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元気が出る‼	 今月のおすすめの一冊。	
みなさんこんにちは、小林です。毎月 Chiko’s columnを楽しみにして
いただきありがとうございます。残念ながら今月は Chikoが論文作成
に格闘中のためお休みとさせて頂きます。来月号では元気な Chikoの
イギリス奮闘記をお送りできることと思っております。さて、今年も

暑い夏がやって来ましたね〜。たっぷりと時間が取れる夏休みだから、

お子様に読書習慣をつけさせたい、と思っている生徒さんも少なくな

いのではないでしょうか? 良くも悪くも人間は習慣の奴隷。よい習慣
も悪い習慣も一度身につけてしまうと、なかなか治らないものです。

さあこの夏、読書習慣を身につけて、それを治せなくしてしまいまし

ょう(笑)	 そこで今月号は、一度読んだら続きが読みたくて、どうしよ
うもなくなってしまう本のご紹介です!! 

3冊目は喜多川泰さんの『手紙屋』。何度もご案内しているのですが、
それでもまだまだ足りないほどオススメです。面白いなあ〜と読んで

いると１冊読破しているような本です!!! 内容は一言で言えば、勉強す
ることの意味を見つめ直す、内容です。例えばよくある質問で「どう

して勉強しなくちゃいけないの?」って、子どもって問いかけませんか? 
そんな時、「勉強しないと、将来困るのはあなたなのよ」みたいに言っ

たりしますよね。また同じような理屈での言い方として、 
	 	 食べて寝てばかりいると牛になるよ! 

	 	 早く寝ないとお化けが出るわよ! 
こんなことを言われたり、逆に言ったりしませんでしたか。もちろん

親としては、子どもができないことが沢山あるから心配なので、ああ 

1冊目は、ドラえもん Doraemon ― 
Gadget cat from the future (Volume 1) 
Shogakukan English comics。以前にも取り
上げましたが、当校では一番人気で貸し

出し予約が入るほど、小学生から大人ま

で広く楽しんでいただいております。Cool 
Japanの代表作(?)どらえもんの日英対訳
版ですので、自然な会話表現を知らずし

らずのうちに学べ、「次はどうなるの?」と
気になって読んでいるうちに自然に読書

が習慣化されます。 
    

２冊目は、ひすいこたろう。石井しおり

著『常識を疑うことから始めよう 
(Sanctuary books)』です。ちょっと話はズレますが、この歌覚えてます
か? ♪ぬ〜すんだ〜バイクでは〜しりだし〜......じゅうごの〜よ〜〜る
〜♪ 今思えば、バイクを盗んでそのバイクで走っちゃう!?なんて、ひ 

しなさい、こうしなさい、そうしないと

社会に出てから心配だからこそ、言うん

だと思います。でもこれってよく考えて

見ると、ちょっとキツイ言い方で恐縮な

のですが、ある意味「脅し」ですよね。

じゃあどうしたらいいの?  
この本には、その疑問に答える全てが書

かれています。個人的には、もし自分が

中学生か高校生の時に『手紙屋』に出会

っていれば、きっと人生が大きく変わっ

ただろうな…。こんな風に思う本です。 
喜多川さんは著作以外にも、教師や指導

者向けにCD『教師塾』も出しています。2017夏号では、短所をでき
るだけ克服していく教育も大切であるとしながらも、長所伸展型教育

の大切さにも触れています。私たち大人が、今どんなことで社会に役

立てているかを考えて見ると、短所はそのままだったとしても、きっ 

どい話だと思うのですが、この歌詞を聞

いて当時をありありと思い出された方、

尾崎世代と呼ばれているようです。すっ

かり落ち着いてしまったこの世代の方々

は今では小中高生の子供を持つお父さ

ん・お母さんになっている方が多いと思

いますが、そんなお父さんやお母さん、

どうでしょう....、当時、何かに抵抗して
いませんでしたか?	 うわべだけに取り繕
われた社会だとか、「あなたのために言っ

てるのよ」と言う両親や先生への反発な

ど...。高校生の時は僕もパワーを持て余し
て何かに反発していたようで、授業があるのにクラスメイトと自転車

で由比ヶ浜まで海を見に行って、先生に叱られたこともありました(笑)	
で…何が言いたいのかと言いますと、常識と呼ばれているものって、

真実でも本質でも本当のことでもないことが少なからずあると思いま

す。そのためスッキリと腑に落ちず違和感を感じ、その違和感をうま

く消化できないのでストレスが溜まって反発という行動につながる。 

と、自分の長所を伸ばしてきたから周り

から評価されているのではないか。「お前

もよくやってるな」とか「お前もずいぶ

ん頑張ってるな」とか、そう言うことを

親が言う(褒める)のは、「お前も(努力して
自分の長所を生かして)沢山の人の役に立
てているな」という意味ではないだろう

か。だとしたら教育の最も大切なことは、

長所を最大限伸ばすと同時に、短所は周

りの人たちに助けてもらえるように人格

を磨く、こんなことになるのではないか、

と言います。CDなので気軽に聞けますの
で、ぜひこの夏に聞いてみてくださいね。 
4冊目は、岩﨑由純著『元気の缶詰 ペップトーク』です。早速です
がPEP TALKとはどんなものかと言いますと、スポーツ競技などの試合
前に監督がみんなの気持ちを一つにまとめる時の、激励のショートス

