ORERO
割引券持参の方は、当日一般1,500円、19才以下800円でご参加いただけます。
（小学
生以下は無料）ぜひお越しくださいね。
《開場15:00 開演15:30》会場内で講演などの他、いろいろなボランティアグループ
のパネル展示とともに、交流会を行います。親子ルームもありますので、小さなお子さん
もご一緒にお越しいただけます。
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阪神タイガース、リーグ優勝！
神戸フリースクール１５周年記念祭

木村 蘭

私が神戸フリースクールと出会ったのは、もう7年以上も前のことになる。私はもうその
頃の自分とはだいぶん違っていると思う。でも、神戸フリースクールは変わらない。訪れる
といつでも、出会った頃と同じ心地いい空気が私を安心させてくれる。
そんなKFS独特の空気を説明するのはかなり難しいし、
うまく伝わらないかもしれない。
私が思うのは、親も含めてたいていの大人は、自分たちの価値観の枠の中に子どもを留
めておこうとする。その枠内からはみだした子どもは、なんとかして自分たちの許容範囲に
戻そうとする。その枠を広げようとはなかなかしない。でも、KFSはそうじゃない。そんなわ
けのわからない枠はない。何かを評価の対象にされたりしない。だからありのままの自分
でいられる。人をむやみに非難したりバカにしたりしない。だからいつでも、心から笑うこと
ができる。だから
「心にくくりつけた荷物を静かにおろせる場所」
（by コブクロ
『ここにしか
咲かない花』）
なんだと、私は感じている。
しんどい思いをしている子どもたちにとってもそういう場所であってほしいし、軽くなっ
たその心でいろいろな可能性を発見していける場所として、神戸フリースクールがいつま
でもずっと、そこにあってほしいと心から願っている。

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
※オーレロ通信の一部、または全文の無断転載を禁止します
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祝 周年

僕は神戸ＦＳにごくご
く最近関わらせてもらう
ようになったリョウちゃん
です︒この 年間の壮絶な
歴史を肌で体験はしてい
ませんが︑全国の支援や協
力を得て再出発︒ナベさん
自身が我ながら不思議だ
と︑神戸三大不思議のひ
とつだと？胸を張って言え
るほどの 年間︒
改めて 周年おめでとう
ございます︒

リョウちゃん

15

15

神戸フリースクール 歳 ろう︑子どもはどうした
らいいのかと自問自答す
田辺 克之 る︒ぼんやりと時間が流
れ︑震災直後の記憶はあ
続けていたから︑多くの るが︑それから数日間ど
人に出会えた︒あの時迷っ うしていたのかはっきり覚
ていた︒家の中が大きく揺 えていない︒よどんだ時間
さぶられて︑柱が傾き屋根 を破るように電話が鳴り
が破れ食器はことごとく
続ける︒目を覚ませと電
破壊され︑潮時かなと一瞬 話が語りかける︒そして
迷った︒あのとき波のよう 再出発しようと決める︒
に押しかけるエールがなけ その直後からまるで洪水
れば︑
いま神戸フリースク のように励ましの電話が
ールは存在していないかも あり︑食料や飲み水を届
しれない︒傾いた家屋の中 けてくれる訪問者もあり︑
で家具を片付けていたら︑ ぼくらはヤミから舞い戻
相談の電話が鳴った︒なに ることができた︒おおげさ
もこちらの事情がわから
かもしれないが︑そんな
ない遠方からの電話であっ 感じだった︒
た︒内容は深刻だった︒ほ
ひとつ間違えば︑あの
こりだらけの部屋で︑片手 枕元のテレビの台がこち
に箒を持ったまま︑突っ立っ らに倒れていたら死んで
て相談を聞いたことを︑昨 いたかもしれない︒同じ時
日のように思い出す︒その 間に六千人の命が亡くな
人の消 え 入るよう な 声が︑った︒おれは生かされた︑
そして僕が大きな声で
﹁い お前は生きよとだれかに
まあなたが倒れたら︑子ど 後押しされたように感じ
もはどうするのですか﹂と た︒でもあいかわらずへら
叫んだ声がよみがえる︒そ へらと生きている︒僕もや
してその声は自分の心につ っと白髪が目立つように
きささる︒
いまこのフリー なってきた︒そろそろ一人
スクールの灯を消したら︑ 前かな︒これからかな︑お
子どもはどこへ行くのだ
もしろいのは︒

