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たのみの綱がなければ、子どもも大人も
たのみの綱がなければ、子どもも大人も
自殺へと進んでしまうことがある。（共感すること
自殺へと進んでしまうことがある。（共感するということより）
より）
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くださって︑本当に何かお
役に立てるのか︑実は心配
共感する
です︒ただ︑みなさんと違
ということ ２
(
)
うのは︑毎日︑不登校の子
︱高知県土佐町での講演要旨︱
どもばかりと 年間かかわ
ってきたことくらいです︒
子どもの心の底からしぼ
兵庫県では不登校が年々
り出すような声に︑じっと
増加傾向にありますが︑こ
耳を傾けてくれる人がいた
こ中土佐町ではいかがでし
ら︑それだけで子どもは安
ょうか︒
心できます︒子どもの話し
年前︑文部科学省は︑小
ぶり︑雰囲気︑空気が普段
中学生の不登校生が 万人
とはちがうなと感じたら︑
と発表︒ 年前︑兵庫県の
手を止めて︑できるだけ自
明石市でフリースクールを
然にじっと耳を傾けてほし
はじめたころはまだ︑ 万
い︒夕食の時間が遅れるか
人に達していませんでした︒
もしれない︒他の兄弟がむ
ところがそれから︑ 万人
ずがったり︑不満をもらす
以上増えたんですね︒これ
かもしれない︒でも今は何
は︑嘆かわしいことでしょ
もかも打ち捨てて︑じっと
うか︒子どもが学校をいや
耳を傾けてほしい︒そして
がるようになったのは︑昔
せかさないで︑冷静に﹁聞
く﹂ことに熱中してほしい︒ に比べて学校に︑魅力がな
くなったからではないでし
たずねることはひかえめに
して︑話の腰を折らないで︑ ょうか︒もしそうなら︑そ
んな魅力のない学校にして
しぼりだすような小さな声
しまった大人たちが︑反省
に︑耳を傾けてほしい︒
しなければならないでしょ
う︒
私は︑小学校 年生のと
き︑奈良県のいなかの親類
に預けられていましたが︑
隣のクラスの永井という教
師が︑休み時間にバリカン
本日は︑こんなすてきな
街に呼んでくださってあり
がとうございます︒
子どもの教育については︑
専門家のみなさんが私ごと
き素人同然の人間を招いて
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で散髪してくれました︒と
ころが︑もうすこしという
ところでチャイムが鳴り︑
﹁あとは次の休み時間や﹂
と教師に言われ︑僕はモヒ
カンのような頭のまま︑教
室に入って授業を受けまし
た︒そんな和やかな空気が
僕の小学校時代にはありま
した︒また︑担任だった松
本先生というおばさん先生
を思い浮かべると︑いつも
笑顔で話しておられた姿が
浮かびます︒それがいった
い︑どうなってしまったの
でしょう︒あんなに楽しか
った教室は︑この 年でど
こに行ってしまったのでし
ょう︒
不登校は︑子どもの問題
ではありません︒魅力の乏
しい学校にしてしまった大
人たちの責任であり︑その
ことを嘆くべきでしょう︒
不登校は家庭の問題でもあ
りません︒ある神経科医に
﹁小さいころのスキンシッ
プが︑少し足りなかったの
では ･･･
？﹂と言われた母親
は︑﹁ああ︑もう手遅れだ
﹂と感じたと話していまし
た︒そんなばかなことはな
い︒子育ては失敗だらけで
50

