
”お陰様、東進衛星予備校・東進中学ＮＥＴ藤枝駅南口校が新装移転致しました。

“2020.12.29(tue） 

 お陰様でクリスマスの日に、東進衛星予備校・東進中学ＮＥＴ藤枝駅南口校、特定非営

利活動法人静岡県教育フォーラム相談室、ふじのくに中央日本語学校、ヒューマンアカデ

ミー・ロボット藤枝駅南口教室が、オーレ藤枝３Ａに新装移転致しました。改装を担当し

て頂きました望月工務店様、虹の架け橋菊川小笠教室の職員の皆様、お花をありがとうご

ざいました。また、ご融資して頂きました静岡銀行藤枝駅支店様、パソコン・モニター等

の設備を担当頂きました島村謄文堂様、観葉植物をありがとうございました。更に、物件

を仲介して頂きました有限会社アムールなかだ様、大家さんである有限会社新日邦様、胡

蝶蘭をありがとうございました。皆様に写真にてお披露目させて頂きます。 

   

受講用のパソコンを 20 台新調、モニターも既存の大型モニター4 台以外 16 台新調しま

した。特別にセキュリティも取り付け、受講もスムーズにいくようにしました。また、12

畳のミーティングルームも設け、静かな受講環境を整えました。皆さんも是非お立ち寄り

ください。 

東進はただ今冬期特別招待講習真っただ中。年末も明日 30 日 17 時 45 分まで開校し、年

始は 3 日から開校し、受験生を応援します！ 

頑張れ！受験生。 

ご苦労様です。ありがとう！医療従事者の皆様。 

 

”12 月 25 日（金）クリスマスに、東進衛星予備校・東進中学ＮＥＴ藤枝駅南口校が、藤

枝駅から雨にも濡れずに通学できる校舎に移転します！“2020.12.13(sun） 

 2018 年 7 月、静岡市から掛川市までに在住する当校在籍生徒の皆様の利便性を優先して

現所に「藤枝駅南口校」として移転したものの、現所はファイテンＡＳＲ藤枝店のコーナ

ーの為、生徒の皆様に受講やトイレ等の環境面において不便を強いておりました。それ故

現所への移転当初から、独立した静かな受講環境の確保のために校舎適応物件を探してお

りました。また、現校舎が 8 坪の為、ＮＰＯ静岡県教育フォーラムの相談業務やふじのく

に中央日本語学校、ヒューマンアカデミー・ロボット教室は、瀬古の自宅の 2 階に移し、

私の仕事の拠点が藤枝で 2 ヶ所に別れ、不便をきたしておりました。そうしたところ今年

の９月、新コロナ禍対応融資で大変お世話になった静岡銀行藤枝駅支店からオーレ藤枝 3

Ａの物件をご紹介して頂き、改装資金の確保のために時間を要しましたが、それも果たし



この度同所に移転することになりました。静岡銀行藤枝駅支店様には心より感謝申し上げ

ます。 

 現校舎８坪から新校舎 20 坪に移転のため、その中に約 6 坪程の教室が確保でき、そこに

ＮＰＯ静岡県教育フォーラムの藤枝駅南口相談室やふじのくに中央日本語学校藤枝駅南口

校、ヒューマンアカデミー・ロボット藤枝駅南口教室を新設・移転することができ、私の

藤枝においての業務を同所に集約することができます。また、20 歳の大学生時に起業し、

中３年間静岡ミサワホーム㈱で営業の勉強をさせて頂いたものの、45 年間事業運営させて

頂きましたが、その殆どが公私別なく仕事オンリーの生活でした。そのため、瀬古の 2 階

での業務が自宅を離れることから、登記上会社やＮＰＯの本社や事務局は瀬古に残ります

が、基本的に公私の分離も果たせます。 

 職員の皆様には伝えてあります、あと 5 年で第一線を退く準備のため、この 5 年（正確

には 4 年 7 ヶ月）で全ての借入を返済し、且つ、事業運営のための資産も残すべく、この

機に改めて事業拡大に力を注いでいこうと思います。皆様、宜しくお願い致します。 

 

”「ある奴隷少女に起こった出来事」を読んで“2020.11.20(fri） 

 久々にはまった本です。1800 年代のアメリカの奴隷制の実態を告発した自伝書（ハリエ

ット・アン・ジェイコブズ著）です。 

しかし、本書は本国アメリカでも、出版社の倒産により自費出版になり、かつ、当時の

（奴隷制容認の）時代背景から、「白人著者（リンダ・ブレンド）によるフィクション」と

見なされ、1 世紀以上、完全に忘れ去られていました。則ち、当時は読み書きができないは

ずの奴隷が描いたとは思えない知的な文章、奴隷所有者による暴力、強姦の横行と言うシ

ョッキングな描写、7 年間の屋根裏生活、そして現代日本の読者すらぎょっとする、不埒な

医師から逃れるために、15 歳の奴隷少女が下した決断－別の白人紳士の子どもを妊娠する

－は、当時の読者にはかなりセンセ―ショナルであり、奴隷制の実情すら知らない、北部

の読者の理解を超えていたため、本書は実話ではなく、フィクションだと受けとめられて

いました。 

 しかしその 120 年後、歴史学者である米国イエリン教授が、奴隷解放運動家が遺した古

い書簡を読んでいた時、その中にたまたまジェイコブズからの手紙が紛れ込んでいたこと

から、「著者不詳のフィクション」として本書を読んだことがあった同教授は、「リンダ・

ブレンド」はハリエット・アン・ジェイコブズのペンネームであること、また記載事項の

細かな裏付けを取り、6 年後本書が事実に非常に忠実な自伝書であることを証明したことか

ら、本書はベストセラーになりました。 

 人間が、人間を（しかも、その子どもや孫まで）商品の如く扱う奴隷制の実態が現実に

存在していたこと。考えれば、人間が人間を殺し合う戦争に、人間が人間を悲惨な死に至

らしめる核兵器と、今もなお同じことが続いていることへの警告と読み取れました。 

 



