
“ラジオＦＭ島田「ひげぐま先生の相談室」12月の放送で一旦終わります。”2021.12.28(tue） 

いよいよ受験シーズンに入りました。本業の予備校でも受験指導が本格化したことと、同番

組の今後のスポンサーが見つからないため、同番組は一旦終了させて頂きます。これまでの同

番組のスポンサー企業になって頂いた、(株)サン様、(株)ホクトパッケージング様、(株)飯田

電機様、(株)澤口農園製茶工場様、ＦＭ島田様には、この8か月間本当に感謝申し上げます。あ

りがとうございました。          

 

“アクティ森 パターゴルフ楽しむ”2021.11.22(mon）  

昨日の21日は、4月22日以来の久々の休日。居酒屋「一心」の50～70代の客仲間10名で、アク

ティ森のパターゴルフと小國神社の紅葉を堪能して来ました。18ホール、汗をかきかき、私を

含めて三人（一心のマスターも参加、感謝）がカンパした賞金を目指してパターゴルフを楽し

みました。夕方の慰労会は、帰りに東海道写楽で寿司を買っての（私も手作りのスモークベー

コンを提供）宴会。結果発表は、優勝者とブービー賞（私(-_-;)）はカンパ人にて返上、他の

賞に充当で、結果6人が賞金（微々たる金額ですが）獲得、大いに盛り上がりました。ついでの

撮影したビデオ鑑賞は、更にやんややんやと盛り上がり、みんな久々に笑い転げていました。

でも、9時過ぎにはみんなで後片付け。いい仲間たちです。一心様＆ご参加の皆様、ありがとう

ございました。 

 

“ラジオＦＭ島田「ひげぐま先生の相談室」12月の収録終わる”2021.11.18(tue）  

一昨日の16日の午後、12月の収録が終わりました。今回のスポンサーである（株）飯田電機

様、ありがとうございました。 

最終回となります12月は、当ホームページ「小さな人間たちの詩」の「実父からの成人のお

祝いのライン」の現在大学3年生のＢさんに登場して頂きます。生後10ヶ月での両親の離婚によ

る「父の不在」から始まり、中学校時代の「妬みによる」いじめ→不登校→高卒認定試験合格

→人間不信＝抑うつ状態→認知行動療法を体験して、大学ＡＯ入試合格、今に至った経験を話

して頂きました。お楽しみに。 

 

“「無理ゲー社会」（橘玲著）より その1”2021.11.2(tue）  

 行動遺伝学では、「こころ」を「遺伝率＋共有環境＋非共有環境」で説明する。 

人の外見、性格、精神疾患などの様々なばらつきに、遺伝率＝遺伝や、共有環境＝家庭環

境（子育て）と、非共有環境＝家族構成（生まれ順、性差など）、学校や地元の友だち集団、

教師など、3つの要因がどのくらいの割合で影響を与えるかについて、総計1,455万8,900人の

双生児を対象とした1958～2012年の2,748件の研究を2015年にメタ分析（メタアナリシス）した

結果、 
    遺伝率 共有環境 非共有環境       遺伝率 共有環境 非共有環境 

やる気  57％   0％    43％  仕事と雇用  37％   0％   63％ 

集中力  44％   2％    56＆  親密な関係  35%       0%       66％ 

記憶   56％   3％    52％  家族関係   28％   6％   66％ 

計算   56％   13％    32％  健康への気遣い44％  13％   43％ 

認知   55％   18％    27％  ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 44％   1％   56％ 

行動障害 46％   14％    38％  感情の不安定性35％  19％   46％ 

ｱﾙｺｰﾙ依存 44％   26％    38％  ﾄﾞﾗｯｸﾞ依存  46％   26％   29％ 

不安障害 42％    9％        49％    恐怖不安障害  45％     10％     45％ 

摂食障害 38％   2％    60％  多動障害   68％   5％   27％ 

行動障害 64％   7％    29％  ｽﾄﾚｽ適応障害 33％   0％   67％ 

強迫神経症46％    6％        48％    広汎性発達障害70％    7％   23％ 

情緒障害 63％   6％     32％   双極性障害  68％   14％   19％ 

 殆どの項目で遺伝と非共有環境の影響が圧倒的に大きく、共有環境（子育て）の影響は殆ど

見られないか、極めて小さい。計算や認知、言語（22％）などの学習には僅かに共有環境の影

響があるが、やる気や集中力は子育てとは全く関係ないようだ。「仕事や雇用」や「親密な関

係」のように、人生の決定的な影響を及ぼす性格特性にも共有関係（子育て）は全く影響して

いない。 

子育ては確かに子どもの人格に影響を及ぼすが、それは「極端な領域（幼児期の虐待や育児

放棄など）でネガティブな差異をつくり出す。」 



 努力できるかどうかのおよそ半分は遺伝で決まる。医療少年院など出会う少年たちは、頑張

りたいと思っているかもしれないが、それでも頑張れない。その原因は、幼児期の虐待や育児

放棄など、本人の意志ではどうしようもないものが殆どである。 

 親（家庭）の影響が大きいのは幼児期までで、小学校高学年になれば友だちとの付き合いの

方が大事になり、思春期を過ぎれば親の説教などどうでもよくなる。 

 皆さん、どう思われますか？ 

 

“ラジオＦＭ島田「ひげぐま先生の相談室」11月の収録終わる”2021.10.20(wed）  

これまで同番組は、（株）ＦＭ島田様、（株）ホクトパッケージング様、（株）サン様、

（株）飯田電機様、（株）澤口農園製茶工場様の５社の皆様にご支援頂きましたが、11月は私

が理事長を拝命させて頂いております、特定非営利活動法人（ＮＰＯ）静岡県教育フォーラム

が提供させて頂きました。昨日19日の午後、収録が終わりました。内容は、10月の同番組で、

スマホ時代の現代の子ども達に、ポケベル・ケータイ時代の親がどのように接したらいいかの

お話をさせて頂いたことを受けて、認知能力（ＩＱに代表される能力）と非認知能力（ＥＱ情

動能力、社会を生き抜く力）を説明させて上で、この非認知能力が育っていない、スマホ時代

の子ども達を如何に育てていくかのお話をせて頂きました。お楽しみに。 

 

“小論文「いのちの停車場」”2021.10.16(sat) 

昨日、当予備校藤枝駅南口校の私立大学法学部法学科の総合型選抜 AO 選抜入試に挑む生徒の

小論文指導で、以前このコーナーで取り上げた「いのちの停車場」の最後の場面を使わせて頂

いた。即ち、問 1,2 は文脈を読み取る問題を課し、問 3 として、「下線部③の『スマートフォ

ンに 110 と打ち込んだ』ことから、この後どのような展開になりますか？「参考」（1962 年名

古屋高裁で出された判決文の積極的安楽死の是認しうる６要件を提示）も読みながら、400 字

程度で論じなさい。」と出題した。当然、私の解答例も用意した。 

咲和子は、大量の鎮静剤の調剤から父親の死亡確認までの一連の映像と、父親の残した書簡

や、最後の鎮静剤の処方を記した文を始めとする文書類をそのまま持って、警察に自首した。

警察は、（翌日裁判所に 10 日間の勾留請求して、）被疑者・咲和子の取り調べを始めた。当然

に医師が医師の積極的安楽死をほう助したと、マスコミや学会、世間でも話題が過熱した。 

警察は、積極的安楽死の是認しうる６要件、一つひとつを取り調べた。①患者が不治の病で

死期が迫っていることと、②耐え難い苦痛があること。父親は脳梗塞の後遺症で激しい神経性

疼痛に苦しみ、完治の見込みがなく、日増しに増す激痛に緩和剤のモルヒネも増えていくばか

りであったから、これらの要件は満たす。③専ら患者の苦痛を緩和する目的であること。④本

人の真摯な嘱託・承諾があること。⑥その方法が倫理的に妥当であること。最後の鎮痛剤投与

の処置は、永い激痛に耐えきれない父親が医師の娘に、医学知識も十分にある父親がその処置

方法も指示して依頼したことは文書等でも明らかだから、これらの要件も満たす。 

ところが、⑤原則として医師の手によることの要件は満たさず、不起訴処分、病死と処理さ

れる。なぜなら、咲和子は生理食塩水の点滴をした後、鎮静剤の連結をしたが、その点滴のつ

まみを開くのは父親がする段取りを、その父親が指示していた。ところが、いつまで経っても

父親は点滴のつまみに手を伸ばそうとせず、突然、父親の手がだらりとベッドから垂れ下がり、

死亡が確認されたからだ。＊（）内はなくてもいい。要件については数字だけでもいい。解答

例はここまでである。 

これが、父親が鎮痛剤の点滴のつまみに手を伸ばしつまみを開いたら、⑤の要件の「医師の

手」は医師である父親自身の手であるが、積極的安楽死ではなく自死となる。そばで何もせず

じっと見守った二人の医師（咲和子と、一連の処置を撮影し、死亡診断書を書いた父親の教え

子の仙川医師）の自殺ほう助が問われると考えられるが、一連の映像や書簡、書類からその罪

は問えないと判断し、不起訴処分になる。 

とまあ、こんな感じですが、小論文の解答例として皆様にも読んで頂きたく、ここに掲載さ

せて頂きました。 

 

“「人を好きになる気持ちが分からないんです」” 2021.10.8(fri） 

 「綿矢りさ、デビュー20周年！他人の気持ちを読めない女子の、不器用で愛おしい恋愛未満 

小説」というふれこみに興味をそそられ、読んでしまいました。私もまだ若いですね。 

否、と言うより、実は私はこれまで人は社会性を持った動物故に、「人は一人では生きられ

ない」ことを前提に、不登校やひきこもり等の対応をしてきました。しかし、綿矢りさ氏はこ

の小説で、「私は一人でいても、つらくないんです。私は（誰かと一緒に居たい）そこまでの



欲がどうしても身体の中から湧かない。おそらく私は、一人で足りすぎているんだと思いま

す。」という人物を表現したことに興味を抱いたんですね。これまでのこのコーナーでの私の

書き込みからご存知の通り、特にスマホ世代の若者たちの人間関係が希薄になってきたことか

ら起こってきたアイデンティティの不安定化。それを否定するかのような人物像を、綿矢りさ

氏はこの小説で描き出した。 

しかし、そんな彼女も父親の教え子で、7,8歳年上の、彼女の友達曰く「めちゃくちゃカッコ

良い！」社会人男性に、それこそ7,8年来の恋心を告白され、濃厚な口づけに、（彼のシャツの）

「ボタンを外したその下の素肌が見たい。わりと、いける！今夜は帰さない」と、身体がほて

り気持ちが高揚したことが、人を恋することだと悟るが、それ以上に踏み込まない。その一方

で告白するも、一人でも満たされている彼女を認めながらも、「二人で一緒に居たらもっと温

かく楽しくなれるように、努力したい」と、幼馴染の彼が差し出した手を「がっちり掴んだ」

彼女。 

プラトニックラブ（理性）と種の保存からくる性愛（本能）の狭間を描き、人はやはり本能

に抵抗するも（いや、無関心を装うも）本能に流れ安堵し、それを理性で納得する。 

 

“「相談せず不登校4割」本日の静岡新聞朝刊2８面” 2021.10.7(thu） 

 調査は昨年の12月、不登校を経験した小学6年生と中学2年生を対象に実施し、約2000人から

回答を得たという。学校を休みたいと感じてから誰に相談したかを複数回答で質問すると、

「家族」が小6で53％、中2で45％といずれも最多。「誰にも相談しなかった」は小6で36％、中

2で42％に上ったという。他に「学校の先生」が13％と15％、「学校にいるカウンセラー―」は

8％と7％。文科省は相談体制を充実させる必要があるという。しかし、このところの不登校の

対応で私が感じるのは、学校の先生やスクールカウンセラー、ソーシャルワーカーの人達が不

登校生に共感できていないこと、そして、その学校としての先生とスクールカウンセラーやソ

ーシャルワーカーとの連携がうまくいっていないことである。ちょっと厳しい言い方で申し訳

ないが、調査はその結果だと思う。勿論、個々の不登校生の心理を理解しようと私に尋ねる学

校の先生はいる。「相談体制を充実させる」とは、現在不登校に携わる人達が、スマホ世代の

子ども達が個々によって違うが、どうして不登校になるのか、そして、その個々にどのように

対応すればその解消に向かうのか、現実に即したケースワークを早急に行い、連携しながら対

応することだと思う。 

 

