神戸フリースクール

01120-9-81163
郵便振込み

（順不同、敬称略）

『心の友』･･･なんて大げさなものではないけれど、
「不登校してて、ひとりで過ごしてるのがつまんな〜い」
って思っている子どもたちのもとへ遊びに行く
おにいさん・おねえさんがフリースクールで待ってま〜す！
子どもたちの希望にあわせて、
ピッタリの人を選びます。
顔合わせの上で決定しますから、
ご安心を。
お問い合わせは、神戸フリースクールか
不登校ネットワーク兵庫(078-366-0367)まで。
ホームページ http://www.freeschool.jp/friend/
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メンタルフレンド派遣しまぁ〜す！
カンパありがとうございました！

タイ旅行記
らんちゃん

H.P - WWW.FREESCHOOL.JP/KFS
MAIL - TOKASYA＠HOTMAIL.COM
お問い合わせ ･ ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０７８-３６６-０３３３
住所 ･ 兵庫県 神戸市 中央区 下山手通 ８丁目 ８-１０

も～すぐ♪は～るですねぇ♪
ウッソ＋1、タイへ！！

タイに来て一週間がたちました。２月２６日にバン
コクに入って３月１日の夜行列車で北の都市チェンマ
イへ。今はチェンマイにいますが、今日の夜にまた、
夜行列車でアユタヤーというところに移動します。
タイは去年の末から雨が降っていないらしく、かな
り乾燥していて暑いです。山にはところどころ山火事
の跡があったり、くすぶっていたり。朝夕はわりと涼
しいので、初夏くらいかな？日本はまだまだ寒いみた
いですね。
タイの町にはいたるところにワットという独特の形
をしたお寺があって、観光＝ワット巡りというかんじ
です。今までで６，７箇所くらいのワットに行って、
中でもバンコクのワットにあった巨大な涅槃像にはち
ょっと感動しました。
タイ料理は辛いのを除けばなかなかおいしいです。
トムヤンクンや、パッタイ、それから、南の国なので
フルーツも豊富で、マンゴー、パパイヤなど、甘くて
おいしい！初めて、フルーツの王様ドリアンも食べま
した。においはかなりきつくて最初はなんやこれっと
思ったけど、クリーミーで少しずつ味に慣れてくる感
。
じ。まぁ、あんまりおいしいとは言えんかな …
今回の旅は、何年か前のインド旅行よりかなり楽で
すね。タイも発展途上国でインドみたいなんかなぁと
思っていたら、都心は結構発展してるのね。インドみ
たいに物乞いや物売りの子供たちがいるわけでもなく
て、タクシーやトゥクトゥクのおじさんたちがしつこ
く付きまとってくるわけでもなく、町もそんなに汚く
はないし。でも、アジアの懐かしい空気はおんなじ。
夜になると屋台がいっぱい出てたり、路上で山岳民族
の織物やアクセサリーを売ってたり。それからタイ式
マッサージのお店がどこにでもあって、安くてかなり
体が軽くなるので、しょっちゅう行ってます。これが
一番楽な理由かなぁ。極楽♪
タイは、あんまりちゃんと英語も通じないけれど、
人はいい感じやし順調にいっています。あと９日しか
ないけど、バンコクよりすこし南にくだって、島にも
行こうと思っています。残りのステイを楽しんできま
す♪

No.51 2005年もヨロシク！

神戸フリースクール１５周年記念講演会
子どもたちのミュージックフェスタ
第１部
第２部

～イベント情報～
Infomation
☆子ども人権フェスタのお知らせ

３月３０日（水）１５：３０～１９：００

その他、市民活動グループによる活動展示コーナーなど、交流会。
詳しくはチラシをご覧ください。ご来場お待ちしております。
※第１部のみ、１，５００円（前売り１，０００円）が必要です。

