
次代を切り拓く
先生方へ

小玉 宏

あなたの心を揺さぶり、
あなたの心に火を灯す言葉たちが、
あなたとの出会いを心待ちにしています。
常識に囚われない斬新な発想と大胆な行動で常に第一線を走り続け、
多くの子どもに生きる喜びと未来への希望を与え続けてきた著者が
渾身の力を込めて綴る、次代を担う先生方への熱い応援メッセージ！
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【表紙の写真】

「観音瀬水路」（宮崎県指定史跡）
か ん の ん ぜ

観音瀬は、大淀川の中流に位置する高城町有水八久保の瀬で、都城盆地の水

が集まり勢いよく下流に向かう場所です。藩政時代には、この瀬には大きな岩が

林立していて激流となり、その下流は高さ１０ｍぐらいの滝になっていました。

この観音瀬を開削して赤江港に通ずる舟路を開こうと決意したのは、時の都

城領主であった島津久倫です。久倫は、都城領にある稽古所（後の明道館）校長
ひさとも

であった家臣の藤崎五百治公寛に、川舟が通行できるように開削を命じました。
い お じ きみひろ

公寛は桂川（山梨県）や吉野川（徳島県）、球磨川（熊本県）などの急流や難所

をくまなく調査し、肥後（熊本県）の腕利きの石工や船頭を伴って帰り、寛政３年

（１７９１）に藩主の許可を待って着工しました。

かつての観音瀬付近は、轟という地名も残っているほどで、あまりの激流のた

め、水量の少ない冬季にしか工事を行うことができませんでした。

急流と厳寒の中、石工たち

はノミで岩を穿ち、難工事の
うが

末、３年後の寛政６年１２

月、ようやく観音瀬左岸に幅

一間（１．８２ｍ）の舟路の開

削工事が完成しました。

これにより、都城の竹之下

橋から川口の赤江港までの

間を川舟が通行できるよう

になり、都城地方はもとより

鹿児島方面の物産も運べるようになりました。

明治２２年（１８８９）には、県営工事で更に右岸に一間幅（１．８ｍ）の水路開

削が始まり、翌年の明治２３年に完成し、ますます舟運は盛んになりました。この

二本の水路が史跡として平成１７年に指定されています。

水路工事に招かれ貢献した石工たちは、この土地がたいへん気に入り、その

ままこの八久保地区に定住したのだそうです。

【写真】石工たちがノミで開削した跡
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はじめに
私は「この先生と出会えて本当によかった」と
心から思ってもらえる教師を目指して、教職に就きました。

「全力で走れないんだったら、教師をやる意味がない。
２０代はまず走れ。走ってから考えろ。
３０になったら、走りながら考えろ。
そうやって全力で走り続けた教師だけが、
４０になって初めて、走る前にゴールの景色が見えてくるんだ」

私が最初に赴任した中学校で、
尊敬する年配の先生から贈られた言葉です。
力の限り、全速力で走ろうと決めました。

たとえまわりに障害物があったとしても、
次々に薙ぎ倒しながら、突き進んできました。な

自分が通った後ろに大きな風穴を開けることこそが、
何よりの存在価値だと思っていました。

薙ぎ倒された側の痛みなんか、
考えたことすらありませんでした。

全員が自分のことだけに集中して頑張れば絶対にうまくいく。
自分の仕事をやれていないヤツがいるから、
うまくいかないんだ。

当時の私は本気でそう考えていました。
その考えこそが、組織をダメにしていくとも気づかずに。

時は過ぎて、今度は自分が薙ぎ倒される番になったとき、
初めてその痛みに気がつきました。
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そして、
自分一人の力で切り拓いてきたと思っていたことのすべてが、
本当に多くの人の支えがあって、
助けがあって成り立っていた、
という事実に初めて気がつきました。

多くの人の支えや励ましがあるからこそ、今の自分がいる。
だから私は、これからの自分の人生を使って、
私のまわりのすべての人に恩返しをしていきたい、
と強く思いました。

「自分がどう動けば人は喜んでくれるだろうか？」
「自分がどう動けば人に恩返しできるだろうか？」
という視点で、自分がやっている仕事を捉え直してみました。

「自分のため」という仕事のベクトルを
「人のため」に変えたとき、
私の目の前の風景がどんどん変わっていくのが
自分でも分かりました。

人が喜ぶ笑顔を見ることが、
何よりも自分の喜びになりました。
前にも増して、
仕事が楽しく感じるようになってきました。

４０になって、ふとこれまでを振り返ってみたときに、
理想とする教師に近づけたか？と聞かれたら、
恥ずかしいくらい目指すところは遠い彼方にあって、
もっとスピードを上げないとたどり着けそうにありません。

ですが、
自分が成長することが、人の喜びにつながることを信じて、
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焦らず腐らず諦めず、昨日までの自分より大きくなることを、
これまで通り続けていこうと思います。

私は、先生方が元気に、
ワクワクするような毎日を過ごしていただくために、
先生方の応援団長になるために、
指導主事になることを決心しました。

先生方の目の前にいる子どもたちは、
先生方の宝であると同時に、宮崎の宝であり、日本の宝です。
日本の宝ですから、国宝ですよね。
たくさんの国宝に囲まれながら毎日を過ごすなんて、
とっても贅沢な、素敵な毎日だよなあ、と私は思います。
ぜひ先生方のお力で、子どもたち、国の宝を
もっともっと光り輝かせてあげてください。

子どもたちから、先生に出会えて本当によかった、
先生が自分に人として生きるスイッチを入れてくれたおかげで
今の自分があるんだ、って言ってもらえるような、
そんな輝く先生でいていただけたなら、
私にとってこれ以上の喜びはありません。

この本は、私の講演を聴いてくださった方へのおみやげとして
私がこれまでに執筆・出版してきた本の中から、
『 人の心に 感動と 生きる希望の火を灯す 』
『 一燈照偶 ～足もとを照らす人になる～ 』
の２冊の内容をもとに再編集して作ったものです。
先生方の心の琴線に響くものがあれば幸いに存じます。
気に入っていただけましたら、どうぞ、自由にご活用ください。
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出会い～その不思議なるもの

出会いはいつも自分にとって、
高のタイミングでやってきます。

そして、自分の身に起こるすべての出来事もまた、
自分にとってこれ以上ない
高のタイミングでやってきます。

人生は絶妙のタイミングの連続です。

だから自分は、
身に起こるすべての出来事を、
それがいいコトか悪いコトか、
損か得か、
幸せか不幸かなんて
考えるのを一切やめて、
楽しみながらワクワクしながら
すべて体験しようと決心しました。

自分探しの旅

紛れもない自分自身が
いまここにいるっていうのに、
「自分探しの旅」だって？

自分とか人生とか、
探し出すものじゃなくて
創り上げるものだろ？
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愛

愛は
心ド真ん中で
受けとめる
と書きます。

出会う人

出会う人
すべてをファンに
そして自分は
出会う人
すべてのファンに

お客さまは神さまです

「お金を払ってるんだから自分がイチバン偉いんだ」
なんて勘違いをしている人は、
一度、自分のことを何もかも自分の力だけで
やってみればいいのです。

いま着ている服は自分で作ったものじゃないですよね。
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だったら脱がなければならない。

服を作るのには、まず服の原料になる綿の栽培から
始めなければなりません。
栽培といっても、
そこら辺の土に
ポンと蒔けば
勝手に生えてくるなんて
甘いものではありません。

何年もかけてようやく綿を手に入れたとして、
今度はそれを紡いで糸にしなくてはならない。

織り機で布を作ろうにも、
その織り機を
作らなければならない。
布を裁断するためのハサミや
縫い合わせる針を作るために
鉄鉱石から
掘り出さなくてはならない。
ミシンなんて夢の存在です。

たった一枚の服でさえも、
ものすごくたくさんの人たちのお世話になっている。

本当はそれらすべてを自分でやらなければならないところを、
あなたの代わりにすべてやってくれて、
それを揃えてくれているのがお店屋さんです。

「ありがとう」とは、
「自分の代わりに全部やってくれて、しかも自分の手が届くくらい、
こんなに安くで売ってくれてありがとう」なんです。
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私たちは、それを子どもたちにきちんと伝えなければならない、
そう思います。

「お客さまは神さまです」という言葉があります。
お客さまは神さまなんですから、
神さまのように振舞わなければなりませんよね。

生きるということ

生きているということは、
必ず誰かに迷惑をかけているということです。
言い換えれば、必ずお世話をかけているということです。

そして、その人の生き方が、
ふだん何気なく使っている口癖になって現れます。

迷惑をかけている人生と受け取るならば、
「すみません」
と謝り続ける人生になり、
お世話をかけている人生と受け取るならば、
「ありがとうございます」
と感謝し続ける人生になります。

人生とは、
お世話になった分を
恩返ししていくことです。
そして、
誰かのお世話をしてあげることです。
人は誰かのために生きるときに、
初めて命を輝かせることが
できるのです。
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ココロの架け橋

なぜ連絡や注意ばかりの通信やお便りがダメなのか？
それは、
目の前にいる子どもを見ていないからです。
先生が子どもをどんな人間に育てたいのかという
メッセージが込められていないからです。

厳しい言い方をすれば、
読む人のことを考えずに、先生の都合を考えているからです。

先生が出す通信を見て、
思わず我が子をほめたくなる、
思わず我が子に聞きたくなる、
思わずまわりの人に伝えたくなる、
そんな先生の想いを載せて伝えてほしいのです。

保護者はいつも、
先生を
我が子との関わりの中で
見ています。
通信やお便りは、
ふだんは
なかなか会う機会がない
先生と保護者の
架け橋です。

どこかでばったり
出会ったときに、
まるで懐かしい友人に出会ったかのように
笑顔で、親しみを込めて話しかけてくれる保護者が
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たくさんいるときには、
先生の出す通信やふだんの授業は
とてもうまく動いています。

「この先生は、自分のことを特別に気にかけてくれている」
「この先生は、我が子のことを特別に気にかけてくれている」
と、すべての子どもと保護者に思ってもらうこと、
それが教師としての情熱であるし、
職務であると自分は思います。

記録すること

記録というのは、
次に使いまわして
楽をするためのものでは
ありません。
自分がどれだけ成長できたかを
確認するためのものです。

合理性とは、
自分が楽をするための
もっともらしい言い訳にすぎません。
繰り返しの人生を過ごしていながら、
一方では成長したいなんて
思うことの馬鹿らしさに、
一刻も早く
気づかなければなりません。

理念のない、
理想のない合理性など
存在しないのです。
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収穫する人、耕す人

畑を耕すように、
子どもの心を耕していくことを、
教師はいつも
考えていなければいけません。

多くの子どもたちは、
そのまま種を蒔いても、
まあなんとか
芽が出て育っていくから、
いつの間にか私たちは耕すことを忘れて
おろそかになってしまうことって、ありますよね。

で、種を蒔いたのに芽が出ない、上手く育たない、
そうなってから焦りだす。
順番が逆だから余計に労力がかかるんですよね。

しかもそうこうしているうちに、
種を蒔くタイミングすら逃してしまう。

じゃなくて、自分は耕すだけでいい、
あとは種を蒔いて育てる人にバトンタッチすればいいんだ、
それぐらいの気持ちのゆとりを持って、
丈夫な、がっしりした強い心が育つように、
心を込めて心を耕していく、
それだけだっていいと思うんです。

収穫する人が偉くてカッコいいんじゃないでしょう。
すごい畑を作った人こそがカッコいいんじゃないかな、
って私は思います。
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大事なのは
元気な土づくりです。
ミミズや微生物が
生き生きと活躍できる、
そんな自然の力が
発揮できる
土づくりなんです。

それを間違えて、化学肥料を山ほどやったり、
農薬を山ほどかけたりして、
それで作物がたくさんできた、って、
見せかけだけを求める、
おかしな方向に持っていく人が多いですよね。

「奇跡のリンゴ」という本を読むと、
そのことが素直に心に響いてきますよ。

失敗のない人生

世の中には「成功」と「失敗」というものがあって、
「失敗のない人生」を誰もが求めています。

しかし、この世の中に「失敗」という現象は、実は存在しません。
私たちは、実体のないものに怯えて暮らしているのです。

世の中にあるのは、「成功」と「学び」だけです。
「失敗」とは「学び」なんですね。
役に立つものなんです。

「失敗のない人生を歩もうとすると、人生に失敗する」
とはこのことを言っています。
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「成功」と「学び」はセットでできています。
「学び」のない人生を過ごして、
「成功」にたどり着くことはできません。

「失敗しちゃった…」
「マズいことしたなあ…」
「あのときこうやっていたらよかった…」
というネガティブな感情が湧き起こってきたら、
すかさずこう言いましょう。
「勉強、勉強」
それでも
まだ不安が残るときには、
「修行、修行」
「特訓、特訓」
と繰り返し呪文のように
唱え続けましょう。

そうして
少し気分が和らいできたら、
「いや～今回は勉強になったなぁ～！ありがとう！」
「またまた成長したぞぉ～！ありがとう！」
「これでまたまた人に優しくなれたぞぉ～！ありがとう！」
と、感謝の言葉を口に出して言いましょう。

世の中には「成功」と「学び」しかない、
という事実に気づいたときに、
心がとてもラクになります。

そして、このことに気づきます。
「やるか、やらないかが、 も大事なことだ」

やれば、必ず「成功」か「学び」にたどり着きます。
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どちらも
自分の人生に役立つ
ことですよね。

でも、
やらなければ、
何も得られません。

「与えるものは、与えられる。
与えないものは、与えられない」

という法則は、このことを表しているんですね。

いつでも笑顔、どこでも笑顔、誰とでも笑顔

いつも笑顔でいること。
たったこれだけで、
子どもたちが私のそばから離れなくなりました。
人はあったかいところに寄って来ます。
ほっといてもやって来ます。

私のクラスにですね、ある男の子がいました。
クラスのみんなからとても慕われていてですね、人気者なんです。
その子、別に特別カッコいいとか、むちゃくちゃスポーツが得意とか、
めちゃくちゃ勉強ができるとか、全然そんなんじゃないんです。
その子、いつも笑顔だったんです。

体育大会で学級対抗リレーっていう種目がありますよね。
その子の前に走る女の子が、走るのがとても苦手だったんです。

でね、その女の子が、
「どうしよう、私のせいで負けたらどうしよう、
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私が抜かされたらどうしよう」って悩んでるときにですよ、
その男の子が笑顔でこう言ったんです。

「大丈夫。僕が抜かすから」

なんでこの子が
みんなから慕われてるのか、
よく分かるでしょ？

ブレない、迷わない

やる気はあるはずなのに、
なぜかそのやる気が長続きしない。
それは、自分のために頑張ろうとしているからです。

人は、
自分のためにという思いが
強すぎると、
頑張りきれないように
できているんです。
だから、
自分のためにという
ベクトルでは行き詰まる。

だけど、
人は、人のためにだったら 後まで頑張りきれるんです。
そして、人が感動して喜んでくれたとき、
そのときに人は強くなります。

自分が伸びることがまわりの人を幸せにする、
それに気づきさえすればいいんです。
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自分のためにやっていることって、
深く考えていけば実は自分のためだけじゃないんです。
人のためにだったら、人は頑張れますからね。
そしてそのときに、
幸せにしたい人の笑顔を思い描くんです。
もっともっと頑張る力がみなぎってきます。

例えば授業だったらですね、
研究授業とか
参観日の参観授業とか
あるじゃないですか。
そのときに、
自分をよく見せたいから
教科の勉強とか、
授業研究とかを
やっているんだとしたら、
自分のために頑張ってるってことだから、
頑張りきれないんですよ。

でもね、いい授業をするってことは、
突き詰めて考えていくと、
必ず子どもの幸せにつながってるんです。
授業が終わったあとにですね、
子どもたちが自分のトコに走り寄ってきてですよ、
「先生、今日の授業すごくよかった！」って
笑顔で言ってくれたとしたら、
そりゃあもう嬉しいですよね。

でもって、保護者からですよ、
「先生、うちの子が先生の授業すごく楽しいって、
いつも話してくれるんですよ」

なんて笑顔で言われた日なんかには、
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これ以上の充実感なんてなかなかないですよね。

さらにですよ、教え子たちが卒業して何年も経ってですね、
「あの時の先生との出会いが、自分をここまで
成長させてくれました。先生に出会えて本当に良かった」

って言ってもらえたとしたらですね、
私、これ以上の幸せはないと思うんです。

やることは同じであっても、
人は視点や考え方を変えるだけで、
まったく違う結果を手にすることができるんですね。

実は、学校の先生って、
スイッチがとても入りやすいんです。
なぜか？
それはすべての先生が、
子どもの幸せのために
その職を選んだからです。

何のために教師をやるのか？
それはもう決まっています。
目の前の子どもたちを幸せにするためです。

目の前の子どもたちを、
元気で、
夢と希望に満ちて、
笑顔いっぱいに
輝かせるために、
私たちは
教師という職業を
選んできたのです。
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突き詰めていくと、
すべての先生の目的が実はそこなんですね。

