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Waiting for Spring to come! 

 
	 	 	  

皆さんこんにちは、スタッフのRieです。暦の上では立春ですが、
まだまだ寒い日が続き嫌ですね。さて、先日はラン仲間と日産駅

伝に参加致しました。実は去年は私にとっては怪我続きの年で、

年始から怪我をし、年末にまで及んで転び、膝を激しく打ち、駅

伝参加がギリギリまで五分五分でありました。鍼や整体に通い、

なんとか治そうとしましたが、結局当日まで練習が出来ずに本番

に臨みました。膝が痛くなったらすぐ棄権出来るようにアンカー

にしてもらったのですが（自分が棄権しても仲間の記録が残るか

らです。）なんとか歩く事もせず、走り抜きました。２、３日前

まではちょっと早歩きしたぐらいで痛かったりしましたが、当日

は諦めず、膝に負担をかけないよう『あめんぼ』のようにスイス

イ走りでなんとかなりました。諦めずに努力する大切さを改めて

身にしみた私でした。語学の勉強もスポーツ等と同じで、なかな 

か出来なかったりすると、落ち込んでしまったり、途中で諦めてしまいたくなったり

と、、特に当校のようなマンツーマンですと、一人で色々考えてしまうので、「今日は

バッチリだった。」という日ばかりではないかもしれません。ちょっとした事がわか

らなかったり、中々覚えられなかったり、でも、諦めてしまってはそこで止まってし

まいます。私も英会話を始めようと思った年はけして早くはありませんでした。学生

の時になぜもっと頑張らなかったんだろう、と悔やんだ時も多々あります。でも、少

しづつでも単語を覚え、新しいフレーズを覚え、知識をつけ、と言うのは、長い道の

りではありますが、5年前の自分、10年前の自分より、ずっと目標に近づいていると
信じています。そして、だんだん歳を取ると、体と同じように、頭の回転も若い時の

ようにすんなりいかない時があると思います。でも、何かに挑戦すると言う事は何歳

になってもけして無駄な事ではないと思います。「ボケ防止よ〜！」なんておっしゃ

っている生徒さんもいらっしゃいますが、事実、北米では、語学の勉強が認知症を遅

らせられる、と提唱している医師の方もいるようですし、、。そんな私も毎日の生活の

中で、昔だったらあり得ないミスをしてしまったり、ちょっとした段差で転んでしま

ったり、、笑。それでも落ち込まず、毎日気をつけながら行動して、何かを勉強して、

と言う事を繰り返しています。当校でも、60代で「初めて語学を勉強します。」と言
う方達が最近多くいらしてます。ずっと仕事や家族の面倒に追われていて、やっと自

分の時間を持てた方達です。そして、海外に行って、色んなものを見て新しい事を学

び、旅行を楽しみたい、という一心で英語の勉強をしていらっしゃいます。確かにパ

ッケージツアーとかですと、英語を使ったりしなくても済んでしまうかもしれませ

ん。でも、その国に行って、その国の人達とお話して、、と言うとまた多くの新しい

発見があるのではないでしょうか？人から聞いた話や本で読んだ話だけでなく、ご自

身で直接聞いた話や人とのふれあいが言葉の壁を超えた時に、計り知れない感動があ

ると私は信じています。私はどちらかと言うと実践派なので、本と言う人の経験や知

識からよりも、自分で体験して学びたい、という願望があるので、ついつい色んな事

に飛び込んでしまうのですが、それが出来るうちは、やって行きたいと思っています。

I often don’t test the water but just get right in! （よく私は、様子を見る事なしに飛び
込んでしまう）でも、少しはTest the waterして慎重になるべき時はありますね。笑  Rie 

元気が出る‼	 今月のおすすめの一冊。	
１月14日(日)『喜多川泰の親学塾』という大人が楽しく学ぶ講演会に行っ
てまいりましたので、今月も喜多川さんになったつもりで小林がそのお話

を皆さんにお届けしようと思います。今日の大きなテーマは、育成。 
今日一日を生き切る   親としてどうふるまい、どのように子供を育てて
いくか、親でない方なら上司としてどのように部下を育てていくのか、と

