
”２０数年来の友人との再会” 2002.6.29(sun） 

 いや～、ホント懐かしかったですねえ。今日は旧友に、ほぼ 20年振りに会いました。そ

のために、税理士との打ち合わせをすっかり忘れてしまいました。ごめんなさい、Ｋ税理

士様ｍ（＿＿）ｍ。 

 でも、20 年の隔たりをこれっぽっちも感じることなく、きのうも会っていたように気楽

に、いや、ホント自然に話せたのが嬉しかったですね。何よりも彼の変わらない顔が嬉し

かったです。実は彼と出会ったのは、私が静岡大学の 2 年生の時なんです。何がきっかけ

だったのかなあ？そう、カン坊（山崎君）だったかな？彼は重度の身体障害者なんですが、

彼の友達のカン坊に紹介されてから妙にウマが合うって言うか、不思議な位に自然に、そ

れも素直な気持ちで付き合うことができるんですね。酒を飲み、よく夜遅くまで議論しま

したよ。かと思えば、大家の息子さんまで巻き込んで、よく朝方まで麻雀をやりましたよ。

そうそう！二人で長野県の飯山まで、スキー（って言うか、そりだったんですが）に行き

ましたよ。なっつかしいねえ。でもね、あの時はホント、人の優しさを感じさせてくれま

した。「大変でしょうから、お使い下さいよ。」って言って、荷物用（＾＾；；；；エレベ

ーターまで案内して下さった静岡駅の駅員様。甲府駅だったかなあ、一人で彼の乗った車

いすを持ち上げようとしたら、「手伝いますよ。」って声を掛けてくれた数人の乗客の皆さ

ん。「僕が引くよー！」って言って彼のそりを引いてくれた地元・飯山の小学生君。今日は

９月に彼をカヌーに乗せちゃう約束をしてきました。９月にしたのは、彼が乗れるように

カヌーのちょっとした改造が必要なんですね。ホント楽しみです、９月が。 

 

”若きサポーターの死” 2002.6.22(sun） 

 先週の金曜日夜、訃報が入りました。もう 10年になります。中央防犯ＡＣＭ藤枝ＳＣ～

藤枝ブルックス～アビスパ福岡と、一緒になって応援してきました南條昌彦君（藤枝市堀

之内、享年 32歳）の突然の逝去の知らせでした。涙にむせびながら伝えてくる電話の声に、

暫し呆然となりました。余りにも若い死でした。 

5月 5日の今期東海リーグの開幕戦でも、太鼓を叩きながら大声で中央防犯藤枝ＳＣを応

援していた彼が。元アビスパ福岡のＦＷ・現ベガルタ仙台ＦＷ山下選手の日本代表入りを

願って作った、「ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ」のネーム入りの背番号 13番の日本代表ユニホーム。

藤枝ブルックスが福岡に移転した時はとても悔しがった彼も、何度も福岡にわたってアビ

スパ福岡を応援し、うちの子どもに土産も買って来てくれました。何年かかっても絶対に

待つんだと、ここ藤枝でのＪリーグチーム誕生を夢見ていた彼。 

大型自動車の整備中、その自動車と壁に挟まれ、即死だったとのこと。2002 年Ｗ杯日本

代表も夢中で応援し、日本とセネガルの対決を本気で語り、日本代表の決勝トーナメント

進出を知らずして天国に召されました。10年来の日本一のサポーター。 

御冥福を祈ります。 

 



