
 

 

 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。お久しぶりです。

Vol.8 が昨年の 2 月 9 日ですから,なんと

１年３ヶ月。作らなければいけないとい

思いつつ･･･。 
 １年前からブログを書き始めました。

どうもこれが「銀色の道」作成の大きな

障害となっていたようです？？？ 
ちなみにまだ御覧になっていない方は

http://gakushisha.seesaa.net/ にてど

うぞ。あまいためにならない、私の日々

思いつくままの殴り書きです。 
始める前に人様のブログを見てると、

けっこうサラッと書いていて、「うん、こ

れなら10分くらいでできそうだな」と思

って始めたのですが、始めてみるといや

はや何と…多分私のブログは平均２時間

以上はゆうにかかっています。うちの塾

では１５人前後の保護者の方が定期的に

見てくれていると思いますが、多分お分

かりかと思います、アップした日と作成

日時がち・が・うことが結構あることが。 
パソコンに向かって打ち始めるが、考

えがまとまらない。よって途中で終了。

翌日続きを打ち終え、アップする。 
そして画面を確認する。すると私が使っ 

 
 

 

今回のトピックス 
◇写真で振り返るこの1５ヶ月 

 
 
 
 
ている SEESAA ブログは作成画面と、

実際の画面の構成が違うのです。 
作成画面ではちゃんとなっているにも

かかわらず、実際の画面では、行が空い

ていたり、字がずれていたり。そこで修

正するのに一苦労。一番長いもので７～8
時間かかったブログもありました。ちな

みに、今日は5月2日水曜日。即近のブ

ログ「社会人ラグビー」は 4 時間かかり

ました。おかげで私がパソコンの前に座 
          っている時間は大

幅に増えました。 
           おまけにブログ

の合間があくと 
書かなくてはい

けない、という 
脅迫観念にとらわれて、夏場は四苦八苦。 
先週のことでした。育真館のエース、 

日下部君と目が合うや「塾長、銀色の道

は。いつできるの?」と言われました。（彼

のお母さんには発行の際には、いつもいの一番に感想のメールを

いただく）「思わず今週中に作る」と。ＧＷ

明けには完成を目指します。さてさて永

い眠りから覚めてのVol.9の発進です。 
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    写真で振り返るこの 1 年 

昨年の2月から1年間サボった分をパソコン

の中の保存してある写真から振り返ってみ

ます。 
   ◆3 月公立高校入試合格発表 

  

いきなりやってしまいました。この見苦

しい写真は何じゃ？ 

毎年恒例、冬期講習前から伸ばし始める

ゲンかつぎの髭を、公立高校入試合格発表

の朝そります。現在？もちろん皆さんご存

知のようにスッキリさわやか？ 

 

  ◆教師送別会 

授業が終わった後、羽島市の教員となっ

た高橋先生を送る会がカラオケ BOX「招き

猫」にて行われました。入ったとたん卒塾

生のお母さんが「あら塾長先生！」同年代

のお母様方7，8人の団体で来てましたね。 

 

  ◆卒塾生同窓会 

2005 年度卒塾組は皆すごい仲良しでし

た。育真館・至誠館、合同中3夏期講習以

来意気投合。至誠館の高校2年、Ｋ君の発

案で（塾長～、同窓会してよ～！とうるさかっ 

 

 

 

 

 

 

た？）育真館の卒塾生へ連絡すると即決で

した。3 月の日曜日、ボーリング大会とカ

ラオケ大会をやって夕方お開き。 

   

 
    見ててよ、ストライク！Ｆさん 

   

 
俺のボールは？Ｍ君。奥左はどうも調子が出ない

な･･･Ｋ君。 

ボーリング大会は3年振りなのに、なぜか

絶好調だった私が、167・203トータル370

でぶっちぎりの優勝でした。 

 続いていったのはカラオケ BOX「招き

猫」･･･別に宣伝しているわけではないの

ですが、塾に近いもので。ここでは塾生に

出会いましたね。長良中の女子生徒3人。 

カラオケBOXはＯＫだったけ？ 
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うちらは最強デュオ？ Ｔ＆Ｎさん 