言うことについてです。(結論から言うと)子育て・育成のあり方に「これ
が正しいやり方だ」といった正解はないと思います。なぜなら人間は一人

一人違うからです。ある人にとっては良い方法も、他の人にとっては悪い

ものとなってしまいます。ですので、いろんな考え方があるんだって言う

ことを知って、それを認めるところがスタートかなと思います。 
結果は未来から来る	 1/14、今日はセンター試験。僕が受験生を見てい
て思うことは、結果は人によって違うけれど、すべての受験生にとって、

自分の元にやってきた結果は、「必然」で「必要」で「ベスト」であるこ

とは揺るぎないし、これから外れる人は見たことはないんですね。でも子

ども達は言うんですよ。「やっちまったー」って。どうしたのって聞くじ

ゃないですか。すると「700点取るつもりが、500点になっちゃったー」っ
て。僕から見ると「500点だと思ってました♪ だってそういう過ごし方し
てきたでしょ」って。こんな風に、ものすごい「えーっ」っていう人はい

ないんですね。だから僕は彼らに出会った瞬間から言うんですね「(テス
トは)今の自分にとって、必然であり、必要であり、ベストであることを
知りにいくだけ。今の自分にとって大切な何かが手に入るんだよ」って。

僕は『賢者の書』でそれを「パズルのピース」と表現しました。パッと見

て捨ててしまいたいと思うそれが、何を教えてくれるかを考えないといけ

ない、と思うんですね。一番最初の一歩目で躓いた時、やるべきことはで

きるだけ早く立ち上がって前に進めばいいだけ、の話です。その繰り返し

ができるようになることが一番大事な受験期に育てなきゃいけない力だ

と、僕は思っています。これ(躓いた時にやるべきこと)は大人も同じなん
ですね。(事業)計画を立てた→目標を掲げた→それでやって見るとだいた
い一歩目でこける。これは最初の計画が良すぎたからですね(笑) 例えば営
業マンだとしたら、「この会社で一番の営業マンになる」と宣言したなら、

いろいろなことを試され→結果がやって来る。それがどんなに辛い結	 ↗︎ 

果であったとしても、「未来の自分にとって必要な結果が、今やってきてい

る」こう受け止められるかどうかです。躓いても立ち上がる強さを持ち、

考えるだけじゃなくて、動く人になることです。 
このように大人も子供も同じで、倒れたら起き上がって前に進む。これが

一番大切なんですけれども、なかなかそうは簡単に気持ちが向かない。や

らなきゃいけないことはわかっているけれど、やれない。ただ、起こる結

果は「必然」ですよと言う考え方は、過去に対する戒めでもあるので、そ

れだけでは動けなくなってしまい勝ちなんです。だから起こる結果は「必

要であり、Bestである」という考え方も同時に大切だと思うんですね。な
ぜかといえば未来の自分にとって「必要であり、Bestである」というのは、
「未来への希望」となるからです。 
すべてはこの日のために	 だからこそこの「未来への希望」を教えてあ

げる必要があると思うんです。「どんな辛い経験をしても、どんなにしんど

い結果が目の前にあっても大丈夫。必ず、未来のどこかで未来はこの日の

ためにあったんだって自分自身が納得できる日がやってくるよ」っていう

ことを教えてあげる誰かが必要なんだろうなって思うんですね。受験って

色々言われるんですね。そんなに詰め込んでどうするんだとかね。でも一

旦やると決めたなら、「どうせやるなら」と考えるんです。どうせやるなら、

受験というものを使って人間をピカピカに磨いてやろう。進んで行く道の

中でやりたくなくなることが次から次へと起こる。けれど次から次へそう

いうのを克服して人間的に強くなろうよ、って。けれどその結果は、思い

通りいかなかったり辛いものだったりして、悔しい思いをするんです。で

もそういうものにこそ、本当の学びの種が転がっているんだろうな、って

思うんです。僕もそういうのを何度も経験しました。現役受験の時には5
校受験して全滅。受験前には、自分ほど運がいい男はいないっていう自信

があって受かる気しかしなかったんですが、200人の教室に集められた受験
生を見て、僕のクラスメイトになるのは誰かな?  25倍の競争率ということ
は…計算すると自分以外で7人だと思った瞬間、これは運じゃねえな…と思
いました。1年間浪人して次の年、前の年のような失敗はしたくはない…、
けれど、どうやっても受かんないんじゃないか、という気持ちでした。蓋