15

大石

フリースクールを取り巻く
たくさんの人々との出会
いに︑多くの刺激をもらい
ました︒これからも子ども
達と共に歩んでいく︑人と
人との輪の中に僕も交わ
っていきたいと思います︒

フリースクールにかかわるようになって、たくさんの子ども達に親しくしてもらってきた。年令も親
である立場もぬきにして、一人の人としてどう思い、何を考えているか子ども達には見ぬかれてしまう
から、おかげで常に自分を見つめる事が出来た。
「トラウマの国」（高橋 秀実 著）という本は「自分探し」とか「トラウマ」とか「スローライフ」
とか取り上げて、そういう事にきまじめに取り組んでいる人達と、何かギャップを感じて居ごこち悪そ
うにしながらもあい対している作者とのかけひきがおもしろくて、笑いながら読んでしまった。
「自分」というものを「はっきさせる」という話しのところで――人にはこう考えられているが、こ
う考えている私。あるいは、こう考えているが、人にはこう考えられている私。こういう形にするとメ
リハリが生じます。実はこのメリハリ部分で私たちは「私」を実感できるのではないでしょうか。――
という部分がありました。
私もいろんな人とのかかわりの中で、自分探しをしていたわけでもないのに今まで知らなかった自分
のあんな面、こんな面、と気づかせてもらった。年をとる事は確かに体力は落ちるし、目は老眼でかす
み、大好きな本も読みづらくなるし、顔にはシミやシワが増えてせつない想いもするけれど、こうして
内面的には自分の事がだんだんわかってきたり、柔軟な物の見方が出来るようになって「年を取るのも
いいもんかも?!」と私は思っている。何であれ、年月を積み重ねていく、続けていくという事は大きな
意義があるんだとやっと今ごろ気がついた。
世の中は動きが早くていろんなものがどんどんかわっていく。だからこそ、フリースクールがただそ
こに[かわらずにある場所]として存在し続ける事は大切なのではないでしょうか。
一日、一週間、一ヶ月……と、いつのまにか15年たっていたという事なんだろうけどその間この「居場
所」でどれだけたくさんの子ども達が時をすごしてきたのか……そして、これからもまた……

15
15

15

- 考える種⑦ -

いのだ・
・
・
・と︒
なんやろ
揺れる心
まもなく麻里は帰ってき
ます︒また︑新しい旅立ち
えりな
まりママ
の時に備えてこの言葉を
ずっと忘れないでいようと
神戸フリースクール 周
年祭おめでとうございま
子どもはあなたの子ど 思っています︒
す︒
もではない︒
︵
ご参考までに︶
自分では何を書いたら
あなたの弓によって
レバノン生まれの詩人カー
いいのかわからないので先 生きた矢として放たれる︒ リル・ギブランは１９３１
生に言われた︑自分にとっ
弓をひく あなたの手 年に亡くなりました︒哲
ての
﹁フリースクールの意
にこそ喜びあれ︒
学者・画家でもあった著者
味﹂
について書いてみます︒
の
﹁
Ｔ
ｈ
ｅ
フリースクールは私にと
子どもは明日の家に住 Prophet﹂
は 数
って⁝なんやろ︒
んでいるので
カ国語に訳され今も世界
そこまで深く考えた事
あなたはそれを訪ねる 中の人々に愛読されてい
がないからわからないかな ことも夢みることもでき
るそうです︒
⁝︒
ない︒
でも学校みたいに絶対行
ただ 弓をひくあなた
アイラブ
かなきゃダメって所じゃな の手に喜びあれ︒
くて︑行って楽な所︒自然
フリースクール
カーリル・ギブラン著
に足がむいちゃう所︒
﹁預言者﹂より
毎日楽しくて︑時間が
はまじ
過ぎて行くのが早い︒
今年のはじめに読んだ
高校の卒論を書くため
まあとにかく大好きな場
本三砂
︵みさご︶
ちづる著 にフリースクールを訪れて
所︒
メンタル
なんか宣伝ぽくなった⁝ ﹁オニババ化する女たち﹂ 早六年︒その間︑
これからもここでのんび に引用されていた詩です︒ フレンドとしての活動や︑
りすごしていけたらいいな︒いいなと思って書きとめて ひきこもりを題材とした
映画﹁ｈｏｍｅ﹂
の上映会︑
先生！次は 周年祭め いたこの言葉が 麻里の
短期留学に際して揺れる 大学の卒業の祭にはフリ
ざそうね！
心を支えてくれました︒ ースクールメンバーと一緒に
このとまどい︑不安︑寂し
卒業祭にも参加させても
さは︑私だけのものではな らいました︒子ども達や︑
20
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未来劇場
姉妹