“「伸びる子どもは〇〇がすごい」（榎本博明著）から” 2021.9.17(fri） 

 日本では、忍耐力や衝動コントロール力などの自己コントロール力を重視する子育てや教育

が伝統的に行われてきたのに、1990年代頃から足の遅い子が傷つかないようにといった配慮か

ら、運動会の徒競走で順位をつけない、順位をつけないだけでなく、差がつかないように実力

が同程度の子ども同士を走らせるというように、足の速さ・遅さという現実に存在する実力の

差に蓋をする教育が始まった。（大切なのは、足が遅いからといってバカにしたり、引け目を

感じたりしないように教育することである。） 

 その後、学芸会などで誰を主役にするかに気をつかったり、主役になれなかった子が傷つか

ないようにという配慮から、みんなが主役気分を味わえるような工夫をするようになった。 

また、同時代に、子ども達を傷つけず、できるだけポジティブな気分にさせてあげようと、

「ほめて育てる」とか「叱らない教育」が急速に日本社会に浸透していった。 

更に、乳幼児期から才能開発あるいは就学後の学習の先取りを目的として行われる早期教育

は、周りの子が絵本の文字が読めないのに、自分で読めるようになるし、周りの子が計算でき

ないのに、足し算や引き算ができたり、周りの子がまだ英語など何もわからないのに、「ハロ

ー」「サンキュー」「マイ・ネイム・イズ・〇〇」などと言うようになった、という効果はあ

る。しかし、小学校に行くようになれば、誰もが字を読めるようになり、誰もが足し算や引き

算はできるようになるし、ましてや10歳頃までは母語体系が確立していないのに、外国語を学

ぶと、母語と外国語の両方が習得できないセミリンガルになる（同時通訳者の第一人者である

鳥飼玖美子氏など英語教育の専門家の多くは、小学校から英語を学ばせることに反対している）

ことから、早期教育の意義がない。 

児期や児童早期（10歳頃まで）の同世代の仲間との自然体験、生活体験、遊びは、様々な非

認知能力（認知能力ＩＱに対して、対自的能力－自分の心の状態を理解し、それをコントロー

ルする能力と、対他的能力－他人の心の状態を理解し、それに対応する能力を指す）を発達さ

せる。 

しかし、知的な早期教育に熱心になっているうちに、社会で生きていく上で重要な非認知能



力が発達せずに育ってしまう。 

 その結果、現在の20代前半の世代の43～64％の人達が幼稚園児時代、「忍耐力がない」「周

りに合わせられない」「自己中心的」「基本的生活習慣が欠如している」「自発性がない」

「協調性がない」「友だちとうまく遊べない」と、彼らの非認知能力の欠如を当時の幼稚園教

諭が報告している。この傾向は、10年後の2016年には61～86％と、約2割増加している。 

 46年前、20歳の学生ながら、多くの子ども達や若者が喫茶店に集まりインベーダーゲームに

興じる姿に、彼らの将来に大変な危惧を感じ、大自然の中でサバイバル的な遊びや生き抜く知

恵を教える有限会社を立ち上げたのは（それが現在の予備校運営とＮＰＯ活動に繋がっていま

す）、間違いではなかったと再確認した次第です。 

 

“東進衛星予備校藤枝駅南口校、高校3年生の入学が立て続く” 2021.9.7(tue） 

 先月8月22日に行われた東進・共通テスト本番レベル模試の成績表の返却面談で（東進は同模

試実施1週間後には成績表が返ってきます。他の模試は10日後位です）、今後の勉強の仕方を具

体的にアドバイスさせて頂いておりましたところ、8月末から今日までに高校3年生の入学が相

次いでおります。 

 東進は高校3年生の入学期限は9月15日です（但し、旧帝大レベル大学志望者の入学はそれ以

降でも認められます）。高校3年生諸君、この半年の追い上げで本気で第1志望大学合格を目指

すなら、是非当校にお越し下さい。直近の模試データを持参して頂ければ、46年の指導経験か

ら、是非第１志望大学合格の受講計画を提案させて下さい。学力は努力を裏切りません。入試

直前まで頑張りましょう！ 

 

“ラジオＦＭ島田「ひげぐま先生の相談室」10月の収録終わる”2021.9.7(tue）  

10月の同番組は、（株）澤口農園製茶工場様の提供です。（株）澤口農園製茶工場様、あり

がとうございます。本日7日の午後、収録が終わりました。内容は、8月21日付けの本日誌で触

れさせて頂いた通り、スマホ時代の現代の子ども達や、その親、ポケベル・ケータイ時代の親

御さんたちの心理を読み解き、スマホ時代故に不安定な子ども達の自己、アイデンティティの

回復のため、親としてどのように子ども達と接したらいいのかをお話しさせて頂きました。お

楽しみに。 

 

“新自由主義時代の子ども達やその親たちの交流―「虐待・いじめ・不登校の交流分析」

（江花昭一著）参照” 2021.8.21(sat）、 2021.9.2(thu）加筆修正 

 1980 年代の「第二次臨時行政調査会」による行政改革により日本に「新自由主義」が上

陸。「増税なき財政改革」を標榜し、国家による福祉・公共サービスを縮小し、「小さな

政府」に転換、国鉄・電電公社・専売公社の分割民営化を始め、小泉内閣（2001-2006）の

「郵政民営化」が、強く推し進められてきた。併せて、大幅な規制緩和を進め、通信事業

に民間企業の参入を許し、ポケベル・ケータイ時代を経て、一人一台のスマホ時代に入り、

情報化社会は一気に広がった。 

また家族は、子どもは一人ないし二人となり、祖父母は別世帯の核家族が増えた。父親

は心理的に、実体として不在となり、鍵が掛かる個室を持つ子どもの数が増え、お互い傷

つけ合うような家族関係を回避することができるようになった。但し、貧困家庭などでは、

子どもの個室などはないが。 

人と人との繋がりは、かつてののび太君やジャイアン達のような過剰と思われるほど密

接、濃厚で、上下関係があり、拘束的なものから、過少、希薄なものとなり、上下関係よ

りも同級生同士の、水平的な繋がりを重視されるようになった。それにより、子ども達の

自己、アイデンティティが不安定になり、その防衛のために自己愛を肥大化し、自己評価

が低下し、強く承認欲求を求めるようなった。それがために、LINE や Twitter などの SNS

やオンラインゲームにハマるようになり、心の不安定から不登校を生み出している。 

それは子どもだけでなく、「ポケベル・ケータイ時代」を過ごした、その親たちも同様

のようである。子ども達が親の自己愛を満たさなければ、親の自己評価が下がって欲求不

満になり、そのはけ口が子どもに向かい、身体的虐待、心理的虐待やネグレクトに走って

しまったかもしれない。 

 10 月の「ひげぐま先生の相談室」では、以上の認識を踏まえ、更に現代の子ども達の心

理を読み解き、その親御さんたちや学校、地域の対応を語る予定です。お楽しみに。 



 

“「交流分析 エゴグラムの読み方と行動処方」―エゴグラムの一つの読み方を学ぶ” 

2021.8.16(mon）  

これまで永く養育者とその相談当人、必要に応じて同居家族がそれぞれご本人に心理テスト

を受けて頂き、そのエゴグラムを分析をしてきました。しかしこの本では、相談当人（子ども）

自身と、その人（子ども）から見た養育者（両親、祖父母）に、相談内容によっては、その人

から見た仕事上の上司や、その人自身が理想とする職業人の心理テストから得たエゴグラムを

分析します。確かにアドラーによれば、人はその人自身の眼鏡を通して人やものごとを見てい

ます。だから、人はその人自身の眼鏡を通した養育者や同居家族との関わりの中で人格形成さ

れて生きてきており、その人自身の眼鏡を通した周りの人達と交流しながら生活しています。

たとえ養育者や周りの人ご本人が、その人が捉えている人物像が自分自身と違うと言っても、

その人はそう捉えた人物像の何らかの影響を受けながら人格形成されて、生活しています。そ

れ故に、こうした視点からの心理分析も、相談の解決方法を見出すのに大変有効な資料になり

ます。もっと深くこの方法も読み解き検証しながら、今後の業務に活かそうと思っております。

そこで、一つ大変興味深かったのは、本人が捉えた父親と母親のエゴグラムを足して2で割った

エゴグラム（合成像）が、本人のエゴグラムに似ているケースが多かったことです。まさしく

この両親にしてこの子あり、でした。私がこれまで採ってきたエゴグラムで数件やってみまし

たが、ＣＰ（父性）、ＮＰ（母性）、（知性）、ＦＣ（感性）、ＡＣ（順応性）の5つの自我状

態のうち、あって2つ、1つかないですね。この違いが意味するものを分析して、本ページで書

きます。 

 
 “ラジオＦＭ島田「ひげぐま先生の相談室」9月の収録終わる”2021.8.10(tue）  

9月の同番組は、（株）飯田電機様の提供です。（株）飯田電機様、ありがとうございます。  

本日10日の午後、収録が終わりました。内容は、8月の同番組でのリスナーの方のご相談と同様

に、地元の進学高校を1年生の秋に中退してしましたが、その後再び自分自身の将来の目標、夢

を見出し、高卒認定試験8科目を一発で合格、更に大学のＡＯ入試までも合格し、現在は予備校

の担任助手として、後輩たちの志（こころざし）設計の指導のお手伝いをしている大学生に登

場して頂き、自身の体験を語って頂きました。Ａ君、初めてのラジオ番組出演でちょっと緊張

していましたが、よく語ってくれました。きっと、8月の同番組のラジオネーム・パンダさんの

お子さんも、君の話を聴いて何らか心を動かされたと思います。ありがとう！皆様も是非お聴

き下さい。 

  

“目先の高校の定期試験対策か、第一志望合格のための大学入試対策か”2021.8.4(wed）  

私達は後者を取ります。少なくとも我が子のために、当東進衛星予備校藤枝駅南口校にお金

を投じて頂くご父兄のお気持ちを考えれば、我が校には、表題の前者の選択はありません。予

備校は受験請負人です。勿論、指定校推選で内申書対策指導は別です。少なくとも東進衛星予

備校の教育理念、世界に貢献する人材育成を標榜する当校は、第一志望大学合格に向けてその

生徒の現在の学力を把握した上で、高校1年生には今後の2年半の学習計画を、高校2年生には今

後の1年半の学習計画を、高校3年生に今後の半年間の学習計画を、責任を持って提示し、指導

します。ましてや年間66万円で5教科見放題の授業を提供したままで、生徒一人一人の現在の学

力を把握し、その生徒の志望大学合格に向けての学習計画を提示しない某大手予備校のやり方

は、予備校として、それ以前に企業として無責任すぎます。現在高校3年生でも、本気で第一志

望の大学に合格したい生徒は、是非当校に来て下さい。第一志望の大学合格に向けての学習計

画を責任を持って提示・指導します。勿論、物理的・時間的に当校として責任を持ってお受け

できない場合は、その旨申し上げます。私達は、志を持って日々勉学に励む生徒を応援します。  

 

“「いのちの停車場」に想う”2021.7.27(tue） 

東京の救命救急センターで働いていた、62歳の医師・咲和子は、故郷の金沢に戻り「まほろ

ば診療所」で訪問診療医になる。命を送る現場は戸惑う事ばかりだが、老老介護、四肢麻痺の

IT社長、小児癌の少女……様々な涙や喜びを通して在宅医療を学んでいく。一方、家庭では、

脳卒中後疼痛に苦しむ父親から積極的安楽死を強く望まれ、苦しみに悶える父親を正視出来ず、

命を救うはずの医師が、父親の「積極的安楽死」に「加担」してしまう。自身の父親を自身の

手で殺めた罪意識から、自らの携帯で110番を押し「自首」し、その判断を裁判に委ねる。これ

が「贖罪」 



なのか、在宅医療なのか。実に”重い“小説でした。 

 

“久々に隆さんのサッカー談義を聴く”2021.7.25(sun） 

いよいよ2020東京オリンピックが開幕。サッカー男子で日本が南アフリカを1対0で下す。そ

んな折、57年前の同じ東京オリンピックで1回戦、強豪アルゼンチンを下し、日本代表をベスト

8まで率いた杉山隆一氏から、行きつけのお店で夜11時過ぎまで、サッカー談義を聴かせて頂き

ました。というのは、今月4日に80歳を迎えた同氏のささやかな誕生日パーティーを開かせて頂

いたんです。19歳で日本代表に。一つ下の釜本邦茂氏とのコンビで日本代表をけん引。前回の

東京オリンピック1回戦で日本に負けたアルゼンチンのクラブチームから20万ドル（当時7,200

万円、当時の王、長嶋氏の年俸3,4千万円）を提示され、「黄金の足・杉山」と賞された話や、

その4年後のメキシコオリンピックで地元メキシコを破り、第3位になった話や次々に出て、あ

っという間に11時過ぎに。近代サッカーを教えられたクラマー氏の話や、オフト氏との出会い、

長沼氏と岡野氏とのサッカーに対する考えの違い、方や、見せるサッカーとスポーツとしての

サッカーの話・・・話が尽きませんでした。誕生日おめでとうございます！また、サッカーの

話、聴かせて下さい。 

 

