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一人ひとりの夢と志を引き出す
太田 惠美子
「人間」教育

一人ひとりの夢と志を
引き出す「人間」教育
太田 惠美子

06 どの子も育つ 育て方ひとつ
̶ 鈴木 鎮一の教育 ̶
小口 惣三郎

いますね︒
昔からそうですね︒その度に深

世界の「教育」

10

地球人だより

̶ ダイジェスト ̶

12 ぬうびじょんだより

14 川柳『種（たね）』
プレゼント

ピンク角
1977年

猪熊 弦一郎
（1902−93）
は、
1975年からハワイで制作を始め
ます。この時期の絵画はより鮮
やかな色彩への変化がみられ
るとともに、不 規 則な図 形と、角
や丸を基調にした幾何学的なも
ののバランスを探求した猪熊の
画面構成の特徴があらわれて
います。

今号の
表 紙

惠美子
さん

校に来て一気に体力もついてくる

するっていう教育がないまま来て
それにね︑いじめって言葉は使

いるから︒
わないでほしいと思う︒本当は︑あ

いって言いたい︒犯罪なんだから︒

弱いから出てなかっただけの話︒

ある人が新聞のコラムに﹁弱い

よ︒いけないことだけど︑もう子

中学生はね︑青く素晴らしいエ

人間をいじめるな﹂って書いてい

れは暴力︒頭を水につけた暴力︑

ネルギーがある時期なの︒それが

たの︒私︑本当に憤りを感じた︒

これは生まれてからのずっと心の

悪く出る場合は︑自分を見つけら

いじめる人間が弱い人間でしょ︒

ども自身の心の中で抱えきれない︒

れないから自分にブレーキをかけ

それなのに何で︑そのいじめられ

それから無理やり口の中にたばこ

られなくて︑いじめが際限なくエ

た の は ︑内 面 を 表 す イ メ ー ジ の 世

ずだって思ってそこから最初にし

は心の奥深くに何か持っているは

言わないの︒でもこの子どもたち

いじゃんとか︑そういう言葉しか

一番最初ね︑うるさいとか︑い

たちの心を開いていったのですか︒

先生はどのようにして子ども

んてよく言えるってね︒

ない︒そういう人間を弱い人間な

ドがあるから親にも言えないじゃ

って︑いじめられていてもプライ

ライドがあるじゃない︒子どもだ

は弱い人間なんて︑人間って皆プ

の︒いじめられている上に︑お前

る人間は弱い人間って決めつける

同じ手塚 治虫でもこれだけ違う表現になる
︵ヒューマンドリームビジョン︶

スカレートするのよ︒自分で考え

教育がされてない結果なの︒幼稚

それはいろんな家庭の問題だった
り︑数字の評価ばっかり受けて︒
そして親には︑お前は勉強ができ
ないからって︑言われて︒どこで
発散すればいいのって︒
子どもも中学校に来て急に悪く
なっているとは思ってないのよ︒
小学校の時にあんな風に素直そう
にしていても︑表面だけよ︒中学

世界の歴史的遺産を調べ︑
それに語りかける
︵カルチャードリームビジョン︶

たり︑判断したり︑決断して行動

を詰め込んだ暴力︑そう言いなさ

とかね︒それは小学校の時は︑か

と親に﹁うるせーな︑くそばばぁ﹂

歳にして主婦から初めて小学校の教壇へ︑そして中学
校の美術教師へ︒美術のわずかな授業時間を活かしながら︑
当時から荒廃していた子どもたちの心を︑少しずつ解放して
いく太田 惠美子さんの挑戦が始まった︒
単なる美術の授業という概念を大きく超え︑人間教育に
挑んでGDV︵グローバル ドリーム ビジョン︶という手法
を確立した太田 惠美子さんに︑いじめ問題︑あるべき教育
の姿︑そして我々がやるべきことについて語ってもらった︒

理事長 太田

NPO法人 グローバル ドリーム ビジョン
インターアクション

一人ひとりの
夢と志を引き出す
﹁人間﹂教育

1940年旧満州ハルビン生まれ。
女子美術大学芸術学部デザイン学科卒業。
小学教諭、
中学校美術科教諭を経て1995年退職。
1995年から2010年栃木市教育委員会参事。
現在、
NPO法人GDVI 理事長。
GDV教育研究所「夢塾」
主幹。
この間、
1992年
（財）
日
本教育連合会教育者賞受賞、
1995年ロシア女性同盟「ユネスコ設立50周年記念国際児童コンペ」
にて指導作品賞受賞。
2003年
横浜国立大学非常勤講師。
全国学校図書館協議会・毎日新聞主催読書感想画中央コンクール審査委員、
審査委員長を歴任。
太田 惠美子ホームページhttp://home.e03.itscom.net/gdvi/index.html

