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銀 色 の 道
夢叶うまで挑戦
学志舎 塾長 山田勝登
みなさんこんにちは。
日本列島は完全に梅雨入りの様子です。
この文章を打っている今朝も曇りで、今
にも雨が降ってきそうです。
さて中学生は定期試験の真っ盛りです。
先陣を切った長良・マリアが中間テスト
を終えました。来週はほとんどの中学校
で定期試験が実施されます。土日は試験
対策講習会で、ワークテストに皆頑張っ
ていましたね。来々週の青山中学を最後
に今回のテストは終了です。
ちょいと前まで巷では新型インフルエ
ンザの話題で持ちきりでしたが、5 月の
ことを思えば、少しおさまってきたよう
ですね。とはいえ小中学生の修学旅行も、
コースが変更になったり、延期になった
りしていますね。
このまま沈静化するのか、はたまた大
流行するのかは分かりませんが、ついに
岐阜にも感染者が出ました。塾でも私な
りに考えて対策を講じています。その内
容は後ほど。
それでは気まぐれ執筆
「銀色の vol..11」
6 月 9 日からの発進です。

2009 年６月 27 日

今回のトピックス
◇教室便り
◇子供の心のコーチング
◇編集後記
Mail info@gakushisha.com

◆教室便り◆
●新型インフルエンザ●
新型インフルエンザ騒動もひと段落着い
たようです。今となってはあの空港での
厳戒態勢、
TV 報道の騒ぎは何だったの？
という感じですね。
しかし塾としては、万全の対策を取ら
なければなりません。ご覧下さい。
まずは、入室したときに
ウィルス用の除菌タオルで手を拭いても
らうことにしています。
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続いて、必要な生徒には、塾でマスクを
用意しました。5 月に市内の薬局を回る
と、売り切れだったので、ネットで発注
しました。ネットでも売り切ればかりで、
2 週間待ってやっと届きました。

そして今までは洗面所に普通の液体タイ
プの石鹸を置いていましたが、除菌タイプ
に換えました。

お次は、空気清浄機。今まで使っていたも
のは、主に花粉対策で使っていたものでし
た。説明書を見ると「ウィルス抑制タイプ」
だったので、万全を期すために、これまた
大型で 25 畳用の「ウィルスを９９．９％
除去」するとのうたい文句のものを購入し
て置き換えました。

とりあえず私に考えつくものではここま
でやってみました。
さて、学校が休みになった場合、塾とし
てはどうするのか？学校閉鎖は公立の学
校だけで、私立の学校や塾はそれぞれの判
断にゆだねられます。
学校が休みになった場合、その学校に通
学する生徒は、ごめんなさい、休講してく
ださい。もちろん休んだ間の授業は振り替
えをします。しかしその間、ネット授業を
無料で配信します。これは小学生から高校
生までのネット授業です。理科・社会の
DVD コースを取っている生徒には、DVD
をその間お渡しします。また家庭学習用の
プリントも用意します。

絶対に塾が感染源になっては
いけない！
私はそれだけはどうしても守らなけれ
ばならないと考えます。
みなさん、あの空港での厳戒態勢、関西
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●募金●
でのパニック、普通のインフルエンザなら
ばここまで大騒ぎをすることも無かった
でしょう。考えなければいけないのは「新
型」の恐ろしさです。

なにしろワクチンが無い。毒性は低いが
感染力は強い。そして今は毒性が弱いウィ
ルスも、人から人へと感染を繰り返すうち
に、突然変異を起こし、毒性が強くなって
しまう可能性もなきにしもあらず、という
ことなのです。
「危機管理」と言う言葉があります。塾
としては「最悪を想定して、準備しておく」
ことが大切だと思います。
誰かが冗談で言っていました。
「鳥なら
まだ許せるけど、豚のウィルスが感染する
のは許せない！」そのレベルはとうに過ぎ、
今年の冬は、さらに用心しなくてはいけ
ないように思います。
みなさん、何か他にウィルス対策でい
い知恵がありましたら、教えて下さい！
再度言いますが、塾が感染源になっては絶
対にいけませんから。打てる手はすべて打
ちたいと思っています。