“「第16回 ふじえだ まちゼミ」に参加します”2021.7.14(wed） 

「私はどんな人？心の悩みを解消」と題して、「人の心を学び、自分の心を分析、悩みの解

消法と、よりよい人間関係の築き方を学びます。」 

特定非営利活動法人静岡県教育フォーラムの名で参加申し込みし、「第16回 ふじえだ ま

ちゼミ」のチラシに投稿した原稿です。東進衛星予備校藤枝駅南口校内の相談室で、9月26日～

10月22日の間に5日間（(日)・金）、9時半～11時半に、前述の講座を開催する予定です。 

先ほどこの事業を管轄する藤枝市役所商業観光課から、内容は今までにない企画で、うれし

いんですが、営利団体が参加する同企画に、非営利団体が参加することへの懸念を少し示され

ましたが、こうした技法は、東進衛星予備校及び東進中学ＮＥＴ藤枝駅南口校の生徒指導に活

用していることを示すこともあるので、いいでしょう。場合によっては、東進衛星予備校及藤

枝駅南口校の名にしてもいいんで、進めていきます。 

 

“ラジオＦＭ島田「ひげぐま先生の相談室」8月の収録終わる”2021.7.14(wed） 

 8月の同番組は、（株）サン様の提供です。（株）サン様、ありがとうございます。 

昨日13日の午後、収録が終わりました。内容は、前半リスナーの方から送られてきたメッセ

ージに私が答えさせて頂き、後半は8040問題を引き起こす原因の1例と、摂食障害の原因の1つ

についての私の話です。 

是非お聴き下さい。 

 

“「アタラクシア」と「生のみ生のままで」”2021.7.7(wed） 

21歳で第130回芥川賞受賞、かたや20歳で同じく第130回芥川賞受賞した二人の作家の10数年

後の作品に、ここ数日読み耽ってしまいました。 

第5回渡辺淳一文学賞受賞を受賞した「アタラクシア」は、最も幸せな瞬間を、夫とは別の男

と過ごしている翻訳者の女性。恋人の夫の存在を意識しながら、彼女と会い続けているシェフ。

浮気で帰らない夫に、文句ばかりの母親に、反抗的な息子に、限界まで苛立っているパティシ

エ。妻に強く惹かれながら、何をしたら彼女が幸せになるのかずっと分からない作家。ままな

らない結婚生活に救いを求めてもがく男女を、圧倒的な熱量で描き切った、金原ひとみの作。

望んで結婚したのに、どうしてこんなに苦しいのだろう、と。 

 かたや、第26回島清恋愛文学賞を受賞した「生のみ生のままで」は、綿矢りさの女性同士の

鮮烈なる恋愛小説。恋人と出かけたリゾートで、主人公の逢衣が彼の幼なじみと、その彼女・

彩夏に出逢う。芸能活動をしているという彩夏は、美しい顔に不遜な態度で、不躾な視線を寄

越すばかりだったが、4人で行動するうちに打ち解けてゆく。東京へ帰った後、逢衣は彩夏と急

速に親しくなった。やがて逢衣は恋人との間に結婚の話が出始めるが、ある日突然彩夏から唇

を奪われ、「最初からずっと好きだった」と告白され、強烈な引力をもって誘われ、女性同士

の恋に落ちる。これまでの通俗的な婚姻観念に抵抗し、純粋な愛を貫き、神に女性同士の結婚

の意を誓って終わる。 

私には、共に若い作家の、現在社会に問う新小説観に翻弄された作品でした。今後の彼女ら

の産み出す作品が楽しみです。 

 



“「誰がために医者はいる」”2021.7.4(sun） 

「ある患者は違法薬物を用いて仕事への活力を繋ぎ、ある患者はトラウマ的な記憶から自分

を守るために、自らの身体に刃を向けた。またある患者は仕事も家族も失ったのち、街の灯り

を、人の営みを眺めながら海へ身を投げた。いったい、彼らを救う正しい方法などあったのだ

ろうか? ときに医師として無力感さえ感じながら、著者は患者たちの訴えに秘められた悲哀と

苦悩の歴史のなかに、心の傷への寄り添い方を見つけていく。同時に、身を削がれるような臨

床の日々に蓄積した嗜癖障害という病いの正しい知識を、著者は発信しつづけた。「何か」に

依存する患者を適切に治療し、社会復帰へと導くためには、メディアや社会も変わるべきだ

――人びとを孤立から救い、安心して「誰か」に依存できる社会を作ることこそ、嗜癖障害へ

の最大の治療なのだ。」と。 

嗜癖障害臨床の最前線で怒り、挑み、闘いつづけてきた精神科医・松本俊彦氏の半生記伝で

ある。精神医学からのアプローチと心理学からのアプローチとの狭間で葛藤してきた私にとっ

て、その解決の糸口を得た本でした。これまでの「神話」に拘らず、常に臨床の場から学べと

諭された本でした。 

 

“生徒からの誕生日プレゼント？！”2021.6.23(wed） 

         
言葉がでません・・・・・・ありがとう Very much！ 

 このＨＰの県教育フォーラムのページのイラストも然り、私のイメージって、なぜお酒が絡

むんだろう？生徒の前では飲んでないのにね・・・あっ！ 

 

“ラジオＦＭ島田「ひげぐま先生の相談室」7月の収録終わる”2021.6.16(wed） 

 6月3日付けの本ページに書かせて頂いた通り、同番組のスポンサー・(株)ホクトパッケージ

ング様からのご要望で、「不登校にならないために親は我が子をどう育てればいいか？」につ

いて、私、ひげぐま先生が語る番組の収録が本日終わりました。 

7月から同番組はこれまでの中根局長から、パーソナリティの平松さんとの掛け合いでお話す

ることになりました。まだまだ原稿の棒読みの場面が多かったんですが、これまで20数年間の

不登校生の対応経験を元に、本テーマについて私なりにお答えさせて頂きました。 

要は、不登校になる心理状態を生まない育て方をすることで、3つのポイントを話させて頂き

ました次第です。是非お聴きください。 

さて新型コロナ禍で、子ども達を始め様々な人と接する機会が多い私故、その責任として本

日遂に第1回目のワクチン接種をすることになりました。1日でも早い新型コロナ禍の終息を願

いばかりです。 

 

“「もう死んでいる十二人の女たちと」（パク・ソルメ著）”2021.6.11(fri） 

解説を読むと、2009年のデビュー以来、特に際立った注目を浴びてきた作家で、その作品は、

歩く小説、旅する物語、移動しながら考えるテキストと称されているようだ。確かに下記の

「少女は鳥籠で眠らない」のリーガルミステリとは全く対照的で、話の流れに翻弄される作品

だった。特にタイトルの短編は、死人がもう一度殺すという復習であり、目撃者・記録者を生

き生きと描いた幻想文学でもある、との解説を読んでも、なおも物語の流れが混沌としている。

それは、「主語と述語が対応しないなどの構文にずれがあったり、助詞のすわりが悪かったり、

いわばひっかかりがあるのだが、それでもどんどん流れていく文体で、固有のリズムもある」

（訳者）からだろうか。文芸評論家のカン・ドンホ氏が、「驚くほど作為の痕跡がなく、中毒

性のある文体」と評していたが、文脈が混沌としていて、理解力の限界を感じながらも、気が

付けばもう物語は結末にきていた。そんな8つの短編が収められている。う～ん、もう一回読ん



でみよう。 

 

“「少女は鳥籠で眠らない」”2021.6.8(tue） 

なるほど。15歳の少女に淫行したとして21歳の家庭教師が逮捕された。その家庭教師は示談

条件のである接近禁止を拒否し、起訴を免れない状況に。彼、その家庭教師は、一方的に自分

に恋した少女がこの接近禁止を守れるはずがないから、拒否した。実は事件は、自分の恋心を

受け入れてくれない彼（家庭教師）に苛立ち、彼を自分のベットに押し倒し、自分で服を脱ぎ

ながら彼の上にまたがりことにおよぼうとしたところ、偶然父親が部屋に入ってきて、ことが

発覚した。被害者である少女の父親は、知人の息子の彼に娘の家庭教師を依頼したことから悩

み、その1か月後に被害届を出し、彼の逮捕となった。だから、彼は淫行行為をしていなかった。  

しかし、未成年の彼女が「彼は淫行行為をしていなかった」と、その裁判でその証人に立つ

には親の許可が必要だが、娘との交際を認めない親だから、それは許可しない。結果、彼は起

訴され、状況から「家庭教師と生徒という上下関係に乗じての犯行」として、性行為そのもの

まではなくても、類似行為でも有罪となる。 

そこで彼女が彼の起訴を回避するために打った手が、彼との婚姻であった。婚姻すれば、未

成年でも成人と見なされ、親の同意を得ずして裁判の証人に立て、純然たる恋愛関係としての

行為を主張し、児童福祉法違反の罪を免れる。結果、彼は彼女との婚姻を受け入れ、不起訴処

分となり、保釈された。 

もう45年も前のことではあるが、法律を学んだ者として、現役弁護士作家の以下3つのリーガ

ルミステリは、大変興味深かった。法は、守るためにあるのか、否、人のためにある。 

 

“私立中学校に受験する意味は？”2021.6.7(mon） 

このところ全国統一中学生テストの成績表返却面談をしております。そこで出たこの話題。

公立の中学校を避けて、わざわざ私立の中学校に受験する小学生とその保護者の想いを聴いて

みました。当然中高一貫校の特徴の一つ、中学3年間の課程を2年間で、更に高校3年間の課程も

2年間で修了し、高校2,3年は進学指導に充て、難関大学や難関医学部進学を果たすことを期待

しています、と。ただここ静岡では、一部の中高一貫校では現実にそのようなカリキュラムに

なっておりませんが、勿論それを目指している中高一貫校はあります、 

ご存じ通り、今年の大学入試での合格者数ランキングでも上位に出た開成高校や灘高校、麻

布高校などは、こうした中高一貫校の特徴を活かして進学実績を上げています。それは、学力

は、基礎基本の理解を元にした演習で培われることを示しています。世界に貢献する人材を育

てることを標榜する東進も、こうしたことを踏まえ、映像授業の利点を活かして高校1年生まで

に高校数学のⅢＣまでを習得すべく、その費用が無料になる「数学特待制度」を設けており、

当校でも現在4名の生徒がこの制度を利用しております。数学のみならず、当校では全教科先取

り授業受講を勧めており、公立中学生や公立高校生も当校ではこうした中高一貫校のカリキュ

ラムと同じように受講しています。志を持って難関大学や難関医学部を目指す中学生や高校生

の皆さん、是非当藤枝駅南口校でそうしたカリキュラムで勉強している仲間たちと、切磋琢磨

しませんか。 

 

“「with you」”2021.6.5(sat） 

 「ヤングケアラー」と恋を扱った児童文学です。昨日から一気に読んでしまいました。中学

３年生の悠人は、高校受験を控えている。優秀な兄・直人や、家族を置いて家を出ていった父

親。悠人でなく、直人に大きな期待をかける母親、といった家族のなかで、自分の存在意義を

見出せない悠人は、日課にしていたランニングの途中、公園のブランコに座る１つ年下の少

女・朱音と出会う。どこか影のある表情の朱音に、次第に惹かれていく悠人。朱音が、病気の

母親の介護や幼い妹の世話、家事をひとりで背負う「ヤングケアラー」であることを知った悠

人は、彼女の力になりたいと考えるようになるが、・・・。母親の介護に携わる「ヤングケア

ラー」の少女・朱音に恋をした悠人の物語を通して、筆者は現代行政の「ヤングケアラー」に

対する支援体制の不十分さを問う。と同時に、「ヤングケアラー」である現実を周りに理解を

求めることの当然の大切さを訴える。且つ、我々に「誰かを大切に思うこと、社会へ目をむけ

る機会」を提供した本でした。皆様も是非お読み下さい。 

 

“ラジオＦＭ島田「ひげぐま先生の相談室」7月のテーマ決まる”2021.6.3(thu） 

 同番組のスポンサー・(株)ホクトパッケージング様からのご要望で、7月のテーマが決まりま

した。「不登校にならないために親は我が子をどう育てればいいか？」です。 



確かに、以前から本ページで書いております通り、不登校の解消法を語るとなると、それは

様々で、且つ、少し専門的な話になります。ある程度豊富な知識と経験を要します。ですから、

５,６月の同番組を聴いて頂いても、不登校の我が子に適応できるとは限りません。しかし、最

新の対応例の同番組と、本ホームページ「小さな人間たちの詩」もお読み頂ければ、現在不登

校の我が子の対応のヒントにはなると思います。 

では、(株)ホクトパッケージング様のご要望のように、我が子が不登校になっていない親御

さんは、どう育てたら我が子が不登校にならないか、知りたいことですよね。そこで、7月の同

番組でそれにお答えすることになりました。昨日からその原稿を推敲し、ほぼ書き終えました。

7月の同番組をお楽しみに。 

 