  

見よ！この熱唱 Ｋ君  ノリノリのＯさん 

 

   

ギャハ・ハ・ハ・ハ 絶好調だぜ～！ Ｋ君 

 

と言うわけで、解散後私は着替えをして 

授業へ！ 

 

 

 

 

 

 

        ◆教育説明会◆ 

 

  私が学んできた教育コーチングのさわ

りを、両教室でお母さん方と一緒に勉強し

ました。その後書いてもらった感想で、定

期的に開催して欲しいとの要望があり、

「子供の成長を見守る母の会（通称・母の

会）」を作り第１回に向けて、コーチング

の資格を取得を決意しました。岐阜県の塾

で「パパママコーチング」を開催したのは

どうやらこれが 初みたいですね。 

 

◆バス旅行◆ 

  

4月2～4日東京ディズニーランドへ。パソ

コンのどこを探しても写真がないのです

…お～い、どこ行った～？ 

私は昼前からＴＤＬを出て、街をふらり。

川沿いをてくてく歩いておりました。満開

のサクラがすごくきれいで、「山本周五郎」

の小説の舞台になった船宿がありました。

今年は4月2日に大阪ＵＳＪへ行きました。 

 

◆教育コーチ検定その①◆ 

 

 4月15日、まずは私が京都へコーチング

検定Ｇ２の受験に行きました。 

続いて5 月 28 日、朝7時事務長以下先

生方が育真館に集合。名古屋の会場へ車 2

台で、コーチング検定に向かいました。（ブ

ログ5月28日「教育コーチ研修」参照） 
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      ◆七夕大賞◆ 

 
 今年も千鳥橋付近の川原から竹の枝を

切ってきました。塾生みんなが2つずつ願

いを書きました。 

 
育真館に飾られた七夕の短冊です 

大賞は接戦の末  
 至誠館 長良西小3年 Ｓ．Ｙ君 

「鈴木先生を倒したい」 

日ごろの恨みがたまってますね・・・？？？ 
選考にあたった先生方みんなに大うけで

した。当の鈴木先生は苦笑い。 
惜しくも選には漏れましたが、私的には 
岩野田中3年、Ｇ．Ｓさん（卒塾）の 

｢彼氏といっしょにおりたいな～｣ 

が好きでしたね。 
青春ですね。「いたいな～」じゃなくて「お

りたいな～」というのがなんともほのぼの

としていいですね。 

 
 
 
       
 

◆中体連◆ 

 
 昨年も「塾長見に来て！」のリクエスト

にお応えして、応援に行ってきました。 
まずは岩野田中3年Ｍさん。（卒塾） 

  
市大会では中堅として見事団体戦3位。県

大会では副将としてベスト８に残り、東海

大会まで進みました。 
 
続いて伊波波中 3 年卓球部、Ｓ君（卒塾）、

平下君（卒塾）。サッカー部、Ｋ君（卒塾）と

Ｋ君。今回初めて事務長と二人で応援に行

きました。いや…正確に言うと。次男を連

れて３人で。 

 
  団体戦でのＳ君 
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     同じくＨ君 

  

  コーナーキックを蹴るＫ君 

  

  スローイング Ｋ君 

しかし、ビックリしたのは、サッカー部の

この二人、午後からの試合で、午前中はな

んと教室で９時から「くらいむ倶楽部」の

自主勉強をしていたということ。 

 Ｋ君は高校（岐阜農林）入学後も 

入学後、 

 

 

 

 

学科でトップを目指し、岐阜大学を狙って 

塾で勉強を続けていますね。 

 

さて、中体連ではないのですが、７月の保

護者懇談会でＮ．Ａさんのお母さんから、

「娘が今度出ますので…」と市民会館で上

演される「不思議の国のアリス」の劇の案

内をもらいました。 

午前中の卓球、午後からサッカー、夕方

からは観劇と一日カメラを持って移動し

た日でした。 

  

 

  

