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Full of the joys of spring! 

 
	 	 	  

皆さんこんにちは、スタッフのRieです。3月に入り、あたりは春爛漫という
感じですね。さて、題の所に書きました Full of the joys of spring!ですが、英語
ではこのフレーズは春にはあまり関係なくFeeling happyや full of energy/	
enthusiasm等の意味で使います。She is full of the joys of spring because the 
school is over.と言う感じです。私も３月は暖かくなって来る事もありますが、
誕生日月と言う理由もあり、なんだかウキウキしております。（年取るのは嫌

ですが、皆さんの祝福を受けるのは嬉しいです♪） 
暖かいのは良いですが、春は hay fever(ヘイ・フィーヴァー)「花粉症」の方に
はとても嫌な時期ですよね。幸い私は花粉症ではないのですが、今後ならない

ようにと自分の体に言い聞かせております。 
さて、先日の話ですが、母を連れて 「松田の河津桜まつり」に行って来まし
た。写真はその時のものです。昼過ぎから、行きは御殿場線（２車両のかなり

ローカルなワンマン電車です）に乗り、満開の河津桜と梅と菜の花を、途中山 

     

を降り町で時間を潰しながら、お昼過ぎから 17時のライトアップ
の夜桜まで堪能しました。桜まつりの場所の西平畑公園はまさに満

開でした。そしてちょっと勾配がきつい道を上がるのですが、その

更に上には「あぐりパーク嵯峨山」という所があり（西平畑公園は

無料ですがこちらは入園料 300円です）ここがまた素晴らしい眺め
です。でも、段々畑が結構急で、路肩が脆い土ですので、あまり景

色に見とれていると、ズルッと滑り非常に危ないです。写真を撮っ

たりする時は、足元をしっかり見て、必ず立ち止まってから撮る事

が大切です。あぐりパークは河津桜、梅、菜の花が大共演と言う感

じで、本当に素晴らしかったです。行く価値はありますよ。 
It’s worth going there! 
実は、私スタッフRieは去年から田奈にあります横浜市青葉国際交
流ラウンジと言う所でボランティアの仕事をしております。こちら

では、青葉区に住んでいらっしゃる外国人家族のサポートや日本語

教室、他の言語の教室、そして色々なイベントをやっているのをご

存知でしょうか？私が主に参加していますのは、「アフタヌーン・

ティー」「やさしい英語でレクチャー」等です。「アフタヌーン・テ

ィー」という企画は、様々な国の方をゲストに呼び、その国の文化、

食生活、歴史等、その方達の日本での滞在経験を踏まえ、日本語で

お話して頂く２時間の講習イベントです。先日はガーナ、その前は

カナダユーコンに住んでいらっしゃるご夫婦（ご主人が日本の方）、

そしてその前がロシアカスピ海のお話、そして私の最初のボランテ

ィア、記念すべきブータンのお話、、今まで全く知らなかった国の

事等、素敵な写真のスライドでプレゼンしてくれるのです。参加費

は Only 500 yen! ブレイクタイムに出るその国に関連した珍しい
お茶やスイーツも得した気分になりますよ♪ 「やさしい英語でレ
クチャー」も、英語を勉強されてる方々にはとても良いイベントで