”「学力」再考” 2002.6.11(tue） 

 一昨日の日誌の県教委主催の懇談会の件。誠に図々しい話ですが、数えれば静岡大学在

学中の野外活動事業会社設立以来これまで 20余年間の学習塾としての、本格的な野外体験

活動や算数・理科実験教室活動をご支援頂いております企業及び個人の皆様のご厚意に報

いるべく、昨日早朝電話で県教委に現在はＮＰＯ静岡県教育フォーラムとしての活動を紹

介させて頂きました。 

 結果、当日の別件の用事を時間調整し、当該懇談会の趣旨により私メも教育関連事業協

同組合の副理事長の立場で当該懇談会に出席してこれまでの活動の紹介をさせて頂くこと

になりました。勿論、完全学校週 5日制の実施に伴い、子ども達の土曜の過ごし方を鑑み、

様々な活動を始めた学習塾は私共ばかりではありません。折角の機会ですので、私の知る

限りのそうした学習塾の活動も紹介させて頂きながら、当該懇談会の視点であります、土

曜日の過ごし方と学習塾の役割、自然体験・生活体験の場と学習機会の確保、学力低下の

不安等について意見を申し上げたいと思います。 

 そこで、一昨日の日誌の続きであります。「学力」再考です。前回の静岡新聞社説に続き、

5月 3日付け読売新聞の論点で全日本科学教育振興委員会委員長（東京大学名誉教授）の大

木先生も同様なことを述べております。先日の日誌でこれまでの日本の教育を「勤勉教育」

と表現しちゃいましたが、大木先生は、「学力」＝「知識量」という定義を産んだのは我が

国の教育が儒教を中心として出発したことにあり、宗教の一種である儒教を学習する者は、

その内容よりもまず文言の一字一句を記憶することが求められ、社会全体の考え方も「記

憶が大事」とする傾向になったと指摘しております。しかし、科学者達は、「実力」は知識

の量だけでなく、それを活用して研究に役立てることが重要だとよく分かっており、こう

した「学力」に関する多くの国民と科学者達との解釈の差は、学校教育において「文化の

伝承」が重視され、創造的な活動が軽視されてきたことによると述べておられます。そこ

で、先生はこれからの世界で我が国の科学が一流であるためには、今まで以上に忍耐強い

問題解決への訓練を重視しなければならないし、知識量と問題解決に努力する力、この二

つを兼ね備えた人こそ「学力がある」と言われるべきだと訴えております。なるほどと思

います。皆様はどう思われますか？ 

 

”完全学校週５日制の不安！？” 2002.6.9(sun） 

 時は 2002ワールドカップまっただ中。ご存じの通り、今日は日本の決勝トーナメント進

出のカギを握る対ロシア戦。私ﾒ、稼業が夜の商売（？）だけに、今日はＷ杯が始まって初

めてテレビ観戦ができそうです。しっかり応援しようと思います。 

 そうそう、昨日の静岡新聞朝刊によると、静岡県教育委員会は本年度スタートした完全

学校週 5 日制への対応について、県内の学習塾関係者や学校関係者、保護者、県教委関係

者らが意見交換をする懇談会を、14 日県庁で開くらしいですね。当スクールも学習塾とし

て本格的に野外体験活動や実験教室を始めて 10余年、ようやくこうした活動が認知されよ



うとしていることは喜ばしいことですが、ここまで来るにホント長かったですね。 

 ただね、これも手放しで喜べないんですね。新聞に書かれたこの懇談の視点、第 1点、5

日制による土曜日の過ごし方と学習塾の役割。第 3 点の 5 日制実施による時間数削減に伴

う学力低下の不安と相まって、いや、そんな世の不安を利用してか（？）、加えて静岡県で

は公立・私立共に本年度から高校入試制度も変わることも作用して、学習塾の土・日曜講

座は大繁盛。「勤勉教育」にどっぷり漬かってきましたこれまでの日本の学校教育からでは、

完全学校週 5 日制実施の大変革もなかなか大変ですね。ちょっと「完全学校週 5 日制＝授

業時間の削減＝学力低下」なる式に世の中が振り回されているんじゃないですかね。 

 ふと思い出してスクラップブックを紐解いてみましたら見付けました。今年 2月 25日の

静岡新聞の社説です。同感です。学力低下を心配する前に、その学力とは何か考えるべき

で、憂いでいるのは量としての学力であって、真の学力は質であり、それを産み出す教育

力を追求すべきだと思うんですね。また時間ができたら、この件をもっと突き詰めてみた

いと思います。 

 

”ちょっと考えちゃう、現代の親子像” 2002.6.4(tue） 

 この日誌を読んで頂いている小学生から大学生の皆さんにちょっと聞きたいんです。や

っぱり、今の子ども達は心の底から甘えて依存心を満たして貰った経験に乏しいのかな

あ？ううん、ごめん。質問が悪かったね。「今の子ども達」と書いちゃうと、み～んなそう

だってことになっちゃうんで、答えにくいよね。そうじゃあなくて、君はね、そういう経

験があったかなあ？ 

 いや、本音言って、今ね、親に思いっきり甘えたいって思うことがある？って言うのは

ね、ここんとこ色んな人達（大人達）と話すことがあって（勿論そういうことはこの私に

はここ数日に限ったことじゃないけどね）、今の親ってホント自分達自身のことばかり、目

の前にいる大事な子ども達と心から関わることがおざなりになっているんじゃあないかな

あ、なんて考えちゃったんですね。 

 非行とか、いじめとか、キレるとか、そうじゃあなくても、相も変わらず爆音をたて、

信号を無視して商店街を暴走する行動、あるいは、店じまいしたガソリンスタンドの壁に

（この藤枝では学校のブロック塀にも）訳の分からない文字を得意顔（？）に書きまくる

こと、そういった現象を見聞きするに、物質的には有り余るほど満たされている現代故に、

そういった行動に走る子ども達の心の中に渦巻いているフラストレーションの原因を考え

るんですね。やっぱり親の我々も親になる勉強が必要だよね。子ども達はその依存心の裏

返しの攻撃性を外部に向けるしか方法がないかもね。 

 

