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 賛 助 会 員 ：２２８人  
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用できるよう

にしました。

もし、企業が

休暇の取得を

拒否した場合

には、処罰の

対象になるこ

とも表明され

ました。当初、

「休校」とい

う方針だけが

発表された日

本とは、えら

い違いです。 

一方の、メ

3 月に入り、新型コロナウイルス対応や森友学園

問題の真相が明かされるなど、気が滅入るようなニ

ュースばかりを耳にする毎日ですが、みなさんいか

がお過ごしですか？ 

 

 今回のコロナ対応、他国の元首はすごいです。台

湾の蔡英文総統、ドイツのメルケル首相、いずれも

女性ですが、男前、超カッコいいです。(メルケルさん

は現在、担当医の感染が確認されたため、自主隔離されてい

るようですけれど…。) 

 

というのも台湾の対応は早かったし、どれもいち

いち痒いところに手が届く感じの施策です。例えば

学校の休校については、旧正月(春節)の冬休みを 2週

間延長したものの、現在は、教職員や生徒で感染者

が 1人出れば学級閉鎖、2人以上なら学校閉鎖する

という基準を設けて授業を再開しています。経済対

策の方も 600 億台湾ドル(約 2200 億円)を上限とする

特別予算案を早々に可決。大きな打撃を受けている

観光産業への支援が柱となるなるのだそう。ほかに

も中国へのマスク輸出禁止や厳しい渡航制限など、

次々と打ち出す方針に当初は批判もあったそうで

すが、感染者数が抑えられていること、2003年、84

人の死者を出した SARS(重症急性呼吸器症候群)の時

との違いを明確に打ち出し、高い評価を得ているよ

うです。 

また、共働き家庭への配慮も評価されています。

休校中、世話が必要な小学生がいる家庭の保護者に

は、看護休暇の申請ができるように。中学生以上で

も障害を持つ子どもがいる場合には、同じ制度が適

 
と き：4月 14日(火)19：30～ 

ところ：YYY事務所 

参加費：1200円（お茶菓子つき） 

今ドキ★の保険事情 
 

ルケル首相ですが、異例のテレビ演説をおこない、

次のように国民に理解と協力を求めました。「ドイ

ツ統一以来、いや第 2次大戦以来、わが国にとって

これほどまで連帯が重要になった試練はなかった」

とまずは状況の深刻さを強調。学校閉鎖については

「民主主義下で決して安易に決められるものでは

ない」としながらも「生命を守るため、今は不可欠

なことだ」と説明。国民に感謝しつつ、「一人ひとり

が自分の使命として、感染防止策や助け合いを行っ

てほしい」と呼びかけました。また、生活必需品の

供給確保を約束し、買い占めを慎むよう訴えられま

した。国民を都合のいい法律でしばるのではなく、

最初に、国民、中でも医療介護従事者に対する感謝

を述べられ、それからお願いと称して国民への協力

の要請をされていたことに、とても好感がもてまし

た。本当に素晴らしい！ 

 

尊敬できるトップがいるって、うらやましいかぎ

り。私たちは次の選挙、いろいろな視点を持ちなが

ら投票に臨まねばなりません。人格、リーダーシッ

プ、公平性、視野・懐の広さ…etc 

 

◇生まれてくる子どもの保険どうしよう？ 

◇高額医療を受けれるようにしとかなきゃあ 

◇個人年金っていつでも入れるの？ 

…などの素朴な疑問がスッキリ解決 
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―啓発広報部 おとな塾― 3月 10日(火)19：30～YYY事務所 参加者 16名 

 そもそも「STEAMとか STEMって？」という方

も少なくないのではないでしょうか。STEM教育と

は、Science(科学)，Technology(技術)，Engineering(工

学)， Mathematic(数学)の頭文字を取ったもの。ごく

乱暴に説明すると「理系分野に力を入れた教育」と

いうことになります。2003 年頃にアメリカから発

信された教育で「“IT 社会”や“グローバル社会”