「そうだ！自分は、子どもの幸せのためにこの職を選んだんだ！」
という本当の心の思いを、自分の中にしっかりと据えること、
それがブレないということなんです。
迷わないということなんです。

喜ばれる存在になる

人が幸せになるのを阻む 大の要因は、劣等感です。
劣等感は、生まれつきのものではないんですから、
自分のせいではありません。
小さい頃から劣等感を植え付けられて、刷り込まれてきたのです。
その劣等感があなたをいつまでも苦しめます。

人が
劣等感を持ち始めるのは
いつなのか？
生まれて
這い這いしている頃、
親やまわりの人は
這い這いするだけで
大喜びでした。
だから、赤ちゃんは、
ものすごいスピードで成長します。
人がいちばん成長するときは、
人から喜ばれているときだからです。

ところが、言葉を理解できるようになりだす頃、
親から命令され始めます。
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子どもはいちばん信頼する大好きな親の言うことですから、
一生懸命やろうとします。
だけど、一回言われただけで、できるはずがないですよね。
失敗は当たり前です。

この中で一輪車に乗れる方、
手を挙げてください。
ほとんどいないですね。
でも、練習すれば、
おそらく全員が乗れるんです。
初からは乗れないだけ。

物事とはそういうものなんです。

なのに、親は
「自分の言う通りできない」
から怒る。
そうやって劣等感を植え付けて
いるのに気づかない。
それどころか、それを愛だと勘違いしているんです。

人間というのは、ほめられたくて生きています。
ほめることは、自己存在感をストレートに与えることです。
ほめることが「愛」なのです。
欠点を言われながら成長することはできません。
ほめられると、能力以上の力を発揮します。
そしてそれが、成長の原動力となるのです。

親や教師の役割は、目の前にいる子どもに、
「大丈夫。あなたなら必ずできるよ。
たとえ今はできなくたって、失敗は学びなんだから、
落ち込む必要なんてまったくないんだよ。
しかもね、失敗が多いほど、人に優しくなれる。
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そんな人に成長できるって、とっても素敵だよね」
って応援し続けることなんです。

「成功するか失敗するか」が重要なのではなく、
「やるかやらないか」こそが も重要なんです。

人は、この世に修行をするために生まれて来たわけではありません。
人生は辛く、悲しいことを乗り越える修行だと思った方が
気が楽になるなら、その考え方を選んでもいいでしょう。

しかし、
私たちが生まれて来たのは、
楽しむためです。
人生を楽しむという、
その 高峰にあるものが、
自分の存在が
喜ばれるということ。

人間の根源的な生き方は、
喜ばれる存在になることです。

目の前にいる子どもを信頼する

自分のことを大切に思ってくれている、
子どもがそう感じているときに、
子どもはその先生のことが好きになるんだと私は思います。

私が経験してきて自分なりにつかんだことは、
ほめるとか叱るとか、
その子のことを理解するとか、
それらを経験したあとに初めて気づく、
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それよりももっと大事なことがあって、
それは、
「目の前にいる子どもを信頼すること」である、
ということでした。

信頼するとは、
その子が限りない可能性を
秘めていることを
微塵も信じて疑わない、
その心がまったく揺るがないこと
だと私は思っています。

自分一人で生きるのか、支えられながら生きるのか

目の前に大きな岩があって、
「これ、
向こうに動かしてください」

って言われたときに、
「ムリですよ。こんな大きな岩、
動かせるわけないじゃ
ないですか」って答える人は、

自分一人の力で生きている
と思っている人です。

まわりの人に支えられている、助けられていると感謝している人は、
「どなたかこの岩を動かすのを手伝っていただけませんかー？」
とまわりの人に頼みます。
するとまわりの人は「いいですよー」って喜んでやって来ます。

ところが、自分一人の力で生きていると思っている人は、
「どうせ頼んだって、誰がこんなこと手伝うもんか」
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と思っています。だから人が集まらない。

考え方の違いなんてほんのわずかです。
だけど、そのほんのわずかな違いが、岩が動くか動かないかという
大きな結果になって、自分のもとへかえってきます。

学校での身近な出来事に例えてみましょう。
体育館のピアノを動かしてほしい、と頼まれたとします。

まさかそのときに、
自分一人でピアノを運ぼうと
思う人はいませんよね。
子どもに呼びかけて
手伝ってもらいますよね。

そのときに、
先生がどう思うか、なんです。
「こんな面倒な仕事、誰も手伝いたくないだろうなぁ…」
と思って呼びかけるのだとしたら、その通りの結果が待っています。

「誰か、世のため人のために役に立ちたい人いませんかー？」
「先生と一緒に人に喜ばれることをしませんかー？」
って呼びかけてみてはどうでしょう？

運び終わったときに、笑顔で「ありがとう！」って言えば、
子どもは満足感いっぱいで喜んでくれますよね。
私は調子に乗ってハイタッチとかよくやるんですけどね。

子どもたちが何気なくやっていること、頼まれていることが、
実は人のために役に立つことなんだ、ということに気づかせてあげる。

それが教育なんじゃないかな、って私は思うんです。
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給料ドロボー

初は誰だって
給料ドロボーからスタートします。
初からバリバリ仕事が

できたとしたら、
先輩たちの顔が立ちませんからね。
給料ドロボーで
まったく構わないんです。

そこで、
自分が給料ドロボーだと思っているうちに、
自分がもらう給料の２倍働こう、３倍働こう、
そう決めて仕事に取りかかるわけです。
そうやって投げかけていったものが、
あとになって
利子を付けて必ず返ってきます。

ただ、そのときに、
自分がいくら頑張っても給料は同じだよねって考えて、
それだけの仕事しかしていなかったとします。

すると、何年か経ったときに、
自分がそれだけの仕事すらできていないにも関わらず、
必ず自分の給料が
不当に低いという不満が
出てきます。

そのときに、
本当に給料ドロボーに
なってしまうんです。
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プロ意識

仕事場は劇場と同じです。
お金を払って見に来てくれている観客の前で、
「こんな自分は本当の自分じゃない」とか、
「こんな役なんかつまらないからやりたくない」とか、
「今日は気分が乗らないからテキトーでいいや」なんて
演技をされたら、
観客はもうカンカンに怒りますよね。
お金をもらっている以上は、キッチリ「演技」すべきでしょう。
だって、「演技」の対価としてお金をもらっているのですから。

役者さんたちは、
ふだんの自分とは全く違う
「自分」を
舞台の上で演じます。
いい加減でだらしない役を
演じている人が、
私生活でもいい加減で
だらしなかったとしたら、
到底、人を納得させ、
感動させる演技なんかできません。

舞台を観に来た観客が、
「この人、私生活でもいい加減でだらしないんだろうなあ…」
って思えるぐらい見事な演技を披露する役者さんは、
鋭い人間観察や厳しい舞台稽古を怠らずに、
常に自分を磨き続けている、
ということなんです。

仕事場は劇場なんですから、それに見合った「演技」を、
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プロ意識を持ってキッチリとこなしていく。
まずはそこからが出発点です。

「こんな仕事をしたくて入社したのではない」
「自分にはもっとすごいことができる」
「誰も自分の力を評価してくれていない」
と考えている人は、
全員が主役になりたいと考えている人たちです。
ですが、そんな舞台のどこに魅力があるのでしょうか。

舞台に立っているプロは、
いったいどう考えて演じているのか？
それは、
「自分に与えられた役を、誰よりも情熱を持って、
誰にも真似できない演技で演じきって、
まわりの仲間たちの演技を引き立てよう。
そして、仲間たちみんなで、
観てくださるみなさんに感動を与えよう」

ということなんです。

仕事はあなたの自己満足にお金を払うのではないのです。
あなたがお客さんに満足と感動を与えるからこそ、
報酬としてお金がもらえるのです。

仕事の報酬

あなたの代わりなんて
いない
そう言ってもらえることが
仕事で得られる
高の報酬です
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子どもを伸ばす魔法のノート

ノートを用意して、
子どもたちに次の三つを毎日、書かせます。

一つ目は、
今日あった嬉しかったことを書く。
嬉しかったことをノートに付けると、
嬉しいことに敏感になっていきます。
嬉しいアンテナが
どんどん伸びてくるんです。

二つ目、
辛かったこと、嫌だったことを書き出して、
そのあとに「ありがとう」という言葉をくっつけます。
そしてその下に、
なぜありがたいのか理由を書くんです。

嫌なことは「嫌だと思っていること」に過ぎません。
それをその日のうちに、
「気づき」「学び」「感謝」に変えてあげるのです。

三つ目は、
クラスで起きた今日の出来事について書く。
これを集めるとクラスの歴史年表を作ることができます。
しかも、クラスの一員しか分からない、
マニアックなネタを
どんどん書かせていくんです。

それを終業の日に発表すると、
ものすごく盛り上がります。
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心のキャッチボール

授業をやっててですよ、
よく子どもたちを指名することがありますよね。

どうして先生の授業はそんなに子どもたちが手を挙げて
発表するんですか？って、よく聞かれます。
別に特別なことをやってるわけじゃないんですよ。
授業の 初にですね、子どもたちにこう言うんです。

「授業中にいきなり指名されるって、どんな気持ち？
指名ってね、いくつになってもイヤなものなんだよ。
だってドキドキするもんね。

でもね、同じドキドキするんだったらね、
自分から手を挙げてドキドキした方が
発表し終わったときに
自分の気持ちが違ってくるの、知ってる？

誰だって、
発表するときは緊張するんだから、
足が震えるのは当たり前。
ドキドキするのも当たり前。
でもね、
そのドキドキしてる時ってね、
何倍も中身の濃い勉強が
できている、ってことなんだよ」

って伝えるんです。
そして、続けてこう言います。
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「同じ時間を使って勉強しても、
差がつくのはなんでだろう？
って思わない？

ドキドキするとね、
他の人の何倍も時間を使って
勉強するのと
同じ効果が出てくるんだよ。
もしね、
この先生、信頼できそうな先生だな、
って感じてくれたらね、
思い切って手を挙げてくれると、先生はとってもうれしいなあ。

キャッチボールと一緒なんだよ。
ボールを投げてくれないと始まらないよね。

でね、自分は下手だって思わなくていいんだよ。
だって、学校って練習する場所なんだから。
初から上手にできたら、

学校なんかいらないもんね。

先生はプロだから、
どんなボールだって、
全力で受け止めるから。
大丈夫だよ。
そして、取りやすいところに
優しいボールをまた投げ返すから。

そうやって、このクラスみんなと
心のキャッチボールができたらいいな、って
そんなふうに先生は思ってるんだよ」
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私は、意味があるとき以外は、まず指名することはありません。
「あ、この子の考えはみんなに知ってほしいな」とか、
「目の付け所が鋭いな」とか、
そんなときにですね、
指名する前に
その子のところに行って、
「あなたの考え、
とっても素晴らしいね！
ぜひみんなに
教えてあげてほしいな。
手を挙げられそうなら
頑張ってみて。
でも恥ずかしかったら先生があなたを当てるから。
どっちがいい？」って聞くんです。

初はもじもじして恥ずかしがっていますが、
そのうちに自分から手を挙げはじめます。
すると他の子たちが、
「あの子、この先生の授業だけは必ず発表するなあ。
じゃあ、自分も思い切ってやってみよう！」

って変わっていくんですね。

「アイツ、オレの言うこと聞いてないからわざと当ててやろう」
「どうせ誰も発表しないから、列ごとに当てていこう」

授業は、子どもを困らせたり、できないのを責めたりして、
劣等感を植え付ける場ではありません。
どんな子でも、 初は希望に満ちて小さな芽を出しています。
それを踏みつけたり傷つけたりすることなく、
一つ一つ大切に大切に育てていく、
それが教育のプロとしての腕の見せ所だと思います。
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植物を育てたことがある方なら
すぐに分かってもらえると思いますけど、
初は本当に小さな芽生えですよね。

そのときに、
毎日水やりをして日当たりとか考えて
まめに世話をしないと、
枯れてしまう苗が出てきます。
毎日見ていると、
ちっとも大きくなっているようには
見えないのに、
ある日ビックリするほど育ったことに
気がつくんですよね。
そしてそこからはもうグングン伸びていきます。

もっと言えば、
種を蒔く前の土づくりで決まってくることに気づきます。
やればやるほど、奥深い。
やればやるほど、喜びが大きくなっていく。

ところが、土づくりをやらなくても、
種を蒔いてほったらかしていても、
育つには育つんですよね。
毎年それしか見ていないと、
育つとはこういうものだと思ってしまう。

だけど、土づくりからていねいにやっているところの育ちを
目の当たりにしたときに、
あまりにも差がありすぎることに、もうビックリします。

だから、人の授業を見ることは大事なんです。
得意なものは一人一人違いますから、
いいところを真似すればいいんです。
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一人一人違うのは当たり前ですから、
何もかも同じ育て方では難しいと思います。

子どもの誰もが、
「この先生は、自分のことを特別に気にかけてくれている。
自分のことをいつも大好きでいてくれている」

と感じてくれること。

それがプロなんだ、といつも自分に言い聞かせています。

人が動き出すタイミング

人が動き出すタイミングって、「火が点いたとき」なんです。

火を点ける場所はふたつあって、
ひとつが「お尻」、そしてもうひとつが「心」です。

お尻に火が点くと大変ですから、とたんに人は動き出しますけど、
早く消そう、早く消そうと、
そればかりに
気をとられてしまいます。

でも、心に火が点いたら、
そのともしびは
穏やかであたたかく
心地いいですから、
どんどん
子どもたちが寄ってきます。
すると、ずっと消さずにとっておきたくなります。

そして、あなたの心のともしびが、
あなたの足もとを照らし、
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目の前の子どもたちを
優しくあたたかく美しく輝かせていくんです。

ステキな言葉の再生工場

世の中には、
憎しみを込められて、
何度も何度も
悪し様に投げつけられて、
疲れてボロボロになって、
自分のもとに
泣きながら帰ってくる
言葉たちが
いっぱいいます。

そんな言葉たちに
「おかえり。大変だったね。
私はあなたたちを乱暴に使うことは決してないから、
安心して私の中でゆっくり休んでくつろいでね」って

声をかけてあげましょう。

そして、
乱暴に扱われて泣いている言葉たちに、
そっと布団をかけてあげるように、
温かく包み込んで、
自分の胸の中に
しまい込んであげましょう。

疲れ果てて帰ってきた言葉たちには、
長い長いお休みが必要です。
起こさないように、
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優しく温かく
見守ってあげてくださいね。

そうやって、
疲れ果てた言葉たちを
胸の中にしまい込み続けていくうちに、
その言葉たちが
少しずつ快方に向かっていきます。

そして、
すっかり元気になった言葉たちは、
あなたに心から感謝してくれます。
あなたを内側から輝かせてくれて、
光らせてくれます。

あなたから
優しく温かく扱ってもらった
言葉たちは、
その感謝の気持ちを
どうしても
他の誰かに伝えたくなって、
やがて
感謝の言葉となって
あなたの口から旅立ちます。

その言葉には、
偽りのない感謝の想いが
いっぱい詰まっていますから、
必ず相手に伝わって、
相手の心の琴線を美しく響かせてくれます。

それが、言葉の恩返しなんですね。
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始まりはいつも自分から

ギブアンドテイクって、
与えることが
先なんですよね。
呼吸も、吐く方が先です。
出入口も、出る方が先です。

これらは全てが、
まずは自分から出すこと
ですよ、
というメッセージなんです。

「いい言葉を使いましょう」
「相手を認めて褒めましょう」
「まずはありがとうって伝えていきましょう」
って言うと、
「そんな心で思ってもいないことなんて言えません」
とか、
「なんか相手にウソをついている気がして、なかなかできません」
と言う人たちが出てきます。

そんな
真面目でまっすぐで正直な方たちに
ピッタリな実験があるんです。

言葉の力と思いの力って、
いったいどちらが強いのか。
簡単で面白いので、
ぜひやってみてください。



34

この実験、
お腹が空いているときにやるんです。

例えば
カツカレーが
食べたいとしますね。
で、レストランに行きます。

そのレストランに入る前からね、
「カツカレーが食べたい。
どうしても食べたい。
気づけ気づけ」

って必死に思い続けてください。
席に案内されるときも、
歩いているときも、
ずっと店員さんに向かって
念じるんです。

やがて、
店員さんが注文をうかがいに来ます。

そこであなたは
思ってもいないことを口に出してみましょう。
例えば、
「チキン南蛮をください」
とかね。

さて、あなたの
目の前に運ばれてくる料理は何？
っていう実験なんです。
ね、簡単で面白そうでしょ。
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言葉の力ってすごいんです。