”虐待の防止に思う“2020.11.15(sun） 

 なんと 1 カ月ぶりの書き込みです。来週には正式に発表しますが、当東進衛星予備校藤

枝駅南口校、NPO 静岡県教育フォーラム相談室、うなぽるて、ふじのくに中央日本語学校

等の移転準備等で多忙を極め、大変失礼しました。 

 実は移転準備だけでなく、今月 11 月 30 日から 12 月 1 日まで 1 泊 2 日で、内閣府主催の

「令和 2 年度子供・若者育成支援のための地域連携推進事業における中央研修大会」参加

のため（交通費等を内閣府が出して下さることもあり）、このところ主に石川瞭子・聖隷ク

リストファー大学教授の書物を読み直しながら、表題の件を考えていました。 

 石川教授が仰る通り、私も虐待については、その事件の残忍性を取り上げ、虐待者を非

難することより、そうした虐待を防止するために我々はどうすべきかを考え、実践すべき

であると思います。なぜなら、虐待の残忍性と虐待者を非難しても、その子の命は蘇らな

いんです。ならば、その子の貴い命に報いるために、我々はその事件がどうして防げなか

ったのかを検証し、新たな虐待・虐待死が起こらないようにするために、我々は何をすべ

きかを考え、実践することだと考えます。この 1 週間は、それをまとめていました。そし

て、その研修で意見しようと思っています。サイレントマザー・ファーザーが存在する中

で、水面下の虐待発生要因を察知するためにはどうすべきか、まさしく「地域連携」がそ

の答えです。でも、その中身です。具体的に我々はそれぞれの立場でどう実践すべきかだ

と考えます。 

 

”学力不振や軽度発達障害の子どもの学習指導について“2020.10.15(thu） 

この 10 月 12 日に、NPO 日本インターネットスクール協会の尾糠副理事長からご相談頂

いたこのテーマ。同じく私が理事長を務める NPO 静岡県教育フォーラムが 20 年余、学習

障害（ＬＤ）やＡＤＨＤ、ＡＳＤ、自閉症スペクトラムなどの軽度の発達障害の子ども達

の学習指導をしてきた経験と、いくつかの大学や大学院で発表された論文を元にまとめま

した。 

こうした子ども達を持つ親は、その成育歴の過程で、我が子の言葉の遅さや言語面での

弱さ、行動の不器用さや緩慢で怠慢さに、ついついつきっきりで勉強をさせたり、「宿題は

おわった？」「早く服を着なさい」などと過干渉気味に接してしまいます。すると、子ども

はチックが頻繁に表れたり、情緒不安定になり、小学校後半や中学期に無気力・無感動化

になったり、非行行動化することもあります。 

 なぜそうなるか、それを知ることが、そうした子ども達への学習指導の方法を考える元

になる、と当フォーラムは考えます。 

 それは、そうした子ども達のプライドだ、と当フォーラムは捉えています。従って、＜

そのプライドを傷つけない、そのプライドを支える学習指導の方法、逆にそのプライドを

利用する学習指導の方法が、その子の学習能力を最大限に延ばす＞ことになる、と考えて

います。 



 NPO 静岡県教育フォーラムが実践してきた具体的な学習指導方法については、NPO 日

本インターネットスクール協会の会員の 11 月度の zoom ミーティングで説明致します。 

 

”不登校でも、普通高校に行きたい中学 1,2 年生の皆さんへ“2020.10.14(wed） 

 9 月 18 日(金)の藤枝市教委主催「藤の子教室・進路学習会」で、ＮＰＯ静岡県教育フォ

ーラム理事長としてお話させて頂きました。 

 現在不登校になっている中学 1,2年生の皆さんへ。 

中 2 から不登校でも学習塾で勉強し、中学 3 年生の 8 月下旬から当フォーラムで出席認

定を取りながら勉強をして 10月 4日から再登校し、静岡県立静岡中央高校の、通信制でな

く、全日制単位制コースに入学し、現在高校 2 年生として大学進学を目指している、藤枝

市内のＡ中学出身の生徒を、私達は支援しました。 

また、同じく不登校でも当フォーラムで出席認定を取りながら中学校の勉強を続け、今

年の 1 月に「ローラが高校にいく」という番組で紹介された、寮のある愛媛県立三崎高校

に翌 2月の推薦入試を受験、合格して進学した、焼津のＢ中学出身の生徒も支援しました。 

不登校であっても年齢相応の生活習慣を身に付ければ、同世代の仲間達と同じ道を歩め

ます。ご相談下さい。 

 