“2019茨城家族4人殺傷事件に想う”2021.5.30（sun） 

 今日は全国統一中学生テスト。こんな日にこの話題は不謹慎だが、重要なことだから取り上

げたい。 

 ご存知の通り、この岡庭容疑者は、10年前当時16歳の時埼玉県と千葉県で、面識のない2人の

少女を刃物で刺すなどして殺人未遂容疑で逮捕され、さいたま家裁により23歳まで医療少年院

へ送られた。7年に渡り彼は矯正教育と治療を受けたが、出所1年も経たずして今回の事件を起

こした。 

 「人を殺したい」と言う独特な性癖を持っている少年に対しては、そもそも塀の中の医療少

年であれ、塀の外の医療機関であれ、今の精神医学の中にそうした性的傾向を修正する治療技

術自体がない。治せないからこそ、アフターケアが必要だと、ある精神科医は言った。 

 第二の酒鬼薔薇聖斗である。その彼は今年確か38歳となって、日本のどこかで生活している。

彼が書いた「絶歌」は読んだ。それは単なる自己弁護に過ぎない、と私は思う。 

 贖罪。彼らにそれが可能なのか。少年を想い判決した裁判官の願いは、実現可能だったのか。

岡庭は容疑者について今回の事件が真実ならば、結果的にその裁判官の判断は誤りだった。法

律を学んだ者として、こう述べるのは辛い。 

しかし、殺人犯になりたくて生まれてきた子はいない。私はそう信じたい。ではどうして

「人を殺したい」と思うようになるのか。確かに人は生きるために、生き物を殺める凶暴性を

持っている。即ち、人は生きるために他の生物を食する。それは食物連鎖上のことである。で

も、「人を殺したい」という性癖は、食物連鎖のそれとは違う。性的サディズムなのか。酒鬼

薔薇聖斗と同様に、人にある凶暴性が快楽を求める余りに、人を殺めるまでに発展したのか。

その特異な欲求が攻撃性を過度に刺激したのか。否、その特異な攻撃性が欲求を刺激したのか。

その特異性がどうして起こるのか。それが解明されれば、そうした性的傾向を修正する治療技

術が見い出されるのか。「殺人犯になりたくて生まれてきた子はいない」という性善説を信じ

る立場からは、彼の成育歴の過程にその原因があることになる。それは何だろう？ 

 

“「朝、上海に立ち尽くす」考”2021.5.29（sat） 

 近代日本の中国政策と深く関わっていた、上海にあった東亜同文書院大学。即ち、当時日本

の軍部が唱え、太平洋戦争へと突き進んだ「大東亜共栄圏」構想の一部をなす、「日中共存共

栄」の架け橋であろうとした同文書院大学が歴史に果たした役割はなんであったか・・・。 

 同文書院大学学生であった作者・大城立裕が、自身と同じ琉球（！）出身の主人公「知名雅

行」として中国人の范景光に問う。「東亜同文書院は君たち中国人にとって何であったか」、

「東亜同文書院は中国の敵だ」と答える范の眼が笑っていた。 

 この心の葛藤が、いずれも同大学の学生だった、東京都出身の「織田」、朝鮮出身の「金

井」、台湾出身の「梁」との関係において自問のるつぼに投げ込まれずにはいなかった。それ

が、本書の題名「朝、上海に立ち尽くす」我が姿なのだろうか。 

 解説に述べられているように、「日中共存共栄の架け橋」たろうとした素志と、日本の政策

が中国人に醸成した「民族的憎悪」との、裂け目の巨大さを如何に受け止めるかとの課題が、

彼らの身をよじらせた。即ち、作者が上海で見た理想と現実との落差に抱いた激しいショック

を物語る。知らなかった歴史の1場面に接した。 

 

”「世間」再考”2021.5.28（fri） 

 本ページの2007年3月13日付けの日誌に、「児童心理」（2005No820）から引用・参考して、

こんなことを書いた。 

 日本の大人は、みんな「世間」に縛られている。日本独特のその「世間」には、そこで生き、

そこから爪弾きにされないために、守らなければならない いくつかの掟がある。それは、1．



贈与・互酬関係を守ること、2．身分をわきまえること、3．他人に配慮することなど。 

この本が出版されてか16年。改めて今の若者たちの社会でこの「世間」を再考してみたい。 

まずはその掟1の「贈与・互酬関係」。即ち、お歳暮やお中元などの付け届け、お返しのこと。

今の若者達の間では、どうでしょう、すっかりなくなったように思える。当時の西欧社会のよ

うに、ものをもらっても「その場限り」で、誰も「お返し」は考えないのではないかと思う。 

次に2。確かに自分や相手の「身分」によって、相手の呼び方は変えているが、それは社員研

修による仕事用語で、それ以外では余り意識されなくなったように思うが、いかがか。 

そして3。個人情報保護法成立も一つ。今は当時の西欧社会のように、「個人」が重んじられ

てきているように思う。どちらかと言うと、あるとすれば「他人への配慮」ではなく、自尊感

情の低下などによる「他人の視線への意識化」のように思えるが、不登校・ひきこもりの若者

たちと接することが私だけの感覚なんだろうか。 

今月7日に逮捕された、2019年茨城県で起きた家族4人殺傷事件の容疑者について考えている

時に、ふとこんなことを考えた。  

 

“静岡大学時代の思い出 その5” 2021.5.24（mon） 

  会社設立後の大学3年の8月中頃、私は本項5月18日付けのページで登場した「静岡ホーム学

習会」の静岡女子大のM.I.さんを通じて知り合った重度脳性麻痺のM.M.氏（当時当社の非常勤

講師）からの紹介で、長野県下伊那郡松川町の本多節子さんの家に向かった。その夏蓼科で行

われる身体障害者の2泊3日のキャンプに参加するためだった。本田さんはM.M.氏と同じく脳性

麻痺を患っていたが、当時は歩行もでき、比較的軽度だった。準備もありキャンプ前日の午前

早くに長野入りし、参加者の一人重度脳性麻痺で車椅子の21歳の女性と一緒に、キャンプの打

ち合わせをした。準備も終え夕方から、本田さんらスタッフ数人とビールやお酒を頂きながら、

当時私の研究テーマだった障害者の教育や労働について、10時過ぎまで意見を交わした。 

当時私は、ボランティアという言葉に違和感を感じていた。その年の確か2月の休日前の午後

仕事も終わり、私は友達で非常勤講師の上記のM.M.氏と酒を飲みながら話していた。その車椅

子の彼が突然「俺、スキーをしたい」と言った（実際は車椅子のためそりだったんですが）。

「じゃ、今から行こうや」と、長野県飯山のスキー民宿の知り合いのおばさんに電話し、宿を

予約。勿論、当時の国鉄にも連絡し、途中の車椅子乗車の段取りを取った。彼のお母さんに連

絡し、旅の支度を頼み、2人3脚の旅に出た。一緒に電車を乗り継いで、夜10時半頃飯山に着き、

宿のおばさんの出迎えを受けた。その行動を傍から見れば「ボランティア」かもしれないが、

私から見れば「普通友達関係」で行った行動に過ぎない。その翌日スキー場で彼と撮った写真

が、「塾ジャーナル」2015年11月号77ページに掲載されている。 

翌朝目が覚めると、寝る時はほろ酔い気分で気づかなったが、本棚には「戦場の村から」を

始め、本多勝一氏の本が一杯置かれており、机の上には「本多勝一」と書かれた、書きかけの

原稿が万年筆と共に置かれていた。 

慌てて階下に降り、朝食の支度を終え、食卓でお茶を飲んでいた本田さんに、本多勝一氏と

の関係を尋ねると、「はい、私の兄です。山下さんと会えることを兄も楽しみにしていました

が、昨日の朝山下さんが来る前に、朝日新聞本社から電話があり緊急の編集会議に呼ばれ、や

むなく東京に行ってしまいました。そうそう、兄も山下さんに宜しくとのことでしたよ。」と。 

「本多勝一」氏と言えば、当時法律や政治を学んでいた学生達にとっては、氏は米国贔屓の

朝日新聞の記者ながら、ベトナム戦争の実態をルポルタージュ、ベトナム戦争を批判し、記者

としての最高のアメリリカの賞を受賞した記者として、憧れの的だった。私はそんな記者の実

家の部屋で1晩寝たのである。 

 

“「ひげぐま先生の相談室」6月分の収録終わる。” 2021.5.22（sat） 

 表題通り、昨日収録が終わりました。今回は、不登校・ひきこもり等解消プログラムの約2カ

月の対応で連休明けに、ほぼ2年ぶりに不登校を解消した中学3年生のお父さんに登場して頂き

ました。「ホントに信じられない」の連発でしたが、こうしたご両親の笑顔にこれまでの対応

の苦労も報われます。番組では対応の経過の詳細にも触れますので、是非お聴きください。 

ただ毎回述べますが、こうした解消にはマニュアルはありません。この生徒に通用した対応

が、他の不登校の子にも適用するとは限りません。毎回中学・高校や大学に行きたい、自立し

たいと願うこの子らのために、何とかしてあげたい一心でその素因を探り、親御さんの対応も

含め、その素因からの解消方法を模索し、その子の自立を信じて対応を始めるだけなんです。

こうした対応を始めた当初から口にしてきた言葉ですが、人間は社会的な動物ですから、同世

代の仲間たちと群れ集い、成長していくもの。最後には、それを活用した交流合宿などの体験



活動を通じてその解消に繋げてきました。 

 

“静岡大学時代の思い出 その4” 2021.5.18（tue） 

 これも時が前後するが、「バレーボールを楽しむ会」を創設した後、私は静大と静岡女子大

（現静岡県立大）、東海大海洋学部の学生で組織する、「静岡ホーム学習会」に誘われた。静

岡ホームは元々両親を失った子ども達の施設だったが、当時は親から見放された子ども達が大

半だった。静岡ホーム学習会は、その子ども達の勉強をみるボランティアサークルだった。確

か毎日夕方から交代で静岡ホームに行き、子ども達の勉強を手伝った。 

 私はただ勉強をみるだけでは飽き足らず、バレーボールを楽しむ会の会員に声を掛け、10数

人で「民話の会」を組織し、民話を元にした指人形劇を子ども達に演じて見せた。これは子ど

も達に好評だった（と思う）。正月には手作りの凧揚げもした。私は竹ひごとセロハンで帆船

の立体凧を作り、披露した。どうして凧や立体凧が空に舞い上がるのか（揚力）も説明し、子

ども達の創作意欲をそそった。大小様々な凧が静岡ホームの庭に舞い上がった。子ども達の満

願の笑みが嬉しくて、会社創設まで活動を続けた。 

 その頃、実家で飼っていたつがいの手乗り文鳥の1匹が、祖母の眼の前でイタチに食われた。

そのため残った文鳥を下宿に引き取るように親に言われ、飼うことになった。困ったのが大学

の授業の時だった。実家でも鳥籠もなく放し飼いだったため、授業から帰ってくると、下宿の

部屋中が糞だらけだった。仕方なく足に糸を結びつけ、大学に連れて行った。普段は私の肩に

乗り、時折私に餌の稗を要求した。糞をする度に、私はちり紙で拭き取った。 

自転車で大学に向かう時は、文鳥は大喜び。自転車が跳ねる度に、足が糸で結ばれたまま羽

ばたき、チイチイと鳴いて喜んだ。大学ではちょっとしたアイドルになった。大学構内で文鳥

を肩に乗せ歩いていたり、学食で一緒に食事をしていると、「可愛いですねえ」と色んな学生

や先生方まで声を掛けてくれた。その度に、チイチイと愛嬌を振りまいた。 

文鳥は万年筆のペン先に興味を持ち、ゼミ中Ｓ先生のペン先を啄み、ちょっと困らせた。先

生は「可愛いねえ」と笑ってくれたが、糸を引き私のところで大人しくさせた。 

文鳥は3年程飼い、亡くなった。 

 