あれほど思って念じ続けていた
カツカレーではなくて、
あなたが口に出した
チキン南蛮が
やって来るんです。
心の中で
全く思ってもいないのに、
口に出したとたんに、
現実になるんです。

この実験をやってみて、
カツカレーが来ました！って報告は、
今のところ一件もありません。

で、もっとすごいのは、
これって
料理の注文だけじゃないんです。

ありがとうって言うと、
ありがとうって状況が
目の前にやって来ます。
ちょうど
チキン南蛮を注文したときと同じように。

感謝の言葉を言うと感謝の状況が、
優しい言葉を使うと優しい状況が、
幸せって言うと幸せな状況が、
まるで注文したかのように
あなたの目の前に運ばれてくるんです。
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だから、
思ってもいないことを言えないよ、
って人は、
それを注文するつもりで
口に出してみてはどうでしょう。

まずは自分から先に出す、
というのがポイントなんです。

背中で教える

子どもたちが
将来に大きな夢と希望を
抱くために、
まず何よりも必要なことは、
まわりの大人たちが
輝いていることです。

もっと言えば、
いま子どもたちの目の前にいるあなたが、
光り輝く大人であること。
毎日の仕事を、
楽しみながら生き生きとやり続けることなんです。

そんな大人の姿を見て、
子どもたちは、
「早く大人になって仕事がしたい。
自分もこの人みたいに、たくさんの人を喜ばせて、
幸せいっぱいにしてあげたい」

と心から思えるように
なるんです。
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過去があって、今があります。
今があって、未来があります。

歴史が、私たちに教えてくれるもの。
それは、
いま、私たちが
どう生きるかによって、
地域の未来、
宮崎の未来、
日本の未来、
そして、
地球の未来が決まっていく、
ということなんです。

子どもたちに
どんな人間に成長してほしいのか？
まずは心の中の自分としっかり向き合って、
自分の思いをはっきりさせましょう。

次に、
子どもたちに成長してほしい人間像に、
自分が当てはまっているか、厳しい目でチェックします。

もしも当てはまっていなかったら、
今からでも遅くはありません。
さっそく、
目指す人間像のモデルとして、
あなた自身が生きていく決心をすることです。

子どもたちに幸せになってほしいのなら、
まずは何よりも先に、
あなたが毎日を幸せに過ごすことです。
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子どもたちに、
人の痛みが分かる
心温かい人間に成長してほしいのなら、
まずは何よりも先に、
あなたがそのモデルとして、日々の姿勢で示すことです。

それが、
「背中で教える」という意味ですよね。

「背中で教える」教育は、本物です。
どんなことにも揺らぐことはありません。

心のスイッチ

同じ火がつくにしても、
心の火は優しくあたたかいですから
人が寄って来ますが、
お尻の火は消そうとしてあたふたしてますから、
人は近寄って来ません。

焚き火には近づくけど
山火事からは逃げるのと
同じです。

お尻に火がついている人は
見ただけで
すぐに分かります。

忙しそうにしているのならまだいい方で、
たいていは
焦ったり慌てたりしています。
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心に火がついている人は、
自分の火で自分をあたためていますから、
ほっこりしていて穏やかで落ち着いています。
で、いつ仕事してるの？って
不思議でたまらないくらい、
ステキな仕事を
あっという間にやり遂げて
しまいます。

でもこんな人たちを見て、
自分もあんな人になりたいなぁ、
って憧れても、
とても自分にはできないからと落ち込んだり、
自己嫌悪したり、
そんな人が多いですよね。

あなたの目にステキに映っている人は、
今ここでスイッチを入れた、
５年後のあなたの姿です。

やるかやらないかのスイッチを
入れるチャンスは、
今この瞬間だけです。

チャンスは
みんなに平等にやってきます。
ただ、
チャンスは一瞬なんです。
その瞬間だけ、
心のスイッチが現れるんです。

あなたの目にステキに映っている人は、
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その瞬間に即決でスイッチを入れた人なんです。

どんな人でも、
厳しい下積みの時代を乗り越えて来ています。
ただ、それは人には見えない。

ドラゴンボールの
スカウターみたいに
下積みの量が分かる
装置があれば
見えるんでしょうけど、
そんな便利な装置なんて
どこにもありませんからね。

心のスイッチが入らないままで下積みしようと思っても、
それは苦行と同じですから、続きません。

でも、心のスイッチが入ったら、
下積みは苦しみから楽しみに変わるんです。

誰かの支えになる

普段の教育実践の場で、
「世のため人のために」
という視点を常に意識しながら、
子どもの行いをほめていくんです。

「今日は学級文庫が
キチンと揃っているね。
明日からも
こうやってキチンと揃えていこう」



41

「今日は机とイスがキチンと並んでいたよ。
明日もこうやって続けていこう」

「今日は忘れものをした人がいませんでした。
明日も忘れものがないようにしっかり準備しよう」

どこの学級でもよくある風景ですよね。
でもこれは、
先生方もよく経験されて
いるから
お分かりでしょうけど、
長続きしないんです。

なぜか？
机がキチンと並んでいた、
忘れものがなかった、
ということ自体を取り上げてしまうと、
そうあるべきことや、
ルールを守ること自体が別の表現で確認されているだけで、
そこには
「～ができないのは悪いことなんだよ」
という隠れたメッセージが
存在するからなんです。

つまり、
「机をキチンと並べよう」
「忘れものをなくそう」
と言っているのと
あまり変わらないんです。

せっかくよい行為を見つけて
褒めるところまでレベルアップしたのなら、
次のステージに進みましょう。
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「ありがとう。おかげでみんなが気持ちよく過ごせるよね」
「周りの人のために役に立ってくれているね」
というように、
人のためになる、誰かの支えになることが素敵なことなんだよ、
という見方で子どもの良さを伝えていくんです。

人は、人の役に立って初めて人として生きるんです。
そして、そのときに心が強くなるんです。

教師という職業

あなたが学校の先生だったとして、
もしも自分のクラスに
手を焼かせる子がいたとしたら、
あなたはどうしますか？

「コイツさえいなければ…」
と考える人は、
気をつけた方がいい。

生きて行く上では何の支障もありませんけど、
いつか自分もそんな扱いを受ける日が
やって来ますから。

「ちゃんと言うことを聞かせよう」って考える人は、
ごく普通の人です。

誰だってそう考えます。
ただ、先生という職業は選ばない方がいいと思います。

「この子のことを分かりたい」って考える人からが、
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学校の先生として出発できる人たちです。

人を理解することは大事な一歩です。
でもね、
分かりたいって、
自分の価値観で判断する、ということなんです。
自分の価値観にこの子を引っ張り込みたい、ってことなんです。
そこはよくよく気をつけなくちゃいけない。

「この子のいいところを見つけよう」って考える人は、
いい先生です。

その子が発するかすかな輝きをキャッチできるのが、
先生としての資質ですから。
そしてここからが、
「先生」という仕事で
給料をもらってもいい人たちだと思います。

「この子は人の悲しみや心の痛みを知っている。
だから人として必ず伸びる」と信じて疑わない人は、

プロの先生です。

子どもの可能性を信じて疑わない人は、
何があっても揺らぎません。

でもね、
何も言わなくても
その子が自分から寄ってくる、
まるで磁石か何かのように、
子どもを引きつけて
離さない人がいます。
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この人はすごい先生です。
子どもが直感で分かるんですね。
この人に近づきたいって。

さらには、
その子の人生を根底から変える人がいます。

自分はこんな大人になりたい、
こんな人間になりたい、
って心から尊敬される人。
子どもの心に火を灯す人。

この人は、偉大な先生です。
一生のうちに
一人出会えるかどうか、
という確率かもしれません。

私はそんな偉大な先生に何人も出会えました。

そしていつかは、
そんな先生に私もなる、と自分と約束しています。

自分が見るもの

自分が見るものしか
信じないって
言うけれど
それは
一瞬を切り取ったものでしか
ないんだよね
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心の栄養

美味しいものだけを
食べ続けていたら
身体に良くないように
楽なことだけを
やり続けていたら
心に良くないですよ

面白い遊び

面白い遊びを教えてあげる。
いま世の中でね、
悪い意味に使われている言葉って、あるでしょ？
その言葉たちをね、
どうやって救い出すか？

例えばね、
「行き当たりバッタリ」を
「行き当たりバッチリ」に
変えちゃうとか。

人のために生きる

「人のために生きる」
と書いて
「人生」と読むんです。
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ラクしたければ

ラクしたければ
誰かが舗装した道を
歩いて行けばいい
オレは
砂利だらけの
泥だらけの
道なき道を切り拓く

お金の遣い方

仕事で得たお金を
自分のワクワクすることに
投資して、
それが人の喜びや感動に
つながるようにしかけていくと
周りもお金も自分も
みんな幸せになります。

「忙しい」の正体

忙しいって、
心を亡くすって書きますよね。

なぜ心を亡くすと忙しいのか？

人は、自分のためにしていることを
忙しいとは言わずに、
充実しているって言います。
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じゃあ、忙しいって、
どんな時に使うかというと、
実は、人からの頼まれごとを断るときに
使う言葉なんです。

人からの頼まれごとは、
人のためになること、
人が喜ぶこと、
人を幸せにすることです。

そして、
忙しいって言葉は、
そんなことはできませんよ、
人のために使う時間はありませんよ、
人を喜ばせるために使う時間はありませんよ、
人を幸せにするために使う時間はありませんよ、
って宣言するために使うんです。

すべての仕事は、
人を喜ばせるためにあります。
人を幸せにするために、
人は仕事をするんです。

幸せって、
人が喜んだ数だけ
大きくなっていくもの
なんです。

ところが、
自分のために仕事をしている人は、
人を幸せにすることができません。
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自分のためだけに仕事をしている人は、
人が喜ばないので、
いつまでたっても幸せを感じることができないんです。

すると、
「なんでこんなに一生懸命やってるのに、
自分は幸せになれないんだろう？」

と不満を抱くようになります。

いつまでも幸せが見つからないから、
目に見えるもので幸せを測ろうとします。
それがお金であったり、
人が羨むようなモノであったり
するんです。

でも一生懸命働いて得たそれらは、
自分を喜ばせるためだけに使われるわけですから、
やっぱり幸せは生まれない。

すると、
「もっとお金を稼げば幸せになれる」
「もっといいモノを持てば幸せになれる」
って考えるようになる。

海上で遭難した時に、
喉が乾いて
海水を飲んでしまったら、
ますます喉が乾いてしまう、
それと同じです。

幸せは、
人と人との間にしか存在しないんです。
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幸せを感じている人はみんな、
人のために
自分の力を使っている人なんです。

人のためになることに
自分の力を使えない人は、
自分を幸せにするために
働いているのに、
いつまでも幸せになれないから、
徒労感が募っていきます。

そして心が荒んでいくんです。
「こんなに一生懸命やってるのに報われない」
「なんで自分だけこんなに不幸なんだろう」
こんなふうに
人生を捉えてしまうようになる。

そんなときにする仕事って、
心がこもるはずもありません。

そうやって、
心のこもらない仕事を
続けているうちに、
いつしか本当に
心を亡くしてしまう。

そのような状態を、
忙しいと言うんです。

「人に与えることは損だ」
と考える人は、
いつまでたっても幸せの場所を見つけられません。
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すると、
「自分を守る者は自分しかいない」
と思い込み、
余計に
与えることを
しなくなります。

だからますます
幸せから
遠ざかってしまうんです。

鉛筆の効用

「鉛筆を使って勉強をすると頭が良くなる」という、
ウソのようなホントの話があります。

鉛筆って、
芯がすり減ってきたら
削るでしょ。
鉛筆を削るときって、
脳がうまく気分転換できる
らしいんです。

脳はとても飽きっぽくて、
自分の好きなことじゃないと
絶対に長く続かないように
出来ているんですけど、
「鉛筆を削る」という行為によって、
それまでやってきた勉強の時間を
一時的に忘れてしまうらしいんです。
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しかも、削るときに
木のいい香りがしますよね。
あれって、
脳をリラックスさせるのに
すごく効果があるらしいんです。

これは余談ですけど、
元気がなくなったら
製材所に行くといいですよ。
木の香りに包まれたら、
人間って
とたんに元気になれるんです。

さすがに
何回も鉛筆を削っていると
「あれ？ずっと勉強しているぞ！」
って脳が思い出して、
やがては続かなくなるんですけど、
そのときに休息を取ればいいんですね。

でも、
シャープペンを使っていて、
芯がすり減ってきたな、
と思ったら、
カチカチってやれば終わりでしょ。

それじゃ短すぎて、
脳が気分転換できないんですよ。

だから、
シャープペンを使っている人は
用もないのに
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いつでもカチカチやってるんです。

ちなみに、
ボールペンをカチカチやるのも
全く同じ理由です。

しかも、そのうちに必ず分解し始めますよね。
初から分解する人はいないんです。

あれは、
脳が「もう飽きたよ、やめようよ」
って言ってるんです。

授業が始まって、
子どもたちがカチカチやり始めるのが何分後なのか、
分解し始める子が出てくるのが何分後なのか、
こっそり時間を計ってみると面白いですよ。

そしてですね、
時間データが集まってきたら、
そのタイミングで、
子どもたちに
「ちょっと違う別のこと」
をさせてみるんです。

鉛筆を削るくらいの
ちょっとの時間でかまいません。

子どもたちの集中力が、
努力感なしに驚くほど高まります。

だから、鉛筆を削るときには、
電動鉛筆削り機を使っていたんじゃ効果が薄い。
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ちゃんとナイフで削る必要があるんです。
まあ、学校では
「ナイフを持って来ちゃいけない」ってところが
多いですから、
鉛筆削り器を持って行くといいでしょう。

一見、便利な感じの電動鉛筆削り機ですが、
これが登場したことによって、
皮肉にも鉛筆の衰退が始まってしまったんです。

鉛筆って、
使えば使うほど削って短くなっていくでしょ。
やった勉強の量が一目で実感できるんです。

「やった勉強の量なら、ノートを見れば一目瞭然じゃ？」
って思いますよね。

実は人間の脳って、
積み上げていく量よりも
減っていく量の方に魅力を感じるんです。
足し算よりも
引き算の方に魅力を感じるらしいんです。

夏休みの宿題で、よく
「プリント１０枚」とかって、出されてたでしょ。
みなさんは、
あれ、どうやって数えていましたか？

「やった、６枚できあがったぞ！」
という数え方じゃなかったですよね。

「やった、これであと４枚だ！」
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って数えていましたよね？

入試だって、そうでしたよね？
「入試まで、あと○日」って、
必ず引き算で数えていましたよね。

走り込みのトレーニングでも、
たとえば３０分走をやろう、というときに
ストップウォッチで
ゼロからスタートするんですけど、
必ず頭の中で引き算をして「あと○分」って考えるんです。

登山や歩こう会なんかで、
行きよりも帰りの方が短く感じるのも同じ理由です。
自分のもといた場所が「ゼロ」ですから、
ゼロに戻っていく方がモチベーションが上がるんです。

だから、
モチベーションを上げたいのなら、
カウントダウンタイマーを
使うことです。

要は、
この「減っていく量」を
ダイナミックに演出してやれば、
人の脳は
ものすごく達成感を感じるんです。

そして、もっと重要なことは、
自分にとって心地いい、
この「ゼロ」の位置をどこに置くか、
ということなんです。
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笑顔の素敵な人になる

笑顔の素敵な人に出会うと、
人はそれだけで幸せを感じます。

ボランティアをしなくちゃとか、
社会に貢献しなくちゃとか、
そんなことを考える前に、
まずはあなたが
笑顔で過ごすこと。
そしてあなたの目の前の人を
笑顔にすること。

それが
イチバンのボランティアであり、
社会貢献なんですから。

与えることから始める

「もっと人から好かれるには、どうすればいいですか?」
「もっと人から愛されるには、どうすればいいですか?」
「もっと人から大切にされるには、どうすればいいですか?」

こんな悩み事の相談が
世の中には
溢れかえっていますよね。

みんな、
もらうことしか
考えていないんです。
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もらうことしか考えていなかったら、
結局は何ひとつもらえません。

すべては、与えることから始まるんです。

「もっと人を大好きになるためには、どうすればいいですか？」
「もっと人を愛するために、どう行動すればいいですか？」
「もっと人を大切にするために、
どのように人と接していけばいいですか？」

これからは
このように考えてみてはどうでしょう？

天賦の才能

自分がやっていて楽しく、
しかも
周りの人が喜んでくれること。

これが、
あなたが天から与えられた
才能です。

起承転結

人生を
起承転結だとすると、
承は昨日までの自分で、
転が今日このとき
なんですよ。
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心の眼