に適応し、国際競争力を持つために、子どもたちは

何を学べば良いのか」という課題が背景となってい

ます。しかしその後「理系の勉強だけでは創造性な

どが育たないのでは？」という新たな問題が意識さ

れ始めたことによって、STEMに Art(芸術)をプラス

した STEAM教育が生まれました。 

今回の講師は住田新太郎さん。この春に広島大学

大学院を修了し、故郷の愛媛県で小学校教員になる

という爽やかなお兄さんです。STEAM教育をテー

マに研究を続け、先日修士論文を書き上げたばか

り。今回のおとな塾には中国やカンボジアの教育関

係者の参加もあり、この分野への関心の高さがうか

がえます。住田さんの大学院 2年間でみっちり研究

したお話が、日本語と英語で進んでいきました。 

 STEAM教育の重要な点は、ただ単に「理系に Art

を足したもの」ではない所です。あくまでも目的は

Art(創造的な活動)にあり、そのために理系分野の知見

を総動員させるという発想です。「美術」「音楽」「文

学」といった、いわゆる「芸術」だけでなく、生活

環境や自然環境を改善したり面白くしたりするア

イデアや、それらを盛り込んだものづくり全般が対

象になるそう。住田さんの授業構想デモンストレー

ションや、学校現場で実際に取り組まれている様子

を動画と共に紹介していただきました。取り組み方

は様々だと思いますが、学習活動が「自分(達)の創

作」という目的のために展開されるため、モチヴェ

ーションが高まりそうですし、チームで取り組むこ

とにも意義がありそうです。また「～ができるよう

になる」「～についての知識を身に付ける」といっ

た、いわゆる「学習のねらい（目標）」がはっきりし

ていないのも特徴。知識や技能を身に付けることよ

りも“それまで身に付けてきた知識や技能をいかに

活かすことができるか”という点に主眼が置かれま

す。子ども達自身が能動的な態度で取り組まなけれ

ば成立しない教育だと思います。 

参加者からは「評価するのが難しそう」とか「い

っそのこと評価という考え自体を捨てたほうが良

いのでは」等の意見も挙がりました。 

現在、この分野の先進国は、アメリカ、韓国、イ

ギリス、ニュージーランド等で、日本はやや遅れを

とっているとのこと。理由としては、各教科でパキ

っと分かれがちであること、予算が少ないこと、現

場の先生に戸惑いがあることなどが挙げられるよ

うです。 

時間を過ぎても興味深い意見交換が続き、多くの

ことを考えさせられる内容でした。(寺内大輔) 

教育は時代とともに移り変わっていくということを実

感しました。それはつまり、先生を目指すにあたって、自分

がかつて受けた授業を再現するための努力をするだけで

は足りないということ。AI は台頭しサイバー空間は進化

する Society5.0 の中を生きる人間に何が必要か、AI に使

われるのでなく使う人間であるために求められるものと

は。このような問いに対する自分なりの答えを持って指

導方針を練ることが、これからの教員に求められている

のだと思いました。 

まだ知識も少なく答えを出すには力不足ですが、これ

からの大学の学びの中で教育についてじっくりと探って

いきたいと思えるような有意義な時間でした。(あかり) 

STEMから STEAMへ 

手洗い・うがい・マスク着用おとな塾（（笑） 



- 4 - 

 

  

外遊びの会として、イベントを行うと決めたのは

3 月中旬。外遊びの会として行うならば、レクリエ

ーションを外ならではにしなくては！と思い、高校

生スタッフで話し合った結果、クイズにラジオ体

操、リレー、ポージングゲームに決定！普通のリレ

ーやポージングではつまらない！という事で、前回

の「Thank you2019」をきっかけに増えた仲間と一

緒に工夫を凝らし、それぞれのルールもアレンジし

ました！私だけでは思い付かないようなお題や、聞

き覚えのないワードの数々、話し合う度に楽しく新

しい知識を得ることが出来て、時を忘れ、帰りが遅

くなってしまうこともしばしばありました(笑) 

今までは、まとめ役というより、補佐のような立

ち回りだったので、多くの意見をまとめるのではな

く、意見を言うことが多かったです。とは言え、何

時までも人に頼ってばかりはいられないと思い、ま

とめれるよう行動してみたのですが、自分の性格も

あり、相手の思いを汲み取ってあげれていないので

は、相手の意見を無下にしていたのではないか、と

1 人で反省しています。ですが、落ち込んでばかり

ではいられないので、今回の反省を活かし、今後の

イベントに繋げていきたいと思います！  (みく) 

