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JR・近鉄桜井駅前に集合。定期バスに乗って

塾全協

箸墓古墳近くの停留所で降車。箸墓古墳は宮内

現地研修会

『なぜ大和政権は奈良盆地に
誕生したのか』

庁管轄のため中に入れず周囲を散策。春の温か
さとともに菜の花が咲き蝶が舞う田舎の道を歩
いていると本当にのんびりした気分になる。
道は大きなアップダウンはないが、連日の雨で

2015.4.12 奈良・桜井「山辺の道」

ぬかるんだ滑りやすい所もありいい運動になっ
た。スタートした箸墓古墳ではほとんど人に出

以前、西日本ブロックでは毎年５月か６月に 1

会わなかったが、ホケノ山古墳から狭井神社、

泊研修を実施していたが、いつの間にかそれが

終点の大神神社が近づくに連れて沢山の人たち

消えてしまった。今年は久しぶりにそれが復活

と行き交った。

した。

大神神社から再びバスに乗って桜井駅前へ戻

地球塾の中村勲先生の企画で古代史遺跡の宝

り、今宵の宿ペンション・サンチェリーへ。

庫・奈良の山辺の道を約２時間余り 3.5 ㎞歩い

宿の主人、田中八郎氏に古代大和と水銀の関係

た後、宿泊先のペンション・サンチェリーで古

について約 1 時間半ほどお話をうかがった後、

代史研究家田中八郎氏に大和政権と水銀につい

懇親会、更に二次会へと楽しい語らいは深夜ま

てのお話を 1 時間半ほどお伺いした。

で続いた。

。参加者は塾全協西日本ブロックの会員９人と、
東日本ブロック理事長の沼田先生、関西私塾連
盟の辰巳先生ご夫婦、教科指導研究会の山田先
生、夕方からの田中氏の講演には関西私塾連盟
理事長の清村先生も参加された。
「春に三日の晴れ間無し」というように関西の
この季節は雨が多いが、今年も 4 月に入ってか
らこの日まで、雨が降らなかった日がほとんど
無いというお天気が続く中、普段行いの良い人
々？が集まったおかげで偶然にもお天気に恵ま
れた楽しい 1 日となった。
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箸墓古墳横の広場にて

ペンション・サンチェリー懇親会で
酵素を使った料理をいただきながら

かつての若手？ 左から 杉山

・寺田先生

ホケノ山古墳下の木棺のレプリカの前で

西ブロック三酒豪左から

白井・村田・杉本先生→

終点の大神（おおみわ）
神社

山が御神体という

由緒ある神社にこの日も

← 古代史の話に花が咲く左か

多くの人が参っていた

ら 中村・山田・清村先生

８年前沖縄の全国研修大会も来て
いただいた辰巳先生ご夫妻→

←楽しい杯が進む東西理事
長と研修大会実行委員長
左から沼田・藤井・山下先

田中八郎氏の講演を聴く

生
喫煙室にあった昔の写真機と
ゆっくり休んでええよと囁い
ているように見えるテディベ
アはタイムスリップ感満載

大和政権と水銀との関係についての話を田中氏にリク エスト
する地元榛原出身の辰巳夫人（右端）

80 歳を越えて熱く力強く大
和の成り立ちを語る田中氏

酵素を使った料理や子供の塾
の話など尽きることのない話
題を縦横無尽に語るマダム

沼田先生を中心に深夜まで盛り上がった二次会
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ええ、その子は親御さんと話してうちで検査して