“静岡大学時代の思い出 その3” 2021.5.18（tue） 

 時は前後するが、静大入学後私は知り合った同じ法学専攻の仲間と一緒に、10月の大学祭に

向けて確か1年の7月に、「バレーボールを楽しむ会」を創設した。会則も作った。①男子3人、

女子3人の6人制（明らかに彼女・彼氏狙い）。②会員のプレーの失敗を非難したら即、退会

（バレーボールを楽しむ会なんだから）。③練習は週2回、参加を強制はしない。④月1回は練

習後、みんなで作る食事会。これも参加を強制しない。 

一応礼を示し、静大バレーボール部監督・Ｉ先生に事前に友達と一緒に、会創設の挨拶に行

った。「いいよ、いいよ。創設は構わないよ、山下君達。大学祭が楽しみだね。」と言われた。

触れるのを忘れたが、当時大学祭にはバレーボール大会があって、東海大学リーグ2部所属の静

大バレーボール部も参加が認められていた。勿論、連続優勝を続けていた。 

チラシを作り、昼休み学生食堂などで会員を募集した。創設した仲間に元男バレ愛知県選抜

のＹ君（経済学専攻、エース）と、大阪と愛知県の元高校男バレ出身のＴ君（法学専攻・現弁

護士、セッター兼サブエース）と長身のＭ君（経済学専攻、サブエース）がいた。私は高校時

代、1年の12月にドクターストップで剣道部を退部後、バレー好きな仲間とバレーボールをやっ

ていた。セッターをやらされた。そしてそのチラシで、清水東高校女バレ部出身の3人（人文学

科と教育学部所属）が入ってきた。取り合えず最強チームができた。勿論、バレーボールを楽

しむ会なんだから、バレーボール初心者も入ってきた。練習を続けていくうちに、大学祭直前

には、確かサブも入れて4チーム程の会員が集まり、大会に参加登録した。 

大会は始まり、“最強“チームはトーナメントを勝ち進んだ。他の3チームは、確か準決勝ま

でに敗退してしまった。そして、いよいよ静大バレーボール部と決勝となった。勿論、静大バ

レーボール部は6人とも男子。片や、バレーボールを楽しむ会は会則通り、男子3人女子3人の混

合チームだった。 

試合前のスパイク練習で、Ｙ君とＴ君が私に「相手の度肝を抜かせよう！」と耳打ちしてき

た。Ｙ君はそれまでの試合で見せなかった強烈なオープンスパイクを、相手のコートのバック

アタックライン手前にドスンと打ち込んだ。これには相手・静大バレーボール部どころか、私

までも驚いた。流石、元愛知県選抜だ。片や、Ｔ君は私にＡクイック、Ｂクイックを要求し、

見事に決めた。こちらも流石、元大阪・Ｔ高校男バレ出身。これには大会連続優勝を続けてい

る静大バレーボール部監督・Ｉ先生の緩んだ笑顔が、止まった。 



試合は私のサインを無視し、トス寸前にオープンやＡ・Ｂクイックを要求するＹ君やＴ君、

Ｍ君に、Ｋさん（清水東女バレ出身）に振り回されながらも、次々に得点を重ね、他の女子2人

もボールを拾いまくり、あるいは私の代わりにトスを上げ、確かストレートで優勝した。 

祝勝会はプロ野球に負けず、下宿の部屋全面をブルーシートで覆い、一部の者はゴーグルに

水着姿でビールかけ（すみません、法学専攻ながら一部法律違反をしてしまいました）。当然6

畳の下宿からは会員が溢れ、庭にまでもどんちゃん騒ぎになった。翌日、仲間と一緒に大家さ

んに謝りに行った。しっかり後片付けをすることを条件に許された。 

この優勝に会員は急増、100名を越した。当然、練習に静大のバレーコート6面（だったか

な？）すべてを占領し、尚且つ、グループを分け練習曜日を替えて、会を維持した。食事会も

全員で行うことができず、大変だったと記憶している。 

翌年の大学祭のバレーボール大会も、バレーボールを楽しむ会が連続優勝。大会後流石に私

は、静大バレーボール部監督・Ｉ先生から研究室に呼ばれた。 

「うちのバレーボール部が東海大学リーグ1部に昇格するために、あのＩ君とＴ君がほしいんだ。

山下君、話してくれないか？」と。 

「先生、うちはバレーボールを楽しむ会です。リーグ戦参加が目的ではないんです。だから、

それは彼らの意志が前提です。」と答えた。 

 結果、彼らは静大バレーボール部に入部し、1年で見事に部を東海大学リーグ1部に昇格させ

て、退部。Ｉ先生から要求され改称した「静大バレーボール同好会」に復帰した。私も会社設

立で静大バレーボール同好会会長を退任し、後輩に会の運営を託した。 

 それから20数年後、静岡オープンスクール静岡教室で講師をしていた静大生のＳさんから、

今週末同好会の「アフター」があるので塾を休ませて下さいとの申し出があった。「その同好

会って何？」と聞いたところ、「静大バレーボール同好会です」と、私はびっくりした。聞く

に、その「アフター」とは会則④の食事会のことで、当時は会員の下宿ではなく、ファミレス

での食事会になっていた。 

Ｓさんに「実はその静大バレーボール同好会は、私と仲間で創設した同好会なんだ。」と伝

えると、「あのボロボロの会のノートの最初に書かれている“2代目会長・山下”って先生なん

ですか！びっくりです。じゃあ、初代会長の高木さんって誰ですか？」と聞かれた。実はバレ

ーボールを楽しむ会創設前に知り合った、島根県境港市出身の当時静大教育学部4年生の高木先

輩と、よく子ども達の教育を議論していた。先輩は卒業後島根県で小学校教諭になった後も、

彼女が静岡在住の為静岡に来てくれた。その度に「山下君の描く教育は今の学校では実現でき

ない。だから、君の目指す学校を作るべきだ！」と言われた。それが、学生にして会社創立に

繋がった。そんな間柄故、バレーボールを楽しむ会初代会長を、高木先輩にお願いした経緯が

ある。 

その「アフター」当日、私はバレーボール2個とポカリスエット1ケースを持参し、静銀体育

館での同好会の練習に行った。Ｓさんを含め会員の大歓迎を受けた。会則①と②もきちんと守

られており、ホッとした。 

 

“静岡大学時代の思い出 その2” 2021.5.17（mon） 

 当時の静岡大学教養課程の英語の授業も楽しかった。指導教官が東大大学院を卒業して静大

に赴任してきた若い女性の講師で、確か「ジェイコブ」という小説を扱った。その小説が大変

面白く、例えばfoxという単語は「狐」と解釈しても意味が通じない。foxという単語がイメー

ジする「ずる賢い」と解釈すると文脈が通る。即ち、名詞にしろ、動詞にしろ、その単語の語

源からイメージしなければならない小説だった（と思う）。私は毎回厚さが10㎝余もある研究

社の英和辞典で予習し、授業に臨んだ。度々先生の解釈と食い違い、イメージ合戦の授業にな

った。お陰でみんなで解釈を議論し、実に楽しい授業だった。成績も優を頂いた。 

 大学2年生の10月、サバイバル的な遊びを教える有限会社（学習塾も併設）の設立に参画（3

人の方に400万円出資して頂いた）、学生でありながら取締役として事業を始めた。当然ながら

仕事に時間を割かれ、大学の授業の欠席が嵩んでくる。学習塾のみならず、月1回サバイバル的

な遊びを教え、野草の知識、食べられる植物の見分け方、ナイフの使い方などを教え、1年毎に

3泊4から2週間のキャンプを張り、ナイフ一丁で1泊2日の生活するなどの課題を与えて資格認定

するフォックスファイヤークラブは、その準備にかなりの時間を費やした。 

 そんな折静岡市役所に合宿（キャンプ）の手続きに行った時、以前障害者の人達との活動で

取材を受けた朝日新聞のＫ記者（女性）と鉢合わせ、近くの喫茶店で取材を受ける羽目になっ

た。それが翌日朝日新聞静岡版 4分の 1の紙面で、その会社と私が紹介され、大きな反響を呼



んだ。当然大学でも話題になり、いろんな人から声をかけられ、問い合わせの電話も殺到して、

お陰様で赤字運営から脱した。 

 その頃私は学習塾の授業がない時は、夕食に会社の近くの食堂に行った。そして、その食堂

の親方と、マグロのぶつ切り丼にビール 1本を貰う代わりに、食後 1時間の皿洗いのバイトす

る約束をしていた。それは会社経営が不安定な時期もあり、私には好都合だった。 

 確か会社設立の翌年の 8月下旬、合宿も終え、塾は夏期講習で日中の授業で、夕食は毎日の

ようにその食堂に行き、いつものように「大将、いつもの」と言って、ビール 1本飲み、マグ

ロのぶつ切り丼を食べはじめた。すると、隣でやはりビールを飲みながら食事をしていた 40代

位のおじさんに声を掛けられた。 

「君ね、いつも夕方からこの店に来て、大将にいつものって言ってビール 1本飲み、マグロの

ぶつ切り丼を食べてるけど、学生さん？」 

「あ、はい。」 

「よくこの店に来るから、この近くに下宿しているようだから、静大？」 

ちょっと雲行きが怪しくなってきた。 

「あ、はい、そうですけど・・・」 

「私も静大の教官で、住まいがこの近くなんだ。それで君、何学部？」 

ぎょっ！ 

「じんぶんの、ほうりつですが・・・」 

「そうか！それはびっくりだ。私は刑法のＮだ。」 

ヤバイ！ 

「ところで、君は刑法、取ってないよね？」 

えっ！きた！ 

「取ってるんですが、会社を興し忙しくて・・・」 

「えっ！君が、あのやましたくんか！君は大したもんだ！あの朝日新聞、読んだよ。」 

「あ、はい。」 

私のビールを持つ手は止まったままだった。 

「でも、おかしいなぁ？私の刑法の授業、欠席者はいないよ。」 

「それは、そのぉ～・・仕事に忙しい私を気遣って、仲間が代返（私の名前を呼ばれたら私の

代わりに返事する）と授業ノートに協力してくれて・・・すみません。」 

「いやいや、Ｓ先生（労働法ゼミの私の指導教官）に聞いてるよ。君は、身体障害者の教育と

労働が研究テーマで、理論だけでなくその実践のためもあって会社を興したんだよね？それは、

大学の授業より大事なことだよ。」 

確かに併設した学習塾で、重度の脳性麻痺の友達を月一の講師として雇い、毎月の新聞折り

込みの塾通信に彼の講義のテーマを載せ、幼児から高齢者までの受講生を募り、講義させて彼

らの労働の可能性を実践していた。 

「ありがとうございます！ところで、先生、今日友達のノートを読んだんですが、罪刑法定主

義は刑法では大事な原則ですか？」 

先生の目が僅かに見開いた！私は 1週間後に行われる刑法の前期試験問題を予想した。当時

静大は 9月の前期試験の問題は、担当教官が既に 8月下旬までに事務室に提出することになっ

ていた。だから、今さら試験問題は変えられなかった。それから私はほぼ毎日夕方その食堂に

通い、Ｎ先生とビールを飲みながら、刑法は勿論、私の事業や教育と、様々議論した。 

そして 1週間後、私はその日の仕事の段階を済ませ、ギリギリで刑法の前期試験を受けに静

大の大講義室に駆け込んだ。と、入るや否やマイクの大声でＮ先生に呼び掛けられた。 

「いやー！山下君、おはよう！この教室で君と会ったのは、今日が初めてのようだね。」 

 300人近くいた受講生から大きな笑い声が起こった。先生は続けて、 

「そして、会社を興し忙しい彼のために代返を買って出た友達諸君、君たちは実に優しい！た

だ私もその代返を見抜けなったから、その友情に君たちは無罪放免にする。 

そして、山下君、みんなも知っての通り、君は自分の理論を実践するために会社を興した、

その心意気に免じて、この刑法の単位は今日の試験如何で判断する。」 

再び大きなどよめきと共に拍手が沸き上がった。 

「さて、刑法の試験の問題を発表する！問題は 2題。」 

 ニヤリと私に笑顔を見せ、先生は問題が書かれた紙の入った封筒の封を切り、黒板に問題を

書き始めた。 

「第1問、 罪刑法定主義を説明し、それに対する自分の考えを論ぜよ。第 2 問・・・・・・」 



しめた！これは書ける。あの食堂で先生と議論した甲斐があった。私は配布された藁半紙を沢

山貰い、第 1問の罪刑法定主義については、「代返」が罪に当たるかを例にして論じ、2問と

も受講生の誰よりも長く（と思うが）論じた。当然私は多くの受講生の最後に挨拶して、大講

義室を退室した。 

後日、Ｎ教授に研究室まで呼ばれた。 

「これが君の刑法の成績だ。」 

私は可と判が押された私の藁半紙の解答用紙の束を渡された。 

「確かに今の刑法には代返についての規定がないから罪ではない。君が論じた通り、それが罪

刑法定主義だ。しかし、民法の公序良俗の原則に抵触する。君のこの解答は内容は優に近いが、

あの食堂での議論に私を誘導した罪もあり、可とさせて貰った。」 

 Ｎ先生とはその後も長くお付き合いさせて頂いた。昨年の文化勲章受賞にも、新型コロナ禍

の中お祝いの電話をさせて貰き、久しぶりに先生の元気な声を聞いた。 

（記憶が曖昧な部分もあり少し事実と差異があるかもしれません。悪しからず。） 

 