を開けて見たら全然ダメで、第1志望でも第2志望でも第3志望でもない大学 



に入学しました。最悪だよな〜という気持ちでいたのですが、話しかけ

てきてくれた同級生と仲良くなって、彼に出会った瞬間、「ここに来て

よかったな〜」と思えたんですね。つまり、どんなに思い通り行かない

結果で、自分の思い描いた道ではなかったとしても、必ず「これでよか

ったんだ。自分は全て報われたんだ」って思える時がくるんですね。で、

それはどのようにしてやって来るかというと、「出会い」によってやっ

て来るんだろうなと思うんですね。人と人との出会いって、どこかで何

かがちょっと違ったら出会ってない、それくらい微妙なものですよね。

思い通りいったから幸せ、いかなかったから不幸、そんなことはないん

です。起った結果は、実は自分の幸せとは無関係なんですね。大切なの

は、これが一番今の自分にとってふさわしい結果なんだと思って見つめ

ること。希望や理想を持ってもいい。けれどだからと言って恐れ臆する

必要はないし、いつもよりいい結果にしなきゃ…と思う必要もない。そ

の結果を知りに行くだけだ、と思うんですね。 
全てのことに意味がある。これは受験生に限った話ではありません。起

こる全てのことに意味があるなら、今僕が話していることも、今皆さん

がこうして僕の話を聞いていることも、意味があるんですね。それがい

つ分かるかっていうと、将来全てはこの日のためにあったんだってい

う、そんなみなさんにとって嬉しいことがあった時にきっと分かりま

す。みなさん同じだと思いますが、どんな人でも気がかりなこと・棘み

たいに心に刺さっていること・苦しんでもがいていることってあると思

うんです。親子の確執、夫婦の対立、分かり合えない上司とかも同じだ

と思います。でもそれも、いつかあれで良かったんだと絶対思えるはず。 
僕の場合は、塾の先生として一番最初に配属された先に金山先生ってい

うカリスマTeacherがいたんですね。そういう先生がいるとやりにくいん
ですよ。最初の授業で僕が担当したら、子供たちは言うんです。「え〜! な
んで金山先生じゃないの〜?」授業後に子供たちは職員室に金山先生を
訪ねて来て、全員で「金山先生にしてください!!!」って直談判しました。
僕が隣に座っている横で(泣)。一旦そうなっちゃうと子供達は変わらな
いんですがね、それでもそれから3年間教えなきゃいけないんです。自
分が下手くそだと分かる。自分より上手い人がいっぱいいる。だから必 