す。次回は５月 19日（土）です。何度か講座をやって頂いている
東洋英和女学院大学教授の高橋基治先生による英会話スキルアッ

プ講座 No.6です。高橋先生が著作された『英語の使い方がひと
目でわかる本』（コスモピア）からの日本語でのレクチャーです。

興味がある方は是非参加してくださいね。	 	 	 	 	     	 	 Rie 

元気が出る‼	 今月のおすすめの一冊。	
みなさんこんにちは。もうすぐ新学期、いろいろなことが始まりそうで

ワクワクしますよね。さて今月のおすすめの本は、そんな新学期にぴっ

たりの１冊、喜多川泰さんの新刊『ソバニイルヨ』です。先日の講演

会で本書に込めた思いを聞いてきましたので簡単にご案内いたします。 
	 	  

この本のテーマは「好き」ということについてです。自分の「好き」な

ことに挑戦してほしい。「自分の好きを表現しよう、自分の好きを邪魔

されない強さを持ちましょう!」というのがテーマです。ところが、「好
き」って難しいんですね。自分の好きというのが、誰かの何かを汚して

しまう…というか、相手に喜ばれない場合があるというような感じでし

ょうか。例えば、4月から中学生になる子どもがいるとします。中学生
になって生活や人間関係が変わると、言葉遣いが変わってきます。する

と親はそれをみて、「何が原因かな?」と思うわけです。よく見ていると、
「ハハ〜ン、付き合ってる友達が変わったな?」そしてまた2〜3ヶ月経
つと、また変わってくるんです。「何かあるぞ?」と思って見ていたら、
どうやら彼女ができたらしい…。こんな具合です。親や周りの人たちは、

子どもたちに変化があると、どんなことがあったのか? と詮索するわけ
です。そして同時に親は、息子が「あいつと付き合い始めたから悪いん

だ。あんまり一緒にいてほしくない! あいつのせいで!!」と見てしまう
んですね。本人が好きで一生懸命やっていることが、親から見ると「あ

いつのせいでこうなったんだ!」と思ってしまいます。 
なので子どもたちには、本当に好きなんだったら、「好きをもうちょっ

と超えた愛情」の表現の仕方を学んでもらいたいな、と思うわけです。

例えば、ある生徒が塾に行きました。そこで勉強が好きになって、先生

のことも好きになって、塾が大好きになったとします。この塾が大好き

なんだったら、塾がどう思われるかも考えてほしいんですね。大学でも

専門学校でも同じですね。例えばお昼休みになって近くのコンビニに↗︎ 

買い物に行きます。地域の人たち

は、その時の買い物やお金の支払

い方、そういう態度を見ていて、

その学校がいい学校なのかどうな

のかを判断するんですね。「あそこ

の学校は言ってることは立派だけ

ど、あの態度はなに? 本当にちゃ
んとやってるの?」って思われちゃ
うんですね。このことはすべての

教育団体に言えることだと思いま

す。本当に好きなんだったら、「あ

そこの塾は、あの大学は、あの専

門学校は、子どもたちに本当に出

来るようにしてくれているんだ

ね!」っていう姿を見せることが大
切なことじゃないかと思うんで

す。例えばバスケが好きになった

とします。そしたら、「バスケが好きになってよかったね!」って言われ
るようにすべきだし、本当にサッカーを愛してるなら、「サッカーを始め

て本当によかったね!」って言われるように、それ以外の生活態度で示さ
ないといけないと思うんです。サッカーを好きになることで、サッカー

を悪者にしてはいけないんです。「あの人と友達になって、あなた変わっ

たわね。大人っぽくなったね。明るくなったね。優しくなったね」って

親に言われることが、本当にその友達を大切にすることになっているん

ですね。なぜなら親はそこでしか判断できないからです。 
よく例として出すのは、現在は大リーグで活躍中の田中将大選手です。

入団から日本でそこそこの活躍をし、タレントの里田まいさんと結婚を 



  	 	 	  