―特集 外で遊ぼう！― 3月 22日(日)呉の公園 

 ほんとなら、ライブハウスで高校生フェス

第 3 弾をやる予定だった！チラシ作ったり、

バンド調整したりしてた高校生たち。…感染

症予防のため、急遽変更。逆境にもめげず、

来場者にも手洗いやアルコール消毒をお願

いし、外で楽しめることを考えました。 

ラジオ体操に、バンダナ

で簡易マスクもやってみ

た！これならできそう？ 
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コロナでヒヤヒヤさせられて、外遊び企画となり

ながらもバンド演奏を実現することができました。

新たに参戦してくれたバンドもあって、また違う高

校との繋がりができたことや、「野外ライブめっち

ゃ気持ち良かった!!」って声が凄い聞こえてきたり

したので、企画を実行することができて本当に良か

ったです！！！ただやはりコロナの影響で出演出

来なくなってしまったバンドがいたり、不要不急の

外出を控えるように言われている今、お客さんが本

当に来てくれるのか？とか、当日の天気もピンポイ

ントで雨だし…延期予定日も雨だし…どうしよ

う！やばい！と不安なことがいっぱいありました

が！野外で体を動かし免疫を上げ、かつ音楽を楽し

むことができました！高校生企画の1年間を締めく

くるには、これ以上ないくらいに上手くイベントを

実行することが出来たと思います！   (はるや) 

MCデビューの 2人！ 

卒業進級おめでとう

の意味もあったイベ

ント、卒業の人からコ

メントも！次のステッ

プもがんばって！ 
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―特集 祝！卒業― 

ついに中学生の頃から憧れ、目指し続けた大学に進学できるこ

とになり、これからどんな風に 4 年間を過ごすか考えるとワクワ

クが止まりません！まだ不明瞭なことも多いですが、今一番強く

思っていることは、欲張りに過ごしてやろう！ということです。 

 私は中学時代も高校時代も勉強、生徒会、ボランティア活動な

ど幅広い活動を通して多様な経験を積み、たくさんの人と出会っ

てきました。特にここ、YYY は素敵な出会いが多く、私を人間的

に大きく成長させてくれた場だと思います。受験期まで YYY の

活動に参加し続けて得た学びは「何かを犠牲にして何かを得るこ

とは勿体ない」ということ。どうせなら欲張りに様々なことに挑

戦する、そんな 4 年間にしたいな、と抽象的ですが考えています。 

(芥川愛花里) 

卒業生の皆さん、おめでとうございます！

改めて、あかり先輩！志望校合格おめでとう

ございます！学習支援ボランティアや遊び

コーディネーターとしての活動、勉強、どれ

においても手を抜かず、私たち高校生スタッ

フをまとめて、引っ張ってくださいました。

率先して行動し、「高校生とは何か」を活動を

通して、背中で語っていただきました。昨年

12 月のイベント「Thankyou 2019」では、受

験に向けて忙しいにも関わらず、皆のことを

考えて 1 番動いて下さっていたことが忘れら

れません。1 年という短い間でしたが、あり

がとうございました！！あかり先輩のよう

な人に成長できるよう精進します！(みく) 

 落ち着かない年度末ですが、ホントにホントに

…卒業おめでとうございます！どんな事態で

あっても、節目であることに変わりはありませ

ん。次のステップがどうスタートするのかもわか

らない日々ですが、小中学生の皆さんには「学

校生活で楽しかったこと」、高校生以上の皆さ

んには「卒業にあたって思うこと」を寄せても

らいました。 

おめでとうメッセージ 

楽しかったのは、学校の

クラブ。手芸工作部でし

た。プラバンとか写真とか

作りました。 (谷帆乃香) 

修学旅行。みんなでイルカ

ショーを観たことが一番楽

しかった。   (中村文美) 

 
お楽しみ集会(一年生と遊ぶ会)

が楽しかった。(藤川大志郎) 

 
修学旅行(山口)。バスの中のレクや

おしゃべりが楽しかった。(祝航大) 

 

親元を離れた合宿(江田島、1・2 年の時)、修学旅

行(東京方面)。寝る前の時間が一番楽しい。友達と

ディズニーに行ったのも楽しかった。(中島洋輝) 



- 7 - 

 

  