“静岡大学時代の思い出 その1” 2021.5.16（sun） 

 昭和48年12月上旬、私は突然当時通っていた藤枝東高校を1週間休んだ。実は別の理由での不

登校だったのだが、父親は経済的理由で大学進学を果たせないことから不登校になったと思い

込み10万円を用意して、「この金で静岡大学だったら行っていい。だから高校には行け」と言

ってきた。当時国立である静岡大学は入学金は確か20,000円、年間学費も36,000円。まさか大

学進学を許されるとは思わなかった私は、その金は自宅浪人の資金にして貰い、当時ＮＨＫに

度々登場していた民法学者・中川善之助先生に憧れていたことから、一転して静岡大学ではな

く、同じ国立の金沢大学法文学部法学科入学を目指して自宅浪人生活に入った。 

 1年後、念願の金沢大学には見事に振られたが（中川善之助教授はこの年で退官でした）、親

の目論み通り、確か3月29日発表の倍率14倍余の静岡大学に合格。当時最低価格、6畳6,000円

（お風呂は大家さんのお風呂を借りる）の下宿生活に入った。2年後に知り合った当時の入試担

当の指導教官・Ｎ教授（刑法）の話では、数学と世界史、日本史が満点だったとか。 

 大学とはその名の通り、大いに学ぶところ。法学専攻の私は国文学の先生の元を尋ね、万葉

集の和歌を唄う「万葉集ゼミ」を開きたいと懇願し、先生から「令和」を考案した犬養孝先生

のテープをお借りして6人の仲間達と万葉集を堪能した。そのゼミの総括に翌年の3月、ゼミの

仲間でその万葉集が唄われた奈良・京都の地を訪ね、犬養先生の唄いに合わせてみんなでその

場でその和歌を唄い、当時の作者の感覚を味わった。そのことを指導教官の先生が退官記念論

文集に、「まさか法学生が万葉集を唄うとは」と驚き交じりに書いて頂いた。 

 また、入学して味わう大学の授業は高校時代の受験対策授業とは全く違って、どの講義も私

の知的好奇心をくすぐり楽しかった。その一つに、Ｇ教授（当時）の哲学の授業があった。当

時キェルケゴールが研究テーマであった（と思いこんでいた）Ｇ教授の授業が楽しくて、その

授業の先生の本だけでは満足できず、図書館でキェルケゴールの本を読み漁った。 

9月のその哲学の前期試験も、当然キェルケゴールが出るとばかり思い込み、挑んだ。ところ

が黒板に書かれた試験問題は、19世紀のキェルケゴールではなく、確か中世の哲学についてだ

ったと思う。そこで、私は解答用紙として配布された藁半紙の冒頭に、「大変申し訳ありませ

ん。先生の哲学の授業は、大変私の興味をそそり、毎回楽しく受けさせて頂きました。ありが

とうございました。特にキェルケゴールの哲学にはのめり込んでしまい、キェルケゴールの本

を読み漁りました。それ故、今回提示された試験問題について私は全く勉強してきませんでし

た。そこで不可（哲学の単位が取れない成績）を覚悟で、私は先生の研究テーマであるキェル

ケゴールの哲学について私なりの考えを書かせて頂きます。」と書き出し、生意気にも藁半紙

10数枚に自分の考えを書きまくった。ふと気が付くと、90分の試験時間は過ぎ、周りには誰も

いない。先生が1人教壇の椅子に座り、「君、まだ書き終わらないの？」と声を掛けられた。

「すいません、もう少し時間を下さい。」と言って、更に15分ばかり時間を頂き、答案用紙を

仕上げた。 

1週間後、大学の掲示板でＧ教授から研究室に呼ばれた。研究室に入るなり、「この度の試験

は大変申し訳ありませんでした。」と頭を下げた私に対し、教授は「いやいや、君の解答に対

する私の評価はこれだよ。」と、㊝と判を押された私の藁半紙の答案用紙を渡された。えっ？

㊝？「そう、君が答案用紙に書いたように、確かに君の解答は私が提示した問題に対する解答

ではないから、高校の評価では不可になる。しかし、君が書いたこのキェルケゴールの哲学に

する考えは君自身が考え抜いて行きついた考えで、他の研究者の考えの丸写しではない。だか

ら、大学ではそれは㊝と評価する。そして普通大学は試験の答案用紙を学生に返さないが、今



回は君に記念としてこの答案用紙を返すよ。」と言ってくれた。 

 

“西伊豆交流合宿参加したＹ君、再登校を果たす！”2021.5.10（mon） 

 「Ｙ君、朝友達と一緒に登校し、私の数学の授業も、事前にそちらで予習してあったからか、

彼の表情からは分かっているようで、当てても問題に答えてくれました。1年の復習の問題にも

彼はきちんと答えてくれました。ありがとうございました。」と、中学3年生のＹ君の当該中学

校の不登校担当の数学のＮ教諭から昼過ぎお電話頂きました。ほっとしました。下記の9日付け

の本項に書かせて頂いた通り、私が信じた通り本日そのＹ君が、私が対応して2カ月、ほぼ2年

振りに再登校を果たしました。夕方、彼に電話しＮ先生のこの言葉を伝えると、電話口から彼

の笑みが聞こえました。数え始めて231人目。こうした瞬間が心地よく、私はこうした不登校・

ひきこもり等の解消の仕事に取り組んでしまうんですね。 

 

“西伊豆交流合宿終わる”2021.5.9（sun） 

 昨年の暮れの東進の引越で痛めたのか、あるいは寄る年波か、極度の腰痛で歩行が大変でし

たが、スタッフのＤちゃんと初リーダーのＹ君のお陰で、何とか西伊豆交流合宿が大成功に終

わりました。そうです！参加した不登校の子ども達の心理的変化が明確に現れ、その解消に向

けて大きく前進しました。参加した中３の一人は交流合宿の後の7日午後、当該中学校で同じク

ラスの二人の友達を交えて、10日からの再登校に向けて打ち合わせをしました。 

 いつもこうした交流合宿で彼らと話して感じることなんですが、不登校の子ども達はどうし

て学校に行けないのか、明確に意識しているわけではなく、ただ周りの視線が異常に気になる、

則ち同級生のみんなは自分が学校に行けないことを変に思われていると思いこみ、学校に行け

ない、と言います。今回の交流合宿に参加した子ども達もそうでした。自意識が過剰になって

いるんですね。それを乗り越えるのが父性だと私は思います。だから、彼らの父性を成長させ

るプログラムを活用、もしくは独自に開発し、実行してこれまで多くの不登校を解消してきま

した。果たして明日、中３のＫ君とＹ君は再登校を果たしてくれるだろうか。私は信じていま

す。 

 

“自立に想う”2021.4.25（sun） 

 今春二人の生徒が、愛媛県立三崎高校と伊豆総合高校土肥分校に入学しました。いずれも中

学校時代に不登校を経験した生徒です。 

ここ静岡では年間30日以上欠席しますと、所謂「不登校生」に分類され、高校進学には「不

登校生枠」と言う制限が派生します。それ故、県内3か所にある公立高校の不登校生枠の進学か、

定時制高校や通信制高校進学を勧められます。 

 しかし、14年前から「高校魅力化プロジェクト事業」に賛同し連携してきました当グループ

は、特に不登校を経験した生徒に「自立」の為、「国内留学」と称して島根・愛媛両県の寮の

ある県立高校への進学を推進して、今回の生徒を含め4名の生徒の「国内留学」を果たしました。 

 振り返ってみれば、本ホームページ「小さな人間たちの詩」に登場するＫ君は、自分のいじ

めに関わった同級生から避けるため、遠方の寮のある高校に進学したことを考えると、その奔

りだったと思います。否、同じくホームページ「小さな人間たちの詩」に登場するアメリカの

大学を首席で卒業した彼の方がその奔りだったですね。 

 その昔、日本では15歳で元服。欧米でも15歳には、親元を離れ自立させると聞きます。数年

前日本では「18歳成人」が議論されましたが、義務教育を終えた15歳が「自立年齢」かもしれ

ません。 

 「甘えの構造」の著者、土居健郎先生曰く、「西欧には自立感があるから“甘え”がない。」

甘えの構造は日本人特有のものである、と。私も講演で「不登校、ひきこもりは自立不全の一

面もある」と言っていますが、このところ長くひきこもっていた若者の対応していて感ずるの

が、この「甘えの構造」。即ち、この「甘えの構造」故にひきこもりを産んでいるように思え

るんですね。 

様々な精神病疾患と診断され、だからうちの子は引きこもっていても仕方ない。だから、本

人は自分の年齢や社会的状況を鑑み、もう自立しなければならないと感じているから本音も言

えず、無理をして就労支援を受けている。親としてそれが心配でつい「無理しなくていいよ」

と言ってしまう。当人にとってみれば自立しようとしているから、そうした親の対応が「ウザ

く」なる。そんな構図が見えてきてしまいます。 

 かく言う私は19歳で初めて親元を離れ、大学進学のために自活したんですが、君たちは15歳

にして寮生活を始め、自立したんです。応援します！ 



 

“新学期始まる”2021.4.17（sat） 

 当東進衛星予備校藤枝駅南口校では新学期が始まっても春休みと同様、毎日当校の生徒の皆

様は登校して勉強しております。 

私は当東進衛星予備校藤枝駅南口校を”、がむしゃらに勉強する予備校”にしたいんですね。

若者達に青春時代の一時期、「がむしゃらに〇〇した」ことを体験させたいんです。 

 私自身、20歳で起業して以来事業に、あるいはＮＰＯ活動に、そして心理学の勉強に、それ

こそがむしゃらに取り組んできました。勿論一時は、財産調査に入られたり、地方税整理機構

に送られたりしましたが、その「がむしゃらさ」に救われ、多くの人たちに助けて頂きました。

これぽっちも邪まな気持ちを持たず、信念を貫けば、必ず達成できることを体得しました。 

 だからこそ、若者達に「がむしゃらに」〇〇してほしいんです。 

 

“FM島田「ひげぐま先生の相談室」第1回5月1日放送分、収録終了”2021.4.11（sun） 

 表題通り本日午前中に、「ひげぐま先生の相談室」第1回5月1日放送分の収録が終了しました。

中根局長の事前の雑談が良く、相談者も私も緊張することなく、普段通りの語り口で収録でき

ました。当ＦＭ島田（76.5MHz）に初めて出演した2013年2月の「佐野愛子のラブリーモーニン

グ」の時と比べて、ホントに私の語りがスムーズでした。後は、担当のＦＭ島田の藤田さんの

編集力に期待します。 

今回は番組の紹介もあったため時間の都合上、その解消に具体的な提案まで話がいきません

でしたが、第1回目として不登校に至るいくつかの素因を明確に説明できたことが良かったと思

います。 

改めて、スポンサー企業の(株)サン様、(株)ホクトパッケージング様、(株)飯田電機様、

(株)澤口農園製茶工場様、ＦＭ島田様に感謝申し上げます。本当にありがとうございます。ま

ずは半年間、同番組で一人でも多くの若者たちの自立のお手伝いをさせて頂きます。皆様には

是非番組をお聞き頂くとともに、その後の番組スポンサーの募集にご協力お願い致します。 

 

“FM島田「ひげぐま先生の相談室」5月1日から放送される”2021.4.3（sat） 

 私事で恐縮ですが、数社のスポンサーの皆様のご協力のもと、来月5月1日から月の第1，3土

曜日朝8時半から15分間、FMラジオ・ＦＭ島田（76.5MHz）の番組「ひげぐま先生の相談室」が

放送されることになりました。不登校や仕事に就けずひきこもっている若者など、リスナーか

ら送られてくる青少年の様々な相談に私が、その解決に向けて具体的な提案で答える番組です。

同番組は、同時に同局のインターネットラジオでも放送しますので、全国、全世界（？）どこ

でも聴くことができます。とりあえず半年間やろうということで、数社の皆様がスポンサー契

約して頂きました。また、その後の番組継続のため、番組スポンサーの募集も始めました。 

 これまで学んできました数個の心理学と229名の解消経験を生かして、一人でも多くの若者た

ちの自立のお手伝いができればと、同番組に取り組んでいく所存です。是非番組をお聞き頂く

とともに、番組スポンサーもご協力お願い致します。 

 

 “このところ東進衛星予備校・東進中学ＮＥＴ藤枝駅南口校、入学者相次ぐ”2021.4.1（thu）  

昨日は東進衛星予備校・東進中学ＮＥＴの入学手続きの締め日。勿論、この締め日は東進の

内部的なことですが、入学金免除キャンペーンや新高1入学キャンペーン、入学金割引などの最

終日のため、表題通り、東進衛星予備校・東進中学ＮＥＴ藤枝駅南口校では、朝から入学手続

き面談が立て続き、お陰様で昨日だけで9名が入学して頂きました。本当にありがとうございま

す。これからご入学頂いた生徒の皆様をしっかり指導させて頂きます。 

新校舎移転効果が目に見えて現れてきました。まだまだ入学を受け付けておりますので、お

気軽に校舎にお越し下さい。” 