”お久しぶりです”2002.5.31(fri） 

 こう日誌が怠慢では読んで下さる方もいなくなってしまうんじゃないかと反省しており

ます。この間、ようやくＮＰＯ静岡県教育フォーラムの決算及び理事会・総会も終え、や



っとひと段落しました。お久しぶりです。そんな中でも好きですねえ、26 日の日曜日、Ｎ

ＰＯの夏の活動の下見に、長野の八ヶ岳まで行ってきました。前日 25日の土曜日、スタッ

フと夏の合宿の計画を煮詰めておりまして、やっぱり実際に会場予定の八ヶ岳少年自然の

家に行ってみないと分からない、なんて話しておりましたら、この日誌にも登場しました

スタッフの「やよいちゃん」が偶然来まして、だったら、明日行こうよ、ということにな

りました次第です。途中、都留文科大学の学生スタッフ、ゆみちゃんとさやかちゃん（ｳﾝ?!

名前出しちゃったけど、いいよね）を拾って行く予定が、中央道・都留ＩＣを見落として

しまって大月ＩＣで下車、逆走。あの沖縄旅行の迷走もあり、もうナビが必要かなあ。い

やいや、待て待て、速度違反の罰金がある（＾＾；；；；；、なんて思いながら、初めて

の田園風景豊かな都留市へ。両名と合流。あの明るさは変わってないねえ。さあ、いざ八

ヶ岳へ。このロスを入れても藤枝から３時間半、早いもんですねえ、自然の家に着きまし

た。さすが海抜 1200m、ひんやりと澄んだ空気。職員の宮川さんの親切丁寧な説明を受け、

広大な施設の見学の前にまずは小淵沢で腹ごしらえ。やっぱほうとうだねと偶然に寄った

お店が、本当においしいほうとう料理。夏合宿の最終日、このお店でほうとうの昼食を取

ることに決定。昼食後、当フォーラム得意のカヌー会場を求めて周辺を車で捜索。大井川

のような大きな川やカヌーができる池も無く、今回はカヌー体験は断念。再び八ヶ岳少年

自然の家に。広大な施設を見ながら、4台の大型天体望遠鏡があるアストロハウスを見学し

ました。その 4台の大型天体望遠鏡もさることながら、天体観測の時は屋根が横に移動し、

満天の空が開けてくる設備にもびっくり。この時期でも大勢の子ども達が自然の家を使用

しているとのことと時間の関係で、宿泊棟は見学せず、地図で周辺のハイキングコース等

の説明を受け、帰路。有意義な下見でした。ゆみちゃん＆さやかちゃん＋やよいちゃん、

ありがとう！ 

 

”ほぼ１年ぶりのサッカー生観戦。”2002.5.12(sun） 

 やっぱサッカーはいいっすね。あの連続した緊張感がいいですよね。ほぼ 1 年ぶりにサ

ッカー生観戦をしてきました。しかも 2 試合連続で。でも、Ｊの試合じゃあないです。リ

ーグの 2つ下の地域リーグ・東海リーグの試合です。確か村上龍氏だったよね、「悪魔のパ

ス、天使のゴール」って、サッカーを表現したのは。当たり前のことですが、サッカーの

場合、殆どのパスは得点には無縁なもの。1試合の中でほんの数本のパスが「天使のゴール」

を産む。勿論、そんなパスが全くない試合だってありますよね。今日は得点に絡む計 8 本

のパスを見ることができました。その内 3 本は、”ラス前”パスです。選手達は 90 分の試

合の中で、常にそんなパスを求めて走り回る。だから、ゴールは正に「天使のゴール」で

あって、ゴールネットを揺らした者は雄叫びを上げ喜び、仲間はラストパスを出した者を

祝福する。そんな意味でレベルの高い試合は楽しいですよね。ただ、試合によってはじっ

と見ていると、途中でそんな緊張感が無くなってきます。そう、そんな時はその試合はま

ずその後の得点は産まれません。つい席を立ってしまいます。 



 