←今月のオススメの１冊。津本陽著『椿と花

水木〜万次郎の生涯』幕末に大変重要な役割

を果たしたジョン万次郎の生涯を描いた作

品です。人生の中で起こってくる様々な出来

事に、明るく積極的に自ら進んで取り組むこ

とが、どんなに将来の自分にとって大事なこ

となのか、どんなに周りの人たちを幸せに導

くことなのか、を教えてくれる１冊。今月号

の新聞をお読みいただいた後に読むと、(大
事なことって)そういうことか? と再確認い
ただけるはずです。ちなみに僕が喫茶店で真

っ赤に目を腫らしながらこの作品を読んで

いたところ、ウェイトレスの方から「大丈夫

かしら、あのひと?!」みたいに扱われてしま
いました(笑) 皆さんもお気をつけください。     

て来るわけです。自分の親を振り返ってみても「ああ言ってたけど、実際こう

だったよなぁ」とか。もちろん言葉も残せます。けれど、子供にとって生きる

力になるのは、親の行動だと思います。みなさんが、「もうダメだ〜」というと

ころから、いやそれでも立ち上がるという気力を生み出すとき、その源は、身

近な人がどう生きたかという生き様なんじゃないかな…と思うんですね。 
残せる財産は生き様だけ	 僕らは自分の時間を何かに換えるという行為をし

ています。これが生きるということだと僕は思っています。けれど意識をして

いないと、自分の時間を何に換えたかがあまり思い出せません。では僕らは昨

年１年間という時間を何に換えたでしょう? もしかしたら誰かの怒りに換えた
かもしれませんし、喜びに換えたかもしれません。これは意識をするだけで、

正にそれになっていきます。子供達に財産を残したい、違うものを残したいと

いう人もいるでしょう。けれど僕は子供達に幸せになってもらうためには、生

きる力を持って欲しいなと思っています。言い換えれば、多少のことにはへこ

たれない強さです。最初はちょっとしたことでへこたれるかもしれません。他

人と比較してダメだと思ってしまうかもしれません。でも今の自分よりも強く 
なるということはできると思います。これは事実です。昨日の自分よりも今日

の自分は強くなる。これをずーと続けることは全ての人にやれることです。そ

れができれば、同じ出来事でも苦しさは少なくなり、多少の負荷は生き甲斐と

なり、ちょっとした期待がストレスになることもなくなるでしょう。だから僕

たちはやっぱり、強くなっていかなければいけないんじゃないでしょうか。 
よくね、子どもをやる気にさせる方法って何ですか? って聞かれるんですね。
人をやる気にするには自分に灯がついてないと絶対無理です。自分に灯がつい

ている人が、誰かの近くに行ったらその人に灯がついてしまうんですね。「お前

ら頑張れよ。お前の人生だぞ」と言っても絶対灯なんてつきません。それを教

られるのはそれをやった大人だけです。特別なことを言っているわけではあり

ません。日々「生きる」ってことをやってること自体が、挑戦の連続じゃない

ですか。怖くっても笑顔で前に進む。大切なのはその生き様だと思うんです。 
例えば上司と対立することってあるじゃないですか。上の人は自分が見ている

景色と違う景色を見ているんですね。上司から見れば、ああしてこうしてそれ

は後回しにしてこうやれば上手くいくんだから、って思うんです。僕らも子供

達に対して、今のままだとこうなりそうだからこうしたほうがいい。そのこと

で躓いているならこういうことが足りないから…こうすべき、というのは先の

上司の視線と同じこと。子供達から見ると、大人はわかってくれない、上から

目線だ、となってしまうんですね。けどね、僕らも上司と同じ年齢になった時

に見えたように、子供達も僕らと同じ年齢になった時に自然に見えるんです。

「あの時父親は立派だったな」とか「あれは逃げてたな」とかね。うちの先生

によく話すことがあります。自分が小中高生を教えると自分を教えてくれた先

生の気持ちが全部見えてくるでしょ。「あの先生は、自分の鬱憤を晴らすために

やってたな」とか「あの先生は本当に愛情をもって言ってくれたんだな」とか

ね。同じなんですね。 
僕たちは日々やってくる苦しみ・辛いことを目の当たりにしているけれど、そ

こから逃げないで、日々明るく強く(それを見せるつもりはなくても)生きていけ
ば、子供達が同じところに立った時に「うちの母ちゃん凄かったな〜。だって

あの状況でもいつも笑ってたもん」ということを思い出せる。それこそが子供

達の財産になるんだと思うんです。子供達も僕たちの人生もそうですが、数々

の困難が日々待ち受けている。でも悲観する必要はない。それを乗り越える強

ささへ(子供達に)つけてあげればいい。今日のテーマは、僕たち子供達の人生を
そういう風にして生きていくためには何をすればいいか、ということです。 
今日一日だけ	 受験生を見ていて、この指導の仕方が一番いいんだろうなぁ、