します。スポーツ選手っていうのは、ほんのちょっとしたことで変

わってしまいますよね。中には結婚を機に引退してしまったボクシ

ングチャンピオンもいます。周りの人たちは根拠もないのに、奥さ

んと結婚したからダメになったんじゃないの?と噂をしてしまいま
す。なので田中選手も、結婚を機に成績が良くなるか悪くなるか、

大きく注目されるんですね。ところがですね、田中選手は結婚した

次の年、１シーズン中、１回も負けなかった。勝ったり負けたりす

るのが野球というスポーツで、しかも自分の力だけでは勝てないで

すよ。でも周りは言うんですね。「やっぱ、奥さんが良かったんじゃ

ないか?」きっと田中選手も感じてたんじゃないかと思います「自分
の奥さんになる人のために、結婚前より良い結果を残さないといけ

ない」って。これが普通の愛情なんじゃないかと思うんです。 
つまり、自分の好きに挑戦してほしい。同時に、好きである対象を

周りから悪く思われないような、そんな人であってほしい、という

ことです。例えばみなさん、僕のことが好きじゃないですか(笑) で
あれば、この講演会の会場を出てからもお行儀よくしなくちゃいけ

ませんよ。お行儀悪くしたら僕の評判ガタ落ちですよ(笑) 「あの人、
喜多川泰と出会って素敵になったね」って周りに言われなければ、

自分の好きを押し通すだけで迷惑な人になっちゃいます。僕の塾を

例に言えば「この塾のことが好きだったら、行き帰りも行儀よくし

なければなりませんよ。隣の家は普通に生活してるから、うるさく

しちゃいけないよ」っていうのも大切な教育だと思っています。 
そしてそんな人になれれば、自分にとって興味のないことでも、そ

の人が一生懸命語っているのを見て、それに興味を持つこともあり

ますね。子どもたちには「その人が好きだっていうなら、それに興

味を持ってみようかな」って、周りから思われる人になってほしい。

これがもう一つのテーマです。 
難しいことのようですが、単純に、「目指すべきは今よりもちょっと

でも魅力のある人になろう」ということです。ぜひ、中学生、高校

生、そしてその教育に携わっている方に読んでいただければ、きっ

と発見があるのかな♪ と思っています。喜多川泰(まとめ小林義和) 

でたよね。でも、実は悩んでいたの

ではなくて、迷っていたんじゃない

かしら。(でも)迷いは、これにしよう
って決定することで解消されたでし

ょ。それはね、迷いは目の前に存在

するものや自分の頭の中でイメージ

しやすいものを選ぶ時に沸いてくる

ものだから。一方、悩みの方は、目

の前になくて、しかもイメージがわ

かないものに対して起こりやすい

の。例えば就職や結婚をした後の自

分、どう? イメージが湧きにくいんじ
ゃないかしら? (中略)だから人生から
悩みはなくならないし、人生の節目

で悩みを感じる人が多いのよ。だけ

ど、ちょっと思いだしてみて。さっ

きお母さんは、職業を選ぶのも将来

ハワイに行きたいのも同じことだって言ったわよね。それってつまり、職

業選び＝海外旅行といういいかたもできるわ。であれば、『将来、どうしよ

うと悩む』のと、『ハワイに行って何をしようと悩む』のも同じこと。(中
略)自分にとってイメージしやすい物で『迷う』ことは、物事を比較するこ
とや選択することと、意思を決定することのトレーニングになるの。そう

して、選択を繰り返す中で、成功や失敗という経験も積み重ねることがで

きる。そのうち、自分の変化に気づけると思うわ。(中略)自分が変化するこ
とによって、見るものや聞くもののとらえ方もまた変わってくるわ。そう

すると『自分の進むべき道は、自然に目の前に広がるのよ』」(pg. 110~113) 
いかがですか? 社会人の方だったら、これって核心を言い当ててるな!と思
いますよね!? やっぱり、大学生のための「夢を実現する」進路の見つけ方
がわかる名著です。(もちろん中学生・高校生にもオススメです♪) 
3冊目は、待ちに待った新刊、高田郁著『あきない正傳 金と銀 五』で
す。この本は、説明も何も必要ないくらい「イイ」の一言です!!! 泣かせど 

