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Full of the joys of spring! 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 ↑チーズバーの仲間たち！！	 	 	  

 

みなさん！！お久しぶりです！再度大変長いお休みを頂いてしまいました。皆

さんはいかがお過ごしでしょうか。私はというと、ついに 3月に帰国し、今日
本にいます！ 今は実家の名古屋に帰郷しています。しばらくは名古屋で暮ら
そうと考えてるので、しばらくはまた今まで通り、コラムのみの登場となりそ

うですが、今後もちょこちょこお邪魔したいと考えているので今後とも是非宜

しくお願い致します。さて、帰国する前のお話を少し。帰国日ギリギリまでチ

ーズバーでのバイトと日本語のレッスンで働きまくっていた私ですが、やは

り、何事も終わりが近づくとなかなか寂しいものでした。日本語レッスンで担

当していた生徒さんたちは、最後にプレセントやメッセージをくれ、前回紹介

したダリオ君は最後泣きそうになりながら「I will miss you Chiko」と言ってく
れました。私も、「Me too!!」と泣いて抱きつきそうになりましたが、１０歳相
手に弱いところも見せられないので、必死に堪えました、笑。やはり、約十ヶ

月数人の生徒さんをもち担当してくるとかなり気持ちも入ってしまい、なかな

か辛い別れとなりました。みんな「絶対、イギリス帰ってきてね！待ってるか 

     

ら！」と言ってくれ、本当にイギリスにまた帰りたいという気持ち

が強くなってしまいました。さらに、前回ご紹介したバイト先（チ

ーズバー）での最終日は、本当に泣きすぎて、次の日に目がパンパ

ンになるという始末になってしまいました。チーズバーでバイトを

したのは本当に最後の三ヶ月だけでしたが、仕事に行けば行くほ

ど、働いているメンバー、チームとの距離が深まり、このチームで

働けたことが本当にラッキーだと感じることができました。距離が

近づけば近づくほど仕事の後にみんなで飲みに行く回数もどんど

ん増え、、、という事実もありますが、やはり、お酒を飲んで話し合

うと心の距離が縮まるのは万国共通ですね！チーズバー最後の日

はサプリイズで、みんながパーティーを開いてくれ（仕事後からス

タートなのでパーティー開始が 23時近くで終わりは明け方でした
が、、）パーティーの最後には、大量のチーズとさらに、かなり分厚

く、重い、みんなのサイン入りチーズ専門書（チーズバーのオーナ

ー著）さらにさらに、ラクレット（溶かしチーズ）を作る機械をプ

レゼントしてくれました！本当に嬉しくて号泣してしまったので

すが、ふと現実に戻った瞬間、心配事が一つ思い当たりました。ど

うしよう、この荷物、、、入らない！！！そうです、チーズバー勤務

最後の日帰国日２日前！もうすでにパッキングをほとんど終わら

せてしまっていました。もちろん、こんな素敵な（そして大量な）

プレセントをもらえるなんて、予想外だったので、スーツケースに

あまりのスペースは一切なし！ということで、しょうがありませ

ん。やるしかないですよね。そして、私は帰国前日に全ての荷物を

スースケースから出し、もう一度、ふるいにかけ、なんとかチーズ

と本と機械のスペースを作ることにしました。結局、数時間戦い、

服類をかなり諦め、プレゼントを無事収納しました。見返してみる

と、スーツケースの半分がチーズで埋まっていました。入ったはい

いのですが、空港で重量オーバー５０ポンドを取られたことは少し

悔しかったです。ただ、なんとか無事持って帰ることができて本当

に良かったです。チーズバーのみんなもごめんね、、、とは言ってい

ましたが、前日のパッキングはかなりドタバタでした。と、そんな

こんなで日本に帰ってきたChikoです！また、ぼちぼちコラムを書
かせていただくので今後とも宜しくお願い致します！さて、春！花

見！ビール！ということで、今月も頑張っていきましょう！ Chiko 

元気が出る‼	 今月のおすすめの一冊。	
2月 18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
きましたので、そのお話をみなさんにお届けしようと思います。今回は