突然ですが、あなたは「あしなが育英会」
をご存知でしょうか？ それは災害遺児
（台風、地震、交通事故等で親を亡くした
子供たち）
、病気遺児、自死遺児のために
奨学金を支給している団体です。全ての資
金を個人や企業の寄付金で運営している
ボランティア団体なのです。今までに、６
万人を超える子供たちに奨学金を給付し
てきたそうです。
その「あしなが育英会」が、昨今の不況
もあって資金ショートを起こし、充分な奨
学金を支給できない状態に陥っています。
ところで、５月から、ここ岐阜でも定
額給付金の配布が始まりました。私は、家
族でディナーを食べに行くのも、レジャー
に行くのも、何か欲しかったものを買うの
もいいと思います。そのような形で、景気
の浮揚に貢献するのも悪くないと思いま
す。
けれども、それとは別に、奨学金が受
け取れなくて進学を断念せざるを得ない
子供を一人でも救いたいという志があっ
てもいいと思います。定額給付金の百分の
一でも千分の一でも、寄付するという選択
肢があってもいいと思うのです。
５月から「２１世紀の教育を考える塾の
会」の名称で募金活動を開始しました。教
室に募金箱を設置しています。そこに、あ
なたのポケットの中でもしジャラジャラ
鳴っている小銭があれば、少しでいいので
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寄付してもらいたいのです。

援してもいいかな、とお考えの方には、募
金箱を「21 世紀の･･考える会」の本部より
取り寄せます。お勤め先の店舗や事務所に
それを設置してください。募金も活動のご
支援も、心からお待ちしています。
●試験対策講習会●

年末に集計して、
「あしなが育英会」に
寄付します。あなたの善意を、私が責任を
持って届けます。協力いただいた「あなた」
には、感謝状を発行します。
「あしなが育
英会」からの感謝状が理想ですが、交渉し
ても無理な場合は、私、山田が年末に感謝
状を作ります。
寄付金というものは景気に左右されま
す。景気の良いときは、多くの企業から寄
付金が集まります。でも、今は不景気です。
しかし・・・
「１００年に１度の不況」の今だから
こそ、私たち個人が率先して、取り組むこ
とに意義があると思うのです。子供の定額
給付金の１％（百分の一）は２００円です。
0.1%(千分の 1)は２０円です。たった２０
円と思うかもしれませんが、もし岐阜市民
全員が協力すれば、８００万円を超えます。
今こそ、小さな力を集結すべき時なのです。
よ〜し、わかった。募金してあげよ
う・・・ という方は、教室の募金箱にあ
なたの善意を入れてください。金額の大小
は問いません。小銭で結構ですよ。１円か
ら受付けています。
また、趣旨に賛同して、活動自体を支

５月２３日（土）から始まりました。朝
の９時〜夜の９時までの１２時間のフレ
ックスタイムの学習会。今月２１日（日）
まで 1 ヶ月に亘って行われます。
内容は？
基本的に学志舎の試験前学習、ワークテ
ストに合格するということが第一の目的
です。学校のワークのコピーを配布します
ので、それを全部合格することが、塾の最
低限の試験前の勉強です。これをきっちり
やれば、４５０点倶楽部（400 点を超え、
450 点を目指す生徒）が見えてきます。
あれもこれも欲張らず、まずは学校のワ
ークをまず征服しましょう。完璧にしまし
ょう。
先陣を切って行われた、２期制の長良中学
校の中間テスト（数・英）を見ても、問題
の 8 割は教科書と、ワークから出ていまし
た。まずは基本を押さえること！それがで
きてから、次の段階ですよ。あれもこれも
絶対に手を出さないこと。
ワークテストが終了した生徒には、目標
点によって記述式問題や、PC から試験対策
問題などを打ち出して、渡しています。
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君達が頑張っている、我慢している間、先生達も

今回の講習会教室一番乗り（５月 23 日の 9
時）は、育真館は聖マリア中学 2 年のＲさ
ん、至誠館は長良中 2 年のＫ君でした。
１３日（土）の育真館の様子です。満席状
態。アコーデオンカーテンの奥の部屋、そ
のまた奥の京大個別会の机まで、キーボー
ドをよけて使っています。

土日の講習会に来るにあたって、３つの誓
約書なるものを書いてもらっています。
各自いろんなことを書いてくれます。
＊ 平日 4 時間以上勉強する
＊ 休日 7 時間以上勉強する
＊ 直前 1 週間は TV は見ない
などなど・・・。
頑張る生徒に対して、先生方も生徒に誓約
書を書きます。今回の誓約書は以下のもの
です。