す︒乳ばなれや︑トイレの
訓練などがスムーズに行く
子もいるし︑遅い子もいま
す︒それは︑子育ての失敗
ではなく︑子どもの個性な
のです︒
不登校を︑子どもや親な
ど個人の問題としてとらえ
ていたのは︑ 年ほど前の
話で︑それでは何も変わら
ないと文部省も気づいて︑
不登校はどの子にも起こり
うる︑と発表したのです︒
だれにでも起こるからとい
って︑お父さんやお母さん
がすぐに不安になることは
ありません︒しかし予防策
もありません︒日常的な人
間関係の中で起こってくる
ことですから︑予測するこ
とはできません︒ただ︑不
登校になってしまったとき
に︑親があわてないことで
す︒いじめや体罰など︑子
ども一人では解決すること
ができない事態に直面した
とき︑本能的というか︑反
射的に身を守る行動に出た
わけですから︑きわめて正
常な反応なのです︒中には
子どもの反応を理解できず︑
パニックになる親がいます
が︑そのことで一層︑
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子どもの不安や罪悪感を大
きくしてしまうので︑まず︑
親が腰を落ち着けて︑出来
るだけ冷静に子どもと向き
あうことが必要です︒今ま
で楽しく通っていた息子や
娘が︑急に登校しなくなっ
たわけですから︑よほどの
ことが起こっているのです︒
だからしっかり受け止め︑
子どもの選択に共感する努
力をしてほしいと思います︒
共感するとは︑その行動を
理解し︑その生き方︑その
選択にエールを送ることで
すから︑指導したり︑矯正
したりすることではありま
せん︒この時代にあぐらを
かいて︑なに不自由なく生
きている人たちには理解で
きないことでしょう︒なん
の疑問も抱かずに学歴レー
スを駆け上ってきた人には
ピンとこないかもしれませ
ん︒ぼくは︑自分の息子が
小学４年生で登校拒否宣言
をしたとき︑ラッキーと思
いました︒それから 年間
フリースクールで一緒にす
ごしてきましたが︑その生
き方に感動しています︒不
登校というのがこんなに楽
しいものなのかと教えられ
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てきました︒みなさんにも︑
できれば不登校に感動して
いただきたいと思います︒
不登校という選択は︑自分
を守るためには避けられな
い道なのです︒心根の優し
い子どもたちは︑競い合い︑
傷つけあう醜い人間関係に︑
なんとかみんなと合わせよ
うとぎりぎりまで努力する
のですが︑最後にはもうく
たびれて︑からだも心も磨
り減って︑熱が出たり︑腹
痛を起こしたり︑からだが
﹁これ以上学校に行くな！
﹂と命令するのです︒
子どもが行きたがらない︑
いやな場所に学校が変化し
てしまったことに大人は気
づくべきです︒たかが学校
と軽く言える大人が少なく
なって︑学校の存在が肥大
化し︑家庭も地域も学校依
存症に侵され︑教育に対す
る自由な発想が消えてしま
ったように思います︒﹁学
校がだめならうちでなんと
かしましょう︒﹂とわが子
の教育を引き受ける親であ
ってほしい︒
ここ土佐は︑竜馬の故郷で
す︒時代からはみ出した男
が新しい時代を切り開いた

ように︑大人たちには理解
できない不登校生こそが︑
次の時代を開くことになる
かもしれません︒
土佐の人は男も女も度胸が
あって︑太っ腹だと聞いて
おります︒だからたとえ自
分の子どもが不登校になっ
たとしてもあわてたりする
ことはないでしょう︒﹁た
のみの綱﹂である親がどっ
しり構えてくれたら︑子ど
ものいのちは安全です︒ど
っしり構えて︑しっかり子
どもの声に耳を傾けてくだ
さい︒ていねいに子どもの
話を聞くことに慣れていな
い国民ですから︑その訓練
をしてください︒︵当日会
場で︑みなさんに１分間目
を閉じていただき︑自分の
子どもの顔を思い浮かべて︑
口元に注目してください︒
とご無理申しました︒︶
助け合うことも﹁聞くこと
﹂から始まるように︑子ど
もの人権も子どもの声をて
いねいに聞くことから始ま
ると思います︒ぜひその努
力を・・・︒
ここでひとつお願いした
いと思います︒この土佐か
ら子どもの自殺が出ないよ
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う今日ここにお集まりのみ
なさんがその一点に取り組
んでいただけたらと思いま
す︒