Ｎさん、高校入学後も劇を続けると言って

いましたね。ずっと続けて欲しいと思いま

す。 
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 ◆オールナイト学習会◆ 

 
今年も夏期講習の最中8月4日、そして

最終日25日の夜9時～翌朝7時までの10
時間耐久学習マラソン、中学生が待ちに待

った「オールナイト学習会」が開催されま

した。（ブログ8月4日、25日「第4回オールナイト学集会」「第

５回オールナイト学習会」参照） 

  

     

辛抱たまらん…睡魔に襲われ撃沈。 
昨年の爆睡王Ｏ君、今年も健在でした。 

  
   眠気覚ましの真夜中の花火 

 

 

 

 
 

 
 第5回オールナイト学習会・終了の朝 
 

◆サマープロジェクト２００7◆   

 

今年から学志舎の特別講習会の呼び方が

変わりました。月並みな言い方では面白く

ないので「成績向上率１００％プロジェク

ト」にちなんで「・・・プロジェクト」と

呼ぶことにしました。 

 中学3年生は毎年お約束の100時間特訓。 

 
昼から夕方まで教室に缶詰で頑張りまし

た。5 科 5 冊のテキストを2 回通り。8 月

最終日曜日の第 1 回岐新テストに向けて、

熱気あふれる講習会となりました。 
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        ◆運動会◆ 

 
 中体連に続いて、これまた「塾長、見に

来て！」のリクエストにお応えして、運動

会の応援に行ってきました。あ、そう、リ

クエストをする場合、プログラムを必ず持

ってきて下さいね。でないと、いつあるの

か分からずに行けなくなってしまうこと

がありますので。塾長どこにいるんだろう、

と探していた岩野田中の塾生の皆さん、そ

ういうわけでごめんなさい。 
 まずは伊奈波中から 

走る 

 
Ｈ君        Ｋくん、Ｉ君 

 

Ｉさん         Ｓ君 

     
Ｋ君 

 

 
 
 
 
 
    長良西小から 

 
Ｓさん         Ｔさん 

 

                                                                 

          
        
 

 
 
これ、↑何だかわかりますか？わかった人

は変です？ 
実は私の前にディレクターチェアーに

座った若い夫婦がいたのですが、ご主人は

ちょこちょこ立ち上がるのです。後ろにい

る私がカメラを持っているのに気づいた

奥さん、ご主人に「後ろの方、カメラ持っ

てるから邪魔にならないように」と注意し

ました。気のつく奥さんだな～と思ってい

ました。しばらくはご主人、大人しく座っ

ていました。私がリレーでＴ君を見つけ、

カメラのシャッターを押す瞬間でした、ご

主人が突然ガバッっと立ち上がったので

す。そう、これはそのご主人の帽子なので

す。というわけでＴ君の劇走の写真は露と

消えました。もしかしてＴ君の友達のお父

さんだったのかもしれませんね？ 
＊全員の写真が撮れなくてごめんなさい。 
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           ◆母親勉強会◆ 

 

9月28日、大津のＫ先生の塾へ「母親勉強

会」に行ってきました。 

 

実はここで事務長が勉強してきたことを、

11月3日の「母の会」で報告する予定だっ

たのですが、私の話が予定時間をオーバー

してしまって、お蔵入りしてしまいました。 

 
    ◆ボーリング大会◆ 

 

至誠館開校 10 周年を記念してのペアマッ

チ・ボーリング大会。 

（ブログ10月25日参照） 

優勝 城北高校3年Ｋ．Ｙさん兄弟 

  

 

― 

 

 

 

準優勝 長良西小４年Ｏ．Ｙ君＆お父さん 

 

3位 金華小５Ｓ．Ｓ君＆お母さん 

 

商品は優勝 TDLペアご招待 

   2位 USJバス旅行ペアご招待 

   3位 山田農園みかん15ｋｇ箱 

その他、飛び賞・ＢＢ賞・ストライク賞 

 

やった～ストライク！Ｔさん  ウワッ、ヤッベ～Ｏ君 

皆さん日ごろ鍛えた迷人ぶりを披露、爆笑

につぐ爆笑の大会でした？？？ 

銀色の道・ニュースレター page8 



      
 
 
    