我慢する＆頑張る！

塾 長 ★目標―3kg のダイエット…そのた
めに月・水・金 深夜の 3 ㎞のサ
ーキット T＆シャドウピッチング
100 球
火・木・土 腕立て・腹筋・素振り
各 100 回 毎朝ラジオ体操
2１時以降は食べない 5/2６〜6/2５
事務長 ★22：00 以降の夜食の禁
5/2６〜6/2５
九良賀野 ☆国試の参考書を一日 1 分野
６/１〜6/２５
村瀬 ☆ジュース・アルコール無しの生活
６/1〜2５
大塚 ☆一日腹筋 150 回 6/1〜2５
小川 ☆毎日 2 時間以上の勉強 6/１〜２２
川浦 ☆６時に起床、５㎞ウォーキング
６/７〜6/２５
稲川 ☆一日 25 回の腹筋 6/１〜２２
脇 ☆民族音楽の勉強毎日 1 時間以上
６/１〜6/２２
岩間 ☆予備校の授業（公務員試験）を週
２コマは最低でも受講する。
6/１〜２２
宇野 ☆お昼寝・お夕寝を禁ずる 6/１〜２２
森 ☆ニュース以外の TV 禁止 6/１〜２２
原田 ☆腹筋 70 回、背筋 50 回 6/６〜２５
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武田 ☆岐阜〜大曽根間BBC のニュース
を聞く ５/３０〜6/２５
若山 ☆英単語一日１００語 ５/２６〜6/１９
安江 ☆腕立て 50 回 ５/２６〜６/１９
小笠原 ☆毎日化学の教科書 20P 読む
6/１〜２５
藤谷 ☆腹筋・腕立て 70 回、ジョギング
30 分 6/１〜２５
山本 ☆筋トレをする
腹筋―６種×４0 回、背筋 5０0 回、
側筋左右 50 回 ５/２６〜６/２２
山田 ☆腕立て20からスタート、一日一回
増やす腹筋上下、腕立てに同じ
スクワット 30 回 背筋 50 回、
一日一回増やす ５/２６〜６/２２

以上、みんなのテストが終わる頃、筋肉
隆々になる先生方が多いようです。お楽し
みに？？？

実施しています。
初めて受験する生徒、次の級にチャレン
ジする生徒、様々です。合格証と写真を教
室に貼り出しています。生徒全員の合格証
を壁にはれることができる日を待ってい
ます。
いきなり難しい級を受ける必要はあり
ません。自分なりに少し頑張れば受かるよ
うな級から、受験してみましょう。高校受
験時に提出する内申書に、検定試験のこと
が 2 つくらい載せられるようになるといい
ですね。
今回は残念ながらいませんでしたが、過
去の検定では、保護者の受験者が必ずいま
した。３年前でしたか、おばあちゃんが漢
字検定を受験したこともありました。親子
で受験するほうが過去の例からは、間違い
なく合格率は高いです。
今回は久々に先生方から、村瀬先生が
「数学検定」に挑戦します。本人曰く「大
学 1 年のときなら、簡単だったと思います
が、2 年間のブランクは想像以上に大きい
ですよ」ガンバレ〜！！！
秋の検定試験は 10〜11 月の予定です。中 3
生は、これがラストチャンスですよ！！！
●GAKUSHISHA ポロシャツ●

●検定試験●
6 日の漢字検定を皮切りに、13 日の英語
検定、そして 20 日の数学検定、とりは 7
月 11 日の歴史検定と、いつもの 4 検定を

昨年から制服を作ろうと思っていたの
ですが･･･やっと実現しました。
学志舎カラーのパープルのポロシャツで
す。胸には「GAKUSHISHA」の白い刺繍。
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といっても、これはモノクロでコピーして
いますから、わかりませんね。学志舎のホ
ームページに「銀色の道」を掲載していま
すので、カラーで見たい方はどうぞ。