”○○○ちゃん、誕生日、おめでとう！”2002.5.10(fri） 

 な～てね。日誌上でお祝いもするのもおかしいけど、書いちゃいます。多感な時期、色々

と悩んだり、と思うと大声で笑って楽しんだり、はたまた、じっと考え込んだり。でも、

そうして成長していくんだよね。このところ色んな出会いがあってよかったね。色んな人

を知る、そんな中で自分を知ることになるんだよね。人に甘えたくなったり、人を助けた

くなったり、人に苛立ったり、人にすがりたくなったり、とにかく人に話を聞いて貰いた

くなったり、と思うと、人と離れたくなったりもする。でも、・・・・やっぱり人と関わる

って楽しいよね。おめでとう！ 

 

”いよいよここ藤枝にサッカー旋風吹き荒れる。”2002.5.5(sun） 

 既にお気づきことと思いますが、この日誌も 3 年目に入りまして大分長文になってきま

したことから、昨夜から再編成しております。そんな折、何人かの方々から、いよいよ本

日オープン致します「藤枝総合運動公園サッカー場」で行われます、東海リーグ開幕戦・

中央防犯対藤枝市役所戦のお電話を頂きました。Ｊリーグはもう開幕して 2 ヶ月なります

が、2 部制になって初めての東海リーグもいよいよ開幕なんですね。時はいよいよ 2002 年

サッカーワールドカップ。今月 16日には、このサッカー場で開幕前キャンプを張るセネガ

ル代表チームが来藤。藤枝駅前商店街を始め、あちこちでセネガルの国旗がはためいてお

ります。ここ数年仕事の関係ですっかりサッカー観戦から遠ざかってしまいましたが、世

の中がこうなってきますと、やはり今まで我慢してたんですね。自分自身の中のサッカー

熱がうづき始めてきました。思い起こせば、色々とありました、この藤枝総合運動公園サ

ッカー場。藤枝ブルックスのＪリーグ入りのために、このサッカー場を藤枝・焼津両市の

中間地点に、藤枝・焼津・岡部・大井川の 2 市 2 町で作るように、強力に運動した時期も

ありました。我々の構想を訴えるチラシを作り、ステッカーを作っては運動の拡大を計り、

最後には藤枝ブルックス後援会の応援を得て、1週間かかってＢ4両面にびっしりと書き込

み、藤枝市内全家庭に訴えたんですね。しかし、なかなか打ち破ることのできない行政の

壁に藤枝ブルックスも、福岡県民 55万の熱い要請を受けて福岡に移転。元祖サッカーの街・

藤枝に吹き荒れたブルックス旋風も次第に衰え、時々弱く流れる程になってしましました。

再び吹き始めたサッカー旋風。長く続く不況を吹き飛ばし、区画整理も進み、町並みが新

たになりつつあるこの藤枝を活気あふれる街にしてくれるように願うばかりです。 

 

”ゴールデンウイークど真ん中、カヌー＆スモーク三昧” 2002.5.4(sat） 

  本ホームページの「ＮＰＯ静岡県教育フォーラムわんぱく自然の里」に公開して一般募

集しませんでしたが、昨日 3 日ゴールデンウイークの真ん中、アクティ森で、スタッフ 4

名と 4名の子ども達＆高校生＋引率者 1名でカヌー＆スモークチキンを楽しんできました。

穏やかな五月晴れ、ちょっと日焼けをしてしまいましたが、久しぶりにのんびりできまし



た。4日間仕込んだスモークチキンも好評で（ちょっと自慢）、嬉しかったです。おまけに、

春の穏やかな日和に誘われてカヌーに乗りに来たお客さんに、スタッフ達も臨時指導者を

かってでたり、楽しかったですね。そうそう、参加した中学生の一人が 50ｃｍもあろうか、

大きなナマズを見付けたようで、今度是非釣ってみたいと、19 日のカヌー教室を楽しみに

してました。彼はカヌーは、4 月 28 日の天竜・相津マリーナのカヌー教室に続いて、2 回

目。大きな体ながらも、バランス感覚は抜群で、覚えも早く、初めてその日の午後には、

繋がっております天竜・船明ダム湖のど真ん中まで一人で行くことができ、大感激してお

りました。回りにも大変気を使う子で、送ってきてくれたおばさんにもカヌー体験を勧め、

しっかりカヌーコーチもしておりました。彼だったら、川でのカヌーもちょっと練習すれ

ば、川下りカヌーも十分できるんじゃあないかな。話がちょっとそれちゃったけど、その

ナマズもこの川の主たる魚なんで、そうおいそれと釣られることもあるまい。「野性の魚は

人間のあげるえさは絶対に食べないから、おととい釣ったその魚を逃がしてやった。」なん

て言ってた彼なんで、たとえそのナマズを釣ることができても、釣り上げることが目的な

んで、多分逃がしてあげるだろうね。優しい子でしたね。そんな子だけに、こうした活動

を通じてたくましさも育てて上げたいね。 

 