大槻 みらい
私達姉妹は仲が悪い︒
見ためはすごく似てい
るし︑歳も四歳もはなれて
いるのに仲が悪い︒
私の母親は昔すごく有
名な科学者だったらしい︒
でも母さんは︑私たちに隠
し事をしているみたいだ︒
母さんをジーッと見つめる
と目をそらすのだ︒︵私達
が隠し事をしているとき
も︑そうなる︒︶
﹁お昼ご飯よー︒﹂
母さんの声︒
﹁今行く〜︒﹂
私が台所におりて行く
と︑緑
︵妹︶
が出て行く所
だった︒
﹁あれ？昼御飯は？﹂
﹁もう食べた︒﹂
﹁あっそ⁝︒﹂
私は台所に入っていっ
た︒
﹁キリカに話があるんだけ
ど⁝︒﹂
母さんは何か決意をし
たようだった︒
﹁何の話？﹂
﹁先に御昼食べなさい︒﹂

昼御飯はこれまで食べ
た中で一番おいしかった︒
私が御飯を食べている
途中で一回だけ台所から
出ていった︒
﹁それで何の話なの？﹂
﹁ずっと黙っていたのだけ
ど︑あなた達はある意味
双子なの︒﹂
﹁えっ？どうゆう意味？﹂
私はお母さんの言ってい
る意味がわからなかった︒
﹁だって私たち四つもはな
れてるし⁝︒﹂
﹁歳がはなれているだけで
しょ？﹂
﹁⁝︒﹂
私は言葉を失った︒
﹁あなた達二人はクローン
なの︒﹂
﹁まってー︒私と緑がクロー
ンなの？それとも⁝︒﹂
﹁二人とも私のクローンな
のよ⁝︒﹂
﹁なっなんで母さんにクロ
ーンがいるのよ！﹂
私はいつの間にか叫んで
いた︒
﹁十四年前︒私はクローン
技術を成功させようとし
た︒でもそれは失敗したの
よ︒それが今のあなた︒﹂
﹁どこを失敗したの？﹂