◆ハロウィン仮装漢字コンテスト◆ 

 （ブログ11月4日ハロウィン仮装…参照） 

 

昨年のハロウィン間近の小学生による「計

算コンテスト」の際に、来年は必ず仮装コ

ンテストをしようと、心に決めていた。そ

れもドラキュラの仮装をしよう、と…。そ

していよいよその日が来た。東急ハンズで

買ってきたマント、血糊、牙。そして事務

長のメイク。見よこのド迫力！？ 

 

いい年こいたオッサンのやることかい

な？という思いも一瞬頭をよぎったが、私

はノリノリであった。 

 コンテストは漢字とトランプ、百人一首、

仮装の合計点で競われた。 

  

Ｓ．Ｓちゃん、ちょいと気の早い仮装でしたね。 

 

 

 

 

優勝は末次あかりさん 

 

2位はＴ．Ｍさん 

 

3位はＯ．Ｙ君 

 

終わった後、迎えに来たＯ君のお母さん、 

私の姿を見て絶句、目が点になっていまし

た。驚かせてごめんなさい？ 
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◆第1 回「母の会」◆ 

 

11月4日、長良川スポーツプラザ研修室に

て第一回「子供の成長を見守る母の会」の

コーチング勉強会を開催しました。春の教

育説明会で、教育コーチングのさわりをお

母さん方と勉強したところ好評で、必ず実

施すると約束していたものでした。 

（ブログ11月5日第1回「母の会」参照） 

 

真剣にメモをとってくださるお母さんに、私の調子もヒートアップ 

 

今、ＴＶのＣＭでＳ予備校が宣伝している

「教育コーチ」。5 月28 日に学志舎が名古

屋で研修を受けた翌 29 日駅前のＳ本校で

研修があったようです。 

 
 
 
 
 
よって岐阜県で一番早く教育コーチの講

習を教師が受けたのが学志舎なのです。コ

ーチングの言葉も岐阜市でチラシに一番

早く載せたのが私です。    
余談ですが、先日第１ゼミナールの「右

脳開発、速読」をうたったチラシを見て事

務長が「お父さんの後を、大手が追いかけ

てくるね」…「言われてみれば、そうだな」

と思いながら、べつに特別なことをやって

る意識があるわけでもなく、子供にとって

必要だと思ったことを即取り入れてるだ

け。ただそのためのアンテナは始終張り巡

らせ、また勉強しなければいけないのです

が。私には「21世紀の教育を考える塾の会」

の北は北海道、南は九州まで２００の塾の

心強い情報ネットワークがありますので。 
 さて、第1回「母の会」で参加全員のお

母さん方から、次もぜひ開催してほしいと

の要望がありました。 
それでは、一等最初にポストに届いた出

席者のお母さんの感想をどうぞ。 

 

   中学生のお母さん 

今日は。コーチング研修会を開いていた

だき、ありがとうございました。塾長の熱

意に打たれ、最後まで聞かせていただきま

した。 日ごろの自分を振り返ってみると、

ドーカチングママの行いのいかに多い事

かと反省させられました。詰問、叱責など

思い当たることばかり。ついつい子供を思

い通りに支配しようとする自分がいます。

何年か前、親業を勉強した事がありますが、 
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コーチングは親業に通ずるところがあ

りますね。子供の視線に立って、共に問題

解決しようとする姿勢。特に「オウム返し

をする」ところは同じです。「これはお子

様が幼かった頃必ずされていた事です」と

言われましたが、親業の先生にも全く同じ

事を言われました。 

 頭では理解できても、実践するとなると

難しいです。講師の先生方がして下さった

劇の様にはなかなかできそうにもありま

せん。感情を押さえて、ゆっくり待つには

相当の忍耐が必要です。特に我が子となる

と、どうしても期待が大きすぎて、ゆっく

り向き合う事ができません。私がいつも気

に留めているのは「子供は親の言う通りに

はならない。親のする通りになる」と言う

言葉です。本当に人は自分の思い通りにな

らないものですよね。 

それぞれの考え方、感じ方があるのですか

ら。それは夫婦間、家族間にも言えること

で、自分の価値観を他人にも押し付けない

ように、気をつけています。（と、話がそ

れましたが・・・） 

 今日は、講師の先生方もいらっしゃると

いうことで、いろいろ直接お話もできるか

と思っていましたが、時間がなくて残念で

した。 

 次の機会には座談会など設けていただ

き、若い先生の考え方、教え方（？）、コ

ーチングの方法など、聞かせていただけた

ら嬉しいです。 質問があるのですが、コ 

ーチングスキルのところで「なぜ」を「な 

に」に変えるというスキルがありましたが、 

 