「周りから低く見られたくない」
って思っている人がいます。

でもね、
それって実は
他でもない自分自身が
自分のことをイチバン低く
見ている証拠なんですよ。

心のキャンドルサービス

子どもに火を点けるのが
教師の仕事です。
でも、
多くの教師が、
子どもの心にではなく、
お尻に火を点けようとしています。

当たり前ですけど、
せっかく苦労して
火を点けたとしても、
点ける場所を
間違えているわけですから、
すぐに消されてしまいます。

お尻に火を点けるのは、誰だってできます。
でも、それで給料をもらって当然だと思っていたら、
お互いにとって不幸です。
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心に火を点けるのは、
プロにしかできません。
なぜなら、
点けるのではなく、分けるのですから。

子どもの心の火は
自分の心の火を分けることでしか、
点けることができないように
できてるんです。

褒めるから

頑張ってもいないのに
褒められないよ、
って考えてない？

あのね、人って
褒めるから頑張れるんだよ。

欠点

欠点を
直すのではなく、
支えてくれる人に
感謝する。

あなたが持っている力

「そんなの無理だよ…」
「できるワケないやん…」
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自分にとって
も失礼な言葉を

あなたは
自分で口にしていませんか？

自分にできないって、
誰が決めたんですか？
客観的なデータがあるんですか？

あなたが持っているそのデータって、
過去のデータでしょ？
未来のあなたにとって、
そんな古いデータが何の役に立つんですか？

「できない」という言葉は、
あなたにとって も失礼だし、
あなたを支えて応援しているすべてに対して も失礼だし、
あなたに命のバトンを託してくれたご先祖さまに
も失礼な言葉です。

一人でやろうとするから、
無理だと思うんです。

あなたが持っている力は、
一人分だけではないのです。
支えてくれている全てが
喜んであなたに力を貸してくれるんです。

そのことに気づいたときに、
人はとてつもなく大きな力を
発揮し始めるんです。
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バンジージャンプ

バンジージャンプって、
なぜあんな高いところから
飛び降りることが
できるのか、
考えたことがありますか？

あれは、
切れない頑丈な紐でひも

解けないようにほど

しっかりと
結んでいるからですよね。

紐を信頼しているからこそ、
人は思い切って飛ぶことができる。

あの紐がなかったとしたら
絶対に飛ぶはずがありませんよね。
もしもあれが
ミシン糸だったとしたら、
やっぱり誰も飛びませんよね。
それがタコ糸だったとしても
誰も飛ばないでしょう。

信頼するからこそ、飛べるんです。

あなたが
大きく飛躍したい、と願っているとします。

もしもあなたが、
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今の自分はちっぽけな存在だと思っているのなら、
心の中に
「こんなちっぽけな自分では飛べるはずがない」
という思いが隠れています。
だから飛べない。

バンジージャンプと同じです。
あなたは必ず飛べる。
なぜなら、
あなたの力は無限だから。

紐だって信頼できるんですから、
自分自身だったら
もっと信頼できるはずですよね。

飛んでみてください。
世界が変わりますよ。

日本人が目指してきたもの

「自己実現」という言葉があります。

この言葉、
アメリカの心理学者
アブラハム・マズローの
「人間は自己実現に向かって
絶えず成長する生きものである」

という言葉によって
一躍有名になりました。

その当時、
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行動理論・心理分析の研究の主流は、
多くの人からデータを集めて統計を取り、
それを徹底的に分析する、というものでした。

いかに多くの人からデータを集めるかが も重要であり、
そこから導き出される研究成果が必ず人の役に立つ、
と誰もが信じて疑いませんでした。

ところが、
何千人、何万人ものデータを集めて分析したところで、
出てくるのは結局、平均的な人間に関する結論だけだ、
ということにマズローは気づきます。

彼は、
成功している人と
していない人の差が
一体どこから生まれるのだろう、
と考えました。
１％の成功している人たちと、
残り９９％の平均的な人たち。

マズローは、
この１％の成功している人たちの共通点を
徹底的に探し出すことに、
人生のほとんどを費やしたのです。

彼が書いた「自己実現の経営」という本は
出版と同時に大きな反響を巻き起こしました。
そして、それまでの行動理論の常識を
根底から覆したのです。

マズローは、
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「自己実現とは、自分の才能や能力、
可能性を 大限に発揮することである」

と述べています。
彼は、
自己実現こそが、
人間が得られる 上の喜びだと考えました。

実は晩年、彼は
自己実現が 上のものではなく、
さらにもう一つ上があることに気づきます。

それは、
「 大限に発揮した自分の才能や能力を、
世のため人のために役立てる」

というものでした。

彼はそれを「自己超越」と名付け、
まとめようとしましたが、
道半ばにして病に倒れ、
惜しまれながらも
その生涯を閉じることとなります。

彼が晩年に気づいた
「自己超越」という概念。
実は、日本人が古くから
人生の中で実践していたことでした。

それを表す言葉が、今も残っています。
「志」という言葉です。

志という字は、
二つの字を合体させて意味を表しています。
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下の部分は心ですから、すぐに分かりますけど、
上の部分の「士」という字、
実は「武士」の士ではないんです。
進んで行く足の形から来ている「之」が変形したもので、
この二つの字が合体して、
「心が目標を目指して進んで行くこと」
を表しています。
これが、マズローの唱えた
「自己実現」の部分です。

実は「志」にはもう一つ意味があって、
それは、
「人を思う気持ち。人のために
何かをしようと心に決めること」

というものです。
「寸志」とか「お志」という言葉は
そこから来ています。

「志」のもう一つの意味。
それは、
マズローが晩年に気づいた
「自己超越 ＝ 自分を超えたところにあるもの」
だったんです。

自己啓発のカリスマであるジョン・マクスウェルは
こう語っています。

ほとんどの人々が『成功』の言葉を取り違えている。
彼らは『成功』とは、
『自分の思い描いた夢を叶えること』と捉えている。
しかし、実はそうではない。
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『成功』とは、
思い描いた夢に向かって起こす行動そのもののことを言うのだ。

多くの子どもたちが、
自分の将来のイメージを
思い描くことができずに
不安を感じたり、
自分はダメな人間だと
思い悩んだりしています。
そして、
昨日までできなかったことを理由に、
自分は一生それができない人間だと決めつけてしまいます。

私たちの仕事は、
そんな子どもたちの心に火を灯していくことです。

「あなたがこの学校に来たのはね、
自分の才能や能力、可能性を 大限に引き出して、
それを世のため人のために役立てるためなんだよ。
過去なんて気にしなくていい。
終わったんだから。
あなたの才能や能力、可能性を 大限に引き出すために
先生たちは全力で頑張るから、期待しててね！」

たくさんの生き物たちの中で、
自分の意思で、
自分自身を変えることができるのは、
唯一、
人間だけです。

子どもたちに「やればできる！」と思わせること、
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それが体験できるようにしかけていくことが、
教師としての腕の見せ所になってくるんだと思います。

もしもみなさんが、
「どんな手段を使ってもいいから、空を飛ぶことができますか？」
と聞かれたら、どう答えますか？

今だったら、
空を飛ぶことなんて当たり前のことですよね。

ところが、１８９５年、
世界で も権威のあるイギリス王立協会の会長であった
ウィリアム・トムソンはこう断言しました。

「空を飛ぶ機械は技術的に不可能である」

その８年後の
１９０３年１２月１７日、
ライト兄弟が
世界で初めて飛行機を
飛ばすことに成功しました。

はじめに弟のオーヴィルが
１２秒の飛行に成功。
世界初の飛行距離は３６ｍでした。

４回目には兄のウィルバーが
５９秒で２６０ｍの飛行に成功します。

人類初飛行の瞬間に立ち会ってもらうために、
ライト兄弟は新聞社や友人たちに
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合わせて５０通もの招待状を送っていたそうです。

しかし、返ってきた返事は次のようなものでした。

「お前、バカじゃないのか？」
「できるワケないだろ」

飛行当日、
ライト兄弟が招待状を送った人たちは
誰一人、姿を見せませんでした。

この世紀の瞬間に立ち会った人は
たまたま近くの海難救助所にいた
５人だけだったそうです。

それから１００年、
今では飛行機は当たり前の時代になりました。
ライト兄弟によって、人々の概念が１８０度変わったんです。

つまりは、
「できない」と思っていた概念が、
「できる」という概念に変わった。

ライト兄弟の作った飛行機の設計図が
残っているのですが、
その設計図を元に、
寸分違わず作り上げた
レプリカがあります。

そのレプリカが完成して、
実際に飛ばしたんですけど、
どうやっても飛ばなかったそうです。
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現代の航空力学から見ると、
どうやっても
飛べない代物だったんです。

「なんでこれで飛べたのか？」
今でも謎なんだそうです。
でも、実際に飛んだ。

彼らは
のちに「ライトフライヤー号」と名付けられる
世界初の飛行機を設計するために、
手作りのグライダーを使って、
何回も何十回も何百回も
飛行テストを繰り返します。

飛行テストは
失敗の連続でした。
どうしても
納得のいく飛行ができません。

来る日も来る日もテストを重ね、
やがてその数が１０００回を超える頃、
彼らは
世界 高のグライダーパイロットに
成長していました。

失敗によって磨かれていった
彼らの操縦技術は、
いつしか
世界中の誰にも
真似することができない、
「神業」の領域に達していたのです。
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ライト兄弟の熱い想いによって、
飛行機は現実のものとなりました。

そして、私たちの概念が
「空は飛べるものだ」
というものに変わったのです。

人類の歴史は、
不可能を可能にしてきた歴史です。
そして、夢しか実現しない。
夢は、あきらめなければ必ず叶う。
実はこれこそが、教科書に書かれていることなんです。

教科書を使って勉強するということは、
決してあきらめない心を学び、
それを自分のものにする、ということなんです。

何のために勉強をするのか？
それは、
「自分の才能や能力、可能性を 大限に引き出して、
それを世のため人のために役立てる」ためです。

「何のために勉強するのか」
が目的であって、
「授業をきちんと受けること」
「宿題をすること」
「成績を上げること」
「高校に行くこと」は、目標です。

目標とは、道しるべのことです。
道しるべがなかったとしたら、
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目的地までの道のりが分からずに迷ってしまいます。
でも、道しるべにたどり着くことが目的ではありませんよね。

そこをハッキリさせておかなければ、
子どもたちは勉強に価値や意義を見出すことができません。

人の役に立って、人に喜ばれることは、
そのままダイレクトに自分の存在意義につながります。
自分がこの世に生まれて来てよかった、と心で感じます。
私は、それを
「自己実現」「自己超越」と言うのだと考えています。

向かい風

走り出したら
必ず向かい風が当たります。
速く走れば走るほど
向かい風って強くなります。

でも、その向かい風のお陰で
あなたは大空へと飛び立つことができるんです。

飛び立とうとしなければ
向かい風はいつまでも
向かい風のままです。

あなたが志高く
大空へ飛び立とうとするときに初めて、
自分に吹くすべての向かい風が
自分を支えてくれて
励ましてくれて
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応援してくれていたことに気付き、
感謝することができるんです。

言語活動

「言語活動の充実」って、なんだか難しく聞こえますけど、
どの教科でも言葉を通じて先生から習いますし、
自分たちで意見交換したり発表したりするのも
言葉を通じての活動ですよね。

社会に出て仕事をするときにも、もちろん家庭の中でも、
言葉でのコミュニケーションがあって
人間関係があるわけですよね。

こうした中核的な役割を
果たすものとして
言語活動というものがあるので、
それを全ての教科で
積極的に取り入れて育てていこう、
という考え方なんですね。

すべての教科を通じて言語力を育てるということは、
国語の先生も他の教科のことを意識する。
他の教科の先生は、自分の教科の中でも、
言語的なコミュニケーションの力を育てている、
ということを意識することなんですね。

これからも、校内研究などで
たくさんの先生方の研究授業が
計画されていると思いますけど、
他の教科を見るときにですね、
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教科とか教える内容は
違っていてもですよ、
「このやり方、うまいなあ」とか、
「こうやると子どもたちがノッてくるなあ」とか、
「これ、自分の授業でも使えるぞ」とかですよ、
あるいは
「この場面で自分がやってるこんなことを
させてみたらもっとうまくいくかな？」とかですね、

そういった視点で見ていくと、
お互いに学び合い高め合う研究になっていくと思います。

実は、
これは心理学の研究で明らかになったことなんですけど、
人間って、他人に何かを語ると、
その語ったものを
知らないうちに好きになっていくんだそうです。

「知る」だけでは好きになる割合はそんなに上がりません。
ところが、「知る」の後に「語る」を入れると、
面白いように好きになっていくんです。

この「しかけ」、授業で使えますよね。

だって世の中のすべてのものには歴史やドラマが
いっぱい詰まってますから。
そのドラマを
ほんのちょっとだけ紹介して、
子どもたちの
知的好奇心スイッチを
オンにしてあげればいいんです。
すると子どもたちが
生き生きと調べ始めます。
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大事なのはこの次です。
調べて分かったことを、
子どもたちに「語らせる」時間を確保してあげるんです。
自分が調べたことを、自分の言葉でいいんです、
途中でつっかえたっていいんです、
みんなの前で語らせる「しかけ」を打つんです。
この「しかけ」が新学習指導要領で言うところの
「言語活動の充実」なんですね。

いきなり説明がうまくなるワケないんですから、
少しずつ育てていけばいいんですし、
それを子どもたちにも
初に伝えておけばいいんです。

誰だって、
発表するときは緊張するんだから、
足が震えるのは当たり前。
ドキドキするのも当たり前。
でもね、
そのドキドキしてるのって、
自分の中で時間が何倍にも
早く進んでいるのと一緒なんだよ。
だからドキドキした方が
何倍も中身の濃い勉強ができているってことなんだ、
って伝えるんです。

発表の時に、
原稿を棒読みさせないようにするのは、
みなさん実践されてますよね。

そこでもうひとひねりしてみるんです。
例えばですよ、
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マイクを持たせる
人は何か手に持つだけですごく安心するんです。
集会なんかでよく使う
持ち運びできるアンプがありますよね。
私はよくそれを使って子どもたちに発表させていました。
白衣を着せて発表させる
研究者風に見せるんですね。
演劇効果といいます。

演劇効果は他にも使えてですね、
例えば、
コテコテの宮崎弁で発表させる
探検番組風に発表させる
２人１組になってインタビュー形式で発表させる
などがあります。

また、かなり上級編になるんですけど、
漫才やコント風に発表させる
というのもあります。
でもこれ、クラスの中にできる子が必ずいませんか？
しかも勉強なんか嫌いだ、って子が
不思議とできるんですよね。
そんな子たちにやってほしいって頼むと、
すごい光を放ちますよ。
オススメです。

キーワードなどをフラッシュカードで見せながら説明させる
タイトル効果といいます。

実験の様子などをデジカメで撮影したものを見せながら発表させる
紙芝居効果といいます。
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クイズ形式で発表させる
クイズ形式はとっても有効ですけど、
先生対子どもよりも、
子ども同士でさせる方がずっと効果が大きいんですね。

グラフをもとに発表させる
データ処理は科学の基本中の基本です。
だから子どもたちにはぜひ身に付けさせたい。
だけど子どもたち、
データ処理って面倒くさいって思ってるんですね。
だから、
グラフを使う前にですよ、
実験データの数値を記録した表だけを使わせて
ワザと発表させるんです。
すると発表しづらいし、
聞く方も何が言いたいのかさっぱり分からない。
そのあとでグラフ化して説明させると、
いかにグラフが見やすく便利なのかがよく分かります。

３０秒しか与えずに、その中で言いたいことを全部発表させる
３０秒という時間枠の限定です。
スポーツタイマーを使うとさらに効果的です。
３０秒経ったらブザーを鳴らし、
たとえ途中でも終わらせます。
慣れてくるとグラフや写真を駆使して
とっても分かりやすく発表する子が出てきます。

発表のタイトルをトコトン考えさせ、凝らせる
誰もがタイトルを見ただけで、
「この発表、ぜひ聞いてみたい！」
と思えるように頭をしぼって
工夫してごらん、と伝えるんです。
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発表の基本は、
「聞く人が分かりやすいこと」
「飽きさせないこと」
なんですよね。
だからまずは
そこを集中的に育てていくんです。

必ずクラスにいますよね。
理科が好きな子たちとか、盛り上げ上手な子たちとか。
その子たちを「博士」にして頼ってしまうんです。
昼休みとか放課後とかに、
「博士、今度の授業でこんなことをしたいんだけど、どんなふうに
工夫すればみんな喜んでくれるかな？」

って相談するんです。
子どもたちを
どんどん授業に巻き込んでいくんです。
するとですね、
ビックリするようなアイディアが
次から次へと出てきます。

そして、
こんな取組の一部始終をですね、
録画して貯めておくんです。
今どきのデジカメには録画機能が付いていますので、
簡単に録画できるんですよね。
発表の様子とか、
１学期ごとに録画しておいて、
パソコンでとっても簡単に編集できますから、
それを子どもたちに見せるんですよ。
すると、 初と 後で自分がどれだけ伸びたかが
すごくよく分かるんです。
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さらにそれをですね、
ＤＶＤに焼いてプレゼントすると、
親御さんにめちゃくちゃ喜ばれます。
おじいちゃんやおばあちゃんなんか、
泣いて喜んでくれます。
そしていっぺんに
大ファンになってもらえます。