﹃ 不登校生のＰＴＡ﹄ ものについて真剣に考えたこ
のすすめ︒ とがなかった︒いや︑娘が学校
という場所に通っている間考
えることを後回しにし︑学校
ともパパ
にすべてを任せていたという
のが正確なところだ︒娘にと
﹁不登校﹂という言葉は現
っ
て
の
最
初
の
不
幸は︑どうや
在︑社会的にポピュラーな日本 らとんでもなく
〝へなちょこ〟
語として定着している︒
な父を持ったことにあるよう
しかし︑﹁不登校﹂とはどうい ︒後回しにしていたツケが
だ
う状態なのか？
娘の不登校によりメッキが剥
この問いかけへの明快な回答を がれるように露呈してしまっ
現在も得るには至っていない︒ たというわけである︒
上の問いのきっかけになったの
その煽りを食ったのが娘だ
が︑娘の
﹁不登校﹂
によってであ ったわけで︑
これまたご愁傷
った︒現在︑娘が学校に行かな 様というしかなく︑あの嵐の
くなって１年と９ヶ月︒随分元 ような時期を娘はどのよう
気になった︒振り返れば昨年１ に耐えたのか︒
いま振り返る
年間は暗黒の時代であった︒ と冷や汗ものである︒
当初︑娘に対して何を？どの 中学校へ
﹁不登校生のＰＴ
ようにすれば？全くわからず Ａ﹂設立のお願いにあがったの
不安や焦りばかりが先走ってい は︑
このような経験を土台と
た︒孤立感から心が折れそうに していた︒KFSの田辺代表
もなった︒不理解から娘に理不 からのアイデアがきっかけで
尽な発言をし︑時には強圧的 あった︒というわけで担任・学
な態度で恫喝という暴挙に出 年主任・校長と話をしたが結
たこともあった︒反発し苦しん 果はNOであった︒概ね予想
でいる娘を見ながら︑何処か遠 はしていたものの子どもに一
くへ行ってしまう気がして押さ 番近い教育機関の現実を目
えようのない不安が波のよう の当たりにして︑残念でもあ
に次から次へと押し寄せてい
り
悲
しくもある︒
た︒
不登校を選んだ子どもは
正直に告白すると︑私は娘が 当初︑睡眠障害などにより傍
不登校になるまで教育という 目にはのんびり生活している

なぜか私は落ちついてい
た︒
﹁それは知らなくていいの
よ︒﹂
母さんは︑ポケットから
拳銃を取り出した︒
﹁ごめんねキリカ︒あなた一
人だけで成功させようと
がんばった︒でも失敗し
た︒だからかなしいけど
⁝︒バイバイ⁝︒﹂
ドン︒
私は痛みを感じなかっ
た︒でも私は撃たれたの
だ︒これが母さんの失敗だ
ろう︒母さんはなぜ私を
十四年間も生かしたのだ
ろうか⁝︒私は真実を知
らないうちに意識がとお
くなっていった⁝︒

ように見えるが︑その内実は
相当にダメージを受けている
のである︒携帯電話を使って
でも繋がりを求めようとし
ている子どもたちが︑自ら好
んで集団を離れるはずがな
く︑消去法的に学校から離れ
ることを余儀なくされたと
見るのが自然であるからだ︒
親も同様で︑ある日突
然︑学校に行かなくなった子
を前に狼狽し︑その日から不
安と苦悩の日々が始まるわけ
でボディーブローのようにダ
メージが蓄積していくのであ
る︒そして︑その情報源に一番
近い学校からは明快な回答
を得ることができず︑親子と
も孤立し孤軍奮闘すること
となる︒
私は︑
はじめに
﹁不登校﹂と
いうものについて明快な回答
を得ていないといった︒
しかし︑
このことは考え続
けなければならない︒
適切な情報の提供と教師
や父母たちが繋がる場とし
ての
﹁不登校生のＰＴＡ﹂
は︑
その為のささやかな第一歩で
ある︒自然物としての人間は
決して孤立して生きられる
ようには作られていないはず
だから︒

ち

１５さいのお誕生日おめでとう。
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明石フリースクールが生まれたのは１５年前。途中で震災にも負ケズ神戸フリー
スクールとなって、そりゃあ大変な時もあったでしょうけど、この厳しい世の中を
よく生きてきましたね。いろいろな人たちに育まれてきた、この神戸フリースクー
ルがもっと長くたくましく生きていけるよう、これからもたくさんの人たちとの出
会いを大切にしてほしいなぁと思っています。かくいう私も、フリースクールと出
会って、そのおかげで、今まで知らなかった世界を見ることができ、味わったこと
のない多くの興奮と驚きと楽しみを経験させていただきました。フリースクールと
出会えたこと、フリースクールが今ここに存在してくれることに感謝します。
長生きしてね。