  
ついに学生卒業。 

「大学の 4 年間はあっという間よ！」と言われていたけ

ど、本当にあっという間に過ぎちゃいました。振り返っ

てみると良い思い出はあんまりないかも笑 

私の想像していた遊びまくれる！というキャンパスラ

イフとは違い、まぁまぁ勉強が大変でした。その中でも

もっと遊んでおけばよかったな〜と少し後悔してます。 

田舎だし、華やかなキャンパスライフには程遠かった

けど、支え合える一生の友達ができたのは良かったな～

としみじみ感じてます。1 番寂しいのは学生が終わると

いうよりも、友達と離れ離れになってしまうことかな         

これから社会人になるのは不安だし怖いけど、新しい

世界に馴染めるように春から頑張ります！ (岡本美緒) 

よく留年せずに卒業できるなというのが率直な感想で

す。私は、決して真面目な学生ではなくて、授業もよく

休んでいたし、テストも一夜漬けで臨むことがほとんど

でした。 

そんな私が卒業までこられたのは、ともに過ごした友

人のおかげだと思います。私以上に私の心配をしてくれ

て、時に厳しく時に甘く、支えてくれました。くじけそ

うな時は、一緒に頑張ろうと励ましてくれました。 

4 年間の中で、成績が 1 番になったとか、スポーツで

優秀な成績をとったなんてことはありませんでしたが、

これからも付き合っていきたいと思える一生の友人に出

会えたことが私の大学生活の誇りです。  (金川梓美) 

祝卒業特集ということで、僕のことについて書こうと思います。高校

は中学校とは環境も違い、何より知らない人だらけです。まずはそこ

で新しい友達をつくることから始めたいです。そしてその中で僕の良

い所も悪い所もわかってくれる友達や先生に出会うことが出来たら良

いなと期待しています。しかし、不安な部分が無いとは言えません。僕

は中学校の頃、いつもトラブルや苛めに遭ったり、勉強についていけ

なかったり、周囲から異質に見られたりしてきました。特に、いつも周

無事に呉高専を卒業した藤井です。毎年毎年 3 月は留年の危機と戦

い、何とか 5 年間を戦いぬきました。先生方に多大なご心配をおかけし

たこと申し訳なく思っています。高専では、他の学校とは違う勉強をし

て専門的な知識は増えたと思います。それに「卒論を書く」という高校

にはない経験をしました。最後の追い込み時は学校に泊まったりもし

て大変でしたが、なんとか仕上げ、就職先もきまりました。今、世間は

スタッフだけで火起こしとかの特訓

をしたり、計画を立てて、デイキャンプ

や芋煮会をして成功したこと。参加者と

一緒に作業して楽しかった。(金行壮真) 

コロナのことでいっぱいで、私たちの

学校も卒業式および謝恩会は中止に

なってしまいました。それが非常に心

残りです。来年の卒業生が無事卒業で

きること、卒業式ができることを願っ

ております。      (藤井裕大) 

りから避けられたりしていたので、本当に辛かったです。高校で

はこんなことは無くしたいです。 

最後に、僕が心がけたいことは、とにかく学校生活を楽しむこ

とです。たくさんの思い出をつくりたいです。(P.N タケちゃん) 
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野外活動 3 泊 4 日が、台風

で 1 泊 2 日になったけど、カ

ッター研修とキャンプファ

イヤーをすることができて、

楽しかったです。(岡光美宙) 

 修学旅行で山口に行き、

1 泊 2 日ホテルへとまりま

した。すごく広くて迷いま

した。秋よし洞はとてもき

れいでした。 (武田里桜) 

徳島大学を卒業し、お笑い芸人

になることを目指して上京するこ

とが決まりました。大学生活では、

たくさんの面白い人たちに出会っ

てきました。M-1 グランプリに出

場した人、オーディションに受か

り映画に出演した人、芸能事務所

へ所属が決まった人…。自分も、

自分の可能性に挑戦してみようと

上京を決意しました。芸の道を生

業とできるようになることは、決

して簡単な道でないことは覚悟の

上です。辛いことや苦しいことも

全部背負って、ステージに立って

誰かを笑わせたい！！その一心

で、お笑い養成所へ通い、本契約

をいただけるようになるまで頑張

りたいと思います。(後藤遼太郎) 

楽しかったこと、修学旅行。ホテルで夜遅

くまで友達と話したこと。  (中里僚吾) 