4 年前に塾名を変え、イメージカラーを
ロイヤルパープルにして電飾看板を作っ
たところ、ある男子生徒から「オヤジが行
く、いかがわしい店のネオンの色みたい」
と言われ、こけそうになりました。彼のお
父さんはそういう店によく通っていたの
でしょうか？（笑）しかし、今回うれしい
ことを言ってくれた生徒がいました。
長良中学 1 年の K 君。
「紫は昔、身分の高い人が着る色やった」
「そうやろ、そうやろ！」
（喜）
思わず笑みがこぼれましたね〜。
その昔、平安京で高貴な人々が着ていた色
のこのポロシャツ、今回はユニクロでまと
め買いしました。
この色のメンズはどこの店にでも売っ
ているので問題ないのですが、ウィメンズ
は店頭では販売してなかったのです。オー
キッドパーク店の店員さんが、通販でしか

買えないことを教えてくれました。ユニク
ロのネット通販で注文しようとすると、
「S」サイズが売り切れ。
ユニクロに電話しました。すると大型店
のみ販売しており、岐阜県では販売してい
る店舗が無く、愛知県の港・春日井・大高
の 3 店に置いてあるとのことでした。すぐ
に電話をして確認すると春日井で 3 着あり。
大高は売り切れ、港は 2 着。即、正木店に
行き事情を説明し、売り切れる前に押さえ
て、取り寄せてもらいました。そして刺繍
屋さんに持込んでネームを入れてもらい
完成。
この夏、学志舎の先生方は、高貴な雰囲
気を漂わせながら、君たちの疑問にこう答
えるかもしれない･･･「その問題は、こう
こうこういうふうにすれば、解けるでおじ
ゃる〜」？？？
お後がよろしいようで。
●研修会●
日曜日（21 日）名古屋へ塾長研修会＆勉
強会に行ってきました。毎年この季節にあ
るのですが、朝 10 時から夕方 5 時まで。
その後に 2 次会、3 次会。帰ってきたのは
10 時半。
今回は事務長と二人で行ってきました。
9 時 50 分に会場へ足を踏み入れた瞬間
「えっ？」
例年よりはるかに席数が少ない。もちろん
人数も少ない。数えてみると 40 名を切っ
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ている。昨年の半分？某フランチャイズ
の N 塾からきた若い先生方を除くと、中小
の個人塾の先生は、半分に満たない。
私は一番前の中央の席に下呂のS 先生を
見つけると 、横に座って話をしました。
東京の会場も昨年より少なかったそうで
す。

本日届いた「21 世紀の教育を考える塾の
会」のニュースレターの最後に、7 月の大
阪会場もまだ 30 数名の申し込みしかない
との事。
いったいどうなっているのでしょう
か？いくらこんなご時勢だとはいえ、勉強
会参加費 2 万円（昼食代込み、会員は半額）
2 次会費７３５０円で朝から晩までびっ
しり、有益な話が聞けるのですが。私は案
内が届いた 3 月の下旬に即振り込みました。
研修会の冒頭に M 代表が
「会費を当日もっ
て来る予定の人の欠席者が、今回多いです
ね」とか。
研修会・セミナーの合間に協賛会社のプ
レゼンもあります。1 社あたり 10〜15 分
間。今回も映像教材の会社が多かったです
ね。その中で興味があった 1 社。昨年の秋
に出席したある研修会で見たときには、残
念ながらコンテンツ不足でした。しかし