ピーチ(前向きな背中のひと押し)です。この分野の第一人者である岩﨑
氏は元々アスレチック・トレーナーで、1985年ウィリー・バンクスが
三段跳びで世界記録を出して優勝した時に帯同されていた方。すごい

方なんです! スポーツ界では「心・技・体」の充実が大切と言われま
すが、この３要素の中の「心」を元気にさせる言葉がけがペップトー

クです。先日の岩﨑先生の研修会で特に印象的だったことをいくつか

ご紹介します。まずは「捉え方変換」。ネガティブな捉え方をポジティ

ブに変えます。その上で「〜するな」ではなく「してほしい変換」を

していきましょう! 例えば、こんな感じです。 
×難しい→◎やり甲斐がある 
×ミスをするな→◎思い切ってやれ! 
×負けるな→◎絶対勝てる。全力でぶつかろう。 
またイメージは具現化します。ゴルフで「ここに来ると池ぽちゃしち

ゃうんだよね」なんて言ったら、「池ぽちゃ」「池ぽちゃ」「池ぽちゃ」

と体の全細胞が反応し、「池ぽちゃ」の実現へ向けて動き出すのです。

イメージの世界には否定語はないのです。さらに日本語は、目的語が

イメージとなるので、特に注意が必要です。 

こんな仕組みになっているのではないでし

ょうか。そんな時もし常識を疑って本質を

見ることができれば、自分なりに壁を乗り

切って未来を切り拓いていけるんじゃない

かな、って思うんですよね。特にひすいさ

んの著作を読むと知恵と勇気をもらえます

し、そして端的にまとめられているのでお

子様にも部下にも伝えやすい内容満載で

す。さらに中高生が読んでもためになる内

容ばかりです。それでは 3つだけこの本か
らの名言を載せておきますね。 
 

「常識とは 18 歳までに培った偏見のコレクションである」アインシュタイン 
「したくない仕事しか来ないんです。でも、運は、そこにしかない」萩本欽一 
「美しい景色を探すな。景色の中に美しいものを探すのだ」 ゴッホ 



ピンクの象をイメージしないでください。 
ミスをしないでください。 
と言うと、必ず「〜を」の部分の目的語を

イメージし、ますます「ピンクの象」「ミス」

をイメージしてそれを引き寄せるわけで

す。怖いですよね〜。またコーチや指導者

が相手に行動を促すと、次に相手はそれを

実行に移します。けれど、なかなか思うよ

うに習得できないことってありますよね。

そんな時、ついつい言ってしまいがちな言

葉があります。それは、 
×どうしてわかんないの?(否定質問) 
という一言。一瞬「ひやり」としましたね。

僕にも思い当たることがあったからです。もちろんこの言葉がいけない

のは、みんなわかっていると思うのですが、ではどのように肯定的に変

換するのでしょうか? その言葉は、 
◎どこまでわかった?(肯定質問) 
という言葉です。まず、相手ができている部分を認めてあげて→改善点

をどうにかしようとしていることを(頑張っている過程を)褒めます。す
ると、(きみが)しようとしていることを実現するには…、という改善の 

方向に進めます。 
改善の３ステップは、①自分で考える、②

誰かと考える、③プロと考える。この3つ
なので、相手の状況に鑑みて適宜選択して

いくことになります。詳しくは岩﨑先生の

ご著書を参考になさってくださいね♪ 
	 	  

5冊目は、元気が出る傑作、『八朔の雪』
高田郁（ハルキ文庫）です。この本を読

むと、お金とか地位って幸せとは関係ない

んだな。幸せって、日常の小さなことの中

にあって、自分の手の届くことを気持ちを

込めてすれば、それに気づいてくれた人た

ちが必ず幸せを届けてくれる。こんな優しい気持ちにさせてくれます。

全10巻あるのですが、もっとず〜っと読んでいたいと思わせます。 
最後になりますが6冊目は、『日本人のための憲法原論』小室直樹です。
今、憲法改正が大変な議論を巻き起こしています。改憲数? それとも護
憲派? と言う前に、そもそも憲法とはなんなのかと言うことがわかって
いないと、虚しい議論に終わってしまう気がします。数多くの知識人が