”ある補導員の話” 2002.5.1(wed） 

 「”万引き”と１つのゲームのように一部の親たちは捉えているが、”窃盗”という立派

な犯罪なんだ。その認識をしっかり持つべきだ。」 

 「万引きしてしまったら、本人は勿論、親もそのお店の人に土下座をして謝りなさいよ。

そうして犯罪意識を持たせなければ、万引きを絶つことは絶対できない。」 

 「勿論、非行は、お父さん、おかあさん、僕の方を向いてよっていうサインなんだよ。」 

 「子どもの前では、お父さんを、あるいはお母さんを、絶対に批判するな！」 

 「子どもの前では、お父さんを、あるいはお母さんを誉めなさいよ。やさしくいたわり

なさいよ。」 

 「子どもの前では、絶対に夫婦喧嘩をするなよ。子どもはどっちに味方していいか分か

らなくなる。」 

 「子どもも親もどっちも感情的になってしまったら、子どもに手紙を書いてみなよ。お

父さんの、あるいはお母さんの小さい頃から今までのことを。そうしたら、冷静になって

話しかけられるし、冷静になってその話を聞けるもんだよ。」 

 

“行ってきました、沖縄・座間味村 大自然体験合宿。その 2” 2002.4.19(fri） 

今回の事業が 4 月 11 日の静岡新聞朝刊と 4 月 20 日付けの静岡リビングに掲載されまし

た。ありがとうございます。静岡リビングは私の写真入りで、少々恐縮しております。そ

の両社の取材の時にもお話ししたんですが、こうした事業は、ご参加頂きます皆様一人一

人、あるいは、我々スタッフ一人一人、それぞれ何らかの課題を持って行っております。



勿論、今回の沖縄座間味村の場合も、普段の喧噪の中での生活から暫し離れて、のんびり

観光を楽しむ、あるいは、ゆったりと自然に浸りながら自分を取り戻すために参加なさっ

た方もいらっしゃいます（と言っても、20 数名の子ども達と一緒ですので、当然に子ども

達との何らかの関わりを求めての参加であることは前提なんです）。初めての一人旅に挑戦

する子、シュノーケリングやカヌーに挑戦し、自信の回復を目論む子ども達、色んな人達

との交流を通じて人間関係の構築を試み子ども達、あるいは、こうした活動のリーダーの

研修で参加したり、勿論スタッフとしてこうした活動を行うために参加する高校生や大学

生の皆さん、また、心理カウンセリング的対応を研修するために参加する方々もいらっし

ゃいます。その意味で、今回の事業はどうだったんでしょうか。この 2 週間の余、実施報

告書を作成しながら、参加した方々の感想文をじっくり読ませて頂いておりますが、我々

の対応不備は多々ありましたものの、特に参加下さいました高校生や大学生、一般の方々

の多大なご協力のお陰で、その後にそれぞれの成果もあり、皆様には満足の入った事業で

はなかったかと思って、感謝しております。ありがとうございました。 

 

”行ってきました、沖縄・座間味村 大自然体験合宿。その 1”2002.4.15(mon） 

 皆様、行って参りました、あの南国の楽園・沖縄座間味村に。小学生 11名。中学生 9名、

高校生 4 名、大学生及びその予備勉強組 8 名、一般 15 名の計 47 名の大所帯。感激しまし

た、感動しました、あの海の透明度と大自然の豊かさに。実によかったです。 

 でもね、実は初日からハラハラドキドキの旅だったんです。なにせ前夜充電したばかり

の私の携帯電話のバッテリーが、名古屋空港出発前に既になくなってしまったことが物語

っていますよね。というのも、全員の航空チケットを持った私があと数分遅く名古屋空港

に着いていたら、参加者全員、憧れの沖縄どころか、ただの名古屋空港見学の旅で終わっ

てしまっていたんです。 

 そもそもそんな旅の始まりになったのも、航空チケット予約の段階で当初の予想を上回

る申込で、沖縄行きを福岡経由組と沖縄直行組に分けざるを得なかったことに始まり（よ

って、福岡経由組が当初の出発予定の 1時間前に出発することになったんです）、マイクロ

バスで途中参加者を拾っていく時、1カ所集合場所を見失ってしまったり、再三にアドバイ

スにも拘わらずこの私が名古屋インターから名古屋空港への道を間違えてしまったことが

重なり、そんな旅の始まりになったんです。これから数日に渡り、今回の旅の思い出を語

ってみたいと思います。宜しくお付き合い下さいませ。 

 