を蹂躙してきた歴史を背
負わされた国民であると
いう動かしがたい事実︑
こ
の史実を忘れないでアジ
アを考え︑
アジアの人々と
かかわっていこうと思う︒
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をしたり︑そして人権フェ 大きくステップアップでき
スタに向けたバンド練習な る年にしたいものだ︒とり
ど︑皆せわしなく動き回っ あえずの目標はミスなく
ていて︑
いつもに増してに
ドラムを叩くこと︒うむ︑
ぎやかだ︒
修行あるのみ︒
しかし︑俺自身は︑今年
に入ってからロクなことが
ない︒
﹁海の窓﹂
バイクに乗ればスピード
違反で捕まり︑
スノボに行
ちぃちゃん
けば携帯を壊し︑飯を食
えば牡蠣フライで食中毒
明石フリースクールのス
ときたもんだ︒︱︱厄年
タ
ッフ︑ちーちゃんです︒文
でもあるまいに︒
章では初めましてです︒
まぁ︑今年だけじゃなく︑ 明石フりースクールは︑
俺は自他共に認めるアン
広い窓があって光がたくさ
ラッキーマンなので︑ある
ん
さ
し
込
む
お
部
屋
に
あり
意味これが平凡な日常な
ま
す
︒
海
が
見
え
て
︑
橋が見
のかもしれない︒だからせ えて︑船が見えて︑
ひっそ
めて︑人権フェスタのバン
り世界が動いてるのを感
ドで大失態を演じるよう
じ
な
がらのんびりと活動
な真似だけは回避したい︒
し
て
ます︒
昔︑
スティック飛ばしたこ
４階にあるお部屋の上
ともあった訳だし︒その辺 は屋上になっていて︑もう
は︑運のせいじゃなく︑自
すこし暖かくなったら︑屋
らの努力で回避できる事 上でランチとかしてみたい
なのだから︒
なぁと思ったりしています︒
日々之精進︒毎年︑﹁今
春が待ちどおしい今日
年こそは〜を実現してや
こ
の
ご
ろ
な
の
で
し
た︒
る﹂と誓いをたてるのだが︑
おわり︒
色々なことを先送りにし
てしまう︒﹃ 今年こそは﹄