塾

軽度の発達障害だと分かったのですが、その子に

人

はこの方法が良かったということです。反対にス
テップがもっと少ないほうができる子もいます。

保

一宏

ただ一人の生徒であっても単元によってそれが上

佑就塾（神戸市灘区）

手くいったりいかなかったりですし、その生徒に
上手くいかなかった式の変形という項目の教材が
別の生徒にはうまくハマったりと１つの方法です

今回は神戸市灘区の閑静な住宅街にある佑就塾

べて上手くいく訳ではないですが、その時その時

の保先生を訪問しました。

で合わせていかないと仕様がないかなと思います
し、同じ教材でも生徒に合わせて話の仕方を変え

うちには発達障害の診断が出ている子が数人いて

ていかないと上手くいかない場合もある。「分かっ

診断が出ていなくても、教えていて同様の症状の

た？」って訊ねると「うん、わかった」と答える。

子が何人かいます。それでどうしても教材研究に

実際にやらせてみると分かっていないのですが、

時間をかけるようになります。そういう子たちに

でもその子が「うん」と答えることでとりあえず

は、行動分析という心理学の一つの手法の中の一

の人間関係が上手くいくとかいうことがあって今

つの方法で逆行チェイニングといって、たとえば

までそう言ってきた経緯もあるんだろうなと思う

「歯を磨く」ということをするには、最初に洗面

と、叱ってもしょうがない。

台の所に行く→歯ブラシを取る→歯磨き粉をつけ
る→コップに水を入れる・・・という沢山の動作
をするわけですが、その動作が 10 段階あるとした
らその動作の１～９は一緒にやって最後の 10 だけ
を本人にさせてみて上手くいったら、次に１～８
を一緒にして９と 10 を本人にさせる、その次は１
～７を一緒にして・・・というやり方があるので
すが、それを学習にも応用して試してみようと数
学の穴うめの教材を作成したりしています。パソ
コンで打つより手書きで作る方が速いので、手書
実家の一部を改装した佑就塾

きで作ってそれをスキャンして残しています。

今、その連立方程式の計算の教材を見せていただ

※いろいろ試行錯誤しながらということですか？

いたんですが、これだけ何段階にも分けてやらな
いと身につかないということですか？

たぶん死ぬまでそれが続くと…（笑）。
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かつて自分の部屋だったところを改造した数学の教室
個別で一度に６人くらい見ますから時間の配分が

てここが最後の所なんです」と言われると断れま

難しいけど、手のかかる生徒も演習するばかりす

せん。もう少し経ったら良くなるのではないかと

る日がありますし、手のかからない生徒は既成の

我が子を信じてみようという親御さんもおられま

塾用テキスト（例えば都麦出版のみるみる解るス

す。でも「信じる」といっても子供には子供の個

テップ式）を使って説明してから例題の解法をノ

性があるわけですから。ただこちらも親に理解し

ートに写してそれでやっていける子もいるので、

てもらうために、授業での様子を割と細かく連絡

手際よくやってなんとか時間をやりくりして教え

しています。

ています。

中には自分の子が難しい状態だと思いたくない親

やっぱり学力がまちまちなのでそれぞれに合うよ

御さんもいますが、ほとんどは理解してくれます。

うにする必要がある。「こんな風に」という思いを

それより神戸では、発達障害について中学校や高

言われる親御さんのおられますし、どこで聞いて

校の理解がない。地元の付属中学でも先生は研究

きたのかなと思うくらい遠くからの問い合わせも

授業は熱心ですけど、そういうのが合わないタイ

ありますし、発達障害があって「どこも断られ

プの子には全く対応してくれなくて、ただその子
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プの子には全く対応してくれなくて、ただその子