この半年で充分な量に達していましたね。
この会社は、代ゼミを出た社員が作った
もので、売りはもちろん「代ゼミサテライ
ン映像授業よりも質的に上で、値段は下」
。
理科を担当している方は代ゼミでナンバ
ー２の人気教師だったらしい。
この映像授業を採用している先生に聞
くと「代ゼミサテラインより内容は絶対に
上です。値段も安いし、本当にいいですよ」
と言っていました。この半年で、全国でか
なりの塾で採用されつつあるようです。私
の中では、来年度の高校部の充実に向けて、
重要検討事項となりました。
今回、岡山駅近くで高校生が 100 人以上
通う個人塾の K 先生の話には、
「なるほど」
と思わされました。
いきなり「岡山の田舎から来ました、K
です。みなさん、高校生の部をやるなら学
校の補習授業をやってはいけません！」
「えっ、なぜ？」隣を見ると鈴木先生も
「？」と言うような顔。
話が進むにつれ、具体例を聞き納得。
もちろん補習授業を絶対にやってはい
けないということではありませんでした。
高校の部に来る生徒は、まず全員進学希望
者です。志望校が決まっておれば、学校の
定期試験のための授業ではなく、早い段階
で大学入試のためだけに特化すると言う
ことです。塾が完全主導で、すべて仕切っ
てしまう。
青山学院大学を志望していた数学がも
う一つ得意でない茶髪で目が狸の生徒に、
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経済学部の「センター試験利用」を勧めた
そうです。すると学習科目は英語・国語・
数Ⅰ。その生徒は普通科高校に通っていま
したから文系と言えど、学校では 2 年で数
Ⅱがあります。塾での指導は「数Ⅱ」は勉
強するな！学校の定期試験で赤点をとっ
ても卒業はできる。
（どこの高校も追試で単位をくれるの
で）それより、苦手と言っても数学に関して
3 年間センター対策の「数Ⅰ」だけやって
おれば、青学に入れるだけの点は必ず取れ
るはず。社会、理科も赤点 OK。
「大学入試に、内申点はないのです！」
（推薦狙いでなければ）
なるほど、その通りです。
2 年前、学校の成績が 3 番目（下から）の生
徒を慶応
（法）
に 1 年間の勉強で入れた例。
担任の先生に「お前が入れる大学なんてな
い」とまで言われ、3 年生で入塾してきた
この生徒、これまたセンター利用で、1 年
生レベルからの DVD 映像授業（K 先生作成）
から始め、やはり学校の授業・定期試験は
完全無視で、慶応に入るためだけの勉強に
特化。見事に学校でびりっけつだった生徒
を、現役で慶応に入れたそうです。MARCH
（明治・青学・立教・中央・法政）に一浪でなんと
か入れたら、と思っていたお母さんはビッ
クリ。
「入れる大学は無い」と言った担任
は、信じられない顔で「お前ならやると思
っていた」と苦笑いをして肩をたたいたと
か。
いろんな例を聞かせてもらいました。お
しゃれな街「神戸」と「横浜」
。神戸大学

と横浜国立大学の「工」とか「経営」に関
して偏差値はほとんど変わりません。しか
し、塾での指導内容は全く違うのです。
要するに、高校生の目的は何か？それに
向かって一直線に進むのが（希望大学に入れるの
が）塾の高校部である。
何回も K 先生は言っていました。
「みなさん、学校の成績を上げることと志
望大学に入れることと、どちらが大切で
すか？塾の高校の部の目的は、本人の志
望校に入れることです。入れることだけ
に特化して下さい。
」
また「今でこそ、分かってくださる親さ
んが多くなったので、うちの塾生も増えま
したが、かつては分かってもらえなくて苦
労しました･･･。
」と 2 次会で話してくれま
した。
確かに大学入試の場合、目標がハッキリ
している生徒には、一直線に進む方向を指
導するのが効果的ですよね。
●心の授業●
昨年夏から 2 度、授業中に 10 分くらい
の感動 DVD を見てもらいました。また 12
月と 5 月には 90 分に亘る笑いと感動の中
村氏の講演会 DVD を見てもらいました。
これを 7 月度より恒例の授業といたしま
す。授業の最後の 10 分間、１、２ヶ月に
１回見てもらいます。
F.N 氏の DVD 鑑賞会は、4 月の案内にも
書きましたように、私が DVD を送った他塾
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の先生にも大好評です。先日も京都の岡本
先生から電話があり
「今、DVD を見終わったところです」
「面白かったでしょう？」
「山田先生、面白いなんてもんじゃないで
すよ！なんなんですかあれは。すごいメッ
セージがめちゃくちゃ詰まっているじゃ
ないですか。僕が見たって、すごいために
なりましたよ。ぜひともやります（鑑賞会）」
しばらく F.N 氏の DVD 鑑賞会は、新しく
入会した生徒と保護者の方に必ず見ても
らうように、定期的に行います。

5 月に見てもらった保護者の方からも、
中村氏の裏話の CD の請求が 5 人ありまし
た。いや〜うれしいことです。
見ていただいた F.N 氏の講演会 DVD に共鳴
していただいて、さらにもっと聞きたいと
いうお父さんお母さんがおられるという
こと。感謝！
過去には DVD 鑑賞会だけではなく、Ｉさ
んの講演会、F.K 君の講演会の案内も出し
ました。そして参加していただいた
保護者の皆様からは、幸いにも感謝の言葉
をいただいております。
私は思います。その子によって、感じる