その前編です。 
	 	 	  

能力を磨く	 自分が何かやってみたい、何か挑戦してみたい。そこに一

歩踏み出してみる。一歩踏み出したらいろんな問題が起こります。良か

れと思ってやったことでも、トラブルは起こるんです。でもそこにやっ

てくるトラブルに対して、受けて立つだけの力はすべての人に必ずある。

だから恐れる必要はないと思います。恐れないで挑戦をしていけば、そ

れだけ自分の器っていうのはどんどん広がっていくと思うんです。だか

ら皆さん、自分が強いと信じるに値する何かを持った方がいいと思いま

す。それはもしかしたら証拠みたいなものがなくってもいいのかもしれ

ません。「尊敬している人がそう言ったから…」、そんなのでもいいのか

もしれません。また自分の過去を振り返れば多分わかると思います。5
年前の自分よりも今の方が、いろんなことに対して優しくなっていると

思います。優しいということは、受け入れられているということ。受け

入れられるというのは、自分が強くなったこと。だからこれからも、も

っともっと強くなれば、いろんなものが受け入れられる。けれど、「惚れ

惚れするくらい、自分は強え〜な〜」と思っている人はきっといないと

思うんです。自信満々に見えている人でも、自分の中ではちょっと自信

がなかったり、そんな弱い自分に対してどうにかしたいな…、と思って

るんだと思うんですよね。そのために必要なこと…。 
	 	  

能力を磨いて誰かを助ける	 それが今日のテーマ、「能力を磨く」と

いうことです。能力を磨くのはなんのためか? 例えば皆さん、子供に一
生懸命勉強してほしいなーって思うじゃないですか? でもこれ、いつも 

	 	 	  

言いますけれども、学歴・点数・成績がどうのこうの…というので言っ

てるのではないです。点数取れなくても、成績取れなくっても、自分が

行きたいと思っている学校や大学に行けなくっても、結果としてはそれ

でいいと思ってるんです。でも勉強は、やってほしい。楽しんでほしい

し、挑んでほしいし、逃げないでほしいんです。だから勉強はやってほ

しいなーって思ってます。どんどん挑戦してほしい。で、それに挑戦し

たら、また新しいことがやってくるでしょ。新しいことがやってきたら、

また新しいことに挑戦してほしい。どこまでも、どこまでも、目の前に

新しいことがやってくるのが、勉強のいいところなんです。で、毎日や

っていたら、必ず好きになるというのもいいところの一つです。だから

頑張ってほしいなと思います。 
    

ところがですね、一生懸命やっていくと、「できるようになること」を目

標に、どうしてもしていってしまうんです。点数を取ること・成績を取

ること・(いい)学校行くことっていうのを目標にしてしまいがちなんで
す。でも、本当に根本的なことを教えてくれる誰かの存在が子供達には

絶対必要だと思います。じゃあ、その根本的な何かっていうのはなんな

のか? それがこれだと僕思うんですよ。「なんのために」勉強するのか? 
「なんのために」一生懸命努力するのか? 「なんのために」昨日はでき
なかったことに挑戦するのか? 「なんのために」逃げない人になってほ
しいのか? それは、僕はこの一点だと思います。「誰かを助けるため」。
これをですね、誰かが伝えてあげる必要があると思うんです。誰かが。

で、そんな風な話をするとですよ、僕の話は最初、教科書的な理想論に

聞こえちゃうんですよ。確かにまあ、一つの理想論ではあるんですよ。

今更言われなくても、なんのために能力を磨くんですか?	 (裏に続く) 



(それは)誰かを助けるためですよ。「は〜、もっともなことで…」み
たいな感じですよ。でも、現実どうでしょうかね? なんのためにいい
大学行くんですか? なんのためにその職に就きたいんですか? って
いう風に言ったら、大体 8割方９割がたの学生さんは頭の中で何考
えてるか? 「そりゃあね〜。コレ(お金)が多いほうがいいでしょ!!」
ってことです。そりゃあそうでしょう。みんな思ってますよ。収入

が多いほうがいいでしょ。こっちの方が安定してるじゃないですか。

じゃ、それってどういうことですか?  
突き詰めて考えて行くと、誰かを助けるためじゃない。自分を助け

るためなんです。自分を助けるために能力を磨きましょうっていう

ことを、ずーっと言われているんです。言われてないようで、言わ

れてますよ。だから言われるんです。勉強やってないと、「お前のた

めに言ってるんだぞ」って言われちゃうわけです。「お前のために言

ってるんだぞ」と言われるので、それをそのままアンカー(錨)として
グンっと持ってます。だけど聞いてないふりしますよね。「あぁ…」

って言って。「聞こえてないの? あんたのために、あんたのために言
ってるんだから!」。でも反応は「あぁ…」。こんな風にずーっと言わ
れてるわけですよね。それがずーっと重石のように、彼らの中にず