れだけ全てやってくれと親御さんに要望する塾も

が悪いんだみたいな言い方をする。それでその母

あるのですが、うちはそこまでは言えないですね。

親にはこのまま上へ上がるより転校した方がいい
という話をしました。それで大阪の興国高校がい

中学生でも 中位層の子たちは間違えるところ

いと聞いたのでそこを薦めてその子は今春、興国

がだいたい決まっていて予想できるが、発達障害

高校へ進学して学級委員長になって高校生活をエ

の生徒はそれぞれ間違えるところが違うので個々

ンジョイしているようです。

をみていくしかない。カテゴリー分けができない
というか、計算で同じパターンの問題をやってい

※

ても 1 問 1 問違うパターンの問題をやっている感

小

学生はいかがですか？

じで本人の中でつながっていかない子もいる。

小学生で文章を読めない子はつきっきりになる
必要があってそこは厳しいところです。仲のいい
子らで来るとワーッとなってなかなか勉強が手に
つかない。座る姿勢でも、この机だと足がつかな
いからまっすぐ座れないので、落ち着いて学習で
きない。小中に限らずですが、寝てしまう子もい
ます。成長期の男の子がよくあるめまいや立ちく
らみがある。普通にこうしてしゃべっていても寝
てしまう。起こしても全く起きない。起きている
ときも口呼吸しているので寝るとイビキをかく子

そういう子は問題を解いていても本人がとてもし
んどいのだろうと思います。逆にアスペルガーと
か自閉の傾向がある子は、手順をきちっと踏んで
解いていくのですが、イレギュラーな問題が入る
とできない。そういうタイプの子は時間割でも変
更があると対応できない。うちは英語と数学によ
って教室がある棟が違うので、曜日で先に来る棟
が違うのに 1 ヶ月半ほどそれができなくていつも
同じ棟に来る。本人に確かめてもよく分かってな
い子が何人かいました。

それで効果がない。規律性調節障害だとわかって
薬を飲んで血圧を上げる、それで調子が良くなっ

※

た子もいます。

入

もいます。叱って起きてくれるなら叱るのですが、

試は大変ではありませんか？

高校入試はなんとか公立高校にという親御さん

だからただの怠け癖ではないときもあるので症状

がほとんどですが、公立の入試問題に対応できな

によって病院で受診してもらうということも大切

いやろなというのがあるのでそういう生徒には私

だと思います。

立を薦めたりしています。私学はお金はかかるけ
ど前もって発達障害などの相談がしやすく、手厚

夕方は小学生にとっては放課後の眠たい時間帯
なのでどうがんばってもらうかが悩みの種ですが、

く面倒をみてくれるということもあって親御さん
にはそう伝えます。

夜にたっぷり睡眠時間を取ってもらうしかない。
親御さんにとりあえず就寝時間と起床時間を整え

大阪は割と進んでいて、小学校とかでも発達障害

てもらうよう話して、早く寝て朝早く起こしてく

の子に対してもそういう子の親御さんに伺っても

ださいと話しています。塾によっては生活面でこ

もいろいろ手厚いようです。エンバーメントスク

-5-

ールというのも確かそういう子らも対象にした学

テスト前とかはもっと遅くまでやるときがありま

校だと思います。それに比較して兵庫県や神戸市は全く

すが、ふだんは生徒には眠たい時間にやるより早

対応してくれない。いわゆる仲良し学級にいく子と普通

く家に帰って寝るか復習するように言っています。

の子との間にいる微妙な子らに対しての学力面でのフォ

それから 12 時くらいから水道筋あたりに酒を飲み

ローが全くないので、親御さんは困っておられます。

に行きます。

中学校でもそれはできないということで学校で「塾はど
こへ通ってるのか？」「佑就塾です。」というと「ああ、
そこなら」といって頂いたりして責任重大なんですが、

※

塾 をやる以前は高校で教えておられたみ
たいですね。

学校のフォローが全くないというのはやはりきついで

学生時代から母親がやっていた英語教室で数学

す。

を教えていました。大学を卒業してから高校で地
歴を教えていました。ある高校へ赴任したらすご
く荒れていて、今日は何時間目に非常ベルが鳴る
かなというような学校だった。学年主任のベテラ
ンの体育の先生もある日脳内出血で倒れて、代わ
りに私がやるように言われてなんとか踏ん張って
やっていたんですが、もうアカンなという状況に
なった。自分なりにギリギリまでやったけど、と
うとう心が折れてしまった感じでした。
今だから「挫折した」と他人に言えるけれど当
時は自分ではよく解らなかった。それで当時もと
もと自分でも何かをやりたいということがあった