名著と勧める、小室直樹さんの『日本人のための憲法原論』、憲法の本な

のにスラスラ読めて、日本人必読といっても言い過ぎでないと思います。 

            Journey through time           スポーツ、そして美しいビーチも沢山あり
ますので海水浴も出来、本当に楽園のよう

なのです。私が居候していた友人宅は

Agios Markos(アイオス マルコス)と言う
フェリー乗り場から車で北へ 15キロほど
行った所にありました。高台になってまし

たので、海とアルバニアの山々がしっかり

見えます。近辺には自由に入れる遺跡のよ

うな所もあります。そして、フェリー乗り

場から空港に南下する途中に旧市街があ

り、タイムスリップしてしまったのでは？

と思うほど面白味があります。確かに観光

地化されていますが、建物はそのままの古

代都市で、世界遺産にもなっています。島

の南の方にもメジャーなビーチがあったり

こじんまりした町があったり、、町を結ぶ道

路の途中にも飲食店がちょこんとあったり

して、お客さんが来たら対応する家族経営

の小さなタヴェルナ（食堂）で海を見なが

ら黄昏るのも良いですね（笑）島の内部の

方には小さな村が沢山あり、やはり

Open-air cafeやタヴェルナがあり、オリー
ブの木々に囲まれてギリシャワインの『レ

ッチーナ』を飲みながら Greek Saladとピ
タパンを頂くのもオツですよ♪ 

アイオス	 マルコスを超えてずっと海岸線

を北に行くと（広いわりに島の周りは舗装

されたしっかりした道路もあるので 1日で
かなりの距離を車で周れます）侵食砂岩が

美しい Sidariシダリと言う所に出ます。幾
層にも重なる岩はとても神秘的です。島の

西側にある Paleokastrista	 パレオカスト
リッツアも観光地として有名です。崖の下

にはイタリアに続く美しい海が広がりま

す。その他もっと書きたい事がありますが、

今回はこんな所にします。また不定期的に

書きますのでよろしくお願いします。 Rie 

 “Kerkira Island”ケルキラ島 
この度、新しいシリーズとして “Journey 
through time”を始めます。 
スタッフ Sが過去に行った海外の旅のお
話を不定期的に載せる企画です。初回は

ギリシャのケルキラ島についてです。ケ

ルキラ島とは言うものの、イタリア語で

のコルフ島と言う名前が欧米では一般的

です。ギリシャと言うとエーゲ海、そし

て白い建物を思い浮かべる方が多いかと

思いますが、このコルフ島はギリシャの

西側の地中海東部のイオニア海の北東に

あり、ギリシャ共和国の主要な島の中で

は最も西北に位置しています。歴史を見

ると、限りなく外部の侵略を受けて来た

島なのですが、一番の影響がベネチアで

すので（イタリアにとても近いので）町

の建造物は茶色のベネチア風なのです。

ギリシャ語での『ケルキラ』という名前

が気に入ってますので、ここではケルキ

ラ島と呼ぶ事にします。さて、ケルキラ島はヨーロッパ人にとってのリゾート地です。ドイ

ツ、イギリス、イタリア等から飛行機が多数出ています。私は、と言うと、少々eccentric（風
変わりな）事を好みますので（笑）まずはロンドンに行き、そこからネットで予約した安価

のフライトでイタリアのブリンディジィーと言う所まで行き、（イタリアのかかとの部分で

す）そこから夜行のフェリーに乗りました。ブリンディジィーと言う所はそこに訪れると言

うよりフェリーに乗ってどこかへ行く為の船着場的な町で、ホステルに泊まったのですが、

全員フェリーに乗るために１泊しており（そこのホステルは男女に別れた大部屋しかなかっ

たような、、）着いた途端にラウンジで皆んなでワイワイガヤガヤ大盛り上がり♪ビールを飲

みながら様々な国から来た人との交流がありました。私は、イギリスで生まれ育ったと言う

中近東系の女の子と行き先が同じだったので仲良くなり、フェリーを降りるまで一緒にいた

のです（最初は、彼女のちょっと癖のある、早口の英語が分かりにくかったのですが、別れ

際ではやっとわかるようになってました。（笑） 
	 	  

今回のお話は実は 2004年の事です。古代オリンピック後の記念すべき近代オリンピック第 1
回がギリシャ、アテネで行われ（1896年）その後再び戻って来た第 3回目のアテネオリンピ
ックの夏です。（ちなみにアテネ第 2回目は 1906年です）そんなわけで、私の中でもオリン
ピックが行われる夏にギリシャなんて最高！なんて変な優越感があったのですが、周りの観

光客も地元の人達もなんだか『オリンピック浮かれ』しておりました。とはいえ私はオリン

ピックを見に行ったわけではないのです。さて、今回はケルキラ島に焦点をおきますが、こ

の島の面積は約 585㎢。人口は約 10万 8千人です。日本の面積は 378㎢ですから、どれほ
どスカスカしているかお分かりになると思います。ちょっとロマンチックな事を書きますと、

河の神アーソーポスの娘のコルキュラさんが (Korkyra)あまりに美しかった為、海の神ポセ
イドンは一目惚れしていまい、彼女をこの島に連れて来て住まわせてしまった…	 愛するあ

まり、幽閉してしまったのですねぇ（笑）彼女の名前のコルキュラがケルキラになったと言

うのがギリシャ神話での島の名前の由来です。とにかく海の色は透き通るターコイズ、、島の

西側はアドリア海からの比較的荒波の海と東側は大陸に近いので（アルバニアの山々がビー

チから見えます）穏やかな海で、セーリングやウィンサーフィン、カヤック等のマリーン 
 