ものが違います。感じるときも違います。
何かに反応して、どこかで心のスイッチが
パチンと入るときが来ます。だからああせ
い、こうせい、と言うよりも子供達が見て
感じて、そして行動に移せるように、その
いろんな機会を少しでも多く提供してい
きたいと考えています。
そして言わせてもらえば、我々大人が変
わらなければ、子供は変わらない。
さらに「子供は親の言う通りにはならない。
親のする通りになる」
うちの教師の全員に F.N 氏の DVD を見て
もらっています。そして順次その次の CD
を渡して聞いてもらっています。うちの教
師にも人間力を高めてもらうために。
今後２ヶ月に１回、定期的に私がチョイス
した感動映像を、授業の最後の 10 分間の
時間をとって生徒に見てもらいます。
第１回の 7 月度に見てもらう映像は、あ
る中学校の Y.K という先生の話です。2 部
作で見てもらいます。
１部は 5 月に私が東京であった「宝の地図
ムービー」セミナーの会場で見た映像で、
スタッフが作ったものです。２部はその後、
Y.K 先生自身が作ったものです。
Y.K 先生はスキーの事故で首を骨折しま
した。医者からは 2 度と立ちあがれないと
宣告されたのです。
「見る」と「聞く」ということ以外何も
できない、動けもしない自分に、どうしよ
うもなくなり、一度は舌を噛み切って死の
うとしました。しかし、その痛さに噛み切
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れず生ける屍と化した Y.K 先生。しかし奥
さんや生徒や周りの皆の励ましに、奇跡は
起こったのです。医者も驚く４ヵ月後の教
壇復帰…。７月１週は育真館、２週目は至
誠館で見てもらいます。子供達がどういう
ものをみるのか、保護者の皆様にも見ても
らいます。
さて、続いてはお知らせです。
清翔高校にあの「夜回り先生」･･･水谷修
先生がやってきます。８月９日（日）です。
チャンスです！！！

定員２８０名です。今から今ネットで残席
数を調べますね。６月２４日午後３時１５
分現在で・・・
え〜っ、すみません。
今、清翔高校のホームページを見ましたら、
１８日に定員に達し締め切ったというこ
とです。ごめんなさい。
期待した方、本当にごめんなさい。私も本
当にがっかりです。楽しみにしていたのに。
あ〜あ、残念！

みなさん、なにか情報がありましたら、お
知らせ下さい。
よろしくお願いいたします。
●定期試験速報●
結果が返ってきています。全員の成績が
上がることが私の悲願です。いつの日か達
成してみたい。
さて４月に入会してくれた東長良中２年
のＨさんを紹介します。今回４９点アップ
でめでたく４５０点倶楽部に入りました。
What is ４５０点倶楽部？
え〜、試験の結果、５科目合計が４００点
を超え、次回の試験から次の節目である４
５０点を目指す生徒です。もちろん、通常
授業の小テストなどの合格％もきびしく
なります。

それではＨさんの感想をどうぞ。
私は１学期の一斉テストで４科目 UP して（英
語のみ１点下がった）自己最高点を取ることができ
ました。それは学志舎に入って勉強の仕方が
変わったことや、テスト前のワークテストをや
ったからだと思います。
私はまず、平日は最低３時間以上、休日は５
時間以上勉強するという目標を立てました。
そして、以前はワークのテスト範囲である部分
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を１回しか勉強できなかったところを２･３回にし
ました。確かにそれは大変で、つらかったけど、
自分の目標を達成するためにサボらずにテ
スト勉強をし、塾のワークテストでも間違えた
問題を見直してテストに望むことができまし
た。
その結果４科目 UP と自己最高点を取るこ
とができたので、自分で目標を決め計画を立
てることや、つらくても勉強をすることや、ワ
ークテストに合格することが、目標達成のた
めに必要なことなんだと思いました。
テストが返ってきて、自分の目標点を越え
た時には、うれしくてテスト２週間前から頑張
ったかいがあったと思いました。そして努力し
た分だけ、テスト結果に出るということを、改
めて実感することができました。
なので次は５科目 UP ができるように、テス
ト２週間前からはワークなどを何回も勉強した
いと思います。そして今回の最高点を越せる
ように努力していきます。