”三上・三多・三中 “2020.10.10(sat） 

 歐陽修と言う、景徳 4 年 6 月 21 日（おっ！誰かと誕生日が同じだ！でも、西暦では 1007

年 8 月 6 日）生まれの、中国・北宋仁宋～神宗期の政治家、詩人・文学者、歴史学者の言

葉です。 

 まずは、「三上」。優れた考えは、馬上（乗り物に乗っている時）、枕上（布団で寝ている

時）、厠上（便所の中）の三つの場所だと生まれやすい、と言う。 

 そして、「三多」。文章上達の秘訣は、看多（多くの本を読むこと）、做多（多くの文を

作ること）、商量多（多く工夫し、推敲すること）である、と。 

 更に、「三中」。その文章の推敲には、無我夢中（唐の詩人・か（西かんむりに貝という

漢字）島は鞍上でまさに夢中に句を考えた）、散歩中（ヨーロッパの思想家には散歩学派が

少なくない）、入浴中（かのアルキメデスが入浴中に浮力の原理を発見）がいい状態である、

と述べています。 

 「思考の整理学」（外山慈比古著）から引用しました、この言葉。それから 1000 年余り

経った今も通ずるように思います。 

 車を運転しながら考えるには危険ですが、私も「ふじのくに環境学校」（静岡県のＨＰに

リンクされています）のアイディアを思いついたのは小淵沢のペンションに向かう車の中

でした。レム睡眠中は、一種の思考作用が行われているとのこと。トイレの中は、確かに

周りから妨害されることもなく、集中できます。 

 また、本を読んで、情報を集め、たくさん書いてみる。そして、それを吟味、批判を加



える。そうすることで、知識や思考が純化されます。 

 更に、冷めた頭で考える必要もあるが、時には無我夢中で考えることもなくてはならな

い。京都に「哲学の道」があるが如く、散歩中にいい考えにぶつかることは、古来その例

は多い。一般に入浴中は精神も昂揚し、血行も盛んになり思考にとっていい、と言います。 

 外山慈比古氏曰く、「人間、日々、常住坐臥、最中ならざるはなく、そのつもりになれば、

いたるところで妙想が得られることになる」と。 

 

”自燈明“2020.10.5(mon） 

 仏教の開祖・仏陀が亡くなる時、弟子たちが「これから私達は何を頼って生きていけば

いいのでしょうか」と聞かれて、仏陀は「わしが死んだら、自分で考えて自分で決めろ。

わしは大事なことは全てお前たちに教えた」と答えました。 

 自ら明かりを燈せ。つまり、他の誰かがつけてくれた明りに従って進むのではなく、自

ら明りになれ、と突き放した、という意味のこの言葉「自燈明」。 

 ここに学びの目的があると、私は思います。そうでなければ、弟子はいつになっても弟

子のまま。生徒は、学生はいつになっても生徒のまま、学生のままで、自立しないんです。 

そもそも学びは、義務教育も高等教育も大学教育も、社会的自立を果たすために行うも

の。だから、個性の強い自分を認識していた私は 20 歳の時起業し、そうした子ども達や若

者達の義務教育や高等教育、大学教育を補完すべく、場を設け（学習塾・予備校のみなら

ず、野外活動や交流合宿も含めて）、幅広く学びを支援してきました。それ故、私は不登校

になっても、ひきこもりになっても学びだけは課し、交流合宿などでも大学生・社会人リ

ーダー達と生き方を議論し、45 年が経ちました。 

勿論仏陀には遠く及びませんが、5 年前から私なりにまとめてきたものの一つが、来年か

ら始める特定非営利活動法人静岡県教育フォーラム認定の資格講座「不登校・ひきこもり

解消支援士講座初級・中級・上級各編」です。2 年後その講座を終えたら仏陀の如く、「皆

さんはこれから、不登校・ひきこもりの若者達の対応を自分で考えて自分で決め、その解

消に導きなさい。私は大事なことは全て皆さんに教えました」と言ってみたいと思ってい

ます。どうでしょうか？でも、そんな気持ちで私はその講座に挑みます 

 

”昨日午後不登校の中 3 の生徒が、生活習慣改善のため提携するワンステップスクール湘

南校に体験入寮しました！“2020.9.29(tue） 

 本年 8 月 8 日、県教委社会教育課主催の合同相談会に来られ、そのお母さんにお会いし

たのが初めてでした。聞くと、中学 1 年の後半から不登校になり、中学 2 年生の時は再登

校したものの、中学 3 年生で再び不登校になったと言うことでした。そして、その 3 日後

の 8 月 11 日に、母親から再び対応の相談を受け、8 月 20 日ご自宅に訪問し、初めて本人

とお会いしました。本人の希望で私と二人だけで話を聞くに、小学校の時から同級生に執

拗ないじめを受けたことから、自身が有名になってそうした子ども達を救いたいと願う一



方で、ＦＰＳの戦闘ゲームにはまり、ゲーマーとして生活していきたい、と本気で夢みて

いるとのことでした。じゃあ、もう中学 3 年生になった君は、高校はどうするの？と聞け

ば、経済的な理由から普通高校に行きたいと言う。ならば、この際点数は気にせずまずは 9

月初めの学力調査試験は受け、9 月 25 日を目途に再登校し、その次の定期試験で結果を出

すべく勉強を始めることを提案し、体験授業の後当グループの東進中学ＮＥＴに入学し、

特に苦手と言う英語と数学のその定期試験範囲の単元を申し込んでもらいました。 

 ところが、週 1 日のメンタルトレーニングと週 2 日のカウンセリングを行いながら状況

を確認していくに、学力調査試験は別室でも受けられず、東進の授業もたった 2 日間だけ

垣間見ただけで、90 分間の授業をまともに受けていない状態でした。それ故、一昨日の 27

日に訪問して、本人に生活習慣改善のため、提携するワンステップスクール湘南校に体験

入寮することを提案し、昨日ワンステップスクール湘南校のスタッフと共に再訪する旨を

伝えました。 

 そして昨日 12 時半、ワンステップスクール湘南校のスタッフと共に予告した時刻の 30

分前に訪問し、本人を説得・同意の元、難しい判断ですが、1 か月後の生活改善を願い、ワ

ンステップスクール湘南校（神奈川県足柄上郡中井町）に体験入寮致しました。 

 

”DEATH イェール大学で 23 年連続の人気講義『「死」とは何か』、私の臨死体験について”