※片道
キロ走行して神戸
から中土佐まで行ってきました︒
おいしい鰹のたたきを目に浮か
べながら︑うきうきした気分で
中土佐町の教育委員会に到着︒
やさしい眼の教育長と超阪神タ
イガースファンの次長に応接間
に案内され︑阪神の話題に盛り
上がっていたら︑そこへ教育長
に信頼の厚い梅原さんが登場︑
この人がいなければ︑この遠い
土佐へ来るチャンスがなかった
と思います︒驚いたことに百人
以上の先生たちがぎっしり講堂
に集い︑つたない小生の話にじ
っと耳を傾けてくださり︑集会
後も個人的にお話をする機会が
あり︑その上二次会では心から
の歓待を受け︑忘れがたい交流
の場を設けてくださり︑ほんと
うにありがとうございました︒
しかし︑土佐の人はホンマに男
も女も酒に強いのがわかりまし
た︒
追伸・・・これはあくまでも
原稿で︑当日原稿を見ないでし
ゃべり続けたため︑ずいぶん脱
線してしまったことを︑ここに
お詫びいたします︒
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﹁第２章﹂
愛依
5

10

第２章の私は︑おばさんキ
ャラがみにつき︑ここでも
自分流にやっている︒
ある日突然︑お母さんが︑
﹁あんたは︑ぶつぶつ文句
いいながらも先生の事︑信
頼してるんやなぁ〜﹂
えぇありえないと思いなが
らも︑もしかしたらそうか
もしれんなぁ〜と思う自分
がいて︑笑ってしまった︒
これからピースランにむけ
て暑い夏が始まる︒一つ一
つを重ねながら︑いまだ体
験しない未来を一つずつ体
験していくのだろう︒第
章は︑書き終わるまでに︑
あと 年半残っている︒今
中学生は︑進路の問題に悩
んでいる︒私はどうどうと
﹁未定です﹂と言い切る︒
ま〜ぁのんびり生きていこ
う︒でもこの時間を大切に
生きていこう︒
そして第 章つづく

4
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大森
私が不登校になって 年
目になる︒舞台は︑小学校
から中学校になった︒新し
い家に引越し︑おまけに引
越したのでまた︑新しい中
学校へ通うことになった︒
︵通うと言っても私りゅう
だが︶前の中学校は山の上
にあった︒
今度の学校は︑こうぎょう
ちたいの中にある海の側︑
担任は石田純一に似ている︒
得に困った事はないが︑石
田純一は︑ちょっとシツコ
イかなぁ〜︒第 章になっ
てもかわらないのは︑フリ
ースクール︒フリースクー
ルには︑新しい仲間が増え
初めている︒ 時になると
フリースクールに来る子が
いる︒先生が
﹁メイの初めて来た時の事
思いだすなぁ〜﹂
そうだ︑第 章では︑ 時
になるとフリースクールに
到着してたのだ︒初めて神
戸みたいな都会にきて︑目
をパチクリさせていたのだ︒
なんだか懐かしい︒まぁ〜
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ＴＥＲＡ

それぞれ子どもたちの話を
別れがあって︑現在の自分
があるのは 色
( んな意味で ) 聞いては︑﹁どんな子なん
やろう﹂と︑会える日を想
ＫＦＳの皆のお陰だと思い
い描いています︒
ます︒
そろそろスペースも埋ま
これからは︑ちょこちょ
ってきたというところで︑
こ暇を見つけて︑遊びに行
結局今まで何度も書いたよ
きますんで︑遊んでやって
うに こ｢れからもヨロシク ｣ ください︒よろしく！
という言葉で終わりにさせ
てもらおうと思います︒
やわらかアタマ

ちくりん
にわかにフリースクール
の存在がクローズアップさ
れているようだ︒学会に田
辺先生が呼ばれたり︑教育
委員会の講演に招かれたり
⁝子どものことを真剣に考
えようとしている大人たち
が︑や〜っと少しずつ視野
を広げ始めているのだろう
か︒
ある学校の先生が話して
いた︒
﹁学校にいると︑学校のこ
としかわからなくなるんよ
ね﹂
学校の世界が全てであり︑
学校が大好きな先生にとっ
ては︑学校に行けない子ど
もを理解するのがことさら
難しいらしい︒﹁学校以外