いまではフリースクールの わっていて︑日常的に気に
この街で８年
子どもたちが自分たちの なるのは
﹁ 人権 ﹂
のことで
田辺 克之 元気を地域に少し還元す ある︒不登校の子どもた
ることで︑
この地域での市 ちが学校と折り合いがつか
なくて︑
いじめや体罰で苦
明石フリースクール冬夏 民権を獲得しつつある︒
しみ︑駆け込み寺を求めて
舎が阪 神 大 震 災で全 壊し︑先日︑自治会役員さんか
たどりついたフリースクー
この地にたどりついて早８ ら﹁下山手公園の管理を
まかすわ﹂との話があった︒ ルで人権が損なわれるよ
年目を迎える︒宇治川地
それはフリースクールがこ うなことがあれば︑
区というのは官庁や裁判
とりかえしのつかな
所や図書館が立ち並ぶ下 の地域に信頼され︑あて
いことになると思
山手通りにありながら︑下 にされていることを証明
しているのだろうと思う
う︒しかし︑
いつも
町っぽさを残した温もり
︒とにかく 気にかけているの
のある街である︒移ってき ︵ちょっと自慢︶
た当初は︑ものめずらしそ ８年間の地域での交流を に︑自分の言葉が
人を傷つけたり︑
うにフリースクールに通っ 通じて︑たくさんの商店
主やお年寄りと仲良くな 差別するにおいが
てくる金髪の子やピアス
ひそんでいたりす
の子らをいつまでもながめ り︑子どもたちにも親し
く声をかけてくれる︒こ
る︒自分を差別
ている人影があった︒でも
しない︑人権派平
８年の歳月がすべてを一変 の街がもっと子どもたち
の安心して通える街︑安
和主義のニンゲン
させた︒荒れ放題の空き
心して過ごせる街になれ
だなんてこれっぽ
地を畑にし︑地域をまき
ちも思わない︒
こんだ﹁もちつき大会﹂を ばうれしいなと思う︒
今年はフリースクール
たえず意識してい
したり︑夏休みは近所の子
も 周年を迎え︑記念行 ないと︑大勢に流
どもたちを集めて
﹁ 夏休
﹁子
されて差別者の側
み工作教室﹂を実施︒歩い 事として３月 日に
ども人権フェスタ﹂を開催 にどっかりあぐら
て５分ほどのところにあ
をかいている︒経済
る特養﹁さくら園﹂を訪ね する︒講師にこれまでと
大国日本の国民で
て︑おばあちゃんの話し相 は一味ちがう著名な香山
リカさんをお招きして︑
あるということ︑
手をする︒ときどき縄跳
大きなホールでお話を聞
アジアの優位に立
びやボール遊びに利用さ
ち︑平気で発展途
せてもらっている下山手公 こうと計画している︒不
園の清掃に出かけるなど︑ 登校の子どもたちとかか 上国の人々の人権
15
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にタバコを忘れることがで
﹁禁煙︑その後﹂
きるのか不安で仕方あり
ません︒タバコを忘れたく
あにき
︵今村圭一郎︶ て
禁煙したのに毎日タバコ
の事ばかり考えていま
僕が禁煙を開始してか す︒︒︒こんな事なら最初
ら３ヶ月︑よくここまでき からすわなきゃよかった︒
たもんやと自分で自分を でも！タバコをすってとく
ほめたい気分です︒前回書 することなんてなんにも
いたように︑
フリースクー
ないし︑しかも迷惑かける
ルのみんなのおかげで続け のでがんばってすわないよ
る事が出来ています︒
フリ うにしていきたいと思いま
ースクールにいなかったら
す︒
無理やったと思います︒禁
断症状が激しく︑ ％は常
にイライラしてる感じで︑
最近怒りっぽくなったり︑ 編集中記
短気になったりしています︒
みなさんほんとにごめん
TERA
なさい︒よくはじめの３日
今日も今日とて毎度の
間の離脱症状が現れる時
期が一番しんどくて︑その 如く︑編集中にこの文を
書いている︒原稿や︑
スキャ
後は２ヶ月ほどで禁断症
ン待ちの空き時間を利用
状がなくなり︑普通の生
して︑少しずつ追記してい
活に戻れるなどといわれ
ていますが︑とんでもあり るので︑なかなか頭が混乱
ません︒喫煙経験者でない してきた︒
俺の記憶が正しければ︑
とわからないと思います
が︑タバコがすいたくてた この号は今年の初オーレロ
まらない感覚そのものがい 通信だったと思う︒とりあ
ＫＦＳの行事として
つまでたってもなくならず︑えず︑
スキーに行ったり︑集会
いったいいつになったら完全 は︑
35
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学校は差別しすぎ！

いわゆる“発達障害”の子どもたちと関わることが増えてきました。思えば、私
が生まれて初めて「自閉症」という子どもたちを目にしたのは、中学生のころのあ
るテレビ番組でした。療育士さんらしき人たちが、むずがる子どもを頑張ってだっ
こしていた姿が今でも思い出されます。当時、自閉症は両親の愛情不足が理由とさ
れていたのですね、その大人たちは髪をひっぱられても爪でひっかかれても、子ど
もたちをギューッと抱きしめていたように思います。（その記憶が、私を今の仕事
につないだのかもしれません）
ところが、自閉症は愛情不足が原因ではないということがわかりました。その特
性にあった接し方があるのだということも理解されはじめ、それらの接し方は多く
の場所で試みられています。私も今、その真っ只中にいるのだと思います。どのよ
うに彼らを理解することができるのか、どのようにすれば彼らを理解できるのか、
それを私はいつも忘れてはならないと思います。
それはどんな子どもたちと出会ったときも同じことです。ひとりひとりの無限の
可能性に興味を持って、新しい発見を模索し続けたいものです。

