
人生の初体験！

2018年 新しい年が皆様にとりまし

て、素晴らしい年になりますこと、

お祈り申しあげます。今年もどうか

よろしくお願い申し上げます。

昨年の大晦日から新年にかけて、

人生初の経験でありますが、ある宮

司さんのご理解を得て、神社でレイ

ンボウスティックを販売させていた

だきました。神様のお札などが売ら

れているところの横で、静かに立っ

ておりました。 11時45分頃からど

こからか除夜の鐘が響いてきまし

た。 そして、目の前にはたくさん

の人の行列が.....。 子どもの頃

は、紅白を見終わって、近くの護国

神社にみんなで行っていたのです

が、生の除夜の鐘は、初めての経験

かもしれません。芯から冷える、そ

んな厳かな雰囲気の中で、レインボ

ウスティックを販売するのですか

ら、どうしていいのやらというとこ

ろでしたが、私自身大変貴重な経験

をさせていただきました。

日々の仕事に追われ、走り続けて

きた2年ですが、このあたりで、も

う一度、初心に返ってじっくりと取

り組んでいこうと思っています。み

なさん、今年もどうぞ宜しくお願い

します。

どの字がすき？

さて、ここに3つの「道」という毛

筆の字があります。落款もあります。

道
皆さんはどの字がいいなと思わ

れますか。 たとえば、自分の子ども

さんが、真ん中の字をかいたとき、

「もっとお手本を見て、ちゃんと書

きなさい」などと言ってしまいそうで

すね。 実は、真ん中の字は、書家の相

田みつをさんの作品の一文字です。一番

きれいに書かれているのが、最初の一文

字かもしれません。これは、毛筆のフォ

ントの字です。 落款を押していかにも

という雰囲気のあるものが実は、恥ずか

しながら私の字です。先生に「よく見る

とあじがある」とおだてられて、出した

わけではないのですが、比較しやすいと

思い、敢えて並べさせていただきました。

社会一般の価値観、もう少し狭めて言う

と、学校の中でのお習字できれいな字と

は、最初のような字を指すんだと思いま

す。私が言いたいのは、大人が大人の価

値観で、うまく、上手に書かせようと大

人の価値観を押しつけることは、子ども

の想像力や独創性をなくしてしまう場合

もあるということです。子どもさん自身

もそんな風に身構えないで、思いを字に

ぶつけたり、絵にぶつけたのでいいのじ

ゃないでしょうか。 それが心を解放す

るということです。私も孫達と時々、字

を書きますが、小学生の子は、きれいに

丁寧に書こうとしています。幼稚園の子

は、筆を押しつけて力一杯線を書こうと

します。決してきれいではないのですが、

活き活きとした字です。 和久洋三先

生は、子どもは、4歳になると絵が面白

くなくなると言われています。大人の価

値観が植え付けられ、きれいなものを書

こうと思ってしまうのかもしれません。

ということは、学校で、字が汚い、絵

を描くともっとよく見て、などど、言わ

れてきた子ども達は、自分は、字が下手

だ、うまく書けない、絵なんてめんどく

さいとなってしまいます。
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1月28日（日曜）10時から11時30分

新居浜総合福祉センター 第2研修室

メディウム版画

10cm四角くらいの段ボールにボールペンで絵を描きます。

それを版画にします。4～5歳くらいからできる簡単な

ものです。 是非ご参加下さい。

一人 1000円＋材料費

家族で参加 3人 2500円

4人以上 3000円 ＋材料費

ショップや講演会、幼稚園からの研修会の依頼なども受けるようになり、

少しずつですが、KoKoRoの形ができてきたかと思います。 そこで、皆様

への感謝の気持ちとして今年も５～１５％で、ご提供できる商品もご用意

しております。是非ご来店のうえ、ご確認下さい。

HP：kokoronoasobi.co.jp ✉ info@kokoronoasobi.co.jp

半田正子先生の絵画教室

2周年感謝セール実施中！！
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塾生がお母さんに…子育て頑張って！