2020.9.28(mon） 

 9 月 23 日の朝立ち寄った菊川のローソンで見つけたこの本。以前新聞か何かの書評で見

つけ読んでみたかったんですが、すっかり忘れておりました。かなり分厚い本ですが、読

んでいます。私にとって「死」とは何かを考えると、小学校 4 年生の時の臨死体験を思い

出します。 

 確か 6 月頃だったと思います。朝激しい腹痛に襲われ、母親と共に旧金谷町のＴ医院に

行ったところ、盲腸と診断され即入院。翌日の午後、盲腸摘出手術になりました。手術は

無事終わり、病室に戻り休養。確かおかゆみたいな味のない夕食（否、点滴だったかな？）

を頂き、看護婦さんに「何かあったらこのボタンを押して」と教えられたことをしっかり

覚えて、眠りについたことは覚えています。製材の仕事を終えた母親が、睡眠中に付き添

いに来ていたようです。 

 夜中の 12時頃、激しい呼吸困難で目が覚め見ると、母親は昼間の仕事の疲れで私の布団

に顔を埋め、ぐっすり寝入っておりました。私は息苦しい中看護婦さんの言葉を思い出し、

必死でボタンを探し力の限りそのボタンを押したことを覚えています。しかしその直後、

あの激しい息苦しさが静かに無くなり、スーッと意識も消えていきました。 

 後で母親が言うには 1 時間位経った後、周りをポリエチレンのシートに包まれ、シュー

シューと酸素吸入の音がし、私の瞳孔を確かめるＴ医師のぺンライトの光が眩しくて、思

わず目を閉じ、顔を背けた自分が記憶されております。その間、私の心臓は一時停止して

いたようです。Ｔ医師や看護婦さん達が必死で酸素吸入をしながら、私の心臓に電気ショ



ックを与え、心臓マッサージを繰り返していたようです。原因は風邪による腹痛を盲腸と

誤診したようで（勿論丁重な謝罪がありました）、手術により急性肺炎を引き起こし、呼吸

困難に陥ったとのことですが、私は貴重な臨死体験をしました。 

 この経験から「死」とは、あのように何の苦痛もなくなり、安楽で平穏な気分のまま意

識が遠のき、消えていくもの、と私は思います。しかしこれを、シェリー・イェール大学

教授流に言えば、こうなるのだろうか？現にあなたは生きているのだから、この臨死体験

から「死」をそう捉えているものの、それは「死」ではない。なぜなら、身体（ボディ機

能）は心臓がこののち蘇生され、再び血液が循環したのだから、冷凍保存された体（人間

に可能かは分かりませんが）と同じで、「死」に至っていないのだろう。また、一時的に意

識（パーソナル機能）がなくなり（停止し）ましたが、心臓の蘇生と共に意識も蘇生され

たのだから、夢も見ず眠っている状態と同じで、意識（パーソナル機能）もまだ「死」に

至っていなかったのだろう、と。 

 しかし、このような臨死体験をした私の心臓の血管には、狭心症による 2 本のステント

が入っております。この 2 本のステントが、何故自然な私の心臓の死を妨げているのだろ

うか？ そう、神様はこれまでの私がしてきたことに不満足で、そのステントで私をまだ

生きながらせ、まだまだ社会に貢献しなさい、と私に要求しているように思います。 

 

”東進衛星予備校藤枝駅南口校、移転の方向に”2020.9.27(sun） 

 9 月 4 日付けのこの日誌に書き込みましたが、当東進衛星予備校藤枝駅南口校は、藤枝駅

から徒歩数十秒という立地を優先して開校してきました。しかしながら、受講環境は不十

分なところがあるため、少しでもいい受講環境をと、藤枝駅南口周辺で物件を探していま

したところ、藤枝駅南口周辺に数か所候補地が見つかり、現在そのいずれかに移転する方

向で諸手続きに入りました。東進本部の認定等を経て正式に決まりましたら、皆様にまた

ご連絡に致します。ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。 

繰り返しますが、当藤枝駅南口校は引き続き、学力増強に授業力（東進の講座）のみな

らず、メンタルトレーニング・心理支援を重視し、その専門スタッフ（土曜日担当の私も

含めて）を配置し、運営していきます 

 