 

”18歳と81歳の違い”2021.3.23（tue） 

三宅皮膚科医院長・（高校の）大先輩からの仕入れネタ。 

人の言うことを聞かないのが18歳。人の言うことが聞こえないのが81歳。(笑) 

金がないのが18歳。金はあっても使い道がないのが81歳。(笑) 

親元から旅立つのが18歳。親元へ旅立つのが81歳。（爆笑） 

恋で胸を詰まらせるのが18歳。餅で喉を詰まらせるのが81歳。（爆笑） 

真似してオリジナルに  

ちと古いが、ルーズソックスは18歳。左右逆ソックスは81歳。笑って  



援助交際は18歳。介護交際は81歳。う～ん 

♪私、待つ～わ、は18歳。♪私、待てな～い、は81歳。どう？ 

 

“「小中高生の自殺、最多の499人」に思う”2021.3.18(thu） 

勿論、新型コロナ感染防止による休校、外出自粛の影響もありましょう。また小中高生だけ

に、有名芸能人の自殺の影響もあるでしょう。報道されているように、女性増もその影響が考

えられます。 

しかし、小中高生の皆さん、満潮時に出産が多いように（我が長男の出産も満潮時でした）、

人間の体には周期があります。即ち、人間の気分も陽の時と陰の時が周期的に訪れるんですね。

今気分が沈んで陰な気分に陥っていても、じっとしていれば、必ずじきに陽な気分が訪れます。

陰な気分な時は、家に閉じこもってないで、明るい外に出ましょう。気分が替わります。そし

て、人とお話しましょう。なんでもいいです。天気の話、犬の話、小さい子の話など。 

 

“東進衛星予備校藤枝駅南口校に、医学部志望者が増えてきました！”2021.3.11(thu） 

少し驚いております。しかも、中学1年生からなんですね。授業料の安い国公立大学医学部

を目指すと、特に数学の個別試験は数Ⅲが5～6割を占めるため、高校1年生で数Ⅲまでの基礎

学習を（できればすべての科目も）修了し、高校2年生からの2年間を過去問等の演習に徹し、

入試レベルの応用力を身に着ける、そんな受験勉強が確実な合格を勝ち取れるんですね。だか

ら、東進衛星予備校では、高校1年生まで受講するすべての数学を無料にして数Ⅲまで習得さ

せる「数学特待制度」を設けております。現在藤枝駅南口校では、5名が在籍して、日々勉学

に勤しんでおります。 

しかも、高校新1年生や新2年生の新年度特別招待講習受講生の中にも、分かっているだけで

現在4名が医学部志望です。彼らに、東進の先取り学習を活用してせめて数Ⅲまでを、新中学2

年から新高校2年（招待講習を活用すると数ⅡBが8/9修了する）からの高１で修了、もしくは、

新高2の6月で修了する学習計画を立て、提案しています。 

理想は東進の先取り学習を活用して、中1から中2までの2年間で中学3年間の基礎学習を修了

し、中3から高1までの2年間で高校3年間の基礎学習をする、中高一貫校のカリキュラムが無理

のない学習計画です。そう、学校の授業は完全に復習授業になります。（だから、宿題もスイ

スイ。）大学入試は全国区で臨むんです。しかも、これからの新共通テスト大学入試は、学力

＝暗記力ではありません。今回の大学入学共通テストを分析すると、すべての科目で読解力・

判断力・表現力・聞き取る力・解決能力が要求されていますから、そうした計画的な学習が必

要になります。 

弁護士に続いて医者も無医村地区がある一方で、飽和状態。加えて、ドクターGと呼ばれる、

幅広い技量を持つ総合診断医が求められている時代。それ故に、医者を目指すんならハイレベ

ルな環境で医学を学んで貰いたいと思うんです。 

 

“不登校は何をもたらすか”2021.3.10(wed） 

ノーベル経済学賞受賞のジェームズ・ヘックマン博士曰く、意欲や長期的計画を実行する能

力、他人との協働に必要な社会的・感情的制御などの「非認知能力」は、集団生活の中で培わ

れるもの（授業中の発言や宿題の締め切りを学ぶなどによって培われる）だが、それが培われ

ない。そのため、就労能力や、ひいては賃金に大きく影響する。なお、学力などは「認知能力」

と言います。ちなみに、2008年改訂の新学習指導要領では、「「生きる力」を育むためには、

ご家庭や地域など社会全体で子ども達の教育に取り組むことが大切です。子ども達の未来のた

めに。」と唱っています。この「生きる力」が、この「非認知能力」です 

不登校がまだ短ければ、あるいは、適応教室等に通っていれば、そのような状態にはなりま

せんが、不登校、即ち家から出ず、友達にも合わない状態が半年以上に及ぶと、親に暴力的な

口をきいたり、暴れたり、壁に穴をあけたりと、社会的・感情的制御が利かなくなることを多

く聞きます。ですから、私たちは不登校の相談に来られれば、成育歴や心理テスト等から不登

校の心理的素因を科学的に分析し、3カ月から遅くとも6カ月を目途に解消するプログラムを立

て、実行していきます。それこそ、その子どもの未来のために。 

 

“転移”2021.3.5(fri） 

チーム医療ラーニングの杉田塾で、久しぶりに杉田先生の授業を拝聴しました。私より22歳

年上、ご健勝の程嬉しく思いました。 

クライエントがカウンセラーに自分の親を転移する。私はそれを拒否し、50代のクライエン



トに年相応の冷静な判断を求めるも、クライエントは“子どもの心”から脱し切れず、ついて

いけないと訴え、他に助けを求める。私はクライエントの今の状態からの改善の求めに応じ、

それを実現すべく契約を交わし、カウンセリングを開始しました。しかし、クライエントの

“大人の心”に呼びかけ、その解決の糸口を掴むべくカウンセリングを続けましたが、クライ

エントはそれが理解できないほど“子どもの心”のまま。それ故、クライエントの申し出によ

り、カウンセリングを中断。本日20分も待たされて面談しましたが、状態は変わらず。私のカ

ウンセリングを理解されず、私も限界を感じ、私のこれまで行ってきたカウンセリングの対価

も求めず、初めて私から契約を解除させて頂きました。 

まさに杉田先生のおっしゃる「転移」を体験しました。杉田先生のおっしゃる通り、クライ

エントに長い間に身についてしまったものをカウンセリングで変えますから、毎回のクライエ

ントの抵抗は想定内のことです。それをクライエントの“大人の心”に訴えて、それを乗り越

えるカウンセリングは、双方に根気が要りますが、双方に覚悟も要ります。そうしたことを、

これまで解消してきた人数以上に行ってきた私ですが、お金の話が出てきてしまうと、信頼関

係がなくなり、カウンセリングは成立しません。 

私たちはただ相談にのるだけではなく、解消に向けて具体的な提案をし、解消を実行します。 

 

“荒（すさ）ぶ”2021.3.3(wed） 

これも本年1月25日付け静岡新聞夕刊に掲載された、精神科医・宮地尚子氏の言葉です。 

今こうして書いているこの部屋も、3年半前は約20年住んでいなく荒れた部屋でした。改装し

今は私の書斎になりましたが、家も住まなくなると荒んできます。2階に住んでいた両親が介護

施設に入ったため、この家は約1年は全く無人になりました。いよいよこの家への引っ越しを決

意し、家を点検すると、元台所だったこの部屋も、水道の蛇口をひねったら、水が溢れ出て止

まらず、急いで水道屋さんを呼ぶ羽目になりました。網戸も勿論、ボロボロ。手を入れないと、

物は劣化が進みます。 

 人の心もおんなじですね。「手入れ」は宮地氏の言う通り、ケアに近い。廃れた心にはケア

が必要です。何も言わず、ぎゅっとハグしてくれる母性がケアではないかと思います。 

 本ホームページ「小さな人間たちの詩」の ”子どもの求める愛”で書かせて頂いた実話。 

「母さん、ちょっと来てよ。」と、子どもが言う。夕御飯の洗い物をしていたお母さんは何か

と思って、急いで手を拭きながらその子どもの元に行く。子どもはにこにこしながら横に座っ

たお母さんの方にちょっと身をすり寄せ、黙ってテレビを見ている。 

 まさにこの「すり寄せ」が、この子どもの心のケアなんですね。でも、それに気づかないお

母さんは、「なあに？お母さんは洗い掛けしてるんだから、用があったらさっさと言ってよ

お。」と。途端に子どもの表情が変わり、ぶっきらぼうに、「いいよ！あっちへ行けよ！いつ

もそうなんだから。」と言う。そんな口をたたかれたお母さんも怒ってしまい、「ったくう、

一体何なの、それは。」エプロンの端を両手で力一杯ギュッと絞り込みながらさっさと台所に

戻っていく。 

 荒んだ心を受け入れる母性、これも「包容力」なんですね。 

 

“焦れると焦る”2021.3.2(tue） 

昨年12月24日付け静岡新聞夕刊に掲載された、精神科医・宮地尚子氏の「揺れるこころ ふ

れる言葉」に掲載された言葉です。「焦（じ）れる」は、他の人（もしくはもの）が何かを成

し遂げることを待っている状態。自分ではどうしようもないからこそ、焦れる。一方、「焦

（あせ）る」は、自分が何とかしなければいけない時。自分の行為の遅さにいら立つ状態。ま

さにひきこもりの子を持つ親と、そのひきこもりの子の状態のように思います。しかし、実際

は十数年その状態が続き、遂にその極限状況になって来られる相談が多いです。 

そんな状況にいる人への支援の基本は、落ち着いてそばにいる。いらだちを包み込む。その

神髄は包容力であると、宮地氏は言います。早い時期に親がそれに気づき、包容力をもって接

していれば、と思うばかりですが、それを言っても過去に戻れません。交流分析流に言えば、

カウンセラーはＡ（大人の心）でもって、冷静にＣ（子どもの心）になっているクライエント

のＡに働きかけ、どうすべきかクライエントから答えを引き出させる。それを基本にカウンセ

リングをするんですが、クライエントは焦り、カウンセリングの中止を求めてくる。なかなか

Ｃから抜け出せない。そんなカウンセリングがある今日この頃です。 

 

“発達障害とひきこもり”2021.2.21(sun） 



ここ5，6年前から急激に30代～50代のひきこもりの相談が増えてきました。まさしく6030、

7040，80560問題です。相談は深刻です。 

相談を受けた精神科医は、統合失調症等はっきり診断ができる精神病であれば、手帳を 持ち、

福祉行政の扶助を受けれるように診断書を書きますが、そうではなく、この頃は表 題の発達障

害も手帳を持てるように診断書を書いてもらってくる相談者が多くなりました。 

それゆえに、本人は勿論、そのご両親も含め周りの人達も、発達障害だからひきこもっても

仕方がないと思い、十何年もそのままに就職をあきらめていたようですね。そんな折、たまたま知

人か、そのまた知人とかの子どもが私のところでひきこもりが解消したと伝え聞き、尋ねて来

られる方が立て続いています。 

私は、うつ病もそうですが、発達障害も一つのクセと捉え、その対処法を自分で学ばせる、ま

たは、考え方の幅を広げることによってクセのように現れるその考え方に対処できるようにカ

ウンセリングすれば、それは改善できると経験知として捉えております。率直に言えば、発達

障害という診断が、ひきこもりを産んでいるようにも思うんです。 

勿論、私の経験もそれほど多くはありませんし、発達障害にも様々あり、程度も様々で、全てが

そのような対処で改善されるとは言い切れません。しかし、少なくともこのところ対応してき

た十数人については言えます。3月には、ここ毎年行っております「不登校・ひきこもり相談会」

が行われます。是非相談にお越し下さい。時節がらオンライン（zoom） 相談もあります。 

 