森田 和花

ち

ワカが１年生の時は︑大 しそうにイキイキしていた
﹁不登校﹂とき
勢にうもれて薄い存在で ことです︒
いて私の中ではマイナスイ
した︒
メージがあったのですが︑
でもフリースクールで
みんなの笑顔をみている
は︑言いたいことが言え
て︑思ったことが行動でき と︑本当にこのフリースク
ールに来ることが楽しいん
る！
ワカはフリースクールを選 だろうな︑と感じました︒
んで本当によかったと思い みんなで好きなことをし
ますｗｗ︒
て楽しんでいる姿をみる
このワカの気持ちを認
と私も楽しくなって︑﹁フ
めて下さい
リースクール﹂という場所
わかって下さい
を私も好きになって来る
そして︑テーキを下さい
ことが楽しみになりまし
た︒あと何回かこちらに来
させてもらいますが︑来た
時にはみんなの好きなこ
フリースクール
で過ごして とを少しずつ知っていけた
らいいなと思っています︒
女子中学生のトークについ
谷勝 政美
ていける自信はありま
す 気持ちはまだ女子中
学生のはず！なので
︵笑︶

新しい発見を求めて

！
！

初めまして︒谷勝政美
です︒名前であんなに爆
笑されたのは初めてでし
た︒先生にはいつ名前を覚
えてもらえるのか・
・
・︒愛
称は︑あの
﹁すごいよまさ
るさん﹂
です︒こっちで覚
えてほしいです︒
フリースクールに来てび
っくりしたのは︑
みんな楽

子どもの頃、少食ですごい偏食だったので、給食の時いかに先生に見つからないように家
に持って帰るか（残してはいけなかったので）食べることよりその方に苦労していた私が、
今食べる物を作るのが大好きなのは何故なのか自分でも不思議です。しいていえば自分の持
ってる創造力を一番満足させてくれる事だから・・・かな？ 家庭的な妻とかいいお母さん
であるため（お料理好きというとどうもこうとらわれがちだけれど）全くそうではなく自己
満足でしかないと思います。でも、やっぱり食べてくれる人がいてこそだし喜んでもらえる
となおさらうれしくて、励みにはなります。
お料理関連の本としては、高校生の頃からNHKの「きょうのお料理」のテキストとか、お
菓子の本は作ったことなくても買って見てました。今ではただ手順だけ書いてある本より写
真がきれいとか器とのとり合わせのセンスのいいものといった本にひかれます。雑誌だと
「エル・ア・ターブル」、娘が買うので一緒に見せてもらっています。変わったところでは、
池田晶子さんの猫のダヤンシリーズのようにお話しの中に出てくるお料理やお菓子のレシピ
が集められた本、
ローラ・インガルス・ワイルダーの「大きな森の小さな家」
L・M・モンゴメリーの「赤毛のアン」
ビアトリクス・ポターの「ピーターラビット」
どれも同じような形式で物語も楽しみながら作る楽しみも味わえます。娘が小学生の頃に
初めて買ったのは「わかったさん」「こまったさん」のシリーズで、児童書コーナーで見つ
けたけど今でもあるのかしら？娘曰く今でもクッキーの基本的なレシピはわかったさんにの
ってたレシピだそうです。映画に関しても「ショコラ」「マーサの幸せレシピ」「バベット
の晩餐会」とか
「おいしいねぇ」と言って食べられるのは本当に大事な事で、幸せな事だと思います。人
間関係にも大きく影響する。だから我が家に来た人は何も食べずに帰る事は出来ないのです。
お茶飲んで、お菓子食べて、ごはん食べて、またお茶とお菓子、いろんな事をしゃべりなが
らえんえんとすごすことになってしまうのです。えーっ！どんな家なん？と思われるのでし
たらどうぞ遊びに来てみて下さい。
大石 寿子