になにがあるの？﹂そう思
っても仕方のないことかも
しれない︒学校をフツーに
通過してきた大人も同様で
ある︒けれど︑そこから脱
皮する発想を大人が持たな
ければ︑と思う︒かたいア
タマではなかなか難しいこ
と︒
田辺先生の話を聞いた人
は︑少なからずカルチャー
ショックを受ける︒目から
ウロコってことかもしれな
い︒不登校ってスゴイ！と
今まで思ってもいなかった
ような感想をもらす人もい
る︒先生の話し方もおもし
ろい︒やわらかすぎるアタ
マのせいか︑話がクルクル
と変わる︒エンジンがかか
ったかと思うと︑オーバー
ヒートすることもある︒
原稿があるようでない話し
ぶりに﹁またいい加減だな
ぁ﹂と私は思いながら︑で
も会場のみなさんにはちょ
うどいい加減だと感じる︒
フリースクールは何年か前
よりも︑少し裾野を広げて
いるように思える︒学校に
行けなくてもいい︑誰もが
そう納得できる日はもうす
ぐかも︒
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はじめまして︑
わたるです︒
昨年のメンタルフレンド
養成講座に参加したのが︑
運のつき︒いやいや︑フリ
ースクールに関われるよう
になった︑大事な縁︒その
後︑引きこもりをテーマに
した映画﹃
﹄の自
主上映のスタッフとなり︑
現在は︑メンタルフレンド
一期生として九月からの始
動に向けて準備のお手伝い
？普段は学校へ通いながら︑
学童保育サークルで指導員
として︑子どもたちにもて
遊ばれ︑ダメ出しされる日
々︒その為︑なかなかフリ
ースクールの子どもたちと
接することができないのが
残念！先生やちくりんに︑
h
o
m
e

新年度を迎えて

8

題名にはこう書いたもの
の︑カレンダーはもう 月
をめくって 月に入ろうと
しています︒
その ヶ月間︑自分自身
には色々なことがあったよ
うな無かったような⁝⁝
というのも︑まぁ︑はし
ょって書いちゃうと︑ 月
に予備校へ入学して︑ 月
に予備校を辞めて︑結局元
の木阿弥なんていう現状に
あったりするので 笑
( )
改めて現状を見直してみ
ると︑こうして今︑空きス
ペースをこんな駄文で埋め
ているあたり︑結局ＫＦＳ
出戻り男になっているわけ
です︒
まぁ︑現状が変わってな
かろうと︑自分としてはそ
れなりに考えることがあっ
て︑まぁ︑その目標から︑
大学へ行くというプロセス
を排除して頑張ろうと思っ
たからなのですが︒
思い起こせば俺がＫＦＳ
へやって来てもうすぐ 年︒
その間に︑色々な出会いや
4
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ことも数知れずありました︒
田辺先生との出会い
中学 年の終わりから適
応教室へ通い始めました︒
福田 五十鈴 子供が休むと親もひどく落
ち込みました︒子供が動か
ないと親は何かをする気力
﹁不登校って色に例えると
さえ失います︒毎朝学校か
何色だと思いますか？イメ
ら︵善意の介入︶電話が鳴
ージする色のマジックを使
り響き︑その電話もストレ
って書いてみて下さい︒﹂
スになりました︒この家族
﹁生きる力って何が必要だ
の危機に︑父親も同様に力
と思いますか？書けた人か
ら壁に貼っていきましょう︒ を落としました︒そして彼
も︑長女につらくあたりま
﹂と︑このようにして︵先
した︒次女に愛情を注ぐと
生が講義をするというより
いう形で長女の存在を無視
︶参加者に問いかけ︑考え
し︑期待を諦めようとしま
を引き出していくというス
した︒モビールのようなつ
タイルで︑田辺先生のセミ
ながりを持った家族が︑そ
ナーは始まりました︒
の家族を循環する空気の中
わたしは︑昨年三木市の子
で皆の気持ちが疲れ︑病ん
育てセミナーに参加してい
でいました︒
ました︒
田辺先生に出会ったのは
ちょうどこの家庭の危機の
長女が
(Learning
の診断を受けた 時代で︑長女が 歳の秋か
Disability)
ら冬の事です︒
のは４年生の時でした︒
学校への行きづらさを抱え︑
続く
親も子も地獄のような日々
が始まりました︒行き渋る
娘を︑無理やり車に乗せて
学校へ送ったことも︑﹁今︑
学校で勉強しなくてどうす
るの﹂と精神論を語ったこ
とも︑娘につらくあたった
L
D
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﹁音楽への思い﹂
昭代