というものがあります。それは「今日一日だけ」という考え方です。僕たちだ

って、今日一日だけでいいから、笑って全力で幸せに明るく生きる。そんな一

日を送れるとしたら、ほとんどの人がきっと一生そうなれると思います。受験

生に対して感じるのは、大きな目標を持つとほとんどが潰れるということ。 
 (紙面の都合上、続きは当校のWebsiteをご参照ください)  まとめ 小林義和 

死で努力する。でも超えられない。悔しい。苦しくてたまらない。でも

逃げないで闘って良かった、意味があったんだな、と今でも思います。 
でもその苦しみの渦中にいるとそうは思えないし、考える余裕さえ無く

してしまう。そんな時やらなきゃいけないことって自問自答だと思いま

す。今の自分に対して「何を教えるためにやってきたのかな?」という
ことです。それを自分の中で処理できる人が、いい先生、いい上司、い

い友人になれるんじゃないかな? と思うんです。「何のために?」ってい
う問をすると答えは見つかると思います。実は自分自身がそれを知って

ると思うんですね。 
僕は子供達にはみんな幸せになって欲しいと思っています。でもそれは

僕たち大人が、何の不安も、何のストレスもない社会を作ってあげるこ

とではないと思っています。例えば「自分の弱いところ」ってみんな知

ってますよね。ただ、何が耐えられて、何が耐えられないかは、一人ひ

とりみんな違っています。だから他人の悩みって笑っちゃうんですね。

「え〜そこ〜ぉ?! そんなことで悩んでたらどうしょうもないじゃん」み
たいにお互い思うヤツです(笑) つまり、受け取り方の違いですね。起っ
てくることをコントロールすることはできない。ただ、やってきた出来

事が自分にとって心を病む出来事になるかならないかは、コントロール

可能です。だから僕たち大人が子供たちに残してあげられることはスト

レスのない社会を作ってあげることではなく、何が起こっても幸せだな

と感じられる人になってもらうということ。まぁー、普通の人だったら

へこたれるんじゃないのって思うことを、これ、やりがいあるよねって

思うような人になってもらうことじゃないかと思うんですね。そのため

に僕たちは「何のために?」という自問をする必要があると思います。 
親として果たすべき役割	 僕は、先生や上司が「どんなに苦しいこと

でも、この日のためにあったんだと思える日が来るんだよ」と子供達や

部下を導いてあげることは、一つの役割として与えられていると思って

ます。でも「だったらそんなに言うんなら、そこまで先生は強いんです

か?」って言われたら、「いえいえ私なんて…まだまだ」みたいに誰も何
も言えなくなってしまう。あるドキュメンタリーで若い女性警察官に密

着取材する番組がありました。喧嘩の仲裁で、一人は刃物を持っている

という通報が入ります。インタビュアーは聞きます「危険を感じること

はないんですか? 怖くはないですか?」それに対して女性警察官は答えま
す「制服を着ている間はそう感じません。それが私の仕事ですから」。

このように人は、本当の自分を超えたところで役割を果たしているんで

すね。では親の役割はどうでしょう。人間には言葉と行動の間にズレが

あります。親はいろんな役割を子供に見せているので、その中で矛盾し

てくることがあるんですね。言っていることとやっていることが違っ↗︎ 

 



やらなきゃいけないことがいっぱいありすぎて、そこまでの距離が遠すぎ

て何をやっていいかわからないからです。けれど、潰れてるのに潰れてる

とは言わない。ただ、「頑張る」というんです。子供達は学習の成果を 1
次関数的に捉えています。実際小学生くらいまではそれで上手くいくんで

すが、中高生になるとそうはいかない。2次関数的な伸びになるんです。
学習とか自分ができるようになりたい何かとか成長とかは、一次関数的伸

び方ではないので、ずーっとできないけれどあるときバーンとできるよう

になる。けれど一次関数的に捉えているので、3ヶ月頑張ってこれくらい
の伸びなんだから、あと 3ヶ月頑張ってもこのくらいしか上がんない。こ
りゃぁ、ちょっと無理そうだなって考える。実際にはそういうことはない