学校の生徒とフリース
クールのワカ達を差別し
ていると思います︒
学校はフリースクールに行
くテーキを出してくれま
せん︒
子どもには学校を選ぶ
自由があると思います︒
たいていの子は公立の中
学に行くけど︑たまたまワ
カはそのＳ中学があわな
くてフリースクールを選ん
だだけ︒
中学生が毎日学校に通
うのにワカたちはテーキが
もらえません︒それはお
かしいと思います︒
ワカがフリースクールに
行ってることを友達に言っ
たら︑
みんな
︵ 友達 ︶
はとて
も悪く言います︒
﹃ そんなとこ行くのやめ
な ﹄
ってほかにもいろい
ろ言ってきます︒
でも︑
ワカはフリースク
ールに来て︑まず性格が明
るくなって元気になりまし
た︒

- 考える種⑥ -

！
！
！
！

！
！
！

！
！

！
！
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制服について
あもう
私は︑制服が好きです︒
だからフリースクールに
も制服できたりします︒で
も︑田辺先生は着て来た
らダメと言います︒私はな
んで着て来たらアカンのや
ろぉ？って思いました︒
それでその事を聞いた
ら︑制服自体きらいな子が
おるってきいて︑私は初め
てそういう子もおるんや
なぁって思いました︒
でもやっぱり私は制服が
好きやから︑また次の日も
着てきました︒さすがに田
辺先生は怒っていたけど︑
私は制服が好きやし︑やっ
ぱり今の年齢しか着れな
い物だし︑
いくら中学校の
ヤツを着てるって言っても
アレンジしてるし︑そのア
レンジ代に私はお年玉２
万円もかけました☆☆☆
それを︑田辺先生に言っ
たら﹁それもそやなぁ﹂
っ
て言っていました︒田辺先
生は︑それでとりあえずし
ずかになりました︒でも︑

まだ制服事件はつづいて行
くと思います︒
これからもがんばって行
きたいと思います︒

Actor 後編
大槻 未来
﹁鉄の指輪なのに？﹂
﹁ああ﹂
はじめは信じられなかっ
た︒
ここまでが半年前の話︒
﹁そう言えば最近気づいた
けど︑
アクちゃんって何食
べてるの？﹂
﹁杏のたましいの年月﹂
﹁えっ⁝⁝﹂
﹁嘘だ︒何も食べれるはず
がないだろう﹂
﹁へぇ〜﹂

たの？﹂
こういうふうにわけの
ふりかえるとそこには︑
わからない話もあったりも
見たことのない人がいた︒
する︒
﹁アクちゃんなの？﹂
ガチャン︒
家について︑私は迷わず ﹁そのとおり︒俺はアクタ
ー﹂
キッチンまで歩いた︒
﹁さてと⁝⁝ハンバーグ作 ﹁Actorの意味って俳
優だよね﹂
らなくちゃ﹂
﹁そう︒だから今までの生
﹁杏﹂
活はすべてえんぎ﹂
﹁なぁに？﹂
﹁料理をするなら俺を外 ﹁え⁝⁝﹂
私は言葉を失った︒
してくれ﹂
﹁本当は︑ドラゴンになる
﹁そうだよね﹂
はずだったのだが⁝⁝？﹂
アクちゃんを外してか
ら私はハンバーグを作りは ﹁ドラゴン ﹂
﹁まぁ︑そろそろ時間だか
じめた︒
ら⁝⁝﹂
ゴトッ︑
スパッ︒
﹁えっ？﹂
﹁いたっ！﹂
包丁を落としてしまい︑ ﹁さようなら︒杏﹂
ポン︒
その時に指を切ってしまっ
さっきまでいたアクちゃ
た︒
んは消えていた︒
﹁お〜い杏ぅ〜﹂
指輪はやっぱり消えてい
﹁アクちゃん？﹂
た︒
﹁俺を落とすなぁ〜﹂
この後⁝⁝
﹁ごめん﹂
世界のどこかでドラゴ
私はつい︑切ってしまった
ンが見かけられたらしい
ほうの指でアクちゃんを
⁝⁝︒
台の上に上げた︒
そのドラゴンがアクター
ポンッ︒
軽い音とともに︑
アクち だったのかは︑私にもわか
らない︒
ゃんは消えていた︒
﹁アッアクちゃんどこに行っ
!?
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☆田辺先生へのよせがき - Happy Birthday - ☆