20

﹂や﹁音が苦﹂にならない
ように︑色んな音を楽しむ
﹁音楽﹂を探して︑自分自
身楽しみながら好きなこと
をやっています︒﹁音楽﹂
があり﹁人の和﹂が
ある︑そんな空間が作れた
らいいなぁ︑と感じていま
す︒
フリースクールでも︑多く
の仲間と素敵な音を重ね合
わせられる︑ここちよい時
間を共有できれば︑と思っ
ています︒

6
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杉浦

子どものころから﹁音楽﹂
が好きでした︒
レコードを聞いたり︑歌を
歌ったり・・︒
ピアノも習いましたが︑先
生との相性が良くなく残念
ながら︑あまりいい思い出
はありません︒
歳の時︑お年玉をはたい
てギターを買いました︒
︵知る人ぞ知る︑明石銀座
通りニシキヤで︶︒ 代半
ばまでギターを弾かない日
はなかったように思います︒
ちゃんとした
練習というより︑寝転んで
おなかの上にのせて弾いた
り︑持ったまま寝たりして
いました︒いやな事があっ
た時︑ポロンポロンと弾い
ていました︒今もその
円のギター︑大事
にとっています︒
才の時︑クラシックギタ
ーにのめり込み︑その結果︑
一生ギターと共に暮らす生
活となりました︵夫はギタ
ー弾きです︶
﹁音楽﹂が音を学ぶ﹁音楽
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月からスタッフとして
仲間入りさせてもらう小泉
貴姫です︒フリースクール
について正直全くといって
無知な私ですが⁝
ここへ来て皆が心から温
かいなと思ったのと︑一人
一人︑豊かで素敵な個性を
もっているなと感じ︑私も
この場で皆から色々刺激を
もらいつつも皆のサポート

役になっていきたいと思っ
い会話が交わされて︑わた
あたらしいスタッフ
いますのでどうぞよろし
の紹介 しはかえってそれに臆した て
くお願いします︒
りしてしまいます︒わたし
奥ちゃんで〜す
はいままで︑あんまり自然
奥野 江里子 体でいたことがなかったの ふ に ふ に
かなあ︑と思います︒淡路
島の海で遊んだり︑畑の手
城間 雅之
伝いをしたり︒特別な技術
はいらないけれど︑ごまか
僕とフリースクールの付
していては何もできません︒ き合いは８年︒同時に高校
いまはまだはじまったばか
生活も８年 謎
( )
りですが︑徐々にわたしの
息抜きの合間に人生をや
外側を囲っていたものがは
っているのでノンビリマッ
らはらと落ちていって︑わ
タリな感じです︒
たしのごまかしぐせも︑改
今回スタッフとして加わ
善されていくといいなあと
り︑お子達とたわむれちゃ
思っています︒
ってます︒
趣味はいろいろありまし
て︑音楽︑パソコン︑バイ
キキちゃんで〜す
クなどなど︒
小泉 貴姫
特技は誇張拡張したモノ
マネ︒⁝似てなさ過ぎなの
もありますが 汗
( )
いつもテンションが高く︑
みんながダレるのですが︑
まぁマイペースに今年一年
を流れて行こうなんて思っ
ています︒
さて︑この先私はどうな
っていくのでしょう⁝次回
には続きません︒
わたしがはじめて神戸フ
リースクールを訪れ︑田辺
先生にお会いしたとき︑先
生は
﹁ここでは子どもはいろい
ろと考えてますから︑大人
は全部をみられることにな
りますよ﹂
とおっしゃいました︒わた
しは﹁それはこわいな﹂と
思いました︒そこで正直に︑
﹁自信ないです﹂
といったら︑先生は︑はは
ははと笑って︑
﹁それでは︑子どもたちか
ら学んでいってください﹂
とおっしゃいました︒そし
て︑わたしはたよりないま
ま︑神戸フリースクールに
来させてもらうことになり
ました︒
活動内容はシンプルだと
思います︒けれども︑それ
は簡単とか安易という意味
ではありません︒平日は部
屋でおしゃべりしたり︑ゲ
ームをしたり︒テンポのよ
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旧友再会