しかもですよ、
年度が替わって次の子どもたちを受け持ったときに、
先輩たちってこんな発表をしてたんだよ、
って紹介するんですよ。
すると、
先輩たちってすげー！ってがぜん盛り上がります。
そしてもっとすごい発表を考えてどんどんチャレンジしてきます。
そうなったらしめたものです。
あとはもう勝手に
レベルが上がっていくんです。

これを何年も
続けてやっていくとですね、
もう誰も追いつけないような授業が
勝手に成立していきます。

小・中連携

小学校の理科主任の先生方って、
理科の専門家ばかりではないのが現状なんです。
でも、
いろんな学年の先生から
相談を受けるときだってあるし、
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授業もしなくてはいけない。

自分は
理科の専門家ではないからって
思い悩む必要は全くありません。
不完全だからこそ教師たり得るのだ、
と胸張って堂々と
目の前にいる子どもたちに
教えてほしいと願っています。

もし、
「この授業、どうやって実験を進めていけばいいのかな？」とか
「薬品の使い方が苦手なんだよなあ」とか、
「ヘンなことして爆発したらどうしよう」とかですね、
なにか困ったことがあったらですよ、
先生方の身近なところに
とっておきのお助けマンがいますよね。

中学校の理科の先生方です。

電話でですね、
「先生、実はこんなことで困ってるんですけど・・」
って相談するんです。

人は頼られるのが大好きですから、
嫌な顔をする人なんか
一人もいません。
特に理科の専門家はですね、
自分の知識を惜しげなく
さらけ出すのが大好きですから、
私を見れば分かるでしょ？
喜んで相談に乗ってくれます。
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しかも何度も相談してるとですね、
「小学校の先生から当てにされている。
自分は専門家として認められている」

って、自己存在感がすごく高まるんですよ。
挙げ句の果てには
「じゃあ今からそっちに行きますから」
ってやって来て教えてくれたり、
資料とか実験データとかいった
おみやげまでくれたりします。

中学校の校長先生も鼻高々ですよね。
「小・中連携？
ウチは理科の先生が専門性を生かして
バンバンやってくれてますよ。
え？おたくのトコ、まだこれから？あらー・・」

なんて、あちこちで自慢できますからね。

理科の先生方への報酬はですね、
「ありがとうございます！
先生に相談してすごく助かりました！」

って一言でいいんです。
で、研修かなんかで会ったときにですよ、
「先生、この前の授業は先生のおかげでうまくいきました！」
「子どもたちがこんなふうに盛り上がってくれました！」
って言ってもらえるともう 高ですよね。

私、小・中連携の研究に携わっていましたので
よく分かるんです。
小学校がいちばん求めているものは「専門性」なんです。
だから小学校に来てほしい教科は、
１位が「英語」で、
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２位が「理科」なんです。
特に理科専科の先生方のお悩みは
よく分かるつもりです。
相談をバンバン受けてましたから。

だからこそ、
中学校の先生にとって、
専門性を生かした
アドバイスができることが、
どれだけ自分のモチベーションを
高めてくれるか、
自己存在感を高めてくれるか、
よーく分かるんです。

「忙しいんじゃないか？」
「よく知らないもんなあ・・」
なんて遠慮する必要はどこにもありません。
だって相談される方がずっとうれしいんですから。
中学校の理科の先生をどんどん頼って、
仲良くなってください。

そして、
先生方が工夫して努力して創り上げた
１時間１時間の授業をですね、
早く子どもたちに語りたいなぁ、
一刻も早く授業が来てくれないかなぁ、
ってワクワクするような、
そんな先生でいていただけたら、
子どもたちにとって
これ以上の喜びはありませんよね。
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虫嫌いは「遺伝」する

私が尊敬する大先輩の理科の先生から、
以前、こんな話をうかがったことがあります。

昆虫館などの施設に勤めている人たちの研究会の中で、
近の子どもたちが

「虫離れ」して「虫嫌い」に
なってるんじゃないか？
という話題になりまして、
保育園生や幼稚園生を対象に
アンケート調査を実施したことが
あったんだそうです。

まあ、調査対象が小さなお子さんですから、
「虫が好きですかー？」って聞く程度の簡単なものから
スタートしたんですけど、
みなさん「好きー！」と答えてくれて、
ホッと胸をなで下ろしてたんです。
小さな子どものうちは、まだまだ虫好きの子が多いんだな、って。

ところがですね、ひとつの園だけ、
「好きー！」って答える子どもが極端に少なかったんです。

なんで？
と思ってよくよく調べてみると、
虫を手に乗せる体験の時にですね、
カブトムシの幼虫を見た先生が
「キャー！」
と大声で叫んでいたことが
分かったんです。
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子どもたちはその先生を見て、
「虫は気持ち悪い存在」
「虫は自分に近づけたくない存在」
だということを、
知らないうちに学習してしまっていたんです。

考えてみればこの結果、恐ろしいことですよね。

そして、
虫が嫌いって子どもを追跡調査していくと、
例外なく母親が虫嫌いであることが判明したそうです。
虫嫌いは「遺伝」していくんです。

さらに調べていくとですね、
虫って、自分から採りに行くときには
ＯＫな存在なんだそうです。
だけど、
勝手に自分のテリトリーに
入ってくるのはダメなんです。
さらに、
動きが速くて、
しかもどこに動くか
予測困難なときに、
ダメっていう度合いが
すごく高くなるんだそうです。

ゴキブリなんかその筆頭ですよね。
しかもゴキブリが飛んできたらもう 悪ですよね。

もちろん、
危害を加えるもの、
あるいは危害を加えそうなものもダメなんだそうです。
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そんな興味深いお話をうかがって、
ふと、自分の体験を思い出したんです。

私、以前、
山奥の僻地の学校に
勤めていたことが
あるんですけど、
そこは山村留学制度を
取り入れている
中学校でですね、
県内だけではなくて、
全国から
山村留学生がやってきます。

その中でですね、
もう虫が大嫌いで、ゴキブリがちょろっと見えただけで
大声で泣き叫ぶ女の子が留学してきたんです。
なにしろ山の中ですから、もう虫だらけですよ。
で、
初は大声で泣きわめいていたんですけど、

周りはみんな平然としてますよね。
ゴキブリとか出てきたら、
スリッパとか新聞紙を丸めたのとかで
バチッ！と叩いてたんです。

ムカデが出てこようが
スズメバチが出てこようが、
全部バチッ！ですよ。

１年たったらですね、
その子も平気で新聞紙を丸めて叩いていました。
しかも走って追いかけて叩いていました。
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親や身近な大人の影響って、ものすごく大きいんですね。
よくよく気をつけんといかんなあ、
って思いました。

心の枠を取り外す

これから大きく
伸びようとしている木が、
もしも
狭い枠に閉じ込められたら
どう思うだろうね？

だから
「困る」って書くんだよ。

「困る」ってね、
大きく伸びようとしているのに、
心の枠がジャマをしているときに出てくる言葉なんだ。

その心の枠って、
誰が作ったか知ってる？

知らないうちに
自分が作ってるんだよ。
「どうせ自分にはムリだよ…」とか、
「自分には何の力もないから…」とか、
そういう思いこみが
心の枠になってるの。

思いこむって、
「思いで囲む」ことだから。
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だから困った時にはね、
知らないうちに作られた心の枠を
取り外してあげなくちゃね。

外したとたんに
グングン伸びて、
やがては大樹になる日が
必ずやってくるよ。

イチバン大きな違い

「努力」っていうと、
全力を尽くさなければいけないような
イメージになっちゃうし、
「頑張る」っていうと、
辛さや厳しさをガマンし続けなければいけないような
イメージになっちゃうし、
その上さらに「必死で」なんて言葉をくっつけちゃったら、
それって
「必ず死ぬ」って書くんだよ！

だからさ、
とりあえずは
「お試し」でやってみれば
いいんだよ。

やるかやらないかが
イチバン大きな違いだから。

どれだけ力を注ぐかなんて、
それに比べたら
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ずっとずっと
小さなことなんだからさ。

自分を肯定する

子どもたちは
怒られることには慣れていても、
褒められることには慣れていません。

だから、
褒められた子どもは
モジモジしたり、
「そんなことないよ」などと
つい否定的に答えてしまいます。

そんな子どもには、
「まずは『ありがとう』と言おうね」
と教えてあげましょう。

「あなたを良いと思ってくれるのは他の人であって、
あなた自身があなたをどう考えるかは関係がないんだよ」と。

こうやって
「ありがとう」を言う練習を続けていくと、
やがて子どもたちは
人からの評価を素直に受け入れ、
自分自身を肯定することを
学んでいきます。

「ありがとう」は、
感謝の言葉であると同時に、
自分自身を肯定する言葉なのです。
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子離れ

子離れってのは、
子どもへの関心をなくすとか、
子どもを放ったらかす、
って意味じゃないんだよね。

これって
世の親や教師の大半が
そこを勘違いしてるんだけど、
そうじゃなくて、
子どもが独り立ちできるように応援することを
「子離れ」って言うんだと思うよ。

親や教師って、
自転車に乗り始める時の補助輪のような存在だと思うんだ。
いつの日か、
補助輪を外して一人で上手くバランスを取って
乗れる日がやって来る。
でもそれって、
親にとって、あるいは教師にとって、
すごく嬉しくて誇らしいことだよね。

だけど、
補助輪が外れて淋しいなんて思って、
せっかく乗れ始めたのに
いつまでも補助輪を外さなかったとしたら、
子どもはそれに依存させられて、
いつまでも
自転車に乗れないままに
なってしまう。
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一人で自転車に乗れた子どもに
手を振って応援するのが
親や教師の役目なんだよね。

それと同じなんだと思うよ。

質か量か

ある美術学校で、
こんなエピソードがあるそうです。

陶芸の授業のとき、
初に教師はクラスを

２つに分けました。
そして、
アトリエの左半分の生徒には
作品の量によって、
右半分の生徒には作品の質によって採点します、
と告げたそうです。

採点の日が来て、興味深い事実が明らかになりました。
優秀な作品は、
すべて、量のグループから生まれたのです。

量のグループの生徒は、
たくさんの作品をつくっていく過程でいくつも失敗し、
そこから学ぶことで
いい作品を次々と生み出すことができた。

しかし、
質のグループの生徒は、
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完璧な作品について理屈をこねるだけで
手を動かさなかったために、
成果として残ったのは、
壮大な理論と
作品になりそこねた粘土だけだったのです。

変えることができるのは

私たちは
どうしても
変えることができない
過去と未来を
思い悩みながら
今を過ごしています。

変えることができるのは
今だけなのに。

世界でいちばん短い物語

苗字は先祖からの命のバトン、
名前はあなたを生んでくれた
親の願いです。
たとえどんなときだって、
あなたは決して
ひとりぼっちじゃない。
こんなにたくさんの人に
応援され、守られている。
名前とは、
「世界でいちばん短い、あなただけの素敵な物語」なんです。
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得意科目

どんなに
立派な理屈を並べ立てようとも、
結局、
得意科目は
好きな先生の教えてくれた
教科なんですよ。

プラスのストローク

あなたがたとえ
どんな球を投げかけてきたって、
私は必ずプラスにして
打ち返します。
温かく、優しさにあふれた球を
あなたに打ち返します。

こう決心して、
人に接してごらんなさい。
毎日がものすごい修行の連続になりますから。
しかもこの修行、めちゃくちゃ楽しいですから。

世の中で最も価値のあるもの

世の中で
も価値のあるものは、

すべて目に見えないもの、
そしてお金で買えないもの
ばかりです。
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学校

子どもは地域の宝であり、
国の宝です。
国の宝ですから、
国宝ですよね。
先生方は、
その国宝を世に送り出す側の人、
人間国宝なんです。

学校って、
国の宝が一同に集まって輝きを放ち、
その地域を明るく照らす、
そんな場所なんです。

自分の能力を

自分の能力を自分のためだけに使っていると、
喜びは自分の分しかこの世に生まれません。

ですが、
自分の能力を人のために使っていると、
喜びは与えた人の分だけ増えます。

人は、
この世に生み出した喜びの量が多いほど
幸せを感じます。
そして、
喜びを生み出せば生み出すほど、
あなたの能力は磨かれて高まっていきます。
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ですから、
自分一人が喜ぶために能力を使う人と、
人のために能力を使う人とでは、
時が経つにつれて
どんどん差が開いていきます。

ちょっとぐらい能力があって
優越感に浸っている人なんて、
人を喜ばせながら生きている、
能力がないと見下していた人に、
実に簡単に追い越されていきます。

学ぶとは真似ること

学ぶとは、真似から始まります。
一番身近な人を子どもは真似します。
だから、
一番の教育は、
一番身近な大人が、
「こんなカッコいい大人になりたい」と
憧れのまなざしで
見てもらえるように、
自分を輝かせながら
生きていくことなんです。

「正義」の反対にあるもの

「正義」の反対は、
「悪」ではありません。
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「正義」の反対は、
「正義」です。

誰しも、
自分の正義に従って動くのですから、
正義が敵対する相手が信じているのも、
自分なりの正義です。

だってそうでしょう？
自分が間違っているって思いながら
戦う人なんていませんから。

誰だってみんな、
自分が正しいと思って
行動しているのです。

０と１の差

すべては、
たった１つから始まります。
その意味で
「０と１の差」は、
１ではなく、
実はとてつもなく大きい…。
それこそ、
「０と１の差」は、
百も、千も、万も、億も、
違うのです。
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悩み

多くの人は、
自分に「できない」ことで
悩んでいるのではなくて、
できるのに
「していない」ことで
悩んでいます。

頼られ当てにされる人

あなたが「人材」だと
思われているのなら、
削られ切られ、
代わりの材を
あてがわれてしまう日が
いつか来るかも
しれません。

でも、
あなたが「人財」だと
思われているのなら、
頼られて当てにされて大事にされることでしょう。

「あなたの代わりはいない」
「あなたのおかげで」
と言われる人になることです。
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できない理由

できるかできないかなんて、
そんなこと、全部できるに決まっている。

だから、どうすればできるのかを、
考えればいい。

できない理由なんか、
本当はどこにもない。
あなたが勝手に創り出して
悩んでいるだけだから。

たくさんの生き物たちの中で

たくさんの生き物たちの中で、
自分の意思で、
自分自身を変えることができるのは、
唯一、
人間だけなんです。

頼まれごと

人から何かを頼まれたとき、
脳が動き始める前に
体を動かし始めなければ、
その頼まれごとを
引き受けられなく
なってしまいます。
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なぜなら、脳はまさに天才的な 閃 きでひらめ

できない理由を
次々に繰り出してくるからです。

脳が命令しないと
体は絶対に動かないなんて、
あれは大ウソですよ。
だって、脳ができたのは
生命が誕生してからずっとずっと
後のことなんですから。
脳がない生物なんて
この世に山ほどいますから。

人からの頼まれごとにノーはいらないんです。

専属のサポーター

人から何かを頼まれるということは、
「この人ならできる」と信頼されている、ということです。

だからこそ、あなたの返事は
「はい」か「いいえ」の２つから選ぶのではなく、
「はい」か「喜んで」の２つから選ばなくてはならないのです。

しかもこの返事、
２つとも選んで「はい！喜んで！」と答えると、
あなたのすべての細胞が喜んで力を発揮してくれます。

あなたは決してひとりぼっちではない。
もしもそう感じるのなら、
ただ単に数え方を間違っているだけです。
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あなたを支えてくれている
すべての細胞の数って、
一体どれくらいあるのか
知っていますか？
なんと６０兆個以上もあるんですよ。

それだけじゃありません。
あなたの腸の中にいる細菌たちって、
あなたのサポーターとして、
あなたを支えてくれて
いるんですけど、
１００兆個以上いるんです。
あなたの皮膚にも常在菌というサポーターがいて、
外界からのバイ菌たちが侵入しないように、
バリアになって
あなたを守ってくれているんですけど、
１兆個以上いるんですよ。

それらすべての力を集めたら、
あなたにできないことなんて、もう何もありませんよね。

本当にスゴい人

本当にスゴい人は、
まわりから
スゴいと思われる人ではなく、
自分のまわりに
スゴくなっていく人を
どんどん
育てていく人です。
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できない理由