ニュージーランド
からのレポート
まりちゃん

んって思ったからだ︒
光景が見られた︒そこで小
そして不登校になったぁ︒ 学５・６年生の保護者が中
最初は親にも怒られた 心になって署名を集め︑校
し︑しんどい時期だったけ 長と交渉した︒
﹁やがてそ
ど﹁KFS﹂︵神戸フリース ういう時代も来ると思う
クール︶
に来て︑変わった︒︒ ︑今年は無理﹂との説明
が
めっちゃ楽しい事が毎日あ
で
あった︒あとからわかっ
って︑周りのみんなもめっ
たことは︑その校長は来年
ちゃ優しくしてくれる♪
今は︑あの時死なんでよ 定年で︑次の校長にまかせ
るとのことだった︒ややこ
かったぁって思ってるし︑
しい事は先送りする習性
KFSに出会えてよかっ
が身に着いてしまったのだ
たぁって思ってまぁす︒
ろう︒似たようなことだ
が︑明石の教育委員会に
﹁通学定期﹂を認めてほし
いと交渉にでかけたとき
も︑﹁神戸市はどうだろ
う﹂と委員が言ったのを覚
えている︒
いや今は神戸市
の問題ではなく︑明石市
内の子どものことでお願
いに来ているのだから・
・
・
と︒だれよりも先駆けてや
ろうなどという熱心さは
感じる心
なく︑不登校の子どもた
ちの実情を知ろうともし
ない︒教育のプロに
﹁感じ
る心﹂を要求するのは無
理なことなのだろうか︒ほ
んとうに情けなかった︒お
まえがやれよ︑と言いたか
った︒おそれずに︑まわり
と歩調を合わせることだ

けに汲々としないで︑不登
校の子どもや保護者のた
めに一肌脱ごうという気持
ちにはならないのか︒
そして次は神戸市の教育
委員会である︒その前に
県も行ったが︑窓口が違う
と署名をつきかえされた︒
全国ネットにも呼びかけ
て集めた２６００名あまり
の署名である︒それを持
参して︑不登校生の
﹁ 通学
定期券購入﹂をお願いに︑
フリースクールの子ども２
人といっしょに神戸市役所
に出向いた︒しかし回答は
﹁時代の流れで︑
いずれ改
善されますよ﹂と他人事
のように話すのを︑子ども
は見逃さなかった︒
﹁そん
な態度が不登校生を追い
詰めるのが︑わからないの
ですか﹂と加奈ちゃんが叫
んだ︒流れをあなたが変
えようとはしないのです
かと僕も質問したが︑兵
庫県は関東とちがってハー
ドルが高いのですという回
答だった︒
ハードルが高いと
いうのは︑
いかに子どもに
対する人権意識が低いか
ということで︑自分たちが
駄目な教育者ですと言っ

ともこ

︵田辺

克之︶

ているようなものです︒し
かも子どもたちの前で︒
あれからもう 年以上経
つかな︒先日知り合いの県
会議員から電話があって︑
県の教委は
﹁購入できるは
ずだ﹂と言っているから︑
い
ちど一緒に市教委へ行きま
しょうと言ってくださっ
た︒でもこれまでのいきさ
つを考え︑また情けない気
持ちになって帰ってくるの
かと想像すると︑足が重
くなるが︑父兄にも同行
してくれる方ができたの
で︑
ひさしぶりに市教委の
考えをうかがいに行こう
かなと思っている︒
あっ︑呪文を忘れてしまっ
た︒
いや思い出したぞ！そ
うだこの扉︑﹁開けゴマ﹂︒