”「てのひらに未来」を読んで”2020.9.20(sun） 

 町工場の精密機械部品製造職人たちを率い、やむなく戦争武器部品を製造せざるを得な

かった 2 代目社長・父の無念さに、高収入のミサイル部品の注文を断った 3 代目社長の中

学生の娘・琴葉と、祖母が父（彼の曾祖父）を中国との戦争で亡くして戦争孤児になり、

それがために中国人の嫁（彼の母親）を受け入れられず、父親もその妻（彼の母親）を守

り切れず、母親は自分を置いて中国に帰国したために反発、家出し、琴葉の家に住み込み

で働きに来た、中卒の天馬との物語。どうもこうした物語には弱い私は、今日一気に読ん

でしまいました。 



 戦争で亡くなった画学生の絵が展示されている「無言館」（そのネーミングにも感動）を

訪れ、戦時中にも関わらず、明るい色使いで、人物の表情も生き生きしており、風景もの

んびりとして美しい、日常の一瞬を切り取ったような絵ばかりを見て、来場者ノートに、「世

界から憎しみを消したい。消さなくちゃいけない。オレ自身からも」と書いた天馬に、「あ

たしにできることを見つけたい。平和な未来につなげるために。」と書いた琴葉。 

 結局、祖母が中国人の嫁（彼の母親）を見ると、遺骨もなくそばにあった石しか送られ

てこなかった無念さが蘇り辛く当たってしまった自分を恥じていることを知った天馬は、

余命 1 ヶ月と宣告された祖母の元に帰った。一方、いつも機械油が匂い、指に油がしみ込

んだ父親を嫌っていた琴葉は、天馬から聞く父親の姿に次第に尊敬の念を抱くようになる。 

 そして、1 年後の春、再び琴葉の父親の町工場で働くべく、高卒認定試験を経て、世話に

なった社長（琴葉の父親）の出身大学・条北大学工学部に合格した天馬と、父親の出身大

学・条北大学の附属高校に合格した琴葉が、隣り合わせの入学式で琴葉の両親と共に出会

い、ここがちょっとばかり憎い話、お互いの愛を確かめ合った。 

 工藤順子氏の作品は初めて読ませて頂きましたが、実に読後感が清々しいですね。今回

の日誌はよくうちの職員に言われますが、1 文が長～～～～～～い文になっちゃいましたが、

ご了承下さい。 

 

”どうして不登校、ひきこもりの対応をするのか？”2020.9.15(wed） 

 よく聞かれる、この質問。Gamer として稼ぐから、You Tuber になるから、学校に行く

必要性を感じない子ども達。そんな夢を抱いている子ども達を私は否定しませんし、自分

の本来やるべき学業や仕事をせずに、そんな空想や妄想に浸っている子ども達や若者は、

私にはどうでもいいんです。でも、こんな時代、自分の本来やるべき学業や仕事をしなが

ら、そんな夢を抱き、そんな自己実現のためにがむしゃらに日々努力してるんだったら、

私は応援します。あるいは、この世で一番大事な息子や娘を、何とか学校に行かせたい、

学校に行かなくても自分のなりたいものを見つけ、それに向って歩ませたい、あるいは、

自分に合う仕事を見つけ自立してほしいと願って、私の元に訪れたその保護者達の切実な

想いは、私は無視できません。私は、そんながむしゃらに頑張っている若者達の想い、そ

んな保護者の切実な想いを実現すべく、仕事として私はその保護者の不登校やひきこもり

の子ども達や若者に対応します。 

 

”ひきこもりの心情―どうしてひきこもるか”2020.9.14(mon） 

 9 月 1 日付けの日誌にも書きましたが、3 歳頃までに形成される基本的信頼感の育成不足

に加えて、人間関係を希薄化するゲームやＳＮＳ、学校環境などもひきこもりを産み出し

ているように思いますが、そもそも親子関係もその素因のように思います。 

 則ち、ひきこもりの子どもを抱えたご両親も、自身の親との関係が“疎”だったんでは

ないでしょうか？だから、自身の子どもも友達と“密な”親子関係が築けないように思う



んです。従って、親と“密な”人間関係を築けない、そもそも親との基本的信頼感が十分

育ってない子どもは、親以外の人に対しても信頼できず気を許せないから、関わりづらさ

を感じる。そうして、自身の親と兄弟姉妹というごく狭い人間関係の中で生活しているが

ために、親や兄弟姉妹の日常生活の行動に神経が集中し、過敏になる。ましてやそれ以外

の他人には、それ以上に過敏になり、その場に一緒に居られなくなる。だから、マズロー

の言う「安心・安全な」自身の部屋にひきこもる。そんなことを考える今日この頃です。 

 

”西伊豆交流合宿”2020.9.9(wed） 

 来月 10 月 18,19 日（日・月）に、西伊豆交流合宿を企画しました。中学生（登校日に絡

みますが）から若者、50 代・60 代の大人たちが参加を予定しています。 

 18 日は午前中、修善寺サイクルスポーツセンターで、1 時間半から 2 時間かけてたっぷ

りパターゴルフを楽しみます。その後は、西伊豆仁科の民宿ちからに向い、学校や勉強、

子育てから生き方などをみんなで語り合おうと思っています。 

 翌 19 日は午前中 2 時間半、フリーウェイズさんの指導で「堂ヶ島天窓洞シーカヤック」

をたっぷり楽しみます。その後、昼食をとり、駿河湾カーフェリーに乗って藤枝に帰りま

す。ＮＰＯ日本インターネットスクール協会静岡事務局所有の 10 人乗りのグランドキャビ

ンでの交流合宿になります。人数が増えれば、レンタカーも考えます。 

 新型コロナ禍での企画。体験もさることながら、メインは中学生から大人たちで、「学校・

子育て・生き方」を率直に語り合うことです。“超”情報化社会の中、私達は様々な情報に

振り回されています。ＦＰＳ・ＴＰＳやフォートナイトに興じる中高生や、ツイッターや

インスタグラムで自己発信を楽しむ若者たち。その一方で、彼らは生身の交流を避け、家

族とも語らないものもいる。この機会に、そんなことに眉をひそめる 50 代・60 代の大人た

ちが、私が経験した事例も含めて、そうした若者達の生き方を考え、語ろうと思い、企画

しました。えっ！パターゴルフとシーカヤックを楽しむだけじゃあないの？と思った○○

ちゃん、たまにはそういう場にも参加してみようよ。皆さんの参加をお待ちしてます。 

 