学校が急に終わってしまったことについ

て素直な思いは寂しいなぁです。一番仲の

良い友達が違う学校へ行くので、会う機会

が減ってしまうからです。 

休みになり卒業制作のオルゴールを作る

ため、元美術教師のお母さんと友達と一緒

に作ろうと言う話になりました。 

休み初日から会うことにして、一緒に遊

べることになりました。午前中は作業、午

後からは友達の家で遊びました。結果的に

会いにくくなる友達と一緒に作業して、遊

べてラッキーだったな思います。 

だけど今は早くコロナを治す薬が出来

て、楽しくまた学校に行けるようになって

ほしいと思います。    (川本蒼一郎) 

砂丘県に住み始めて早 4 年！ 

この度大学を卒業します(*´▽｀*)ｲｪｰｲ 

あっという間でした！学科の勉強・サークル活動等の日常

生活でも色々あったし、長期休みはサークルの合宿に行った

り、インターンシップに行ったりしつつ、英語喋れんのにシ

ドニーに行ったり、砂丘まで 4～5 時間かけて歩いてきたり、

突発的に旅行したりと謎なことも沢山しました(笑) 4 年間で

成長したなぁーって感じることはいっぱいあるけど、生活ス

キルだけは周りに頼ってきたため、さほど向上しませんでし

た…(;´･ω･)(どれくらい酷いかと言うと心配した先輩が料理本を誕

プレでくれるくらいです(苦笑))  

4 月からは自分が希望していた職場で働けることになった

んで、向上心を持って自分らしさを活かして働きたいなぁっ

て思ってます！でもその前に、周りに心配されないくらいに

生活スキルの向上を目指します…！      (長原由実) 
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【パートタイム勤務】 

①10歳(4年生)・7歳(1年生) 

②子どもが生活のリズムを崩している。 

③児童会・放課後等デイサービス・留守番。 

④ない。子どもと感染症の話ができたくらい。 

⑤あまり理解できていないが、急に休校になり、学

年が変わり、クラスの友達と離れる事がショッ

クだったみたい。 

【パートタイム勤務】 

①7歳(1年)・10歳(4年)・12歳(6 年) 

②昼食の準備        

③タブレット、YouTube三昧。 

④早起きしなくていい。 

⑤暇！ゲーム、タブレットできて楽しい。 

 卒業、修了まであと少し―となった 2月末、発表された「小中高校一斉休校」。突然の措置に、「なんで？」

と多くの声があがりました。翌日すぐに「各自治体の判断で」と濁した言葉が文科省から出されましたが、

呉市は県に追随する形で休校を実施しました。当初児童会も開くかどうかわからず右往左往した家庭も多

いのでは。みなさんがどんな風に過ごしているか、聞きました！ 

【専業主婦】 

①12歳(6年生)・10歳(4年生) 

8歳(2年生)・7歳(1年) 

②専業主婦でもともと家にいましたし、困ったこ

と何もないです。しいて言うならこども同士、友

達と約束して遊べないので誰も来ないし行かな

いし。ちょっと息苦しいですが今はしょうがな

い。みんなで協力しないとって感じです。 

うちは兄弟で遊ぶので友達に会いたがっていな

いので助かっています。行きたいと言われたら

困る(;^ω^) 

③4 人ともホームエデュケーション(不登校)をして

いたので、休校になっても生活は全く変わって

いません。 

午前中ちょこっと勉強 OR家の用事。 

昼から 17時までメディア OK。 

たまに庭、畑、目の前の公園等、外に出ますがみ

んな出ていないので兄弟以外の接触なし。 

④普段から学校とうまく連携して休んでいました

がやはり「休校」「春休み」となると何も気にせ

ず休める。 

普段からコソコソしていたわけではないけど、

誰にも何にも言われないので心からスカッと

堂々と休める。 

⑤もともと休んでいたけど「やった～休みじゃん」

という子「まあ、いつもと変わらないけどね」と

いう子。 

そもそもコロナのことを知らないで「なんで休

み？」という子も(2年生) 

友達と会えないのはやっぱさえんみたいです。 

たまに親を通して連絡して時間を合わせオンラ

インでゲームする程度。 

【パートタイム勤務】 

①8歳(小 2) 