浅川

恭徳

﹁神戸フリースクール﹂の
求人票を見たとき︑旧冬夏
舎にいささか縁のある僕は
しみじみ感慨深い気分にな
った︒知り合いのおじさん
を久し振りに訪ねた⁝よう
な感じの﹃面接﹄を経て︑
これから す
" たっふ で
" す︒
よろしく⁝⁝︒
﹃不登校﹄は な
"る も
"の
じゃなくて︑ や
"る も
" のだ
と思ってます︒学校より選
択肢が多くて楽しいはずで
す︒しっかりやって下さい︒
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フィリピンの都市、マニラは自分的にあまり好きではない。
最初、フィリピンへ行ったとき、なぜこんな所に来たのだろうと思った。
空港を出て、一番はじめに思ったことがそんな感じで・・・。
でも、僕が行く所はマニラではなくフィリピンの北のほうの都市バギオで、
飛行機で50分、車で6、７時間のところにある。バギオは、思ったより美しい町だった。
そういう町に自分はもう3年近くもいる。
自分的には、かなり好きな町で、というのも好きなことがなんでもできるから。
自分が感じて思うバギオは、自由な町である。
That why I'm staying Baguio so long and will stay there 3 years more.
I just simply say I like Baguio this is the reason of why I'm there.

Takuya Hashimoto (17)

遊びの配達
不登校・ひきこもりの子どものもとへ"遊びの配達人"（メンタルフレンド）を9月から派
遣しま〜っす。
不登校の子どもたちのうち約5％が、適応指導教室あるいはうちのようなフリースクール
に通える状態であるといわれています。じゃあ残りの95％は？…彼らはおうちの中にひっ
そりと身を隠すようにして、たったひとりで周りの目や孤独に耐えているのです。そんな
まだまだ表には出るのがしんどい子どもたちのもとへ、私たちが訪問します。子どもたち
の気持ちに寄り添い、彼／彼女の今の思いに共感しながら、一緒に時間をすごせたらいい
なぁと思っています。自分のことを理解してくれるお兄さんやお姉さんと時間をすごすこ
とで、「これでいいんだ！」と思える子どもたちが増えてくれたらいいなぁと思います。
不登校になってせっかく手に入れた自由な時間を楽しくすごすために、神戸フリースクー
ルで訓練された(?!) メンタルフレンドを利用してほしいと思っています。
また、メンタルフレンドになるための養成講座も10月から始めます。
興味のあるお兄さん・お姉さん、是非参加してくださいね。
お問い合わせは、不登校ネットワーク兵庫（℡：078‑366‑0367）ｏｒ神戸フリースクール
までどうぞ。

お知らせ
☆第10回ピースラン 8/4 〜 8/9
神戸‑姫路‑赤穂‑倉敷‑福山‑三原‑小佐木島。
約300キロを炎天下、今年も広島まで走ります。
☆今年度も県から委託を受けて「不登校キャラバン」を各地で実施します。ぜひご参加を！
☆オーレロ通信を定期的に発行したいので、みなさんからの原稿や情報をお待ちしています。
☆今年も淡路の岩城さんちの田んぼをお借りして田植えをしました。稲刈りまで順調に米が
育ちますように。
☆子どもの教育や青少年活動を地道に続けているグループのホームページを立ち上げました。
ぜひご覧下さい。HTTP://www.west‑japan.net/gruppe/
☆多くの方々からオーレロ通信へのカンパをいただきました。ありがとうございます。
☆読後感などみなさまからのメールをお待ちしています。
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