”東進衛星予備校藤枝駅南口校”2020.9.4(fri） 

 今日はもう一つ、この話題についてもお話させて頂きます。当グループは、「社会に貢献

する」という自己実現したいと願う生徒達の願いも実現するために、東進衛星予備校藤枝

駅南口校を運営しています。医者になって苦しんでいる患者を救いたい、旧帝大に入学し

て上場企業に就職したいと大学進学を目指す生徒も、人の心の痛みが分かる人になりたい、

自分のアイデンティティを確立したいと来る不登校・ひきこもりの若者たちも、「自己実現

したい」と願うことにおいては同じです。 

 当東進衛星予備校藤枝駅南口校は、藤枝駅から徒歩数十秒という立地を優先し、受講環

境はまだまだ不十分かもしれませんが、学力増強に授業力（東進の講座）のみならず、メ

ンタルトレーニング・心理支援を重視し、その専門スタッフ（土曜日担当の私も含めて）



を配置し、運営しています。勿論、少しでもいい受講環境については対応・準備していま

す。ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

”不登校・ひきこもりの解消とは”2020.9.4(fri） 

 明日富士市教育プラザで行われる、県教委主催の「合同相談会」に参加します。不登校・

ひきこもりのご相談は、そこでお受けします。昨年度は、県東部地区では 2 名の不登校・

ひきこもりの解消のお手伝いをさせて頂きました。 

そこで、時々聞かれるこのテーマ、「不登校・ひきこもりの解消とは」。私達は、不登校・

引きこもりの状態を解消することは、社会的な自立を果たすことと捉えています。即ち、

子ども達にとって社会的自立とは、自らの進路を主体的に捉えてそれに向け、進学するた

めに学習を始める、就職するために、あるいは、技術を身に付けるために研修、修行を始

めるなど、何らかの行動を始めること、と捉えています。その場は、学校であったり、予

備校・塾であったり、所謂フリースクールであったり、自宅でもあり、その他の研修（修

行）の場と、様々です。ですから、不登校解消＝登校、ひきこもりの解消＝就職だけであ

る、とは捉えていませんし、不登校・引きこもりの状態を社会的自立不全として捉え、不

登校・ひきこもりの子ども・若者を否定しているのではありません。 

私達は、この世で一番大事な我が子の社会的な自立を願う親の願いを、自己実現したい

と願う子ども達・若者たちの願いを実現するために、その依頼を受け行動します。それに

はまず私達は、そうした社会的自立を果たしたいと願う子ども達・若者たちと、それを阻

害しているものは何か、それを話し合うことから始めます。 

 

”友達関係が希薄に”2020.9.1(tue） 

 人と関わりづらい、クラスに入るとすごく緊張する、気楽に声をかける友達がいない・・・。

このところの面談で、そんな言葉が頻繁に出てきます。 

 愛着アプローチ（アタッチメント）から分析すると、生まれてから 3 歳ころまでに形成

される親子間の基本的信頼感が十分でない場合に、思春期後にそうした症状が出やすいと

言われますが、それだけではないように思います。 

 10 数年前、静岡市内のある精神科医の先生がホームページで述べていました。名前も年

齢も職業も知らないのに、「私の彼」と言う少女。僕の部屋に来てるのに、僕の本棚の漫画

を読んでいたり、それぞれ持ってきたゲーム機に夢中になり、一言も交わさず帰っていく

「友達」がいると言う少年たち。「友だち地獄」に書かれていましたが、SNS で繋がってい

ても機種変更を機にメンバーを平気で切る昨今の若者たち。 

 危機管理の問題からか、すっかりなくなった中学校のキャンプに、小学校の林間学校。

小中学校の授業で「班学習」もなくなっていると聞きます。少子化を理由になくなってい

く地区の運動会。すっかり聞かなくなった「青年団」。「老人会」に食い込む「壮年会」。友

達関係ばかりか、地域の繋がりも希薄になっています。今年は特に新型コロナウイルス感



染拡大のために、村や地区の祭りや地域の伝統祭りも相次いで中止、「密な人間関係」は避

けられています。 

 しかし、「小さな人間たちの詩」をお読み下さい。私たちがこれまで 45 年間行ってきた

同世代の仲間たちとのキャンプや交流合宿、体験活動で築かれた「密な人間関係」は、「人

との関わりづらさ」を克服し、多くの不登校や引きこもりを解消してきました。 

 「密な人間関係」は何もそうした行事だけで築かれるものではありません。ちょっと勇

気を出して、「ねえ、君」と「友達」のことをもうちょっと知ろうとする行動から会話が生

まれ、お互いの思いや考えを言い合ったら、自分ってこんなところがあったんだと少し知

ることにもなります。そして、自分の興味のある行動に誘い行動を共にしてきたら、そう

した関わりの中から「仲間と群れ集う楽しさ」を体得していきます。気が付いたら、君は

もう「密な」仲間たちの中にいるでしょう。 

 

“不登校でも、普通高校に行きたい中学 3 年生の皆さんへ 続編”2020.8.30(sun） 

 勿論、8.24 付けの日誌の通り、日本の“学歴”は世界レベルから見れば何とも寂しい限

りですが、人の評価はその人の努力度に寄るんだと思います。 

公立志向が強い保守的な静岡県にあって、今年度から私立高校授業料無償化（正確には

いったん支払い、申請して払い戻される）が始まり、高校の評価がその教育力、指導力に

左右される時代に入りました。それでも、「自学自習型」の通信制高校より「他学自習型」

の普通高校に行きたいと願う君たち。確かに何らかの理由で学校に行かなくても、日々家

で勉強している生徒は違いますが、家でも勉強していない生徒にとっては「自学自習型」

の通信制高校での学習は厳しいのが現実で、「他学自習型」の普通高校に行きたいと思うの

かもしれません。 

しかしご存知の通り、高校は義務教育ではありません。だから、中学校も行かず、家で

も勉強してない君たちは、どうして高校に行きたいの？と問われます。当然だよね？中学

校も行かず、ひたすらゲームにのめりこんでいる。あるいは、何もせず日々を過ごしてい

たら、人は高校進学可能と評価しますか？ｅスポーツに自分を賭けるのもいいでしょう。

でも、それは高校進学とは別次元の話です。 

なぜ普通高校に行きたいのか考えてみて下さい。それでも普通高校に行きたいんなら、

今すぐにも勉強をしなさい、と私は言いたいのです。冒頭に述べた通り、人は努力は評価

します。下記の 8.26 付けの日誌で述べ通り、その努力が評価され、普通高校（中には県立

高校）に行った先輩たちは、今年も昨年も毎年います。 

 