“仕事とは”2021.2.12(fri） 

これは45年前の私の静岡大学人文学部法経学科法学専攻労働法ゼミ以来のテーマです 

（卒業論文が「身体障害者の教育と労働」でした）。実は20歳の学生の時に有限会社を設立し

たのも、理論だけではなくそれを実践すべく、また、身体障害者の雇用機会の確保の為でもあ

りました。即ち、当時自分が選んで身体障害になった訳でもないのに、教育や就労に制限が課

せられる、それを打破すべく、障害者の労働環境を作るためもあって会社を設立したのです。    

それ故、知人の重度身体障害者を講師として採用し、経営が成り立たせることを実証しました。

当時毎月新聞を発行し、週1回の50分の授業に500円の授業料で受講生を募り、その収益の7割を

講師料として払うという契約を結びました。折り込み料節約のため、今で言う「ポスティング」

もやりました。 

その第1回目の授業は、今でも覚えています。テーマは、「身体障害者の視点」。彼が車椅子

で街中に出た時の思いを語ったのです。その最後の質疑応答で、受講生の小学1年生の女の子が

こんな質問をしたのです。「そんな恰好（車椅子）で恥ずかしくないですか？」突然の質問に

隣の母親はびっくり、おののくばかりでした。しかし、講師の彼は、「いいえ、お嬢さん。私

はこの体のために、人の心を読める技術を習得しました。実は、質問する前のあなたの表情か

ら、あなたの質問内容が分かりました。私達、身体障害者は生まれつき、周りの人が自分をど

う見ているか、どう思っているかということに、異常な程過敏になっており、それなりに私達

を見る人の気持ちを読んじゃうんですね。当然あなたにはそうした能力がないから、そうした

質問をしたんです。いいんですよ、あなたは決して悪くありません。率直な疑問だったでしょ

う。私の答え、分かりましたか？」答えた彼と質問した彼女に対して、拍手が湧いてきました。 

しかし、その会社も2年運営した頃から、会社運営を巡り出資者である代表取締役との意見の相

違が明らかになり、私は取締役を辞任、彼とともに退社しました。そして、自身の営業力を付

けるべく、一番高価なものを売る営業、そう、3年で36棟契約すると豪語し、住宅販売会社の営

業に飛び込んだのです。結果、3年後その約束を果たして退社。再び共同経営で学習塾を興し、

4年後学習塾の分教室を分離・独立し、平成10年7月、再び有限会社として法人化。また、心理

学を勉強し、平成13年2月、特定非営利活動法人静岡県教育フォーラムの設立に参画、平成21年

3月には、特定非営利活動法人日本インターネットスクール協会の設立に参画し、現在に至って

おります。 

この二つのＮＰＯの不登校・ひきこもり等の解消事業に関しましても、私達は単に相談にの

るだけではなく、その解消のための提案を行い、実行することを旨とし、これまでに228名の解

消のお手伝いをさせて頂きました。即ち、クライアントの解消・改善の依頼を受け、それを実

行し、その対価としてお金を頂く、私達はそれが仕事の基本と捉えています。私達の事業の一つ、

不登校・ひきこもり等のその解消・改善の為、必要な様々な分野を研究・検討・実践してきま

した。それを体系化したのが、4月から開講を予定しています、ＮＰＯ静岡県教育フォーラムの

「不登校・ひきこもり解消支援士講座」です。ご興味のある方、是非当講座を受講し、私達と

共に、一人でも多くの不登校・ひきこもり等の解消を行なってくれませんか？ 



 

“奇数”2021.2.5(fri） 

昨夜のご近所のS氏のお話。1993年1月15日の釧路沖地震（M7.5）、1995年1月17日の阪神淡 

路大震災（M7.3）、2001年9月11日の世界貿易センターでの同時多発テロ事件、2011年3 月 11日

の東日本大震災と発生した年月日に奇数が並ぶ。古くは関東大震災も、1923年9月1 日 と奇数。

勿論、数は奇数と偶数しかないから確率は50％なんですが、偶然の一致としても 忌まわしく感

じます。自然災害、特に大地震に注目しますと勿論、昭和以降で1964年6 月16 日の新潟地震

（M7.5）、2016年4月14日の熊本地震（M6.5）、2018月9月6日の北海道胆振東 部地震（M6.7）

と、偶数だけや奇数・偶数混合もあります。そこで、奇数に注目して調べますと、中国思想で

は奇数は聖数とされ、日本の文化の中にも七福神や祭日が3月3 日、5月5日、7月7日と、その影

響が強く見られます。陰陽五行思想でも、十二支の奇数番目は陽、偶数番目は陰を司り、奇数

は縁起が良いとされています。また、日本では奇数は割り切れないことから縁起のいい数とさ

れ、特に1, 3, 5, 7は好まれる傾向がありますが、9は「苦」に通じるので奇数だが縁起の悪い

数と受け取られることが多いようです。逆に、中国では9は「久」に通じるので縁起が好い数と

されています。海 外では、7は「ラッキーセブン」として好まれますが、十三階段や13日の金

曜日のように、13は縁起が悪い数だと考えられています。更に、一つの事案に関して判断する

際に、参加 人数を奇数に設定する場合があります。これは多数決を取る際に賛否同数に分かれ

ないようにするためで、例として日本の最高裁判所の判事は、15人で組織されています。また、

バスケットボールは5人、野球は9人、サッカーは11人、ラグビーは15人であるように、団体競技

のスポーツには、1 チームの人数を奇数に設定する例が多いですね。更に調べますと、鉄道で

下りの列車番号は一般に奇数が用いられ、航空機の便名においては国際線では基本 的に西行き

や南行きのフライトに奇数が割り当てられるようです。一方、国内線では例えば、羽田発着を

基準に考えた場合は羽田発便を下り便として奇数が割り当てられています。番勝負では勝負を

つける必要があるため、奇数番の勝負が普通ですよね。ロシアでは、偶数は弔事につながると

いう理由から、花は奇数で購入するようになっているようです。 

だから、奇数が忌まわしいことだけではないってことですね。 

 

“ＷＡＭ助成申請2秒で間に合わず”2021.2.1(mon） 

昨日の夕方 6 時 15 分頃、偶然に独立行政法人福祉医療機構の令和 3 年度の助成事業の締 

め切りが 2 月 1 日 17 時であることを知り、「不登校・ひきこもり解消事業及び不登校・ひ

きこもり解消支援士初級・中級」講座によるカウンセラー育成事業を申請すべく、夜を徹し、

且つ、菊川小笠教室に行くこともキャンセルし、申請作りに。そんな中、急に面談が3人入り1

時間余の時間のロス。16時台に入り、4分の3ほど進むが、エクセルシートでついエンターキー

を押してしまい、先に記入してあった次の行を消してしまうことを何度も繰り返す始末。16時

55分過ぎから焦りはじめ、数ページを飛ばして、最後の申請者登録画面に。急いで入力しエン

ターキーを押し送信と思ったら、なんと画面は確認画面になり、と同時に受付終了の画面に変

わってしまい、データを送信できず。う～ん、残念。気持ちを切り替えます。 

 

“すれっからし”2021.1.19(tue） 

「理不尽な目に遭い続けて、心が擦り切れてしまう。その結果、立ち回りだけがうまくなる。

傷つかなくなるし、騙されることもなくなるけれど、何か重要なものが置き去りにされてレし

まう。そのために失った素直さや、優しさ、人間的魅力は、その人から、人生の味わいをも奪

ってしまう。逆に言うと、人生の味わいと言うのは、裏切られる可能性があっても、人を信じ

てみる力、つまり「傷つきやすさ」からくるかもしれない。」昨日の静岡新聞夕刊に精神科

医・宮地尚子氏が書かれた言葉である。しかし、私は、「すれっからし」を肯定的に捉えたい

んです。どんな人であれ、私にとって人はそれだけに魅力的なんです。決して私とは同じ生き

方はしてきていない。それが私にとっては魅力なんです。その生き様が魅力なんです。だから

こそ、裏切られても人を信じたいんです。傷ついたっていい。そんなのは忘れ去り、生き様を

見つめていきたい。 

 

“共通テスト終わる”2021.1.17(sun） 

大學入試改革によって始まった共通テスト。当東進衛星予備校藤枝駅南口校の高校3年生の皆

さん、お疲れさまでした。藤枝駅南口校生ラインでも送りましたが、明日の24時までに東進の   

学力ＰＯＳ・合格判定システムへの共通テスト解答入力お願い致します。 



新型コロナに始まり、変異コロナに終わりそうなこの1年。そして、初めての共通テスト。大

変でした。東進では、昨年の最後のセンター試験の翌月の2月から偶数月に共通テスト本番レベ

ル模試を計6回行ってきており、当藤枝駅南口生は傾向も分かり大丈夫だったでしょう、と信じ

ています。 

インプットからアウトプットの大学入試。検証はこれからですが、以前にもどこかで言いま

したが、その方向性には賛同します。しかし、如何せん、その準備不足はぬぐい切れません。

この間大変だったのは、放浪された受験生です。文部科学省の皆様、あなたたちは立派な大人

なんですから、しっかりして下さい！と言いたくなります。 

なにはともあれ、国公立大学を目指す我が藤枝駅南口校生の皆さん、勿論併願の私立大学受験

もありますが、個別試験まで1ヶ月余あります。じっくり対策受講ないし対策勉強して下さい。

桜咲く日は目前です。 
 

“新コロナ禍での受験勉強”2021.1.13(wed） 

未曽有の新型コロナ禍。今年の受験生は大変です。しかし、そんな状況の中、ご存知の通り、

当東進衛星予備校藤枝駅南口校は、昨年12月25日にオーレ藤枝に新装移転しました。対面授業

ではない、インターネットを介して「目から鱗の授業」を提供し、我々は進学指導のみならず

メンタル面や心理面でサポートする、そんな予備校を目指しています。 

 
“大井川鐡道合格駅・門出駅に思う”2021.1.9(sat） 

五和小及び今は無き五和中卒業生の私です。そんな私にとって、五和駅の手前の日切り地蔵

のある日切駅が並び、五和駅が合格駅と改称、そして門出駅が新設し、「日切・合格・ 門出」

と縁起のいい名前が並び、無人駅ながら「開運スポット」になっているようで、喜 ばしい限

りです。このコロナ禍でこれが地域活性化の一つのモデルになればと思います。 小学校5年生

修了と共に生まれ故郷・旧金谷町福用にあった北五和小学校が廃校になり、6 年生から五和小

学校に移籍。以来五和中学校と4年間通った五和駅。毎年豪雨の度に線路脇の崖が崩れ、その

区間が徒歩通行。勿論当時の五和駅は有人駅で、部活を終え待合室で宿 題をやりながら電車

を待つ私に毎日声を掛けてくれた駅員の方。高校に通っていた時には、部活で終電を寝過ごし

てしまい、終電駅から車で自宅に送って貰ったことが度々ありまし た。そんな大井川鐡道で

した。 

しかし、車社会になり経営危機に陥った大井川鐡道が、地域の人々の交通の足を確保する為

に、トーマスＳＬなどを企画してきたことには敬服する限りです。そして、この度の「日切・

合格・門出」駅企画。ただただ地域活性化を願う限りです。 

 

“藤枝明誠高校、第3回戦敗退、お疲れ様でした！”2021.1.3(sun） 

前半に先制されたが、その2分後に追い付き、ＰＫ戦で6対7のサドンデスで敗退。残念でした

が、よく頑張りました、藤枝明誠高校サッカー部の皆さん。そのままの文面で松本監督にライ

ンで送ると、「ありがとうございました」の返信。 

今回藤枝明誠高校サッカー部は「サッカー王国復活！」を標榜して挑んだ、第99回全国高等

学校サッカー選手権大会。単なるサッカートーナメント大会ではなく、今大会に向けてその教

育的意義をきちんと部員たちに伝えて取り組んできた、松本監督。私はそれを評価し、送った

ラインです。まだまだ藤枝明誠高校も全国高等学校サッカー選手権大会出場3回目。これからで

す。頑張ってください。 

 

“藤枝明誠高校初戦突破！おめでとう！”2021.1.2(sat） 

新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。 

本日行われた第99回全国高等学校サッカー選手権第2回戦（藤枝明誠高校はシードされて初戦）、

私の次女の母校・藤枝明誠高校は松本監督で2回目の挑戦（前監督から3回目）で、愛媛県の新

田高校を3対2の逆転で初戦を突破！おめでとうございます、松本監督（元J1浦和・藤枝ブル

ックスFW）。コーチから監督に就任して6年目の快挙。 

松本監督とは、それこそ私が藤枝ブルックス広報紙「ザ・ブルックス」編集責任者をしてい

た時からのお付き合いで、もう20数年経ちます。彼が四日市中央工業高校からサッカーを始め、

僅かに3年で初代のＪリーガーにまでなった裏には語り尽くせない物語があります（彼に無断で

は話せません）。怪我でＪリーグで出場する機会も少なくなり、菊川凱夫・元日本代表及びJSL

三菱重工サッカー部（現J1浦和）選手・元藤枝ブルックス・JIアビスパ福岡監督からの誘いで、



JSL藤枝ブルックスに移籍。やはり古傷が癒えず数年で退団。保険業を得て、指導者の道を目指

して藤枝明誠高校サッカー部のコーチに就任、そして監督に。勝利の瞬間、ラインで「おめでと

う！と送ったら、忙しい中でもすぐにお礼の返信がありました。律儀な彼の性格です。明日の3

回戦も頑張ってください。 