②遊びに行くところもなく、友達とも会えないこ

と。毎日 3食作ること。 

③午前中は 1人でお留守番。 

30分くらい勉強。家の掃除機かけ、犬の散歩を

したあとは、自由にゲームやテレビを見ている。 

④弟達は幼稚園に行っているので、長男だけとの

時間が出来て、1 対 1 でゆっくり話す時間が増

えたり、自転車で出掛けたりすることができた。 

⑤学校で勉強が出来ないから残念。 

【フルタイム勤務】 

①高校 1年 

②三者懇談会で先生に聞きたいことあったことが

聞けなかった。 

昼ご飯の用意(同居のばあちゃんから)。 

本人は運動不足だと思う。ゲームやる時間長い。 

③朝ゆっくり起きている 

④病院行くことができる(普段は学校予定が入ったり

して行くことが難しかった)。 

⑤生活怠惰になった。 

―特集 一斉休校緊急アンケート― 

①子どもの年齢・学年を教えてください。 

②休校で困ったことはなんですか？ 

③休校中、どう過ごしていますか？ 

④休校になってよかったことはありましたか？ 

⑤子どもは休校についてどう思っていますか？ 
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【パートタイム勤務】 

①8歳(2年生)・年少 

②仕事に行けない。仕事が減った(お客様からのキャ

ンセル等) 

子どもの体力低下。 

③ほとんど家に居て、ゲーム、テレビ、YouTube等

見てすごしています。 

④仕事が平日休みの主人が、子どもと遊べた事。 

⑤元々学校に行くのが好きではない子なので、喜

んでいます。 

【フルタイム勤務】 

①8歳(2年生)・7歳(1年生)・2歳 

②給食がないこと。毎日休まずお弁当を作るのは

大変、でも買い食いも家計に重くて大変。 

③朝から夕方まで児童会に行っています。 

④ありません！！！ 

⑤児童会楽しくて全然いいと言ってます。でも転

校していく友だちに突然会えなくなって落ち込

んだことも。先生にも会いたかったみたいです。 

【フルタイム勤務】 

①9歳(3年)と 7歳(1年) 

②外で遊ばせるにも気を使うし、ほとんど家の中

で過ごさせる事に困ってる。 

③勉強と、テレビゲームとか遊ぶ時間と、何か工作

とか手芸とか制作をする時間を決めて何とか過

ごしている。 

④姉妹 2 人で遊びを考えてくれたり、少し自分の

事は自分でやるようになっているところ。 

⑤友達にも会えないし、勉強も出来ないから休校

は嫌みたい。 

【フルタイム勤務】 

①小 1・年少 

②児童会に持っていくお弁当作り、昼間の宿題の

チェック。 

③朝から児童会・幼稚園に行って早めに帰って、親

が帰宅するまでは祖母と過ごしていた。 

④仕事が早めに終わり、家族で過ごす時間が増え

た。家族で近所を散歩したり、ランニングしたり

と体力作りができた。 

⑤学校が休みになってラッキー、でもやっぱり学

校に行きたかったなと思ってます。うちは児童

会に行っていたので友達と過ごしたり、校庭で

遊んだりしていたので、そこまで退屈はしてい

ません。 

【パートタイム勤務】 

①9歳(小 3) 

②外に出るのも自粛するのは仕方はないといえ、

友達との時間が減り、寂しいようでした。心身共

に不健康になるのではないかなぁと不安に思い

ました。 

③体がなまるのでストレッチしたり、家族揃えば

みんなで楽しめるボードゲーム等。。普段は読

書、今までたまった進研ゼミチャレンジ(自主勉)

などの振り返りしてました。 

④母仕事の時は預けることで祖父母との時間も増

え、父も有給とれ、おうち時間が増え家族の絆も

増える機会になってよかったのではないでしょ

うか。 

⑤子どもはコロナ感染について学び、マスクする

ことが必要か等、危険から身を守ること身をも

って感じただろうと思います。 

【パートタイム勤務】 

①8歳(2年生)・年長・年中 

②子どもの預け先。勉強、運動、昼食。 

③タブレット学習・ポピー・ゲーム・テレビ・ラン

ニング。 

④良かったことはない。 

⑤特になし。 

【時短勤務】 

①11歳(5年) 