県立高校全員合格、ばんざ～い！” 2002.3.13(wed） 

 兎に角あめでとう！みんな。 

 

”コンピュ－ターウィルス感染騒ぎにより、暫しＨＰ書き換えできず” 2002.3.9(sat） 

 またまたお久しぶりです。皆様、お元気でしょうか？当方、この間も至って元気であり



ますが、我がパソコンはこの間大変な伝染病にかかり、治療とリハビリのため、社会復帰

に約 10 日間を要してしまいました。あ～あ、にっくきウィルス。どこのどなたか送って下

さったのか全く知る由もありませんが、なんでこんな菌をところ構わずお送り下さるんで

しょうか？ＨＰやメールを楽しんでいる私達には大変に迷惑な話です。急遽ワクチンを飲

ませて抗体を作ろうとすると、今度はホームページ作成ソフトが開かず。う～ん、困った。

色々と調べてみましたら、どうもソフトを開くプログラムが一部壊れてしまったようで修

復も出来ず、仕方なく新たなホームページ作成ソフトを購入。ようやく我がホームページ

の書き換えが出来ました次第です。時は公立高校入試も終わり、いよいよ国公立大学の前

期試験の合格発表が始まり、我が受験生達から泣き笑いの報告電話がなり始めました。待

ち望んだ春を掴んだ我が予備校生達よ、おめでとう！よく頑張ったね。まだその訪れが来

ぬ予備校生達よ、まだ諦めるな！後期試験がすぐそこだ。がんばろう！ 

 

”大学受験＆高校受験いよいよ本番。みんながんばれ！” 2002.2.9(sat） 

 決して受験競争を煽るわけではありません。ただ１つの節目に、今まで努力してきた成

果を確認しようね。合格した暁にはひとりひとりたっぷり（？時間のある限り）語ってあ

げるからね。あっ！そう言えば、皆様、お久しぶりです！ちょっとこの頃は”日誌”じゃ

あなくて、”週刊誌”になっちゃってますね。時期が時期だけにご勘弁下さい。（と、いつ

も言ってますね。） 

 

”平成１４年度大学＆専門学校入試合格第２弾、おめでとう！” 2002.2.2(sat） 

おめでとう！ 横浜商科大学商学部商学科合格 Ｈ.Ｙ.君（静岡学園高校） 

 いや～、ごめんね。この後のお二人もそうなんですが、本当はもっと早く「おめでとう！」

と言わなくちゃいけなかったんですね。つい今日まで延びてしまいました。 

おめでとう！3 年間の野球生活を（中学校を含めれば 6 年間）全うしての推薦受験。当校

には 7 月からきてくれましたが、眠い目をこすり、よく頑張りました。スポーツで鍛え上

げたその根性はこれからの大学生活や社会人生活にきっと生きてきます。頑張りましょ

う！ 

おめでとう！ 京都学園大学人間文化学部合格 Ｓ.Ｔ.君（静岡中央高校） 

 早々合格、おめでとう！当校には 6 月入学。上記のＨ君同様、短期決戦の勝利。大した

ものですね。自分の道を見付け、受験を考えての転校もさることながら、その意を達成す

るもの見事でした。 

おめでとう！清水市立看護専門学校合格 Ｓ.Ｙ.さん（静岡農業高校） 

 君も見事でした。2 年生の時の入院を機に看護の道を決意。当校には 8,9 月の僅かに 2 ヶ

月の集中勉強で、見事に難関を突破しました。おめでとう！きっと人の心の痛みが分かる

看護婦になれます。頑張ってね。あっ！ 

そう言えば、皆様、お久しぶりです！ちょっとこの頃は”日誌”じゃあなくて、”週刊誌”