できない理由が言える、
ということは、
どうやればできるかが
すでに
分かっている
ということですよね。

ホメオスタシス

昨日と同じ自分で在り続けようとする働きが、
私たちの体には備わっています。
これを、ホメオスタシス（恒常性）といいます。

ホメオスタシスが勘付いて元に引きずり戻されないように、
高所トレーニングと同じ要領で、
少しずつレベルを上げていくことが、
昔から知られる も確実な成長法です。

「急がば回れ」
「ローマは一日にして成らず」

いろいろな言葉で、
先人たちは伝えてきました。

実はこれと逆のことも、
ときに私たちには起きるのです。

悲しい思いや辛い思いに落ち込むとき、
自分ってなんでこんなにダメなんだろうって悩むとき、
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少しずつ、
下へ下へと落ちて行くトレーニングをしているんです。

怖いですよね。

だから落ち込むときには、
もう思いっきりズドーン！って落ちなければいけません。
ためらってはダメです。

一気に落ちていくと、
ホメオスタシスが働いて、
あなたを無理やり元の状態へ引きずり戻します。
逆らわずに思いっきり落ちると、
ホメオスタシスという
セーフティネットが
必ず働きます。

これは誰にでも備わっている
体の機能ですから、
安心して落ちてください。
まるでトランポリンのように、
あなたを元の場所まで
はね返してくれます。

逆に、
苦しみから逃げようとすると、
その苦しみは
いつまでもあなたを追いかけてきて、
小出しに苦しんでいきます。

苦しみって、闇と同じです。
底の見えない大きな穴に飛び込むのと同じですから、
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怖いに決まっています。
だからといって、
少しずつソロソロと降りて行くと、
今度は本当に元に戻れなくなってしまいます。

思い切ってその苦しみに飛び込むことです。
やるまでは怖いですが、
やってみれば分かります。
必ず元に戻ります。

上を目指すときには
ゆっくりコツコツと、
落ちるときには
飛び込むがごとく
思い切って落ちる。
これがコツです。

世の中の
ほとんどの人たちは、
逆のことをやっています。
気づいた人から止めましょう。

感動の涙

感動の涙を
たくさん流していく人生って、
素敵だと思います。

感動の涙には、
心の中にあるマイナスの感情を
排出する働きがあるそうです。
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マイナスの感情を
言葉で相手にぶつけて
憂さ晴らしをしている人って、
いますよね。

このやり方では、
マイナスの感情は
いつまで経ってもなくなりません。

だって、
そのマイナスの言葉を
イチバン 初に聞くのは、
他でもない
自分自身なんですからね。

人は、
感動の涙を流すことによってのみ、
心の垢を落とすことが
できるんです。

病気

病気ってね、
親友からの忠告だと思って
受け止めてみては
どうでしょう。

だって必ず
気づきと感謝を
与えてくれますから。
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思いの力

頭でいくら思っていたって、
それを自分の外に出さなければ、
何も変わりません。

思いの力なんて、
たった一つの言葉にさえも
簡単に負けてしまいます。

でも、言葉の力でさえも
たった一つの行動に
簡単に負けてしまうんです。

仕事

やらなきゃいけない
そう思ったときに
仕事は
苦痛に変わる

喜ぶ顔が見たい
そう思ったときに
仕事は
ワクワクに変わる
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夢だけが

夢だけが
羽ばたいて
飛んで行って
しまわないように
身体も一緒に
大空を翔る練習をかけ

しておかなくちゃね

人生の階段

人生の階段は
駆け足では
上れないように
できている
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迷うってことは

迷うってことは
どちらを選んでも
同じくらいの
価値があるって
ことでしょ？

だったら
ワクワクする方を
選ばなくっちゃね！

人生の舞台

あなたに
用意された
舞台は、
過去でも
未来でもなく、
今このとき
です。



105

伸びていくには

樹木は
根を張る深さや広がりを超えて
生長することはできません

建物も
土台の深さや広がりを
超えて
建てることはできません

人間も
心の深さや広がりを超えて
大きく伸びることは
できません

たどり着く先にあるもの

ゴールがどこにあるかも
分からないのに、
そんなに一生懸命走って、
あなたはいったい
どこに
たどり着きたいの？

走り始めるのはね、
ゴールを
ちゃんと決めて、
準備運動を済ませてからでも
じゅうぶん間に合うんだよ。
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登り続けたヤツだけが

どんなに
高かろうが
険しかろうが、
山ってのは
登り続けたヤツだけが
頂上に辿り着けるように
できてんだよな。

すべてが

すべてが
当たり前ではなく、
すべてが
有り難いことだと
身に沁みて
理解できたときに、
今まで見えていた
世界のすべてが
変わる。

教師の役割

教師の役割は、
子どもの明日を創り出す
ことです。
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下ごしらえ

下ごしらえに
手間暇かけた料理ほど
美味しいように、
人生だって
下ごしらえに
手間暇かけたほど
美味しくなるに
決まってるやん！

自分の命をどう使うか

あなたは
自分の命の輝きを、
人のために
役立てるために
この世に
生まれてきました。

この
「自分の命をどう使うか」
ということが、
あなたの「使命」に
なるのです。
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あなたの背中を

あなたの背中は
必ず誰かが
見てくれています。

そしていつか、
その背中を
押してくれる人が
必ず現れます。

トガった石が

トガった石が
川の流れに包まれて
少しずつ
丸くやさしくなめらかに
磨かれるように

トガった心も
人との出会いに包まれて
少しずつ
丸くやさしくなめらかに
磨かれて
ゆくのです
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感動を与えるもの

自分のすべてを
出し切って、
全力で何かを
成し遂げようとする
その姿に、
人は感動し、
応援して
くれるんだよ。

一期一会

人は毎日生まれ変わっています。
朝の目覚めとともに、
昨日までとは全く違う、
新しい自分が生まれます。

実は、
目の前にいるすべての人が、
いつも初対面であり、
新しい出会いなんです。

そんな出会いに感謝して、
今このときを
大切に生きること。

これが
一期一会の意味なんです。
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頼まれごと

喜んで引き受けた
頼まれごとは、
必ずできるように
仕組まれています。

仕方なく引き受けた
頼まれごとには、
大変なことが
待ち構えているように
仕組まれています。

全力で走り続けることこそが

あのね、
間違いなんて
恥ずかしいとか
失敗なんてブザマだって
思い込んでるのは
自分だけなんだって
知ってる？

だってさ、
カッコ良くスマートにやり遂げることなんかよりも、
転んで倒れて泥だらけになって、
それでも起き上がって
全力で走り続けるその姿こそが、
人の心を感動させて、
勇気を与えてくれるんだから。
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生きるとは

生きるとは
命を輝かせることです。

そしてその光で、
世の中を
照らしていくことです。

信頼を得るために

人から信頼を得るために、
「特別なこと」や
「難しいこと」は
一切、必要ありません。
「言うこととやることを同じにする」
ただ、それだけです。

物事のとらえ方

事実は
一つかもしれないけれど、
解釈は
無限大にあるんだよ。
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人生の主人公

「あなたの人生」という舞台の
主人公はあなたです。
昨日と同じあなたを
演じる必要は
どこにもありません。
いつでも
新しい台本を選び直し、
新しい自分を演じ直すことが
可能です。

成功した人々の共通点

ほとんどの人が、
「人の力を簡単に借りてはいけない」
「人に迷惑をかけてはいけない」
と思い込んでいますけど、
世の中の
「成功した人々」と呼ばれている人で
「これまでの成功は全て自分一人の力で成し遂げましたし、
誰の力も借りずにここまで来ました」

という人は
ただの
一人もいません。
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言葉ひとつで

子どもたちと接していると、
つくづく感じることが
あります。

「もう無理」
「できない」
「分かるわけない」

成績が上がらない子は、
否定的な言葉を
使いたがります。

その言葉を口にすることで、
自分で自分の未来を決めてしまっているのに…

たった言葉ひとつですけど、
それだけで、
見え方も、発想も、考え方も変わってくるんです。

完璧であること

すべてが
完璧であるなら、
努力することも
なくなります。

思いどおりに
ならないから、
人生は面白いのです。
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素敵な先生

子どもたちって、
笑顔で仕事をしている
大人を見ると、
その大人が
やっている仕事に憧れて、
自分の夢に
しちゃうんですよ。
だから、
「将来は学校の先生になりたい」
って子どもがいたら、
そこには必ず素敵な先生がいる、
ってことなんです。

コミュニケーション

言っても
分からないんだから、
言わなかったら
全く分からない。

これが
コミュニケーションの
出発点です。

あきらめること

あきらめることは、
自分にしかできません。
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自分があきらめた瞬間が
「終わり」です。

あきらめない限り、
「終わり」は
絶対にやってきません。

あきらめない人の心には
火が灯っています。
あきらめない人が
一人いるだけで、
そのまわりにいる人たちの心に
どんどん火がついて
広がっていくんです。

生まれてきた意味

目の前の人に
感動と幸せを与えていく。

そのことだけを
見つめ続けて
人の心を動かす仕事が
できたときに、
自分がこの世に
生まれてきた意味とか
自分がこの仕事に巡り合った
意味とかが
見えてくるんだと
思うんです。
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経験すること

無駄な経験なんて
一つも
ありません。

ただ、
経験を無駄に
しているだけです。

慣性の法則

全てのものは、
今このときの自分の状態のままで
在り続けようとする性質を
持っています。

止まっているものは
いつまでも止まり続けようとし、
動いているものは
いつまでも動き続けようとします。

これを
「慣性の法則」と言います。

この「慣性の法則」、
実は人の心にも当てはまるんです。

人って、
いったんその環境に慣れてしまうと、
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その環境が当たり前になって、
今度は
そこからの変化を嫌うようになります。

それどころか、
今度は自分だけでなく、
まわりの人が
そこから変わろうとするのにも
抵抗し始めるんです。

全てのものは
止まっている状態から動き出すときと、
動いている状態から止まろうとするときに
も大きなエネルギーを必要とします。

自然界は常に省エネになるようにできていて、
「慣性の法則」も
それに従っているんです。

マルチタスク

人はコンピュータのように
同時に複数のことを
考えることができません。

終わってしまったことを
考えている
ということは、
今のことを
考えられないということ。
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終わってしまったことを
あれこれ考え、
嘆いてもどうにもなりません。
それ自体が無駄。

さらに、
過去のことを考えて今を生きる、
ということは今が無駄。
ダブルで無駄になるんだってことを心に刻んでおきましょう。

朝日が教えてくれること

朝日が
あんなに力強く輝くのはね、
毎日が
新しいスタートなんだよ、
って
教えてくれている
からなんだよ。

「叶う」という字

夢が叶うの「叶う」という字は、
「口」の横に「十」と書きます。
口の前に
十本の指を合わせて
合掌している
ようすを
表しているんだそうです。
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できると思ったら

できないと思ったら
できない。

できると思ったら
何とかなる。

幸せになるには

幸せになるのはとっても簡単です。
ただ「幸せです」って
言えばいいだけですから。

拍子抜けするほど
簡単なことなんですけど、
いざ実行しようとすると、
これが実に難しい。

「幸せ」と言っていれば、
苦しいことの中にも
幸せの光を見出すことが
できます。
そして、あなたのまわりに
「幸せ」といつも言っている人が
集まってきます。
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明日の自分

昨日の自分を
懐かしく感じるほど
明日の自分に
ワクワクしよう

新しい景色

「頑張ります」
と言っていた場面を
「楽しみます」
に言い変えてみると、
全く新しい景色が
あなたの
目の前に広がります。
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ヘンタイ

私、ヘンタイなんですよ。
あ、ヘンタイって、もちろん「変態」もありますけど、
「編隊」とも書きますよね。

私を支えてくれている人、
私の命を支えてくれている生き物たちが
私のまわりにたくさん集まってくれています。

私は、
私一人の命じゃ
ないんです。
こんなにもたくさんの
命を背負って
生きている。
みんなが私のことを
隊長として
支えてくれて
いるんです。

私は、
支えてくれているみんなに、
「隊長を支えて本当によかった」
「隊長のために命を投げ出して本当によかった」って
心から思ってもらえて、
心から満足して
喜んでもらえるように、
みんなの分まで、
自分の命をいっぱいに輝かせて
生きていきます。
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全力で走っているのなら

自分が全力で走っているのなら、
他の人に目を向ける余裕なんて
あるはずがないよね。

人を羨んだり
妬んだりするのはね、
自分が完全燃焼していない
何よりの証拠なんだよ。

「無敵」の意味

相手を打ち負かして
薙ぎ倒していくことが
無敵なのではありません。
出会う人すべてを
応援団にして
支えてもらうこと
こそが
本当の無敵なんですよ。

夢の大きさ

ほら、
荷物を持つときにさ、
一人で持てるぐらいの
大きさだったら
別に誰も手伝おうなんて思わないけどさ、
抱えきれないくらい
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あふれそうな
デッカい荷物を
抱えてる人を
見たらさ、
思わず駆けよって
手伝うやろ？

夢だって
一緒なんだよ。
自分の力だけで
叶えられる夢なんて
誰も手伝ってくれないけどさ、
とてつもない夢を
抱えてる人を見ちゃったらさ、
思わず駆けよって
手伝っちゃうもんなんだよ。

優しい人は

優しいって、
人偏に憂いと書きます。にんべん うれ

人の辛さや悲しみが
分かる人、
憂いにそっと
寄り添ってあげられる人、
憂いを経験し、
それを乗り越えた人が
「優しく」なれる、
ということを表しています。
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人生の過ごし方

悪いところを
探して
嘆くのも人生
いいところを
見つけて
喜ぶのも人生

基礎を固める

基礎がしっかり出来上がった土地から
家は建っていきます。

でも多くの人が、
基礎を固める
ことよりも先に
家の材料を
買い集めたり、
カーテンの色に
こだわったり、
あるいは
建て始めようと
したりして、
うまくいかずに悩んでいます。
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人生とは

人生とは
「ありがとう」と言われる
生き方をすること

本当の「自分」

「自」らを
「分」け与える。

それが本当の
「自分」。

「生活する」という意味

この世に受けた生を、
世のため
人のために
活かすこと。

それが、
生活する
という意味なんですよ。
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相思相愛

相思相愛って、
相手を思って相手を愛するんです。
どこにも自分の見返りを求める言葉なんか
入っていません。

なのに、
自分が思われ愛されて、
お釣りが来るくらい
幸せを
感じることができる。

相手のことを思い、
愛すること。

その中にこそ、
高の幸福感があるんだと思うんです。

私たちの仕事

私たちの仕事は、
I love me の
子どもたちを
育てて
いくことです。
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助け合い、協力し合う

比べ合うのではなく助け合う。
競い合うのではなく協力し合う。

そうやって
お互いが輝き合うときに
ものすごい力が
生まれます。

生きていくために

今まで生きてきたことは、
それだけでもう奇跡です。

生きていくために
どうしても必要なものを
１０個挙げてください。

今度はその中から、
自分の力だけで
用意できているものを
選んでください。

自分が生きていくために、
自分の力だけで
用意できるものなんて、
ひとつもないことが
分かるでしょ？
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バックミラー

「過去」って
バックミラーみたいな
もんでさ、
たまにチラッと確認する
程度でいいのに、
そればっかり見つめながら
「今」を運転してる人って、
けっこう多いんだよね。

でもさ、
そんなことやってたら
いつか大事故を起こすって、
早く気づかなきゃね。

簡単に手に入れたものは

簡単な方法で
手に入れたものは、
簡単に
なくなるし、
苦労なしに
手に入れた幸せは、
あっという間に
去っていく。
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「いい先生」とは

「いい先生」とは、
「すごい先生」ではなく、
「自分のことを分かってくれる先生」
なんですよ。

あなたの過去

どんな過去で
あっても、
それがなかったなら
今のあなたは
ここにいない。

当たり前だと思っていることを

当たり前だと
思っていることを、
ほめることが
できるかどうか。
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アイディアの残し方

「これいいな！」とか
「すごい！」って思ったことは
その場ですぐに
メールに打つんです。
そして
ＰＣの自分のアドレス宛てに
送信するんです。
写メを付けて送信するともっといいですよね。

そして、その写メを人に見せながら
感じたこととか考えたこととかを伝えるんです。

何の努力も無理もなく、
すごいレベルアップにつながります。
しかも、必要になったときに、
すぐにプレゼンが出来上がります。

アイデアは、書いて残さなければ消えていくんです。

アイデアは、
どの人にも平等に降ってきます。
でも、
ほとんどの人は
それをすぐにメモしません。
そしていつの間にか
忘れてしまいます。

頭がいいとか、悪いとかじゃないんです。
すぐ動くか、動かないかだけの差なんです。
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ベンゼン環で有名なケクレが、
寝ているときに
炭素が手をつないで
輪になって踊っている夢を見て、
これだ！って思ったけど、
メモをせずに
再び眠りについてしまったから、
起きたあとにどうしても
夢の内容を思い出すことが
できなかった。