ーっとあるわけですよ。だから親の前ではそういう態度をとってい

ながら、自分の部屋に行ったらそれがアンカーになっちゃって、「そ

うだよな〜。自分のために何をやったら儲かるだろうな〜」「なに学

部行ったら幸せになれるんだろうなぁ」と一生懸命考えるんですよ。

で、答えが出ないんですよ。でもこのことを本当に本当に誰かが教

えてあげないと、彼らは多分一歩も動けないですよ。 
何のために能力を磨くのか? 誰かを助けるためです。このことを最
近僕が一生懸命やっているリバーカヤックを例にお話しします。僕

が9年間ほど講師を務めさせていただいているSYワークスのセミナ
ーで「四万十セミナー」という人材創造クリニック（2泊3日の宿泊
研修）と言うのがありまして、佐藤芳直さん（船井幸雄さんの一番

弟子と言われた方）と僕と白石康次郎さん(海洋冒険家)の3人が講師
なんですね。初日は白石さん90分、僕が90分話をして、そのあと佐
藤さんが90分話をする。で、2日目、3日目はカヌーやるんです。経
営者をカヌーに乗せて川下りをすることで、経営に必要な考え方 

できることって逃げることだけになっちゃうんです。だから僕はこの時に、

「なるほど…。問題が起こっている…。でも能力がなければ、問題が起こっ

ていることをわかっていながら、それを見て見ぬ振りをして、通り過ぎるの

がベストになっちゃうんだ」と思った。同じ状況があった時に、逃げるのは

嫌だと思うんですね。でもだからと言って、「よし、逃げないぞ。力はない

けど行く。大丈夫ですか〜! わ〜ぁぁぁ」ってなると、また迷惑をかけるな、
とも思うんです。だからやっぱり選択肢、1つなんです。「自分がやっている
ことで誰かの役に立つためには、力をつけるしかないんだ。力を磨くしかな