になっちゃってますね。時期が時期だけにご勘弁下さい。（と、いつも言ってますね。） 

”ＮＰＯ静岡県教育フォーラム、コミュニティ静岡に紹介される” 2002.1.27(sun） 

 どうもいけませんね、このところ日誌もさぼりがちで。でも、忙しい、忙しいと言わずに頑張

って書き続けます。 

  お知らせするのをすっかり忘れてしまいましたが、実は当ＮＰＯ法人静岡県教育フォーラム

が静岡県コミュニティづくり推進協議会発行「コミュニティ静岡」の、なんと 2002年 1月 1日

号に第７ページ一面（Ａ4）で紹介されたのであります。早速それをお読み頂いた焼津在住のお

母さんから、当フォーラムの「わんぱく自然の里」の活動に小学生の息子さんを参加させたい旨

のお電話を頂きました。ありがとうございます。昨年の 12 月上旬、谷許さんとおっしゃる女性

記者と協議会の五十嵐さん、ほか県職員の方が当フォーラム事務所に取材に見えられ、約 1間半

ほど当フォーラムの活動を中心に色んなお話をさせて頂きました。ホント、色んなお話をしちゃ

いましたんで、どんな記事になるんだろうと不安でしたが、その後冬合宿や冬期講習・直前講習

やらですっかり忘れておりまして、前述の焼津在住のお母さんからお電話頂いた時はびっくりで

した。その後もお子様を私達の活動に参加させたい旨のお電話のみならず、不登校などのご相談

も例月に増して増えておりまして、これもこうした小冊子のお陰と感謝しております。こうして

私達の活動が紹介され、ひとりでも多くの子ども達が楽しい野外活動に参加し、自然を学び、人

を学び、また自分の気持ちが整理されてみんなと一緒に生活できるようになれば、私達も大変や

りがいを感じます。谷許記者様、私の拙い話をあのように見事にまとめて頂き、ありがとうござ

いました。 

 

”ＮＰＯ静岡県教育フォーラムの不登校の対応について その１” 2002.1.18(fri） 

 いつものことと言われれば、そうなんですが、新年早々新たに 3人、本日更に 1 人、不登校の

相談が入りました。学習塾の方も受験シーズン到来、先月から数えて 3人の中学 3 年生が入塾し

てきました。予備校の方では、正月 3日から連日の夜 11 時半頃までの自習室開放で、明日はい

よいよ過去最高の受験者数の大学センター試験。これまでに増して忙しくなってきました。でも、

そんな中、一日を終えたこの時間、夜 12時過ぎ頃が、ホント私の楽しみな時間なんですね。不

謹慎ながら大好きな焼酎を飲み、新聞を読み、本を読み、あれこれと思索を巡らせながら、時に

ホームページをいじり、日誌を書く。これが私の毎日の原動力なんですね。 

 さて、本日磐田市内のある中学校にお伺い致しました。木立の中の中学校で、ホント素晴らし

い自然環境の学校でした。そこで、校長先生と学年主任の先生なんでしょうか、入試担当先生に、

私共ＮＰＯ静岡県教育ファーラムが行っております不登校生の対応について、簡単にお話しさせ

て頂きましたが、お二人とも私共の活動に大変なご理解を示して頂き、正直私もとても嬉しく思

いました。こちらこそありがとうございました。またじっくり本ホームページを読んで頂けると

分かると思いますが、私共ＮＰＯ静岡教育ファーラムでは、その不登校生の相談・対応は、主と

して心理カウンセリング・交流分析の元、エゴグラム等の科学的なデータを取り、その分析をし



ながら、その解消に向けて野外活動や学習支援を行っております。ただ、それこそ２０余年も間

心理学に拘わってきておりますが、私共は資格を持ってこうした対応・活動を行っているのでは

ありません。そのことはしっかりとお含み頂きたいのですが、私共スタッフ一同、その分誰にも

負けない気概を持って一生懸命行っておりますので、皆々様また宜しくお願い申し上げます。 

 

”やよいちゃんのこと” 2002.1.13(sun） 

 おそらく同じくこの日誌をお読み頂いております”若い”やよいちゃん、偶然にも同名なんで

紛らわしくてごめんね。今回は、昨年暮れ行われた”遠州・森町 ティピー＆自然合宿”にご参

加頂いた”やよいちゃん”のこと書かせて頂きます。 

 やよいちゃん、ホント、この度は大変お世話になりました。ありがとうございました。大先輩

にも拘わらず、”やよいちゃん”呼ばわり致しまして、大変失礼致しました。あなたのお陰で、

たった一人でこの合宿に参加した中 3のＹちゃんは、初日からすっかりみんなとうち解け、大変

楽しく、且つ、大変有意義な経験となり、彼女は大きく変わりました。初日の晩のいきなり、参

加した年長さんの女の子達のお風呂入れ。小さい子達の面倒を見ることは、彼女にとって大変な

意義があったんです。自分のそんな本当の姿を知るきっかけになったんです。2日目の”足の裏

落書き事件”も、彼女の素直なお茶目の面を自然に引き出してくれたんですよ。あれは傑作でし

たね。落書きを書かれたＭさんもびっくり。まさか寝ている間に足の裏に落書きされたとは知ら

ず、朝食の時にその旨を知らされ、みんなの前で自身の足の裏を見て、ホント驚いていましたね。

その時のＹちゃんの底抜けの笑顔。よかったですねえ。中 2の 2学期のあることをきっかけに不

登校気味になった彼女も、高校進学の方向も決まり、あれからは冬休みはほぼ毎日、３学期から

は週３日入学試験に向けて勉強しております。やはり幾多の人生を乗り越えてきたやよいちゃん

ですね。ありがとうございました。 

  追伸．やよいさん、漬け物は抜群においしいです。図々しいですが、よかったらもっと頂け

ますか？この時期、たくわんがほしい・・・・ 

 