 

 

 

具体的にどのようにすればよいのか教え

てください。 今日は本当にお疲れ様でし

た。お母さんのご意見で「実際に講師の方

が、コーチングをしているのか疑問・・・」

と言う話がありましたが、私はそう思って

いません。 教えて（コーチングして）い

ただけて嬉しく思っています。機会があれ

ば、塾長のギターを聞かせていただきたい

です。できれば陽水とか、かぐや姫をリク

エストします！！ ありがとうございま

した。 

 

というわけで、次回の開催を決意したので

した。 

◆第1 回歴史探訪「古墳編」◆ 

  

11月5日、英駿コースの年間予定行事で

ある、歴史探訪で大阪、奈良へ古墳見学に

行った。（ブログ11月6日「第1回歴史探訪」参照） 

朝9時に至誠館前で集合。私の車で名神

高速を一路堺市へ。まずは仁徳天皇陵。そ

して奈良の明日香村へ。高松塚古墳、キト

ラ古墳、石舞台古墳。そして最後に大化の

改新で中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我入鹿 

仁徳天皇陵前 
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外から見てるだけでは、だだっ広い森が広

がる丘のようでした。 

 
歴史の本でもおなじみの石舞台古墳。本来

は土をかぶった小高い丘だったんですが

むき出しに…。 

 
 

きっとこのあたりで「入鹿、覚悟！」と…。 

明日香の村に吹く秋風がとても心地よ

い夕暮れでした。連休で、大勢の人がレン

タサイクルで古墳めぐりをしてね。いつか

またゆっくりと来てみたいと思うような

晩秋の古都でした。 

 

      ◆初詣◆ 

 

毎年恒例の京都は北野天満宮への初詣。 

 

 

 

 

 

今年は1月6日の土曜日でした。（ブログ1

月8日初詣と受験グッズ参照） 

 

なぜ京都へ？受験生の御守をいただく

ためなのです。日本全国に学問の神様「菅

原道真公」を祀った天満宮は数あれど、九

州は福岡の太宰府天満宮とこの京都の北

野天満宮がその双璧です。少しでも御利益

があるように、と思って9年前から初詣は

京都へくるようになったのです。（福岡は

まではちょいと遠い？） 

普通神社に行ったときには、何もお願い

はしません。ただ無事で日々暮らせること

を感謝するだけなのですが、このときばか

りは違います。受験生の一人ひとりの顔を 

思い浮かべながら、思いっきりお願いをし

てしまいます。今年は２４人分お願いして

きました。一人ひとり顔を思い浮かべて

「○○を御願い致します。△△を御願い致

します…」2分から3分くらいかかります。 

 きっと周りの人は「あのオッサン、長い

こと何をお願いしてはるんやろう？」と思

ってるかも。 
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 Ｗｉｎ－Ｐｒｏ２００７では受講者全

員に、太宰府天満宮公認の「合格米」が渡さ

れました。 

 

そして特別受験グッズ。北野天満宮で御

祈祷済みの必勝カイロ・合格消しゴム・学

志舎シャーペン。      

 

私立中・高受験組は皆無事に合格しました。

あとは公立高校受験組の最後のラストス

パートですね。 
 
    ◆教育コーチ受験◆ 

 

 学志舎の教師として新人の二人、武富・

河野両先生の教育コーチ検定試験に、1月 

 

 

 

 

 