”不登校でも、普通高校に行きたい中学 3 年生の皆さんへ”2020.8.26(wed） 

 勿論、普通高校でなくても、少なくなってきていますが定時制高校だってありますし、

逆にここ静岡では増えています通信制高校もあります。あるいは、専門学校や大学が最終

学歴にするんだったら、高卒認定試験合格を狙う道もあります。 



 でも、今不登校になっていても普通高校に行きたい、でも半場諦めている中学 3 年生の

相談が、このところ相次いでいます。 

 だったら、今すぐ勉強しよう！9 月２日の学調は別室でもいいから受けよう（点数は気に

するな）！次の定期試験の勉強しながら、カウンセリングを受け行きづらさを解消して、9

月には登校し、その定期試験で自分の力を出そう！ 

その定期試験の後に、今まで授業を受けてなかった単元をしっかり勉強しよう！「小さ

な人間たちの詩」で語っていますが、当グループの東進中学ＮＥＴでは 1 日 90 分週 5 日受

ければ、国理社は 1 ヶ月と 4 日、英数ではその倍の２ヶ月と 8 日で 1 年間の授業を習得で

きます。そうでなくても、英数国理社、中学 3 年間の勉強がまとまっている学校配布の「自

習室」（学校によって色々なテキスト名になっています）や、塾の高校入試対策（あるいは

学調対策）の夏期講習のテキストで勉強すれば、効率がいいです。特に社会は、地理・歴

史・公民の教科書を最低 5 回通り読むだけでも結構分かるようになります。どうしてもわ

からない単元は、東進中学ＮＥＴや塾を利用すればいいんです。 

そうして普通高校（中には県立高校）に行った先輩たちを、今年も昨年も毎年、私達は

送っています。電話 054-644-1304 にお電話ください。私達は、そんな皆さんを応援します。 

 

”学歴”2020.8.24(mon） 

 45 年間学習塾・予備校界に身を置いた者がこのテーマに触れることに、違和感を感じま

方もおられるでしょう。即ち、「学歴社会」は当然として学習塾・予備校が成り立っている

ところがありますから、その意味では「学歴」は、学習塾・予備校界にとって「聖域」か

もしれません。 

英国の教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）が 2019年９月 12日に

発表した、世界の大学を研究の影響力や国際性などで順位付けした「世界大学ランキング」

の最新版（2020 年版）では、世界１位は４年連続で英国のオックスフォード大。日本から

は前年より７校多い 110校（国立 57校、公立 11校、私立 42校）がランクインしましたが、

国内大学の最高順位は東京大の 36位でした。日本は 200位以内に入ったのは京都大（65位）

を含む２校にとどまりました。アジアトップは清華大で 23 位、200 位以内に中国は 7 校、

韓国は 64位のソウル大を始め 6校、香港は 5校で、いずれも日本を上回っています。 

勿論、このランキングは、順位つけの基準（①教育力②研究力③研究の影響力④国際性

⑤産業界からの収入）を設け、各大学の学生と教員の比率や留学生比率を調べたり、世界

の研究者に研究や教育の評判を調査したりして順位を決められ、留学する大学を選ぶ指針

として使われており、絶対的な評価ではありません。また、順位付けの基準は研究や大学

院教育を重視しているため、このため学部教育が中心の大学より大学院の規模が大きい研

究重視の大学が上位に入りやすいのです。従って、学部教育の「ランキング」そのもので

はないにしろ、研究の濃さ＝大学の質からは日本の本来の「学歴」認識に近いんじゃない

かと思いますが、日本の大学の研究の濃さ＝大学の質は世界レベルから見れば、こんなも



んなんですね。 

その意味で日本の「学歴社会」を論ずるには、なんとも寂しい限りです。しかし現実は、

旧帝大に国公立大、早慶に明青立法中、日東駒専、関関同立・・・とのランキングから、

生徒は少しでも上の大学を目指して学習塾や予備校に通い、学習塾・予備校もそれを支援

する。そして、その大学の卒業生という肩書がその人の人格の如く扱う、日本の「学歴社

会」の実態。（かく言う私も、このホームページで自己紹介に学歴を記入し、そんな「学歴

御社会」にどっぷり浸かっているんですね。） 

 