ので、この感覚を無くしてあげなきゃいけないんです。どうしなきゃいけ

ないのかというと、そう、「今日一日に集中する」ことです。できること

って今しかない。今を変えることしかできない。受験生であれば、自分が

思ってる大学に合格するような人を思い浮かべる。どんな人が合格しそう

かな、というのを想像する。想像したら、自分もその一日をやってみる。

つまり、今日一日、理想の自分になる、ということです。そんな一日を過

ごせた時、誰が一番嬉しいか? 自分が、一番、嬉しいんですね。 
皆さんも、理想の自分ってあると思う。「そうなれたらいいなぁ」って、

みんな思ってる。だったら、今日一日そうなっちゃえばいい。例えばどん

なことがあっても、何があっても、笑顔でいるとか(笑)  
今日一日笑って全力で生きる	 今日一日をどう過ごすのが自分にとっ

て理想なのか。今日一日だけやってみようと思ってやってみたら、きっと

次の日もできるんですね。それをずーっと積み上げていった先に、僕たち

が残してきたものこそが、僕らの生き様だと思います。そういう生き様を

残していった先に、将来子供達も同じ場所を通る日がやってくると思いま

す。何十年後かのその時に、はじめて気付く。「あれは、幸せだから笑っ

てたんじゃない。一日一日、今日を全力で生きてたんだ」とわかる。その

記憶を次の世代に残してあげることが、ものすごく大きな力になるんじゃ

ないか。僕たち大人こそが、こういう生き方をしたという事実を、悲観し

ないで今日一日一日を乗り越えて生きたという事実を、積み重ねていくべ

きだと、僕は思います。 
自分の使命を決める	 そのためにあったらいいなと思うもの、それが自

分の使命です。そんなに大げさなものでなくてもいいと思うんです。自分

の使命って、それをあえて見つけなくてもいいと思います。いってしまえ

ば、勝手に決めればいいんです。なぜって、自分の人生(の時間)って何か
に変換して生きているでしょ。だから誰かの笑顔、喜びに変換して生きる

と決めてもいいと思うんです。それって使命じゃないんじゃないですか? 
という人がいても、今日一日の使命、だと思えばいいんですね。決めてし

まったら、今日一日を手を抜かずに生きる。そんな一日を送ってみたらど

うかなぁ、って思います。もちろん、ずーっとやるのはしんどいかもしれ

ないけれど、「今日一日どうしよう?」って思い出せばいい。それをずーっ
と続けていくと、みなさん毎日笑顔で生きていける、楽しんで生きていけ

るんですね。楽しんで生きている(ように見える)人は、それは楽しいこと
や笑顔になれることがいっぱいあるからではなくて、今日一日の過ごし方

を「楽しんで生きる」と決めているから、なんです。 
どこまでも強く明るく美しく	 よく僕は講演会で言うんですけれども、

「来るからには楽しむと決めて来てね」って言うんです。だって今日一日、

どう言う風にするかを決めさえすればいいだけの話なんです。他の人に決

められる必要はありません。自分で決めればいい。楽しむと決めて来てい

れば、嫌なことがあっても楽しめるし、嫌なことをされても笑っていれば

いい。そんなことがあっても、どっかで笑い話として言えばいいし、大事

なのは自分で決めると言うこと、だと思うんですね。 
「どこまでも強く明るく美しい」心。これが子供達の心の中にあれば、き

っと幸せになれると思うんですね。そのためには、僕たちの心の中にそれ

がなくてはならないと思います。 
そう言うと他の人と比較してしまう人がいます。今は弱くってもいい。そ

んな自分を抱きしめつつも、昨日より少しでも、ほんの 1mm でもいいか
ら、強く、笑って、明るくなれるようになろう、なってしまおうじゃなお

か! と思いながら、一日をスタートすることができれば、毎日が幸せな気
分になれるんじゃないかな、と思うんですね。 
僕たちは、学びながら生きることを選択し、一日という時間が与えられて

います。その一日を何に換えるかを自分で決めることができます。たった

一つのきっかけで変わるのが人間、無限に変われる存在が人間です。どう

せ自分で決められるんだったら、いいものに換えたいですよね。仮にあな

たが変わらなくても、子供が変わるかもしれません。一日を丁寧に生きる

大切さをおろそかにせず、無限に変わっていければいいな、と思っていま

す。ありがとうございました。 
喜多川泰(まとめ：小林義和) 

 

 

 