12/23 夜、Ｍさんの足の裏に落書きしたＹちゃん（左）と、書かれたＭさん（右）の足の裏（赤

ペンで下の方に、○×を書いてあるんです。） 



 

”教え子同士の結婚に乾杯！” 2002.1.6(sun） 

  筆不精と言いますか、弁解になっちゃいますが、この時期は我々のような学習塾予備校業界

はとんでもない生活が続きまして、正直の所年賀状どころではありません。賀状を頂いた皆様に

は大変申し訳ありませんが、当方からの賀状は今年も女房に任せっぱなしでありました。そのく

せ、勿論のこと、頂いた賀状を読むのは毎年大変な楽しみでありまして、今年も数百枚頂いた賀

状を正月の 2日間にじっくり読ませて頂きました。ありがとうございました。 

 その中で、「突然ですが、私達はこの 1月 20日に結婚することになりました。Ｔ．Ｔ．＆Ｙ．

Ｋ．」なる賀状を見付けてびっくり。思わず、「よかったなあ。」と漏らしてしまいました。そ

の「Ｔ．Ｔ．」君と「Ｙ．Ｋ．」さんは、共に静岡オープンスクール静岡教室の卒業生でありま

して、教え子達なんです。共に中学校の時から当スクールに在籍し、高校生在籍時に知り合い、

共に大学・短大を卒業し、同じく当スクールに在籍しておりました「Ｔ．Ｔ．」君の弟から伝え

聞くに、社会人になってもお付き合いが続いておりました。社会人生活も 2年、3 年と経つにつ

れ、そろそろかなって予想はしていたものの、実際に「結婚」の 2文字を目にしますと、感激し

ますね。嬉しいですね。感激の余り、うまく表現できませんが、なんてたって、この二人の愛の

育み方はホント、純粋なんです。だからこそ、心から祝福したいんです。おめでとう！！ 

 

”平成１４年度大学入試合格第１弾、おめでとう！” 2002.1.4(fri） 

おめでとう！ 法政大学法学部法学科合格 Ｉ.Ａ.さん 

 昨年度のお姉ちゃんに続き、同じ大学で且つ同じ学部の、しかも同じ指定校推薦合格は見事で

すね。姉妹でよく頑張りました。見事な親孝行ですね。学科は違えども、伝統大学でこれからみ

っちりと勉強して下さい。 

おめでとう！ 中京大学社会学部社会福祉学科合格 Ｎ.Ｍさん 

 高校１，２年はバスケットで活躍したものの、肝心の３年生はけがで思う結果が残せなかった

けど、推薦合格を勝ち取ったのは見事でしたね。おめでとう！自身の経験から、これからは社会

福祉を勉強したいとのこと。きっと人の気持ちの分かる介護士になれますよ。頑張ってね。 

おめでとう！ 京都学園大学人間文化学部合格 Ｓ．Ｔ.君 

 早々の大学合格、おめでとう！大学進学を目指して高校転校。自分の意志を通してのこの大学

合格は見事ですね。よく頑張りました。でも、これからが本当の勉強です。お姉ちゃんのアドバ

イス通り、小論文はいい勉強になりますよ。入学までしっかりやっておきましょう。 

 

”新年明けましておめでとうございます” 2002.1.1(tue） 

新年明けましておめでとうｆございます。 

  少子化に高齢化、更には厳しい経済状況に、この学習塾業界も「厳冬の時代」を迎えており

ます。加えて、いよいよこの４月からは新学習指導要領が実施され、この静岡県では遂に県立高

校入試制度改革にメスが入いります。こうした状況を予想し、当スクールでは数年前から様々な



改革を試み、一昨年の作文指導の採用と東進衛星予備校の設置。昨年はＮＰＯの設立により野外

活動の充実化を計り、今年はいよいよ静岡オープンスクールの改革を始めるべく、計画を煮詰め

ております次第です。 

その意味で、ホント久しぶりの 2日間の休養は、私にとって大変有意義なものになりそうです。

詳しくはまとまり次第、皆様にもお知らせしたいと思います。本年も宜しくお願い致します。 

 