私の塾生の子どもですが、小さいときか

ら、買い物などに行くと、店に陳列して

いるものをすべてばらばらにしてしまっ

ていたそうです。もちろん、母親も父親

も子どもを叱ります。次第に外にも連れ

て行かなくなったといいます。 お母さ

んが得意な料理を作っても、食べなかっ

たら、「忙しいのにせっかくお母さんが

一生懸命作ったんだから、残さず食べな

さい。もう作らんよ！」そんな会話にな

っていきます。何をしても、叱られるこ

とばかり、中学生になると、その子は、

今度は無気力な子どもに。何もしない,

する気がおきない。本人に事情を聞い

てみると、授業中は勉強をしないで、

漫画を読んだり、ねるだけ。うるさく

人としゃべったりはしない。唯一する

のは、部活。一度だけ、片付けをして

いて顧問の先生に褒められたそうで、

それだけは、きちんとするそうです。

家では、TVアニメか、ゲーム。 朝か

らゲームをしたり、TVをみて学校へ行

くことも。 そんな生活で、学校で勉

強などする気持ちがわくはずはないで

すね。 いろんなことを話しているう

ちに、お母さん、自分の接し方が間違

っていたと思うようになり、自分（親）

の価値観に合わないことを叱っていた

のが、しつけだと思っていたのです。

今まで、子育てを楽しんできていな

かったように思います。幼稚園から、

問題児扱いをされていたわけですか

ら。 今では、どう接しても、結局、

説教になってしまいます。ですから、

普通に話をして楽しめないというので

す。その子どもは,偏食があり野菜を

食べません。お母さんは、何も自慢で

きるものはないけど料理は得意です

と。「こんなんつくってみたんだけど、

食べてみて」といって出してみたらと

提案してみました。言い方を変えない

といけないですね、とお母さん。懇談

会では、成績が悪いと叱られ、塾で、

せめて宿題だけでもさせてもらって下

さいと言われたそうです。

学校が逆戻りしていませんか？

成長の段階で十分に学力が備わって

いない子どもに、成績が悪い。提出物

を出さない。それを塾でさせてもらっ

てくれ。これいったいなんでしょうか。

学校の懇談会は、何をするところなの

でしょうか。成績さえよければすべて

問題なし？ 悪ければ、あるいは、や

るきがなければ、その原因はどこにあ

るのか、家庭や学校の状況や問題を探

り出して、解決する糸口を見つけるた

めの話し合いが懇談会であるはずで

す。 原因を探ったり、子どもと話し

合ったり、自信の持てないところを聞

いたり、そうしながら、勉強する糸口

を見つけていき、「宿題をわからない

ところがあったら、先生の所へ持って

きて」とか、「塾でも少し時間外に教

えてもらったら。」という言い方くら

いは、できるはずです。できない子ど

もに正直、一律の宿題などできるはず

もありません。本来は、子どもにあっ

た宿題を少なくとも、2種類くらいに

わけて出すことくらいの配慮は必要で

す。

しかしなが

ら、現実問題

として、そこ

まで手をかけ

ている先生は

少ないかもし

れません。そ

れどころか、

先生は、やれ電子黒板だの電子教科書

だの教育機器の使い方の習得や会議に

時間を取られ、本来の必要な教科の準

備などに時間を取ることができない状

況にあるのも学校の先生達にとって

は、大きな問題の一つかもしれません。

だからこそ、社会全体が、一般的な価

値観に合わせないで、子どもが楽しん

で遊ぶ、楽しんで書く、楽しんで勉強

する環境ができないものなのでしょう

か？ 何もかもできることなど必要はあり

ません。特に学習が苦手な子ども達は、字

を書いたり、絵を描いたり、何かを作っ

2周年セール品

ベック社 15% off

レインボードロップ

たり。そんな子どももいるはずです。 好

きなことを自信を持ってやるところから、

苦手なこともできる力が生まれるはずです。

学習とは…？

最後に、「学習とは嫌悪や不安などの自

分に好ましくないものも含めて,自らの

経験を通して環境に適応する態度や行動

を身につけることです。そして、人は、

外部からの受動的な情報と自ら求めた新

たな情報を得る能動的な学習のバランス

を保ちながら発達成長していく生きもの

だ」「発達障害の子どもを理解する」抜

粋 小西行郎 集英社出

《 1月・ 2月 の営業日》

はお休みの日です。
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＊ Cuboro社の製品について

世界中のcuboroがなくなり、工場を増や

しての製造を続けております製品は、早

いもので、今年の9月頃から入荷するも

があります。工場を新しく建てたと申し

ましても、オートメーション化で作るの

ではなく、工房で、手作業で作るのが私

どものお店で取り扱っております商品で

す。ご迷惑をおかけしますが、今しばら

くお待ち下さい。今後のご予約は、更に

一年以上かかる見通しのものもございま

す。また、中国産の偽物がネット上で出

回っていると代理店の方から注意を促す

情報が入っております。くれぐれもお気

をつけ下さい。