Ｈさん、ありがとう。
今回彼女の努力はストレートに出ました
が、通常は英語、数学などは少し時間がか
かります。
正しく努力すれば、時間はかかっても、

必ず結果に表れます。そして時間がかかっ
て結果が出たときは、私の経験上、ど〜ん
と想像以上の結果がでることが多いです
ね。
空に向かって飛ぼうとして、滑走してい
るとき、離陸するまでがつらいんですよ。
一生懸命飛ぼうとして、走っているのにな
かなか離陸できない。そこでいかに大人が
フォローできるか。ここが肝要です。
過去の話です。岩野田中３年のＮさんは
６月の学校の実力テストで 366 点でした。
それ以後、夏プロ特訓を含めて、彼女の頑
張りは目を見張るものでした。９月の実力
テストは間違いなく上がるだろう、と夏プ
ロの終わりには確信を持っていました。
街でお母さんと出会い「今度の実力テス
トを楽しみにしていて下さい。
」と私は自
信満々で言いました。ところが何と、上が
るどころか、10 点下がってしまったのです。
テスト前、自信を持って望んだＮさん、す
ごく落ち込みました。私は「今回下がった
のは先生のせいだ。Ｎのせいじゃない。頑
張った結果はいつか必ず出るから自分を
信じて頑張れ！」と励ましました。
そして次の３回目の実力テストでＮさ
んはなんと 455 点を叩き出しました。
懇談でお母さん「先生、うちの娘できすぎ
です」もちろんジョークで「私もそう思い
ます」と二人で笑ったことを思い出します。
お母さんはもちろん夏プロでの頑張りを
私から聞いてましたので、テストの結果に
ついては何も言わず、Ｎさんを信じてじっ
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と見守っていたそうです。
その後のＮさんは 420〜430 点の間で安
定して、見事志望校をワンランクアップし
て北高に合格しました。頑張って上がらな
いとき、つらいのは本人です。そこで大人
が取る言動が大切だと思います。
●ロボット教室●
この４月から開講した講座です。
４月、５月の導入コースが終わり、今月か
らはいよいよ本コースに入りました。
現在小２〜４年の３人のワンパク生徒が
毎回ワイワイガヤガヤ。
私も昔のプラモデルを作っていた頃を
思い出して結構楽しんでいます。
６月の第２回目は１回目を少し発展させ
「ガタゴトレスキュー隊」
下の写真は私が作った基本形です。

長良西小２年Ｙ君の最終形です。すごいで
しょ。障害物もなんのその、平気で乗り超
える、スーパーマシーンに変身！

一番年長の長良西小４年のＫ君。
いつも元気印で一番にぎやか。

「自由に進化させていいよ！」
と言うと、もう目の色を輝かせて、部品と
格闘しています。すると私の想像の域を超
えるものを子供達は造り始めるんですね。

いつも真ん中の席に座るじっくり型の、長
良東小３年Ｇ君。さて７月はどんなロボッ
トができるやら？
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◆子供の心のコーチング◆

気づきはコーチングの初めの一歩
このお母さんは「ヘルプしちゃいけない、
指図しちゃいけない」と自分に命じつつ、
湧き上がるヘルプ心を抑え切れなくて落
ち込んでいます。サポート役に回る大切さ
を頭ではわかっているのになかなか実行
に移せません。そしてそんな自分を責めて
います。
でも頭で分かっていることが、すぐに実
行できるようになるとは限りません。
分かっているのにできないことはよくあ