その晩に、ケクレは
「今度はメモしますから、昨日の夢をもう一度だけ見せてください！」
って神さまに祈りながら眠りにつきます。

はたして！
昨日の炭素たちがまた輪になって踊り始めたんですよ。
それどころか、
いつの間にかヘビまで何匹もやってきて
お互いの尻尾に噛みついて
輪になってグルグル回り始めたんです。
これだ！って今度は飛び起きてメモしたんです。

そうやってベンゼン環は世に出たんだそうです。

メモすることがいっぱいありすぎて
メールを打ってたんじゃ
追いつかなかったり、
クルマを運転していたり
するときには、
ボイスメモを使うという
方法があります。
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これも音声データとして
ＰＣに送信できます。

結局、時間なんか
どこにでもゴロゴロ転がって
いるんです。

だけどほとんどの人は、
それを踏みつけたり
蹴飛ばしたりして
知らん顔して過ごしています。

あなたが紡ぐその光が

嬉しいこと、楽しいこと、ありがたいこと、
そんな誰のまわりにも転がっている
小さな小さな幸せを、
ていねいに見つけて拾い集めて
大事にとっておいてごらんよ。

その小さな幸せたちが、
いつの日にか
一斉に金色の光を放ちながら
輝き出す日が
きっと来るから。

あなたが紡ぐその光が、
いま目の前にいる子を照らし、
自分のいる学校を照らし、
やがては
この日本という国を照らしていくんだよ。
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「報」「連」「相」

報告とは、
自分の考えを一切挟まずに、観た通りを
「そんなこといちいち報告せんでいいから」とまで
上司に言わせるくらい伝えること。

それをやり続けていくと、
上司は安心するし、
部下を信頼するようになる。

そして、
報告する内容を
自分の判断で選んで
伝えることができるようになる。
それが連絡。

やがては、
自分の考えを織り交ぜながら
上司に伝えることができるようになる。
それが相談。

仕事とは

仕事とは
目の前の人を
笑顔にすること
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今日の私の頑張りが

今日の私の頑張りが、
将来の多くの人の幸せに
つながっているんだ、
って素直にそう思えたときに、
人は自分の能力以上の
大きな力を発揮しはじめます。

それは、
将来あなたから受けた
幸せの恩返しを、
先渡しで受け取っているのかも
しれません。

本を書くには

「本なんて自分に書けるはずがない」って思っている人は、
ふとした瞬間に
自分が思ったことや感じたことを
自分宛てにメールして
少しずつ貯めていってみてください。
そして、
自分宛てに送られてきたメールに、
そのときの自分の思いとか、
振り返ってみて気づいたこととかを
返信していくんです。

気がついたら
本一冊分の量になってますから。
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それらをまとめたら、
気前よくみんなに
プレゼントするんです。

喜びや幸せは、
分け合えば分け合うほど
増えます。

そして、
人に与えた分だけ、
仲間を引き連れて
自分のもとに帰ってきてくれます。

自分のために

いま目の前にいる人
いま目の前にあるもの
いま目の前で起きていること
それらすべてが
あなたを伸ばし
あなたを喜ばせ
あなたを幸せにするために
はるばる
あなたの目の前に集まってくれています

自分にとって
高の環境であり
高の人財であり
高の出来事であるとあなたが思えたときに

それらすべての力が合わさって
とてつもない輝きを放ち始めます
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目の前の子どもを

目の前の子どもを
いい子にしたいの？
それとも
都合のいい子に
したいの？

遠い夢が

遠い夢が
明日の予定に
変わる

そんな日が
必ず
やってきます
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人生の持ち時間

今の自分のためだけに
使っている時間と、
未来の自分のためにも
使っている時間。

自分を喜ばせるためだけに
使っている時間と、
周りの人を喜ばせるためにも
使っている時間。

人生の持ち時間は同じです。

自分に与えられた
その持ち時間を
どう使うかで、
人生の質が変わります。

夢

もしも
それがなくなったと
したならば、
生きてゆくことに
意味を見出すことが
できない。

それが
夢というものです。
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鉄は熱いうちに打て

「鉄は熱いうちに打て」って
言葉の裏にはね、
「打たれても打たれても
いつまでも熱い鉄のままで
あり続けなさい」って

メッセージが
込められているんだよ。

人生は

人生は
七転び八起きです。

だから
転んだ回数よりも、
たった一回だけ
多く起き上がれば
いいんです。

評価の意味

「評価する」とは
やる気のスイッチを
入れること
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ゲオルク・ジモン・オーム

電気抵抗の単位に、その名を残すオーム。

「導体にかかる電圧は、
その導体を流れている電流に比例する。
Ｅ＝ＲＩ
（Ｒは導体の断面積、長さ、材質、
温度などによって定まる正の比例定数）」

ドイツのエアランゲンで生まれたオームは、
物理学と数学が大好きな父親の影響を受けて、
幼い頃から勉学に励み、
故郷のエアランゲン大学に入学します。
そして当然、物理学と数学を専攻し、
研究者としての道を歩み始めます。

しかし、幼くして母親を亡くし、
家が貧しく、経済的に恵まれなかった彼は、
家族を支えるために、そして生きていくために、
憧れていた研究職の道をあきらめ、
大学を中途退学し、
同じドイツのケルン高校の教師として
赴任することを決意するのです。

彼が赴任した高校は科学教育に力を入れており、
数学と物理学を教えるかたわら、
心の中の熱い思いは消えるどころか
ますます大きくふくらんでいきました。
授業が終わると自分の物理実験に専念する生活を何年も続けます。
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著書「ガルヴァーニ電池の数学的計算」で
その法則を、オームが発表したのは１８２７年。

この著書で学会に認められ、
憧れの大学教授として迎えてもらえるのでは、
と彼は期待に胸をふくらませていました。

しかし著書は売れず、内容もまったく認められません。

それどころか、
「高校教師風情が、自分の職もわきまえずに粋がって、
こんな研究まがいのことを。研究は専門家に任せておけばいいのだ」

と、誇り高きドイツ物理学会をはじめ、
同僚からまでも激しい批判を浴び、
ついには高校教師を辞めさせられてしまいます。

今では小学生でも簡単に実験できる法則。
しかし当時は、乾電池のような安定した電源がなく、
誰も確かめることができませんでした。

就職先すら失ったオーム。
失意の中、彼はドイツを追われるように、
１８３３年、バイエルン王国に移り、
地方の工業高校の一教師として、
安い賃金に甘んじながら、
それでも生きていくために働きます。

時は流れ、
フランス、イギリスで、
ようやく彼の発見した法則が
認められるときがやってきます。
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１８４１年、
彼はイギリス王立協会からコプリ勲章を授与されます。
科学の業績に対して贈られる、世界で も歴史の古い賞であり、
著書出版後、２年以内の受賞が慣例のコプリ勲章。
１４年後の受賞は、異例中の異例でした。

オームは１８５２年に、長年の夢が叶い
バイエルン王国ミュンヘン大学の教授として
正式に迎えられます。
３８歳に著書を出版し、大学教授となったのは６３歳でした。
いつの日か彼の発見した法則が認められる日を信じて、
大学教授の職に就く夢を追い続けたオーム。
２５年をかけて、ついにその夢は叶いました。

しかしその歳月の代償は、あまりに大きなものでした。
それまでの貧しく苦難に満ちた生活が、
彼の体をむしばんでいたのです。

教授になってわずか２年後の１８５４年、
オームは６５歳で永眠します。
生涯、結婚することもありませんでした。

ドイツ物理学会は、
自分たちが彼に対して取った
心ない行いを深く後悔し、
自分たちの過ちを忘れないために、
そして何よりも
彼の偉大な功績を後世まで称えるために、
電気抵抗の単位に彼の名を使うことを、
国際学会の場で提案します。

記号は「Ω（オメガ）」、
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ギリシャ文字の２４番目、
後の文字です。

「永遠」「究極」という意味を
持つこの記号を、
それまでどんな科学者も
使うことを許されませんでした。
そんな特別な意味を持つ記号を、
ドイツ物理学会は彼に捧げたのです。

１８８１年、
パリ第１回電気国際学会において、
電気抵抗の単位の名称は「オーム」とすることが
正式に決まりました。

彼がミュンヘン大学の教授として過ごした時間は、
たったの２年間です。

しかし、そのあまりにも短い２年間という歳月を、
彼は自分がしてきた研究以上に、
今度は学生の教育に情熱のすべてを注ぎ込むのです。

２時間の講義時間のうち、１時間は板書による講義、
そして残りの１時間は問題を与えて個人教授を行うという、
今では世界中の教育機関が採用している
「講義と演習のシステム」を、彼は世界で 初に創り上げました。

彼の教育システムは、その後、ドイツの大学における
物理教育のスタンダードモデルとなりました。
そしてそこから、ドイツ科学教育の栄光の歴史が始まったのです。

教科書には、そんなオームの６５年間の人生のすべてが、
こう記されています。
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「抵抗器や電熱線を流れる電流は、それらに加える電圧に比例する。
この関係をオームの法則という」

そして、彼が命を賭けてまで残したかった関係式は、
「Ｅ＝ＲＩ」
このたった１行です。

でも、このたった１行に込められたオームの燃えるような熱い思い、
人の生き様、命を賭けてでも成し遂げようとした人生のドラマが、
この関係式にすべて凝縮されて教科書に載っているんです。

私は、彼らの燃えるような熱い思いを、
いま目の前にいる子どもたち、
次の世代を担う人間に伝えていかなければならない、
と思ったんです。

…私、理科教育が専門ですから、子どもたちにそんな話をしながら、
教科書に名前を書かせていくんですよ。

教科書に名前を書くのは何のためだと思う？
って子どもたちに質問するんです。

もしも、なくさないために名前を書くんだったらね、
教科書の表の目立つところに名前を書けばいいやん、って。
なんで 後の 後のページに名前を書くようにできているか、
あなたたちはその本当の意味を知ってる？
って聞くんです。

教科書の 後の 後の１ページ、
そこにあなたたちの名前を
書くようにできているのはね、
命を賭けてでも成し遂げようとした、
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そんな燃えるような熱い思いを受け継いで、
今度はあなたたちが、あなたたちの命を燃やして、
歴史を創り上げていく人間になってほしい、
という願いが込められているからなんだよ、って教えるんです。

「この教科書を持ってごらん。
このクラスのみんな誰だって簡単に持てるよね。
だけどね、重さを量ったらたった何百グラムしかない、
この教科書の中にはね、
これまで人類が何千年もかけて創り上げてきた、
燃えるような、たぎるような熱い思いが
ギュッと込められているんだ。
その思いはね、
きっとこの地球なんかよりずっとずっと重いだろうな、
って先生は思うんだよね。
…あなたたちがこれから学ぶことはね、
ただ単に教科書に載っていること、だけじゃない。
命を賭けて、心を燃やしてまで創り上げてきた、
そんな科学者たちの熱い思いを背負ってね、
今度はあなたたちの命をどう輝かせていくか、
ってことなんだ」

そして、科学者たちの名前が教科書に書かれているように、
自分の教科書に、１文字ずつ刻み込むように、
ていねいにていねいに自分の名前を書かせていくんです。

子どもたちはもう一発で変わりますよ。
だって子どもたちは心の中で求めてるんですよ。
いったい自分は何のために勉強するのかって。
何のために学校に行ってまでね、
こんな面倒くさい勉強しなきゃならないのかって。
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科学の歴史って、壮大な失敗の連続なんです。
しかも失敗の規模が全然違いますからね。
歴史を創り上げてきた科学者たちは、
失敗したらどうしようとか、間違ったらどうしようとか、
そんなこと一切考えませんでした。

失敗とか間違いとかは、
科学が発展していくために必要なエネルギーなんだって、
みんな分かってたんですね。
そりゃあもう、失敗の数が半端じゃないですから。

歴史を創り上げてきた科学者は全員失敗してるんです。
だけど彼らは決してへこたれなかった。
たとえ誰から認められなくても、
死ぬまでへこたれなかったんです。
それどころか、「いつか必ず分かる日が来るんだ」って、
みんなそう言い残して死んでいくんです。
すごい信念ですよね。

…そんな話を、理科の授業開きで話すんです。

理科の授業って、科学の歴史を学ぶことなんだから、
失敗することを学ばなくちゃいけないんだよ、
って子どもたちに伝えるんです。

キレイな実験ばっかりやってると、
実験データが自分の予想したものと違うときに、
そのデータを改ざんしてしまう人間に
なってしまうかもしれない、って。

だから自信を持って間違えよう。
胸張って失敗しよう。
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いや、先生の授業ではね、絶対失敗しなきゃいけないんだよ、
とまで断言するんです。

教科書に載っていることは、
そのままだったら、単なる情報ですよね。
情報という漢字をよく見ると、
「報じる」の上に
「情け」がのっています。

報じるって、私たちの仕事ですよね。
教科書に載っていることを教え伝えていくこと、
これが「報」だと思うんですよね。
でも単なる「報」ではなくて、その上に情けがのっている。

情けとは、人間味のある心、思いやり、優しさです。
だから私は、教師として、
情報は常に情けをのせて子どもたちに発信したい。
教科書に載っていることを、
そこに込められている人の思いをのせて子どもたちに伝えたい、
そんなふうに思うんです。

人類の歴史は、不可能を可能にしてきた歴史です。
そして、夢しか実現しない。
夢は、あきらめなければ必ず叶う。
これこそが、教科書に書かれていることなんです。

そして、勉強するとは、
今までこの地球上に存在した人々が経験し、
発見しては次の世代へと伝えてきた
素晴らしい知識や知恵を、
今度は自分が受け継いで、
自分のものにすることなんです。
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いのちをいただく

「いただきます」って、
日本ならではの言葉なんだそうです。
だから、
この言葉を知らない外国の人は、
「いただきますって、何ですか？」
「それは、神に対する祈りですか？」
と聞いてきます。

もしもですよ、
みなさんが子どもたちに、
「先生、なんで食べる前に『いただきます』って言わにゃいかんと？」
って聞かれたとしたら、どう答えますか？

たぶんですね、みなさんは、
「それはね、命をいただく動植物、食料を生産してくれた人、
そして調理してくれた人に感謝するためなんだよ」

って答えるんじゃないかな、って思うんですけど、
子どもたちにその話をして、
はたしてどれくらいの子どもたちが心から納得するでしょうか？

よく考えてみるとですよ、
子どもたちはおそらく、
似たようなことを何回も聞いているはずなんです。
でも、残念ながら、
それが多くの子どもたちの心に響いていないのが
現状ではないでしょうか？

それどころか、
給食指導の時間にですよ、
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「ちゃんといただきますを言わんね！」
「ごちそうさまは？」
「はい、合掌していない人が
いるからやり直し！」

なんて、
つい言ってしまうことって、
ありますよね？

中学２年生の理科で、
「動物の生活と種類」という単元がありまして、
その中で、動物と植物の違いについて学習します。

動物と植物の一番の違いは何か？

それはですね、
「動物は、食べるために動かなければならない。
植物は、食べる必要がないので動かなくていい」です。

植物は動けない、じゃないんです。
動かなくていいんです。

なぜか？
生きていくための栄養を、
自分の力で作り出すことができるからです。

私たち動物にはそれができません。
だから、どうしても他の生き物を「食べる」必要がある。

動物だろうが植物だろうが、どんな生き物であっても、
自分の命の限り精いっぱい生き続けたい、
そう願って生きているんだと私は思います。
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私たち動物は、
そんな他の生き物の「いのち」を
奪わなければ、
一時も生きていくことができない、
悲しい宿命を背負った
生き物なんです。

食を考えることは、
命について考えることです。

このことを、
どうやって子どもたちの心に響かせるのか、
そして、
どうやって子どもの心に火を灯していくのか、
それが、
きっとプロとしての教師の仕事なんだろうと思うんです。

私の心に深く残っているお話が二つありますので、
ここでご紹介します。

一つは、
九州大学大学院助教授の佐藤剛史さんが書いた、
「自炊男子～『人生で大切なこと』が
見つかる物語」の中に出てくるお話です。

「いただきます」「ごちそうさま」を
なぜ言わなければならないか分かりますか？

「いただきます」の意味の一つは、
「作ってくれた人の命をいただく」ということです。
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命とは時間です。

ある人が８０歳で亡くなったとしましょう。
ということは、８０年間という時間が、
その人の命だということです。

今朝、みなさんのお母さんは、
３０分かけて朝ご飯を作りました。
今日の夕食、お母さんは、
１時間かけて夕ご飯を作ります。

その朝ご飯にはお母さんの３０分ぶんの命、
夕ご飯には１時間分の命が込められているのです。

みなさんが生まれてから今日までの間、
お母さん、お父さんは、
自分の命の時間を使って、みなさんを食べさせてきたのです。

そして、これから親元を離れるまで、
ずっと、みなさんは、
お母さん、お父さんの命の時間を食べていくわけです。

「いただきます」の意味の一つは、
「作ってくれた人の命をいただく」ということです。

食べ物を粗末にすることは、
作ってくれた人の命を粗末にすることです。

心を込めて、
「いただきます」「ごちそうさま」を言いましょう。
食べ物を作ってくれた人に
感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。
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そしてもう一つは、
内田産婦人科医院の内田美智子さんが書いた、
「いのちをいただく」という絵本の
もとになったお話です。
この絵本、クラスの子どもたちや、
ご自分のお子さんに
ぜひ読み聞かせてあげてほしい、
そんな願いを込めてご紹介しますね。