私は今︑不登校です︒何
で不登校になったかは︑
い
じめにあったのと︑友達関
係が普通の時でも息苦し
かったからです︒なぜ息苦
しかったかは︑私はいっつも
いじられる役で友達とかい
じってきてそこまでは普通
なんですけど︒
いじり方が
日に日に強くなってきて︑
ついに・
・
・
﹁天羽のお金でお
菓子買おうやぁ﹂とか言っ
て買わされたり︑
トイレに
とじこめられたり︑頭を何
回もたたいてきたり︑﹁死
ねやぁ﹂とか言われた
り・
・
・
・
全部冗談で言ったりし
てるんかもしれへんけど︑
うちはめっちゃつらかった︒
そして︑
１年間こんなん
が続いた︒その１年の間︑
うちは２回集団無視され
た︒精神的につらかったし︑
親にあたったりもしたし︑
死のうかとも思った︒で
も︑死ねなかった︒なんで
かはこんな奴ら
︵学校の
人︶
のせいで︑なんでうち
は自分で死ななあかんね

たいってずっと思ってたけ
てからは︑小学校︑高校︑ ﹁不登校﹂
ど今は１日がすぐ終わっ
大学を回ったり︑井戸やた
ちゃうって思ってる︒あと３ くさんの豚を見ました︒ど
日かぁ︒︒︒
って毎日カウン こに行っても暖かく迎えて
トダウンしてます︒︵笑︶ くれてお料理もすごく美
味しかったです︒豚肉と酸
BBSより抜粋
味の効いたスープ︑甘い野
菜炒め︑もう一度食べたい
です︒さよならパーティも
ダンスをしたり︑
はじけま
した︒
びっくりしたことが︑
二
つあります︒
一つはフィリピ
ンは暑いと思い込んでいま
したが︑
バギオは山の中で
寒かったこと︒向こうで上
着を買ったほどです︒
もう一つは虫が意外と少な
かったこと︒よくわからな
い虫にたかられるんじゃな
いかと思っていました・
・
・︒
この旅でたくさんの人
や物との出会いがあり︑普
段考えないことや気付か
ない事がたくさんあって︑
行けてよかったなぁとしみ
じ﹁
みい
感
︒言って
っじ
てて
おい
いま
です
﹂と
くれた先生︑引率してく
れた桑原さんを始め一緒に
行ったメンバーや︑向こう
のホストファミリー親切に
してくれたたくさんの人
に感謝の思いで一杯です

9/2 こんにちは︒ま ﹁フィリピンに行っ
りです︒
てきました！﹂
突然ですが︑
ニュージーラ
ンドに行く事になりまし
た☆ホームステイをしなが
よっぴー
ら語学学校に通う事にな
ってます︒
東︑美歌ちゃん︑私も三
多分ホームシックになる確
人とも初海外でパスポー
率１００％ですｗ
トの申請やらバタバタして
9/
konnichiwa! しまいした︒８月１５〜２
minnagenkin ０日までの5泊6日︑最初
ishitemasuk の2泊はバギオで後の3
a?watashiha 日はマグパパラヤオ村でホ
,dounikatan ームスティさせてもらいま
oshikuyatte した︒
バギオではリハビリテェ
masu
︵ warai ︶
9/
今︑語学学校 ーションセンターやろう学
から書いてます︒昨日とは 校︑市場︑ショッピングセン
別のＰＣでやったら日本語 ター︑将学生の家等を回
打てました！こっちは今︑ り︑向こうのスタッフと一緒
８時５０分︑日本は６時前 にご飯を食べたり︑最後の
パーティでは歌や踊りをし
ですよね︒学校は授業が
てくれました︒私たちも
分かんない︒︒︒
/5 ちくりん︑
レス ﹁涙そうそう﹂をさんしん
ありがとう☆ちなみに今 にあわせて歌ったり︑向こ
はランチタイム︒１ヶ月︑ うの結婚式でする踊りに
最初の２週間はホームシッ も参加しました︒
マグパパラヤオ村に着い
クになったりして早く帰り
10

ずいぶん以前になるが︑
明石市内の学校がまだ
﹁丸刈り﹂を強制していた
ころ︑それが中学生らしい
身なりだと教え︑違反す
る生徒のうしろからバリ
カンを持った教師が追いか
けるという漫画のような
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