まずはマンガをどうぞ。

ります。そんなときは自分を責めないで下
さい。見方を変えて、
「もう一つの選択肢
がある」と受け止めてみてください。つま
り「余計な世話を焼いてはいけない」ので
はなく、
「余計な世話を焼かなくてもいい」
のです。
このケースでは、ツヨシ君のお母さんは、
本当はうるさくヘルプするより、見守った
ほうがいいということに気づいています。
気づいてはいても、つい余計な一言が出て
きてしまうのです。でも大丈夫です。
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大切な事は気づいていること。気づきは
コーチングの初めの一歩です。気づいてさ
えいれば、これからどうしたらいいかを考
えることができます。
ところで、なぜ多くの親は、子供をサポ
ートしなければならないと思いながら、ヘ
ルプしてしまうのでしょうか？「宿題をし
ないで先生に怒られたらかわいそうだか
ら」
「勉強についていけなくなったら大変
だから」等々「この子のため」と思うので
す。
ではその思いは、本当に子供のためにな
っているのでしょうか？ヘルプしたかっ
たのは、実は自分自身の安心のためではな
いでしょうか。子供にしてみれば、
「言わ
れないと宿題をしなかった昨日までの自
分」を乗り越えるチャンスを逃がしてしま
ったのかもしれません。それでは、今この
瞬間の親の都合を優先させて、子供の「で
きる」芽を摘み取ったことになります。
ヘルプではなくサポートが大切と気づ
いたら、
「どうしたらサポートできるか」
を考えましょう。
例えば、子供が自分から宿題にとりかか
るようにするために、あなたなら何ができ
るか考えてみましょう。そして、できそう
なことから始めてみましょう。最初はぎこ
ちないやり方でも、繰り返しているうちに
考えなくてもできるようになります。その
ころには、子供の様子も目に見えて変わっ
てくるでしょう。そして、あなたを「サポ
ートできている」と言う気持ちにさせて

くれるでしょう。
子供の「できる」力を引き出すことは、
あなた自身の親としての「できる」力をひ
きだすことでもあるのです。
さあ、今回もヘルプからサポートと言うテ
ーマでした。我々大人は「できなかった」
子供を前提に、積極的な保護・干渉＝ヘル
プをしてしまいがちです。
子供の自立を促すためには、子供の成長
に合わせて、子供をそばで見守るサポート
役に大人自身が成長することが大切だと
いうことですね。

◆編集後記◆
腰を痛めました。原因は「先生たちの誓
約書」の実行です。
だんだん右腰に疲れが残ってきたな〜
と自覚していました。しかし、ブンブンバ
ットを振っていました。結果･･･やってし
まいました。整形外科に行って、コルセッ
トをするという初体験。

見苦しい写真ですみません
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「どうしましょう、山田さん注射しましょ
うか？」
「先生、背骨に打つんですか？」
「もちろんそうですよ。
」
「いや〜･･･できたら他の方法で」
「お尻に打つのもありますが」
「先生、注射はやっぱり・・・」
「じゃあ、湿布と薬を出します。それとコ
ルセットをしましょうか。これからもっと
痛くなるかもしれませんからね」
実はこの腰、昨年も同じように痛めてい
たのです。昨年の原因も同様に、シャドウ
ピッチング＆素振り。ただ昨年は走ったあ
とに両方をいっぺんにやって痛めたので、
今回は素振りと、シャドウを一日おきにし
たのです。しかし･･･寄る年の波にはかな
いませんでした?
寝返りを打つと痛みで目が覚める。車の
乗り降りも苦痛。ズボンをはくとき、脱ぐ
ときも痛い。
中学生の皆さん

なんとも情けない話です。

この vol..11 が終わったら、すぐに「夏プロ
2009 のお知らせ」にとりかかります。
今しばしお待ち下さい。

夏の予定が変わります
お盆休みは年初の予定では
8 月 12 日（水）〜18 日（火）まででした
が、10 日（月）〜14 日（金）までに変更
します。ですから前後の土日を入れますと、
8 日の土曜日に授業がない生徒は、9 連休
となります。修正後のカレンダーをお渡し
しますので、張り替えてください。
また、保護者懇談会は
至誠館は４日（土）5 日（日）
、育真館は
11 日（土）12 日（日）に実施いたします。
追って詳細をお渡しいたします。

父母の会はもう少しお待ち下さい。初
秋に予定しております。
定期試験の結果が続々と出てきていま
す。自己新記録を塗り替え意気揚々とした
生徒、目標を達成した生徒、残念な結果だ
った生徒、様々ですが、保護者の皆様、ど
うぞその結果ではなく、その過程を評価し
てあげてください。
今回の結果を見ても、学志舎でやってい
る「試験前のワークテスト」は間違ってい
ないとの確信を持ちました。

「誓約」が守れなくなってしまいました。
ドクターストップということで、しょうが
ないといえばそれまでですが･･･。

暑くじめじめした季節です。みなさん健康
には気をつけてくださいね！