坂本さんは、食肉加工センターに勤めています。
牛を殺して、お肉にする仕事です。

坂本さんはこの仕事がずっといやでした。
牛を殺す人がいなければ、牛の肉はだれも食べられません。
だから、大切な仕事だということは分かっています。

でも、
殺される牛と目が合うたびに、仕事がいやになるのです。
「いつかやめよう、いつかやめよう」と思いながら
仕事をしていました。

（中略）

ある日、
一日の仕事を終えた坂本さんが事務所で休んでいると、
一台のトラックが食肉加工センターの門をくぐってきました。
荷台には、明日、殺される予定の牛が積まれていました。

坂本さんが「明日の牛ばいねぇ…」と思って見ていると、
助手席から十歳くらいの女の子が飛び降りてきました。
そして、そのままトラックの荷台に上がっていきました。
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坂本さんは「危なかねぇ…」と思って見ていましたが、
しばらくたっても降りてこないので、
心配になってトラックに近づいてみました。

すると、
女の子が牛に話しかけている声が聞こえてきました。

「みいちゃん、ごめんねぇ。みいちゃん、ごめんねぇ…」
「みいちゃんが肉にならんとお正月が来んて、
じいちゃんの言わすけん、
みいちゃんば売らんとみんなが暮らせんけん。
ごめんねぇ。みいちゃん、ごめんねぇ…」

そう言いながら、一生懸命に牛のお腹をさすっていました。

坂本さんは「見なきゃよかった」と思いました。

トラックの運転席から女の子のおじいちゃんが降りてきて、
坂本さんに頭を下げました。

「坂本さん、みいちゃんは、この子と一緒に育ちました。
だけん、ずっとうちに置いとくつもりでした。
ばってん、みいちゃんば売らんと、この子にお年玉も、
クリスマスプレゼントも買ってやれんとです。
明日は、どうぞ、よろしくお願いします」

坂本さんは、
「この仕事はやめよう。もうできん」と思いました。

（中略）

牛舎に入ると、
みいちゃんは、他の牛がするように角を下げて、



153

坂本さんを威嚇するようなポーズをとりました。
坂本さんは迷いましたが、
そっと手を出すと、 初は威嚇していたみいちゃんも、
しだいに坂本さんの手をくんくんと嗅ぐようになりました。

坂本さんが、
「みいちゃん、ごめんよう。みいちゃんが肉にならんと、
みんなが困るけん。ごめんよう…」と言うと、

みいちゃんは、坂本さんに首をこすり付けてきました。

それから、坂本さんは、
女の子がしていたようにお腹をさすりながら、
「みいちゃん、じっとしとけよ。動いたら急所をはずすけん、
そしたら余計苦しかけん、じっとしとけよ。じっとしとけよ」

と言い聞かせました。

牛を殺し解体する、その時が来ました。
坂本さんが、
「じっとしとけよ、みいちゃんじっとしとけよ」と言うと、
みいちゃんは、ちょっとも動きませんでした。

その時、
みいちゃんの大きな目から涙がこぼれ落ちてきました。
坂本さんは、牛が泣くのを初めて見ました。

（中略）

次の日、
おじいちゃんが食肉加工センターにやって来て、
坂本さんにしみじみとこう言いました。

「坂本さんありがとうございました。
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昨日、あの肉は少しもらって帰って、みんなで食べました。
孫は泣いて食べませんでしたが、
『みいちゃんのおかげでみんなが暮らせるとぞ。食べてやれ。
みいちゃんにありがとうと言うて食べてやらな、
みいちゃんがかわいそうかろ？食べてやんなっせ。』

って言うたら、孫は泣きながら、
『みいちゃんいただきます。おいしかぁ、おいしかぁ。』
て言うて食べました。ありがとうございました」

坂本さんは、
もう少しこの仕事を続けようと思いました。

ある学校で、保護者の一人から、
「給食費を払っているのに、
『いただきます』と子どもに言わせるのはおかしい」

というクレームがあった、との話を聞いたことがあります。

「なんという常識のない保護者なんだ！」
と片付けるのは簡単です。
でも、もしもこの保護者が、この話を知っていたとしたら、
どうだったでしょう？

現在の食生活は、「命をいただく」というイメージから
ずいぶん遠くなってきています。
そしてその結果、食べ物が粗末に扱われて、
日本での一年間の食べ残し食品は、
発展途上国での、
何と３３００万人分の年間食料に
相当するといいます。

私たちは奪われた命の意味も考えずに、
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毎日肉を食べています。

動物は、みんな自分の食べ物を自分で獲って生きているのに、
人間だけが、自分で直接手を汚すこともなく、
坂本さんのような方々の思いも知らないまま、
肉を食べています。

動物だろうが植物だろうが、どんな生き物であっても、
自分の命の限り精いっぱい生き続けたい、
そう願って生きているんだと私は思います。

命をいただくことに対しての「思い」。

お肉を食べて「あ～、美味しい。ありがとう」
お野菜を食べて「あ～、美味しい。ありがとう」
そこに生まれる思いはどんな思いでしょう？

お肉を食べて「うぇ～、マズッ！」
お野菜を食べて「うぇ～、マズッ！」
そこに生まれる思いはどんな思いでしょう？

食べ物をいただくとき、
そこに尊い命があったことを忘れずに、
その命を敬い、
感謝の言葉をかけてあげられる人に
育ちましょう。

今日もまた、
食べられることへの感謝の言葉、
「ありがとうございます。
感謝します。いただきます」
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食べているときの
「美味しい！」という言葉。

そして食べ終わった後の、
「あ～、美味しかった。ありがとうございます。ご馳走さまでした」
という「食べられたこと」への感謝の言葉をかけてあげましょう。
もちろん、食べ残しをせずに。

食べ物が、
あなたの体を作ります。
あなたの体に姿を変えて、
あなたの中で生き続けます。
そして、
体の中からあなたを精いっぱい
応援してくれています。

あなたができる 高の恩返しは、
たくさんの生き物たちから命のバトンを託された
あなたの命を、
いっぱいに輝かせること。
喜びに満ちた人生を過ごすこと。

それが、
あなたと共に生きている
たくさんの命たちが、
いちばん喜ぶことなんです。
みんなの分まで、
命いっぱいに輝きましょう。

…これが、私が教師として、プロとして、
目の前にいる子どもたちやその保護者に
伝え続けていきたいメッセージです。
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耕す

苦しみや悲しみに
裏打ちされた人間は
揺るがない。

いま、あなたは
心の畑を耕しているんだ。

荒れ地を耕すんだから、
苦労も多いし、
ときおり混ぜ返す
肥料の匂いに
咽せるときだってある。

でもね、
そうやって苦労して耕した
心の畑に蒔かれた種は、
芽を出したとたんに
あっという間に
伸びてゆくんだよ。

「生き馬の目を抜く」世界

生き馬の目を
抜くのは
何のためなんだろう？

お客さまのため？
それとも会社が生き残るため？
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世の中って、不況だ不況だって
盛んに叫ばれているけど、それって本当？

自分の会社の従業員を何よりも大切に考えて、
いま目の前にいるお客さまに心を込めて笑顔で接する、
そんな会社がいま次々と倒産しているの？

「何のために」

どんな会社だって、
初めは従業員の幸せや
お客さまの喜びが
会社設立の目的だったはず。

それがいつしか、
お金のため、利益のため、
株主のためにすり替わって
しまったときに、
世の中から求められる存在ではなくなってしまうのかもね。

世の中に、
喜びや笑顔や夢や幸せを生み出すことこそが
企業の真の理念。

だからこそ、
そこで働く従業員たちが、
誇りと生き甲斐を持って
自分の仕事に取り組むことができるんだよね。

それが
「従業員を大切にする」
ということなんだと信じてる。
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生き馬の目を抜いてやる！
って思って生きると、
自分が見ている世の中は本当にその通りになってゆく。

お客さまを幸せにする！
って思って生きると、
自分が見ている世の中は本当にその通りになってゆく。

自分の人生は、
他の誰でもなく自分が自由に決めてゆくものだから、
どちらを選んでも構わない。

自分が選んでいる生き方は後者の方。

だったそれだけ。

不思議

不思議ってさ、
もともとは
不可思議って
言葉だったんだけど、

「言葉に表すことも
思いはかることもできない」

って意味なんだって。

自分の人生を振り返ってみるとさ、
人とのご縁って、とっても不思議だよね。
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出会うべき人が
出会うべきタイミングで
巡り合うようになっている。

不思議は
驚きに満ちている。

驚きって
英語でwonderって言うよね。

素敵な驚き(wonder)に
満ちあふれる(full)世界のことを
wonderful(不思議＝素晴らしい)って言うんだよ。

不思議って言葉はさ、

「人とのご縁が素晴らしい世界を創り出しているんだよ」

って
私たちに教えてくれているのかもね。
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宏のイチオシ！オススメの本 ※ 書評は出版社によるものです。

本とは、時空を超えた出会いです。
場所を超え、時を超え、絶妙なタイミングで自分と出会います。
だから書店でピン！ときたら、私はためらわずに買ってしまいます。
素敵な本は、何度も何度も繰り返して読みます。
もしもあなたが素敵な人と出会ったら、また会いたいって思いますよね。
本も一緒です。
読むたびに新しい気づきがあります。
新しい出会いがあります。
とってもお得です。

☆「手紙屋 蛍雪編 ～私の受験勉強を変えた十通の手紙～」
（喜多川 泰／ディスカバー・２１）

この本の主人公「和花」は、部活と友達付き合いに明け暮れる
高校２年生。夏休みを目前にしたある日、進路のことで父親と衝
突してしまう。大学に行きたいけれど、成績が足りない。勉強し
なきゃと思うけど、やる気になれない…。
そんな和花に兄が紹介してくれたのが、謎の人物「手紙屋」。十

通の手紙をやりとりすれば、夢を実現させてくれるという…。も
やもやした気持ちを吹き飛ばしたい一心で手紙を書き始めた和花
が、「手紙屋」とのやりとりを通じて大きく成長していく。
勉強の本当の意味とは？その面白さとは？そして、夢を実現す

るために必要なこととは？

☆「お金でなく、人のご縁ででっかく生きろ！」
（中村 文昭／サンマーク出版）

こんな「人たらし術」があったのか！？
出会いがなければ、新幹線で人の足を踏んで知り合いになる。

お金が足りなければ、長者番付の上から順に借金を頼みに行く。
年間３００回以上の講演活動で全国を飛び回り、多くの人に感

動と生きる勇気を与え続ける著者が、「素直」と「熱意」と「人好
き」を武器に、お客さんはもちろん、たばこ屋のおばちゃんから
トップ・ビジネスマンまで、あらゆる人々を人生の応援団にして
しまう秘術を豪快・大公開！
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☆「奇跡のリンゴ」（石川 拓治／幻冬舎）
本書は、ＮＨＫの人気番組「プロフェッショナル 仕事の流儀」

が生み出した本である。番組では紹介しきれなかった「奇跡のリ
ンゴ」の生みの親、青森の農家・木村秋則さんの素顔をノンフィ
クションライターの石川拓治氏が見事にまとめている。
無農薬野菜が話題の昨今。生産者の顔写真が入った野菜や果物

がスーパーに並ぶ。農業に新たな付加価値がブームの現代だが、
無農薬、無肥料で栽培したリンゴは聞いたことがない。リンゴの
産地、青森県弘前市でその偉業は成し遂げられた。本書はその「絶
対不可能」を覆した男の生き様の記録である。

☆「日本一心を揺るがす新聞の社説」（水谷 もりひと／ごま書房新社）
全国１万人以上の読者が涙した！口コミだけで、列島に感動を

運び続ける“奇跡の新聞”の人気コラムがついに書籍化。
口コミだけで全国に配布される新聞「みやざき中央新聞」。特に

人気があるのは新聞の顔である社説です。
編集長【水谷もりひと】が多くの講演や日々のニュースに対し

て限られた文章に想いを込めて執筆しています。
こんな時代だからこそ読んでいただきたい、珠玉の４１編を選

び書籍化しました。
「日本一心を揺るがす新聞の社説②」も好評出版中です。

☆「涙の数だけ大きくなれる！」（木下 晴弘／フォレスト出版）
人が自ら行動するときというのは、心を揺さぶられ、物事の本質

に気づいた瞬間です。そしてその瞬間に心の中からあふれ出す思い、
それが「涙」です。とめどなくあふれる熱い涙は、一瞬で人を変え、
行動へと導きます。
著者は、かつてカリスマ塾講師として、生徒たちが自らペンを握

るために、様々な心の授業を実践してきました。著者が語りかける
「生きるメッセージ」は、心を揺さぶる珠玉のストーリーとともに、
聴く人の心を大きく揺さぶります。
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☆「私が一番受けたいココロの授業」
（比田井 和孝・比田井 美恵／ごま書房新社）

この本は、長野県のある専門学校で、今も実際に行われている
授業を、話し言葉もそのままに、臨場感たっぷりと書き留めたも
のです。
授業の名は「就職対策授業」。しかし、この名のイメージからは

大きくかけ離れたアツい授業が行われているのです。
真剣に学生の幸せを願い、生きた言葉で語りかける著者の情熱

に、あなたはきっと心を動かされます。
そして、この本を読み終えたとき、あなたは「本当に幸せな生

き方」の意味に気づくはずです。

☆「すべてを味方 すべてが味方」（小林 正観／三笠書房）
日本人の生き方の根底にある、「和」の心。それは、人と競い合

ったり、比べたり、争ったり、抜きん出ようとしたり、闘ったり
するのではなく、「仲間」として生きる、目の前の人は「敵」では
なく「味方」という考え方です。
本書の中の、あふれるほどにある「すべてを味方」に生きてい

く方法論を、できることから楽しみながら実践していくうちに、
いつの間にか「すべてが味方」の温かな人生になっているかもし
れません。

☆「日本でいちばん大切にしたい会社」（坂本 功司／あさ出版）
「企業はよくヒト・モノ・カネって言うけれど、これはとんでも
ないものさしだと思うんです。私に言わせれば、『一に人財、二に
人財、三に人財』です。
人財の“ざい”、は材じゃないですよ。材料って書いちゃうから、

軽くて薄い方がいい、ということになる。“財”産を削っていいな
んて言う人がいますか？
そもそも、人とモノ、カネを同列に扱うこと自体が間違ってる。

モノやカネがひとりでに仕事をしますか？人がモノやカネを使っ
て仕事をするんでしょ。だから本当に大事なのは人。人こそが大
事なんです」
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☆「自炊男子 「人生で大切なこと」が見つかる物語」
（佐藤 剛史／現代書林）

主人公・イケベタカシは九州教育大学の一年生。食を大切にす
る彼女に、カッコつけたくて始めた自炊生活だったが、気づけば
「食」を通して成長し、「平凡な毎日」が「輝く毎日」に変わりは
じめていた…。
人は「人との出会い」「一言」で大きく成長していきます。読者

はタカシの成長をともに体験しながら、「あなたを大切に思ってく
れる人」「人生で大切なこと」に気づくでしょう。
感謝の涙がこぼれる、感動の物語です。

☆「いのちをいただく」
（文：内田 美智子、絵：諸江 和美、監修：佐藤 剛史／西日本新聞社）

想像してみてください。食卓に並べられたその肉に、その野菜
に、輝く命があったことを…。
本書は「命と食」をテーマに講演を行う熊本県の食肉加工セン

ターに勤務する坂本義喜さんの体験談を基にした絵本です。
物語は、小学校の授業参観をきっかけに、坂本さんと息子のし

のぶ君が食肉加工センターの仕事について語り合う場面から、牛
の「みいちゃん」を同センターに運び込んだ女の子の家族と、坂
本さんとの出会いへと展開します。

☆「人生は、マネしてトクして楽しもう。」
（下川 浩二／サンマーク出版）

著者に初めて出会ったのは、社内で開かれた勉強会でした。違
う部署から社員が集まって、本書の骨子である「ＴＴＰ３段活用」
の話を聞かせていただいたのです。講義の間はみんなで大爆笑。
まるで漫談のような語り口に、すっかりとりこになりました。カ
バーや本の中に出てくるイラストは、著者の似顔絵です。出来上
がったラフを見た瞬間、あまりにもそっくりで、みんなで大笑い
しました。
なんだかユーモラスでゆるくて、面白い。そんな著者の世界観

を堪能していただける一冊です。
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