ホ

※

ームページを拝見すると近鉄ファンだった

こ

ので、その高校の校長先生が藤井先生（神戸・藤
井塾）を紹介してくれて本当に藤井先生に色々教

とが書かれていました。

塾の準備には午前中とかを使っていますが、休

えていただいてこの塾を開校できました。

みの日にはプロ野球の試合を見に行くことが多い。

その頃はこうなったら絶対に辞められないし、

もともと阪急ファンだったのですが、数年前から

どうやったらいいかとずっと考えてましたね。現

球場に見に行きだすとこれが面白い。それでオリ

在英語のほうは母親ともう一人女性に来てもらっ

ックスがらみのパリーグの試合をよく見に行きま

ています。しっかり教えてくれてもらっているし

す。いい気分転換になっていますが、シーズンオ

いいかなあと。むしろ厳しすぎるみたいなので、

フ になるとするこ とがないので酒を 飲みにいく

もう少し優しくしてとかお願いしています。

です。
授業は９時に終わります。高校生の子の授業とか

先

（笑）。やっぱり塾のことばっかりだとしんどいん

※
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ほどの高校へ赴任していたときの経験で

どんなことが役に立っていますか？

ったんだなあと思いましたね。

ややこしい家庭が多かったですし保護者対応でも相当

そう言われて高校をやめてからずっとモヤモヤして引

鍛えられました。

っ掛かっていたものが、その時スーっと全部晴れてすっ

完全にその子が非常ベルを押しているのを見ているのに

きりした感じがしました。

「うちの子は絶対にそんなことするわけがない。」と絶
対に認めない親とか、明らかに喫煙しているのに「いや
これは友達が吸っている煙草を渡されて俺は持っている
だけや。」という生徒の親は「うちの子がそう言うのな
ら間違いないでしょ。」と言うし、子供の話をしている
のに自分の話ばかり延々とする父親とか、いろんな訳が
分からない親が沢山いました。

※広告宣伝はどんなことをされてますか？
ホームページだけですね。全部自分で作っています。で
も今はホームページを直す時間があったら授業の教材を
作るって感じになってますね。あとは塾内で毎月の通信
を月謝袋を使って渡しています。この作成が結構大変で

保護者への対応とかはその高校の時に比べたら今はずっ
と楽です。突然暴れ出すような生徒もいませんし（笑）。
親への話し方もどう言えば伝わるか考えていますが、場
合によっては直接的に話したほうがいいときもありま
す。

すね。
現在中学生の７～９時の授業の枠がいっぱいになってい
て小学生も今いる子たちをきちんと整えていかないとい
けないという気がありますので、これ以上人数が増えて
見れなくなっても怖いなあと思うし、とりあえず今いる
生徒が大事です。この子のこれをしないとあかん、あれ

その高校の生徒で、途中で出席日数が足りなくて高校を
辞めた女の子二人から２,３年ほど前に「ご飯でも行き
ませんか～？」という電話がかかってきて,僕の方はい
い辞め方でなかったので、ひょっとして待ち合わせの場
所に行ったら大勢待っていて責められるん違うか？とビ

をしないとあかんというのを優先してやっています。
準備イノチみたいなところがあって昼間に気分が乗らな
くて準備がきちんとできずに授業に入った日はもっとあ
そこをこうしてとかできたんじゃないかなあとか思った
りすると、いちばん気分がヘコみますね。

ビってたんですが（笑）、行ったら二人だけしかいなく
て話をしたら二人ともいいお母さんになっていて「今、
でれぇ～とかやってる連中みたら、ああこの子ら相手し
て欲しいんやろな～いうのが痛いほど解るわ。私ら中学
校のときからヤンチャしてたからなんかあったらまず真
っ先に疑われたけど、保っちゃん、そんなことなかった
よね。」と言われたんです。