②留守番だと遊ぶだけになるので行き場に困っ

た。行き先でも、宿題ができず、困った。 

運動量も減り、TVの量が増えた。 

③祖父母の家や、学校、放課後デイ。 

④習い事がないので土日親子でゆったり過ごせ

る。息子は毎日ゆったりとしてるだろうけど…。 

⑤はじめは嬉しい       

次第に友達に会えないことに気づき、つまらな

いと思った。 

【パートタイム勤務】 

①高校生 

②子どもは毎日学校にも遊びにも行けずストレス

がたまる。イライラしていた。親も疲れる。 

③自宅で勉強か読書。外を走る。 

④子どもは良かったことは何もなさそう。 

私は料理をまじめにした。いつか作ってみよう

と思って作ってなかった料理をひたすら作っ

た！ 

⑤かなりしんどいと思う。仕方ないと受け止めつ

つも、納得はしていないと思う。 

親としては、今回の子どもの休校で、もし、我が

子がひきこもりになった場合、こういう風にな

るのか、と思ってかなり怖かった。そして休校を

きっかけに、学校に行きたくなくなる子どもも

いるだろーなと心配になった。 
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【専業主婦】 

①中 1・小 4 

②時間にメリハリがない。 

③遊んでばっかり。家でゲームしたり、YouTubeみ

たり。とーきどき宿題。 

④家族でボードゲームしたりして、ゆっくり時間

を考えないでコミュニケーションがとれた気が

した。 

⑤ひま〜 友達と遊びたい、会いたい。 

【フルタイム勤務】 

①15 歳です。中学 3 年生ですが、卒業しま    

した。 

②全くやる気が出ないことです。 

③高校に向けての勉強をしています。 

④たっぷり休むことができました。 

⑤一刻も早く登校したいです。 

【パートタイム勤務】 

①7歳(新 2年生) 

②当初宿題がでてなかった為、自主学習などの計

画を作成した。昼食も困りました。 

③児童会で過ごしました。 

④よかった事、思い当たりません。 

⑤当初は喜んでる様子でした。児童会に行ってい

るのでストレス発散はできましたが、家にずっ

といたらグズグズはあったと思います。 

【パートタイム勤務】 

①小学 2年と 5年。中学 3年。 

②卒業式が、簡素化になって寂しくなった。母親の

仕事も休みになり、ずっと、みんなが家に居る。 

③ずっとゲームなど、インターネット。あとは、公

園に行ったり。 

④断捨離が出来て、家がスッキリしてきた。 

⑤中学生は、残りの中学生活がなくなり、ショック

だったようです。友達とも、まだ色々出来ただろ

うし。小学生も、せっかく習い始めた習い事もい

きなり休みになり、友達とも会えなくなり寂し

そう。 

【自営業】 

①9歳(3年生)・7歳(1年生) 

②休みだけど、どこにも外出できないこと。 

③午前中は勉強、午後は室内で遊んだり、テレビを

見る。 

④とくに無し。 

⑤はじめは嬉しそうでしたが、現在は退屈だと言

っています。 

【パートタイム勤務】 

①中学 3年・1年・小学校 1年 

②仕事が休みになったことと、お昼ご飯。 

食費がかさんだ。何故か出費が多い。 

③ほとんど家で過ごしてます。 

④子どもが意外にも学校が好きなんだという事が

わかった。 

⑤はじめの 2、3日は楽しかったみたいだけど、突

然の事で気持ちが不安定でイライラしている。 

【自営業】 

➀7歳(1年生)・9歳(3年生) 