ころは最低3回ありますから(笑)、喫茶
店や電車内で読むのは危険かもしれま

せん。日本人が本来もつ心の美しさの

描写が胸をガンガン打つんです。 
4冊目は、馬渕睦夫著『国難の正体』。
最近読んでびっくりした本です。数年

前に「スライヴ (THRIVE)」という動
画をYouTubeで見た時にもぞっとしま
したが、この本も負けていません。世

界の支配構造がどうなっているのか、

読むと納得させられる内容なんです。 
結論から言えば「グローバリズムと

共産主義は根は一つ」。みなさん信じ

られますか? ということは米ソは裏で
は仲間で、冷戦は八百長だったった!?
ってことになります。以下、前書きか

らの抜粋です。 
「戦争は偶然に起こるものではありません。そして教科書や報道で教えら

れるように必ずしも国家対国家の図式で戦っているものでもありません。

ヒト・モノ・カネの行き来を自由にするグローバリズムが世界経済を席巻

していますが、グローバリズムという思想により、現在の世界に圧倒的な

影響力を及ぼしている勢力が戦争を企画しているのです。それはウォール

街やシティーといった国際金融資本家＝グローバリストたちです。彼ら金

融資本家たちは特定の国を代表しているわけではなく、政府の規制を排除

して、マネーが支配するグローバル市場により、世界統一を企んでいるの

です」ここまでは結構耳にしますよね。そして、このグローバリズムに対

抗しているのが、日本とロシアだと結論づけています。プーチン大統領は

本当は大の親日家で、「日本の文化や哲学に親しんだものとして、日本を愛

さずにはいられない」と小渕総理に吐露したり、ロシア大使に対して「新

しいロシアの理念というものは全人類的価値とロシアの伝統的価値との有

機的な結合から生まれる。(中略)自分は日本の文化や哲学に大変興味があ
る」と話したりしているそうです。実はプーチンはその実現のために、日

本を手本に学びたい。「外来文化を自国(日本)の伝統文化に合うように作り
変える力」を日本に教えてほしい、といっているのです。ホント?!と思われ
た方、ぜひじっくり本書を読んで見てください。国際金融資本の妨害に屈

せず、日米露がもし仲の良い関係になれたら、世界はどんなに安定するで

しょうか? でもそれを、世界中の国々は心待ちにしているのかもしれない
な…、なんて思いました。                             まとめ 小林義和 

2冊目は、松葉健司さんの『魔
法のランプ』です。以前にも

ご紹介した作家さんですが、

この方、三重県の高校の先生

で、県立の松坂高校を甲子園

出場に導いた、非常に指導力

の高い先生です。高校野球で

甲子園に出るような常勝校

は、まず私立で、中学時代に

活躍した優秀な選手たちを推

薦枠で引き抜いて構成する野

球エリート達です。彼らと比

べれば断然、体格も技術力も

劣る県立高校の普通の野球部

員が、どうして甲子園出場ま

でこぎつけたのか、ほぼあり

えないくらいすごい指導力で

す。まるでMagicにかかったように、それぞれの選手が自分の潜在
能力を100％出せるように、メンタル面の指導をして行ったからな
んですね。この本では、松葉先生が子どもたちにわかりやすく語り

かけるように、登場人物の言葉が綴られています。例えば就職活動

のように、人生の岐路に立った時、誰もがどうしようかなと思いま

すよね。その時にどう考えて道を切り開いていくのか? その場で立
ち尽くしていても始まりません。まず、それが「迷い」なのか「悩

み」なのか? を考えてみよう、と示唆します。以下本文からの抜粋。
お母さんが娘の「いーちゃん」に話をするシーンです。 
「夢を持たなくても、目標とする職業を最初から決めなくても、そ

れでも自分の明るい未来や人生を思い描くことは自由だし、なんだ

って描けるわ。(中略)将来のことを考える時に、普通は『就職』を
最初に考えて、次に『職種』を考えると思うの。でもね、将来とい

う枠の中で考えるなら、『どんな生活をしたい』とか、『どこで暮ら

したい』とか『何歳までにハワイに行ってみたい』というとらえ方

でも同じことだと思うわ。(中略)私が言ってるのは、なにも社会の
ことから目を背けるということではないの。将来のことに対してや

りたいことや、楽しみたいことの方に意識を持っていくようにして

いると、自然に自分のライフスタイルやそれにあった自分というも

のが見えてくるわ。そしてそのうち『やりたいこと』が自然にわい

てくるのよ。(中略)たとえば、アイスを選ぶとき、いーちゃん悩ん 
 