生徒からすると最近は野球好きのオッサンという感じ。
「オリックス戦のチケットもらったけど行きますか？」
といってくれる生徒もいます。うちに来る子は上位の高
校にいく子もいれば下の子もいる。いろんな学力の生徒
に対応できることが大事だと昔、高校で教えていたとき
に先輩と話したことがあります。

でも何かあったときはよく訊いてみないとわからない
し、こちらは必ず関わって関わってやっていたというの

この春、自分の子が小 1 になったのですが、まっすぐ椅
子に座れないのでその子にあった机と特に椅子を探すの

がありました。二人のうち、一人の女の子の子供は先天

に 4 月は時間を使いました。椅子はいいのを買いました。

的に足が悪いらしくてそういう気持ちも分かると言って

了。

ました。ああ、ごちゃごちゃやっていた子らが大人にな
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情報交換会

2月 20日

サムティフェイム新大阪

【編集後記】4 月 28 日の毎日新聞に「スマホっ子の風景」と
いう連載が載っていた。読まれた方もいると思うが以下に簡
単にまとめてみる。
小 6 女子の花子のクラス 18 人中 16 人が毎晩 LINE をやってい

全国研修大会

in

神戸

る。花子はお母さんにスマホを借りて参加したが、リーダー

２０１５．１１．１（日）

格の A 子からぬいぐるみをもらい、お礼の意味も込めて「こ

Lasse Hall ラッセホール

大会実行委員長の

のぬいぐるみ、かわいくない」と書き込む。

（兵庫県教育会館）

藤井先生

「？」を花子がつけ忘れたために A 子は勘違いして花子以外
の全員を誘って新しい LINE のグループを作る。そして花子は

プログラム（案）

不登校状態に・・。
「かわいくないなんて言わないでよ！」と A 子が花子を詰問

13:00

受付

動員予定

８０人

したら誤解が解けたのに、今の子供たちはそれをせず、表面

13:30 開会式

的なもめ事を嫌いスパッと関係を切ってしまう。誤解に気づ

13:45 基調講演「生徒が輝く英語の授業」

いた他の子も何も言えなかった。筆者の竹内和雄は、問題が

中嶋洋一氏（関西外大英語国際学部教授）

スマホや LINE ではなく、コミュニケーション能力が未熟なこ

17:00

実践報告

どもたちだから起こるトラブルであり、課題は現実の人間関

18:00

閉会式

係にあると書いている。慧眼だと思う。

18:30

懇親会

20:30

終了予定

17:00

B １レセプションルーム

実話であるこの事例では、担任の先生が関わり誤解を解くと
トラブルが解消され花子は登校を再開した。

からの実践報告の参考例

マホは分からない」と尻込みする大人が多く、試されている

まねび学園の SST セミナー
小３の英語落語と中３の英語暗唱と英語スピーチ

実際には「ス

のは大人だと筆者は書いている。

で圧巻

佑就塾の保先生とプロ野球の話をしていて何かおかしいなと

だった生徒のパーフォーマンス

思ってその晩調べたら近鉄バファローズは 2004 年に消滅して

そのほか今冬春のチラシ・集客などの情報交換が行

いた。HP にバファローズと書かれていたのをてっきりバファ

われた。

ローズ＝近鉄と勘違いしていたのだ。それぐらいプロ野球を
見なくなって久しいが、おかしいと思ったらすぐ問いかけれ

※今後の予定

ばよかったのに、スマホの話ではないが小学生どころか幼稚

５/24(日)西日本ブロック総会
５/31(日)全国総会
９月
10 月

サムティフェイム新大阪

東京

園児並のコミュニケーション能力だ。穴があったら木に登り
たい。この場を借りて保先生にお詫びしたい。

編集責任

英語テーマのセミナー
ラッセホールでの英語テーマの報告
-8-

I 塾

平野芳英