②仕事してるので 1 日中子ども達を見れず、夏休

みとは違う長い休み、遊びにもいけないので子

ども達をどうしようかなと。 

③休校になってから旦那の実家に行かせ、学校の

宿題、個人で買った本や問題集などを持って行

かせた。 

④良かった事はないです。 

⑤急な休校だったので、学校の先生や友達にちゃ

んと話せてないから悲しんでたけど、どうしよ

うもないので、あきらめて毎日過ごしてる。 

【パートタイム勤務】 

①11歳(小 5)・8歳(小 2)・1歳 

②小学生たちの昼ごはん 

③ごろごろ、youtube観たり、ゲームしたり、勉強

したりしています。 

④特になし 

⑤休みを満喫しているので、休みでよかったと思

っている。 

 祝卒業の子どもたちにも休校への思いを聞きまし

た。友だちと会えなくて寂しい、4 月から始まるか不

安、給食もっと食べたかった、など、残念な声が多かっ

たですが、仕方ない、と思ってるようでした。 

 休校開始から 1 か月、国内も緊迫してきました。今

回、すぐ SNS で市の現状を説明したり、休校開始を独

自に遅らせたり、また児童会に給食をまわしたり、と

自治体によってやり方に大きな差がありました。私た

ち、こんなに困ってるんですよ！という声を、もっと

届けていかないといけませんよね！子育て世帯の皆

さん、次の選挙、今回の思いを忘れず、ぜったいぜっ

たいぜったい行こうね！投票率を上げるだけでも意

味のあることだと思います！私たちの生活、仕方な

いよね、にならないように！！     (宇都宮) 
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文系ライフ～ 

 センター試験の受験前には「センターで燃え尽き

ないように！」と再三注意を受けていましたが、終

わってみるとむしろ逆、私はセンター試験よりも気

合を入れて二次試験対策に取り組んでいました。真

新しく分厚い赤本を手で押さえて開き、試験時間の

2 時間を計りながら、回答用紙も本番さながらのも

のを印刷……。先生に国語と英作文の個別指導もお

願いして、同じ大学を志望する他 2人と一緒に過去

問の解説を受けました。まだ 18 年間しか生きてい

ませんが、センター試験から二次試験までの約 1ヶ

月は人生で一番努力したような気がします。 

しかし、どれだけ頑張っても一向に安心できる気

はしません。過去問をやればやるほど文章に得点を

左右される自分が見えてきたからです。本番で自分

に合わない文章が出たらどうしよう…と考えると

生きた心地がしません。そして追い打ちをかけるよ

うに、一緒に解説を受けていた友達は元々高い実力

を遺憾なく伸ばしていく。焦りに次ぐ焦り。大学に

合格発表の掲示板を見に行って自分の番号がなく

膝から崩れ落ちる夢まで見る始末でした。 

 

そんなとき、折れそうな私の心を支えたのが原点

回帰、勉強を楽しむことです。これこそが、私が教

師になったら伝えたいことであり、教師を目指す理

由でした。英語や国語は〇か×かでは終わらない、

豊かな出会いと発見がある。大学合格のためでな

く、純粋に目の前

の問題と向き合

う。国語を楽しみ

文系を選んだか

つての私に戻る

ことができたの

です。いつか学校

で先生から見せ

て頂いた受験生

の成績の伸び率

のグラフが頭に

浮かびます。私の

グラフも傾きを

増し続けている

ことをひたすら

に信じて、シャーペンを動かし続けました。 

そして迎えた当日。周りを見渡すと何だか皆賢そ

う。一瞬不安になりかけましたが、これは自分との

戦いだ、と言い聞かせてまっすぐに自分の席につき

ました。いつも通りの回答用紙で、いつも通りの腕

時計を一瞥して試験を受けました。試験中は交感神

経が高ぶっていたのか、お昼ごはん後の時間でした

が眠気は全くなく、2 時間×2 教科の試験もあっと

いう間に感じる程に私は集中していました。 

 

試験が終わって合格発表までの時間はとてつも

なく長く思えました。もう出来る事が祈ること、コ

ロナウイルス予防くらいしかなく、気を紛らわせる

こともできなかったからです。とりあえず後期試験

の勉強もしながら首を長くして待ちました。何とか

1 週間を過ごし切り、6 日の正午まで待って合格発

表のページへ。受験番号がズラッと出てきたので慌

てて受験票を取り出して見比べること、数十秒。 

「やったー！！」 

雄叫びと共にガッツポーズして、飛び跳ねました。

その様子を見た祖父母は驚いていましたが、すぐに

察して一緒に喜んでくれました。その後家族だけで

なくたくさんの人にお祝いされ、改めて私を様々な

ところで応援し支えて下さった方々の存在を実感

しました。高校時代で積み上げたたくさんの出会い

の結晶が目の前に現れているようで、合否判定と同

じくらい嬉しかったと思います。同時に、こんなに

応援を受けておきながらここで立ち止まってはい

られないという気もしてきました。次のステージで

4 年間をどう過ごすのか。たくさんの期待を意志に

変えて、前のめりに進んでいこうと思います！ 

(芥川愛花里) 