20 日（土）京都へ行きました。（ブログ 1 月

22「京都へ」参照） 

 朝6時に育真館を出発して、京都駅南の

会場へついたのが8時半。私も「認知7回

の法則」（同じ話を7回聞いて初めて自分のものにな

るー21 世紀の教育を考える塾の会の掟です？）にの

っとって、ずっと後ろで椅子を借りて聞い

ていました。 

 9時から始まった研修は12時過ぎに終わ

り、休憩を挟み検定試験が始まりました。

両先生とも無事合格しました。 

 

休憩時間に談笑する武富・河野先生 

ふと気づくと九州出身の先生が増えてき

ました。東島・佐田（佐賀）山内（長崎）

河野（大分）武富（福岡）、中村（鹿児島）  
     四国は私のみ（愛媛）、中部－川村・

林（三重）、石原（愛知）、事務長・橋詰・

森・村瀬（岐阜）、九良賀野（石川）、関東

－大塚典（茨城）東北－大塚洋（宮城）私

が田舎者なので…類は類をではありませ

んが、田舎者が多いようです。よく考えて

みると、この 10 年間、四国出身の教師は

いません。 
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  ◆塾長研修会◆ 

 
 本当は研修会じゃないのです。（ブログ1月

23日「ベスト11に入った！」参照） 
昨年の塾の実践報告で「21世紀の教育を考

える塾の会」の事務局からご褒美の温泉旅

行だったのです。しかし…全国200の中か

ら選ばれた塾長が集まって、のんびりした

温泉旅行になるなんて初めから予想して

いませんでした。 
名古屋駅に集合したメンバーは2台の車

に分乗して一路南知多へ。 

  
 
 北は北海道、江別市の「北の活火山」の

異名を取るＩ先生から、南は九州佐賀、7
人から３年間で110人まで生徒が増えた伝

説のＫ先生まで、全国の塾長が集まりまし

た。そこには私にとって「ありがとう」 
の師匠である、岡山のＫ先生、関西支部で

お世話になっている大津のＫ先生、教育コ

ーチで我々の先頭を突っ走る東大阪のＹ

先生の姿もありました。 
夕食時から話はつきません。みなさんもの

すごいエネルギーの塊です。 

 
 
 
 
 

  
 結局私、Ｙ、Ｉ先生の3人部屋が一番広

かったので、全員集合して夜中の3時まで

話は続きました。この集合写真ではよくわ

からないかもしれませんが、パッと見私は

年齢的に真ん中ちょい上くらいに見える

んですが（自分で勝手に思ってるだけ？）

なんと私が一番の年寄りだったのです。 

  
 
帰りはＩ先生を送ってセントレアへ。 
初めて行きましたが、大きくてきれいで、 

小牧空港とはさすがに違いますね。 
実は私たちの部屋で話をしていて、2 時

すぎからは私はＫ先生と二人で話しをし

ました。というよりＫ先生と話がしたかっ

たのです。 
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「ツキを呼ぶ魔法の言葉」を紹介してく

れた先生の、これまた摩訶不思議な話が聞

けました。五日市さんの経験同様に「エー

ッそんなことって」というような話でした。 
しかし、私は信じてしまうんですよね。 

Ｋワールドにドップリと入り込んでしま

いました。「ツキを呼ぶ魔法の言葉」を繰

り返し呼んでくださっている方ならきっ

わかると思います。機会があればお話しま

す。すごい話ですよ。お楽しみに。 
 あ、忘れてはいけない。 

 半分くらいの先生方が勉強合宿を行っ

ていました。多少費用はかかりますが、実

施されている先生方は余りある効果をあ

げていました。 
皆さん、すみませんでした。 

合宿がそんな効果があると

は、私は思っていなかったの

で、今まで実施しませんでし

た。 

2007 年度は必ず合宿を行います。まずは

夏に中学生の合宿を企画いたします。期待

してください。 
 

◆第２回「母の会」研修会◆ 

 

 昨年秋に開催したときに「次回も必ず」 

という約束を実行すべく、未来会館５回の

小会議室にて開催しました。 

昨秋は私の話が長引いて、報告が出来なか

った、事務長からの大津のＫ先生のところ

で学んだ「母親勉強会」の報告から始ま 

 

 

 

 

 