いんだなぁ」と思いました。 
この力というのが、カヤックでいえばロール（ひっくり返ったら自力で起き

上がる技術）という「リカバリー能力」なんですね。ひっくり返ってもいい

から自分の力で起き上がれば、これでいいんですね。で、ひっくり返っても

自分の力で起き上がることができたら、何が変わるかといったら、やりたい

ことが変わっていくんです。どこに行っても自分で「バーン」って起き上が

ることができたら、安全じゃないルートに行ってみたくなるんですよ。「こ

の前ここできなかったけど、行ったらどうなるかなぁ」って思って行ってみ

たくなる。そしたら案外できなかったりするんです。「ここ危ないけど、ど

うかな〜」。行ってみる。したら、やられる。やられたらまた自分で起き上

がるじゃないですか? したら、「もう一回行ってみようかな?」っていうふう
に思うんです。っていうふうに、自分で起き上がることさえできるようにな

っていれば、実は挑戦したい場所も変わっていきます。ひっくり返らないこ

とを選ぶ、ひっくり返らない道を行くだけじゃない選択肢が出てくる。だか

ら僕は、このリカバリー能力を磨くっていう意味でも、これは自分に力があ

れば、助けられるのになぁ…っていう状況で逃げないようにするためにも、

やってみようって思って始めたのがきっかけなんです。 
これは何でも同じだと僕は思ってます。例えば僕みたいに塾の先生をやって

いても、学校の先生をやっていても、会社の経営をやっていても、パン屋さ

んをやっていても、全部同じだと思うんですね。やっぱり、自分たちが今の

能力で救えることができる人たちを、救いながら生きてるんですよ。今の自

分の能力で救える人がゼロであれば、その仕事はできないはずなんですよ。

だけど、どんなに頑張っても今の自分の能力では救えない人がいるんです 
よ。救えない状況っていうのがあるんですよ。助けることができない何かが

あるんですよ。でも、それでも、自分の力がつけば、助けることができます

ね。自分の力がどんどん大きくなればなるほど、自分の力で助けてあげるこ

とができる人が増えるんですよ。そのために、強くなる。そのために、能力

がいる。 
子供たちが大人になってですね、自分が、例えば力があったら、能力があっ

たら、才能があったら、成績が良ければ、頭がよければ、自分の収入が増え

ると…、そんなもののためにやってるんじゃないんですよ。知識が多ければ、

救える人が増える可能性があるんですよね。受験勉強で、やんなきゃいけな

いことから逃げないということを、ず〜っと繰り返していったら、最終的に

救える人が増えるんです。で、そのためにやるんだよ、っていうことを、誰

かが教えてあげなきゃいけない。それをやらなければ、先の僕と同じ状況に

なっちゃいます。要は、救ってあげたいんですよ。救ってあげたいんですけ

れども、見て見ぬ振りをして、通り過ぎるしかないんですよ。それしかでき

ない。だから、それが嫌だったら、苦しみを伴うのを覚悟・承知の上で、今、

自分がやっている仕事のできることを磨き続けるしかないんですね。 
ちょっとでもいいから磨き続けることで、実は救える人っていうのは増えて

行きます。で、救える人が増えるっていうのは、そのまんま、そのまんま、

自分の幸せになると、僕は思うんです。誰かを助けることができる。今まで

助けることができた人っていうのが 3人しかいなかったのが、30人になる
と、僕は単純に幸せが 10倍になっているんじゃないかな、と思う。これは
前にもお話しした話ですが、仕事って、実は何をしているのかと言うと、自

分の時間を誰かの喜びに変えているんですね。僕たちはそのために、自分の

力を磨かなきゃいけない、というふうに思います。 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5月号では今回の続きをご案内する予定です。お楽しみに♪まとめ:小林義和 

を自然に学ぶということなんですね。やってみると、確かに川下り、

自然から学べることっていっぱいあるんですよ。 
ちょうど７年目のことですが、その時もリバーカヤック行ったんで

すね。川の上流から下っていくんですが、川って蛇行してるんです

ね。蛇行してるところに、ここに水がバーンって当たるんですよ。

岩に。岩に水が当たると、そこに水しぶきが巻くんですね。巻いた

やつの逆側に逃げて川を下って行くんですね。で、そこにですね、

ある会社の社長さんが、吸い寄せられるように入って行っちゃって、

水に当てられてるわけですね。もう本当にどうしていいかわからな

いっていう状況になって、そこに僕のカヌーが差し掛かってですね。

周りを見渡してみると、やっぱり上手な人がいないんですよ。かろ

うじて僕が７年連続７回目の参加でして、なんとなく周りから、こ

う、圧を感じるんですね。「先生、どうしましょう?」みたいなね。ど
うしようかなって躊躇している間に、SYワークスさんの女性の方が、
「大丈夫ですかー!」って、漕いで行ったんです。でもその方はどう
見ても僕よりは下手なんですよ。「大丈夫ですか〜〜〜ぁ? あ〜あ〜
〜ぁ〜〜〜」となって、結局状況が悪化したんです。2人で艇を支え
ながら「どうしよ、どうしよ」って「誰か〜、誰か〜!」みたいな感
じなんです。その「誰か〜！」っていうところに、僕がさしかかっ

ていく。僕どうしたと思います? 「ごめ〜ん」っていって逃げたんで
すね。だって状況を悪化させてもしょうがないでしょ? 結局その 2
名はなんとか脱出して岸を歩いてきました。「ああ、大丈夫だったな

ー」と思ったんですけれども、そのときに思ったんですね。「力がな

いとなんにもできない」「自分に力がなければ、助けに行くこともで

きなければ、助けに行く勇気もない。だからできることって何かと

いえば、問題が目の前に起こっていることはわかっているけれども、

わかった状態で逃げるしかない。これしかできない」って。 
例えば、もう全部同じなんですよ。皆さんがやられている仕事なん

かもそうですね。新しく新入社員の方が入ってきます。入ってきて、

なんでも任せてくださいと言われてもですよ、力や能力がなければ、

なんにもできないですね。なんにもできないだけじゃなくて、助け

ようと思ったら、どうなるかって言ったら、問題が悪化するんです

よ。例えば自分の上司が、「これどうしたらいいんだろう?」って迷っ
ていたりすることがあるかもしれない。でも、自分にはなんにもで

きない。問題が起こっているのはわかっていて、「自分にできること

は、なあに?」って言ったら、「逃げること」になる。力がなければ、 

今月のオススメの１冊 
松尾健史著『ブレイクスルー』。特に学生

さんから30代くらいの方にオススメ。一人の
本気が隣の人へ、隣の人からまた別の人へ。

やる気を出したいあなたに今一番おすすめ。

萌えて燃えてきます(!?)。ところどころに出て
くるマイケル・ジョーダンの名言にも感動!!! 
I can accept failure.  
Everyone fails sometimes. 
But I can’t accept not trying. (Pg. 129)  
僕は失敗を受け入れることはできる。 
誰にでも時には失敗することはあるから。 
でも、挑戦を諦めることは、絶対にできない。 

 