”インプットからアウトプットの入試へ”2020.8.21(fri） 

 グローバル化の進展や人工知能技術をはじめとする技術革新などに伴い、社会構造も急

速にかつ大きく変革、予見の困難な時代の中で新たな価値を創造していく力を育てるため、

『学力の 3要素』（1．知識・技能、2．思考力・判断力・表現力、3．主体性を持って多様

な人々と 協働して学ぶ態度）を育成・評価することが重要になりました。 

 そのため、高等教育と大学教育が連携してこの『学力の 3 要素』を育成・評価すること

になり、今回の大学入試改革に至りました。 

その一つが、記述式問題の導入。これにより、解答を選択肢の中から選ぶだけではなく、

自らの力で考えをまとめたり、相手が理解できるよう根拠に基づいて論述したりする思考

力・判断力・表現力を評価することができます。 

 また、共通テストに記述式問題を導入することにより、高等学校に対し、「主体的・対

話的で深い学び」に向けた授業改善を促していく大きなメッセージとなります。大学にお

いても、思考力・判断力・表現力を前提とした質の高い教育が期待されます。 

 併せて、各大学の個別選抜において、それぞれの大学の特色に応じた記述式問題を課す

ことにより、一層高い効果が期待されます。（独立行政法人大学入試センターのホームペ

ージから引用、一部修正） 

 要は、ご存知の通り、インプット（学力の 3 要素の知識・技能）重視から、アウトプッ

ト（学力の 3要素の思考力・判断力・表現力）重視に、入試が変わります。 

 勿論、この改革に向けて小中高校の学習指導要領も改訂され、制度的には令和 3 年度の

新大学入試制度に対応できるようにしてきました。 

 人間の暗記力に勝る人工知能（ＡＩ）の登場で教育も、人工知能（ＡＩ）に蓄積させた

知識と技能を如何に活用し、新たな課題をどう解決していくかという能力を育成していく

時代になりました。また、グローバル化の進展で言語能力も、今までの受験英語能力では

なく、学力の要素でもある、主体性を持って多様な人々と協働できるコミュニケーション

言語能力を育成しなくてはならなくなりました。 

 東進衛星予備校を運営する私達も加盟した 20 年前から、こうした流れに応じて毎年最低

2 回は研修を受け、議論も重ね、生徒たちに対応してきました。 

その間、私は正直、長く身に付いた過去の教育から、新しい教育への摸索の日々だった



ように思います。しかし、その根底は変わらず、基礎・基本の習得だと思うに至りました。

それを元に 2014 年、静岡県重点分雇用創出プラン民間アイディア募集による委託事業に採

択され、開設した民間放課後児童クラブモデル「放課後スクール 学びの広場」で、私達

なりにまとめた学力観を、本ホームページに「静岡オープンスクール学力観」として掲載

させて頂きました。それが私達の日々の導理念です。 

 

”20 年後も変わらぬ真理”2020.8.19(wed） 

 おはようございます。今回の改装でこれまでの自身の日誌を読み直してまして、2000.6.29

付けの日誌、注釈を入れさせて頂いた通り、当時私はアドラー心理学を学んでなかったん

ですが、アドラーが言っていることを自身も述べてたことに、少し驚きを感じました。や

はり真理の一つなんですね。 

則ち、小 6 の息子が昼食に麦茶が出ていないことに腹を立て、食卓をひっくり返し、こ

ぼれたご飯を足で踏みつけて自分の部屋に入ってしまったが、母親としてどう対応してい

いのか？という相談に対して、「お母さん、私は昼食を作ることでお母さんの責任はちゃん

と果たしていると思いますよ。麦茶を出すことまでお母さんの責任ではない筈です。それ

を食べる、食べないは、彼の判断です。食べずに踏みつけて行ったんですから、また用意

する必要はないと思いますよ。ただそのことは、落ち着いて彼に話して下さい。」と、私は

お話させて頂いたんですね。 

そう、アドラー心理学が言う「課題の分離」のことなんですね。しかし、この「課題の

分離」はアドラー心理学のオリジナルの考え方でもありませんので、上記のことが起きま

すし、それゆえに真理なんでしょう。 

学校に行けるように鞄や服を買ったり、給食費を払うなど準備をするのは親の課題。そ

れで、学校に行く、行かないは子どもの課題だから、子どもを信じて子ども自身に判断さ

せるべきです。親が助言はしてもいいですが、学校に行くようにあれこれ手を回すと過干

渉になると同時に、子ども自身が自分の課題に真剣に取り組まなくなり、かえって不登校

を助長します。子どものことで悩む前に、まずは「課題の分離」をして下さい。 

 

”有名になりたい”2020.8.17(mon） 

 この盆休みを利用して（と言っても正確には、8/10～8/16 の仕事の合間を利用して）、本

ホームページの「ひげぐま先生のひとりごと」を改装し、「小さな人間たちの詩」のように

読みやすいように PDF 化しました。この改装で割愛させて頂いたものもありますが、駄文

ばかりですが、極力残しました。自身の思考の足跡のために。 

 2008 年、日本インターネットスクール協会発足の頃から、リーマンショックによる大不

況の中、民間のアイディアによる静岡県雇用促進事業に次々と応募し、7 事業を受託し、職

員も増え、事業規模も一時年間 8.000 万にも達する事業を行いながら、両親の相次ぐ死去

と南新屋の売却、瀬古の改装・移転で、遂にこの日誌も途絶えしてしまいました。 



 しかし、私には経営者の資質はないんでしょうね。経営者はそういう時こそ、日々日誌

をつけ、毎日自身の経営や対応を振り返るべきなんですね。実は創業時、出資者の皆様に

そう教えられたことを思い出し（日誌にあるように M 氏の助言も加わり）、2000 年 6 月 11

日に日誌を公開して意識付けしました。また、マイペースに書き込みながら、思考してい

こうと思います。 

 さて、表題の件。身近で会ええるアイドルから始まった AKB48 ら、誰もが簡単に自らを

世に発信できるツイッター、ご当地アイドルに、You Tuber・・・。そんなことから、簡単

に「有名になれる」と思うのかなあ？今の小中高生は。 

不登校の子ども達と対応していますと、時々で会うこの言葉。勿論、夢を追うことはい

いことだよ。でも、そう思ったら、その実現のために夢中になんなよ、がむしゃらに。「有

名になれる」ために、毎日、自分は何をしてるか、見つめてほしい。空想しているだけで

は、それこそ絵にかいた餅。友達は、自分の目標に向かって、日々勉学に、スポーツに勤

しんでいる。自分の道は、自分で切り開くもの。人にお膳立てしてもらうものではない。

そんな甘えでは、いつになっても自立できない。「有名になれる」ために計画を立て、何か

に取り組むんだったら応援します。 