りました。横で聞いていた私は「うちのカ

ミさん、こんなにしゃべれたのかいな？」 

なにせこの日の朝、突然に思い立って、「今

日、去年報告できなかったやつ、頼むね！」 

にもかかわらず、結構流暢なしゃべり？ 

 

    

前回、あれもこれものてんこ盛りの内容で

しゃべったので、今回は「聴く」ことに焦

点を当てた話をしました。 

そして生徒からのアンケート「言われて

イヤだった言葉」を初公開。その中には、

私自身過去に覚えがある言葉がいくつか

ありました。反省、反省、反省…。 
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◆第3 回「父母の会」研修会◆ 

 

11 日に長良川スポーツプラザ２回研修室

にて開催しました。今回から「子供の成長

を見守る母の会」から「・・・父母の会」

に名称が変りました。 

 今回はリクエストにお応えして、教師と

の座談会から始まりました。お母さん方か

らの質問に対して、教師から真剣な回答が

ありました。 

 

セッションをする参加者の保護者 

研修会に参加してくれたお母さんの感想

を紹介します。それぞれ３日と１１日の感

想を１番最初にいただいた方です。 

 

     小学生のお母さん 

初めて「母の会」に参加させていただき

ました。今現在の自分を見つめ直すことが

出来たことにとても感謝しております。 

 塾長のお話にもあったように、“子供を

親の作品にしている”まさに私はその通り

だったと思います。親の言うことは絶

対 ！ 言い訳無用。子供を尊重するなん

てこと、全く考えてもいない。そんな光景

は私の生活上日常茶飯 

 

 

 

事。「早くしなさい ！ まだ～？！ 何

やってるのー ！」 全て自分の生活のリ

ズムに子供まで引き込んでいる。子供だっ

て一人一人その子にとって心地よいリズ

ムがあって当然、熱中するものが個々違っ

ていて当然。そんな大切な「個」を親の権

限で奪ってしまっている。元気に生まれて

きてくれた感謝の気持ちなんてゼロに等

しい今、親のエゴと見栄だけで、「いい成

績をとってきてほしい、いい高校に入って

欲しい、いい大学にいって欲しい、その気

持ちだけが先走っている現在の自分。学志

舎にかわる前から「これだけ学習塾に行か

せているんだから１００点取れて当たり

前」「何～この点数！何の為に塾へいって

るのー？」言ってはいけないと思いつつ、

ついつい言葉に出ていた二言。反省しなけ

ればなりません。 

もっともっとその子の「個」を大切に育て

てあげる。もっともっと子供の努力を認め、

たくさん褒めてあげる。もっともっと子供

の話を聴いてあげる。 今の私に一番欠け

ているものだと気づかせてもらいました。

遅いかもしれませんが、今日から早速実行

します。私にとって非常に大切なことを学

ぶことが出来た、とても貴重な研修会でし

た。本当にありがとうございました。 

 
    小・中学生のお母さん。 
 第１回の時出席できなかったため、先生

方のお顔を拝見するのは初めてでした。途

中、お手製のネームプレートを置いていた

だけたので、我が子のお世話になっている 
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先生が分かり助かりました。 子供達のこ

とを、一生懸命考えていろいろアドバイス

を下さって、とても嬉しく思いました。あ

りがとうございました。 

 コーチングの勉強会については、前回同

様、初対面の方にいきなり話をすることに

は多少の照れと戸惑いはありましたが、自

分の中で理解して実践しているつもりで

も、失敗（話の途中で質問してしまったこ

と）をしたりして気づくこともあり、また

島田紳助氏の話ほか、いろいろな話が聞け

て、あっという間に終わった感じがしまし

た。 

 また「ツキを呼ぶ魔法の言葉」「鏡の法

則」をまだ２～３回しか読んでないので、

頑張って読みます。「その段階がきたら話

します」と、塾長が毎回とても記を持たせ

る言い方をされる「話」がすごく気になり

ます。 また次回を楽しみにしています。

ありがとうございました。 
 
本当は皆さんの感想を紹介したいのです

が、紙面の都合上、一番最初にいただいた

（届いた）方のみ紹介しております。この

他、３月３日の出席者の感想で、タッチの

差で２番目に届いたお母さんの感想では、

「毎月でも開催して欲しい。」こんな私の

つたない話でも、そう言っていただけるこ

とは、本当にありがたいことです。 
 「気を持たせる話」はしばらくお待ち下

さい。二つあります。一つはまだまだ私自 

身がそのレベルに達してないので、話すこ 

とができないのです。遠大なる構想です？ 

 

