゃ)の上位から決まって
いく。 

 
第 2 次世界大戦後からドイツはこの方式を

用いており世界的にもよく知られた。ただし，

大政党にやや有利といわれ，そのためドイツ

では 1987 年にニューマイヤー式に切替えて
いる。日本では 82 年の公職選挙法の一部改
正の際にドント式が採用され，翌年の参議院

議員選挙において初めて導入された。今もな

おこの方式で選挙が行われている。 

比例代表制はドント式！？ 

 まだまだ今さら聞けないこ

とがいっぱいあるかも！？ 

 次の選挙は選挙特番を見な

がらこの記事を広げてみよ

う！「なんでこの人この票で通

ったん！？」がちょびっと解決

するかも！？ 
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私は今、専門学校で英語とエアライン業界につい

て勉強しています。先日、空港業務研修に行ってき

ました！飛行機に乗ったことはあるのですが、ほぼ

記憶にないので、初めて乗るような気持ちでワクワ

クしながら搭乗しました。飛行機が離陸する時「グ

ッバイウェーブ」(整備士さんたちが飛行機の外から手を
振ってくれるアレです！笑)を見ることができて、飛ぶ
前に満足していました！(笑) 私たちはANAを利用
したのですが、機内サービスのコンソメスープがめ

っちゃ美味しいです！CA さんたちの指差し確認
や、ギャレー(機内の台所です^^) から次は何を持って
くるのかな〜と、仕事を間近で見ることができて、

とても勉強になりました。 
そして羽田と成田に初上陸( ^_^)／ 空港の広さ

と、洗練されたグランドスタッフの皆さんに圧倒さ

れてきました。普段は入ることができない ANA・
JAL本社の裏側を見学させていただき、お客様側か
らは見えなくても、なくてはならない重要なお仕事

がたくさんあるんだなと感じました。特に、普段は

見学でもタイミングが合わなくてなかなかお目に

かかれないパイロットの皆さんのブリーフィング

(フライト前のちょっとした会議？)に立ち会うこともで
きて皆で静かに喜びました(笑) 帰りの飛行機では
CA さんと少しお話をさせていただき、とても貴重
な体験だったな〜と思いました。モチベーションア

ップしたこの 2日間、これからもっと勉強がんばり
ます( ^ ^ )／             (あおい) 

1月の終わりから春休みに入りバイトに追われる
日々を送っています。今、ドラッグストアやお好み

焼き屋、先生の研究の手伝いなどバイトを 4つ掛持
ちしています。家におってだらだらするよりは、生

活リズム崩さず済むし、バイトしてお金稼いだ方が

いいな～て思って詰め詰めでバイト入れています

^_^; 大学生になって自分で稼ぎだしてからお金の
重みが分かり、今までよりも考えてお金を使うよう

になりました。バイト始めたての頃はきっちり家計

簿つけとったけど最近さぼっているのでまたつけ

ようと思います笑 
バイトに行くのは正直面倒くさいし行っても早

く帰りたいな～疲れたな～ってことばっかり思い

よるけど、自分が頑張って働いた分お金になるので

やりがいを感じています。給料日になったら嬉しい

し、記帳するのが毎月の楽しみになっています笑  

規定金額以上稼ぐと税金を払わないといけないの

でその金額は超えないように気をつけています。バ

イトに夢中になりすぎて勉強が疎かにならないよ

うに両立しながら頑張ります。 
前にも通信に書いたのですが、大学の先生の研究

に参加させていただいて、1月に初の青森県に行っ
てきました！－11 度くらいだったのですごく寒か
ったです。八甲田山に行ったのですがダイヤモンド

ダストを初めて見ました。幻想的な光景ですごくき

れいでした。2月末頃からは福島県に行って、調査
頑張ってきます！           (瀧川萌) 

嗚呼、バイト漬けの日々 

おシゴト研修！ 
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近年、日本でもグローバル化と言う概念が浸透し

てきました。それに伴って外国人や異文化に対する

日本人の意識も高くなったと言えます。しかし、話

しかけられたら、おどおどして「ソーリー、ソーリ

ー」と言って退散してしまうのが現状のようです。

多くの人が言語の壁を感じているからでしょう。 
先日、ドイツ出身の外国人労働者の方の講演会に

参加しました。その中で、その方はこうおっしゃっ

ていました。「私の中学校時代は、半数ぐらいが外国

人でした。中にはドイツ語があまり話せない人もい

ましたが、言語の壁はあまり感じませんでした。」こ

れは、日本とは大きな違いです。 
では、日本とドイツでは何が違うのでしょうか。

それは、アピール力にあると思います。ある先生は

「グローバル化とは自分自身を伝えることだ」とお

っしゃっています。その点において、ドイツはグロ

ーバル化ができているのです。日本はどうですか？

グローバル化できていると言えますか？ 
日本人の特徴として、目で語り、目で悟るという

のもあります。また、周りと同調し和を大切にする

というのもあります。しかし、そうも言っていられ

ない状況がすぐそこまで迫ってきています。実際

に、外国人労働者の受け入れは拡大されています。

多文化社会となりつつある日本において、日本人が

呑み込まれてしまわないように、今後の在り方を考

える必要がありそうです。 
しかし現状、我関せずの人は多く見受けられま

す。私はそんな人に声をかけたいです。「そろそろ世

界に目を向けましょう」と。今こそ、日本人として

の自我を持ち世界と渡りあうのです！ (武田泰一) 

機関に揺られているかでしょう。寒空の下、つれづ

れなり、などと戯れに考えて夢の世界に吸い込まれ

そうになっていると、明るさを増した、山の背景が

ふと目に留まりました。 
 「春はあけぼの。」 
 声が聞こえたようでした。懐かしいフレーズは堰

を切ったように溢れ出します。 
 「やうやう白くなりゆく山際、少し明かりて、紫

だちたる雲の細くたなびきたる―」 
 私はもはや、学校にいませんでした。「枕草子」の

世界にたたずんでいました。現代でもこの情緒が味

わえるほどの、正確な描写。ありふれた世界を絵画

にする、その発想。清少納言が才女と言われる理由

が少し分かったような気がしました。 
 この「枕草子」との出会いから、私は日常生活の

中で“古典との出会い”を探すようになりました。

以前から古典はストーリーが斬新で面白い！と感

じていましたが、「私」を通して眺めると一層面白さ

を増すのです。 
 いざ給へ、をかしの世― 
 古典の世界はすぐそこで、私たちとの出会いを待

っているのかもしれません。      (あかり) 
               

 

文系へ進んだ私ですが、実は最後まで理系を捨て

きれず迷っていました。そんな私を文系へ押し込ん

だのが、他でもない古典です。さて、その愛すべき

古典文学ですが、最近より一層古典を好きになる出

来事がありました。 
 その日、私は挨拶運動のためにいつもならまだ寝

ている時間に家を出、学校に来ていました。ひたす

らに眠い頭を無理やり起こし校門に立ちましたが、

登校してくる生徒はまばらです。それもそのはず、

現在時刻は 7時半。きっと今家を出たか、公共交通

文系ライフ～ 