 

 

 

もう一つは…私は無宗教で何を信じて

いるわけでもないのですが、（いや、しい

て言えば「ありがとう教」？）その話をす

ると、何やらどこかの宗教の教祖様のお話

のように聞こえてしまいそうなので、 

 

 

 

 

 

 

 

 

会の中で私が言っておりますように小

冊子を何回も読んで、何か自身に変化があ

った方は、教えてください。その段階でお

話いたします。そんなはすに構えるような

話ではありません。なんとも不思議な話し

と、実行して損のない話です。 

あ、そういえば入会してくれた方に、私

はずっと「ツキを呼ぶ魔法の言葉」をプレ

ゼントしていますが、この春入会していた

だいた方の中でお二人の方が、すでにこの

本を持っていました。一人の方はなんとご

主人が五日市さんの講演テープをお持ち

で、私は思わず「貸してください！」とお

願いして、五日市さんの声を聞くことが出

来ました。いや～良かったです！！！ 

テープを借りるのと同時期に、私はある

ＰＣソフトをネットで探していたところ、

偶然にも五日市さんの講演予定があった

のです。五日市さんの講演は、辺鄙なとこ

ろでやっており、何気なく見るとなんと私 

GAKUSHISYA page17 

 



      
 
 
     
 
 
 
 
 
               五日市さん 
 の田舎の実家から小一時間くらいのとこ

ろで、６月の２日にあるではありませんか。 
母に電話すると、「ぜひ聞きに行きたい」

とのことだったので、私はすぐにチケット

を２枚購入して実家に送りました。あの小

冊子はもちろん両親に送っています。その

時、母からすぐに「ありがとう」の電話が

あったことは言うまでのこともありませ

ん。 
話がだんだん横道に逸れましたが、会の

中でも「鏡の法則」をすでに読んだ方がい

ました。また私のブログにリンクしている、

京都の O 先生のＨＰから読んだ方もいま

す。自身で心の「Being」の部分を変えよ

うとしている、前向きな保護者の方が私の

塾の中で増えてきていることを実感して

います。本当に嬉しいことです。 
 今年は「父母の会」の研修会を３回開催

しますが、７月・秋・３月に予定しており

ます。皆さんとまたでお会いできることを

楽しみにしています。またその間に、正会

員用の「会」があるかもしれません。 
 
今年度の誓い 

 

① 2 ヶ月に一回は「銀色の道」を発行するこ

と 

②  

 

 

 

 

1年間サボりましたから…。今年はやり

ます！ 

③ 合宿を企画実行すること 

達成感のある、成果の上がる合宿を実

施します。 

④ ホームページを作成すること 

本当はもうできてないといけないので

す。なんとかブログだけはできました

が、今年は絶対に作ります！ 

⑤ 教育コーチの準上級を受験→合格→資

格を取得すること 

 
⑤お待たせしました。昨年 1 年間で 7ｋｇ太

ってしまって・・・またまたやります「年末ま

での７ｋｇの大越冬隊」（ダイエット）をする

こと 

☆ ドリンク勝負募集☆ 

私が今年の年末までに 10 キロダイエ

ットできるかどうか、中学生は今回の

通知表の成績から年末までに３ポイン

ト上げれるかどうか。簡単でしょ。 

9 教科合計でたったの 3 上げるだけで

いいのですよ！君が勝ったら、好きな

ペットボトル（何ℓでも可）を進呈。私

が勝ったら無糖の缶コーヒーをおごっ

てくれること。 

いざ勝負！ 

我こそはと思う生徒は私に挑戦して下

さい！尚、私は現在ズボンがきつ～い

77キロです・・・。 

以上、今年の5つの誓いでした。 
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