園も幼児の家庭の教育も︒

いでいられない子どもも哀れです

ちをずっと見てきてね︑いじめな

題って思っているわけ︒子どもた

ミュゼ・ドゥ・ぬうびじょん

刻な問題であるとTVでやるのよ︒
そしていじめがわかったら早めに
気付けとか表面的な話ばかりで︑
どうすればなくなるって誰も言わ
ない︒これでは教育の内容が人格
を育てる教育に変わっていかない
じゃないですか︒
私は︑学校だけの責任︑子ども

6500万年前に消えた
謎の魚

08

だけの問題じゃないと思っている︒
日本に住んでいる人間すべての問

今回のテーマは
「教育」
です。
戦前の教育は良き軍人あるいは
看護師を目指す国家に忠実な国
民の育成にあり、
戦後の教育は、
ある意味では企業に忠実なサラリ
ーマンを養成する教育だったので
はないでしょうか。
時代の変革期
にあたり、
これからの時代にふさわ
しい人材像とはどんなものか、
そし
てどのような教育が求められてい
るのか。
その新しい教育のあり方
を探っていきたいと思います。
多根 幹雄

36

Tanet 通信

02

昔からいじめが繰り返されて

CONTENTS

地球環境問題とその解決策に挑戦する
︵ワールドドリームビジョン︶

おおた えみこ

■太田 惠美子
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るのか︑それを表に出させる︒表

る︶︒子どもが今︑何を考えてい

や︑物語のイメージを絵で表現す

界︵草や落ち葉と語りあった内容

ね︒この子どもたちは教えてもら

とがわかったの︒あら︑と思って

かにも興味を持ったりしているこ

表されたものの中に環境の問題と

と自分を見つめ始める︒そうして

れもやっぱり自分との対話になる

︵読書感想画を見せながら︶こ

なのね︒

ないかなっていうのが取っ掛かり

ない︑出す場がなかっただけじゃ

はなくて︑そういう気持ちを出せ

でも勝手にすることが自由だと勘

で暴れて何が悪い﹂って言って何

たから︒

ら与えられて︑自由になっちゃっ

てないじゃない︒マッカーサーか

れが日本は自由を自分で勝ち取っ

歳になったら﹁酒飲ん

に出そうとしたときには混沌とし
って点数ばかり気にしているので

こんとん

たものでは出てこない︒そうする

葉よ︒どの事に対してもそうよね︒
だから︑これは使っているものは
色鉛筆やクレパスとか単純な手法
だけど︑心をこめて表現したい内
面を︑何を使って表現しようかっ
て必死になっているじゃない︒だ
から上手下手の世界では全然ない
でもやりきるって気持ちにさせ

のよ︒
る教育って大変よ︒私も命がけ︒
ホントに︑ヘットヘトになるもん︒
よく子どもが太田さんにのめり込
まされているって︒それが教育じ
ゃないかと思うの︒

将来夢の裏にびっしりと書かれた論文
太田さんは表の絵よりもこれが大事だという

ぞれが皆違うでしょ︒表現の仕方

ってことにもなっていくの︒それ

を向けるっていうのが自分を知る

のよ︒要するにこういうものに目

たちは自由ってものについていろ

はないし︑この絵を描いた子ども

つけてまでも味わう自由は自由で

違いしちゃう︒人をそうやって傷

ほんとに私はね︑子どもはすご

んなことを感じ取っているの︒自

いとしか言いようがない︒でもそ

も多くあるけど︑こういうのは個

一人ひとり同じ文章なんてあり
ういう風に育てなかったらすごく

由に表現するってことは最後まで

得ないし︑感想も同じなんてあり
ないわけよ︒汚いものも一杯持っ

性でしょ︒一人ひとり違っていて

得ないじゃない︒同じ題材で絵を
ているのが子どもだから︑その汚

責任を持つことだって︒自由イコ

描いても同じ本の読書感想画だっ

ール責任︒

たとしても同じではない︒という
いものを浄化しながら綺麗な心に

よいと︑こういうところから気付

ことで︑一人ひとり違うってこと
昇華させていく︒それにはこうい
う一心になるものが必要なの︒そ
うでしょ︒これ横向いてワイワイ
お喋りしながら絶対に描けない︒

﹁自由﹂って言葉がすごく重要

良い行動が取れるようになる︒そ

になるってことなの︒そうすると

その無心になるっていうのが純真

なの︒選ぶ対象も自由︑表現も自

ようと思うのか︑どう貢献するの

まで起こしているわけでしょ︒そ

えながら︑自然と調和して生きて

葉は︑ずっと最後まで私がいう言

それから﹁心を込める﹂って言

れは説教じゃ駄目なのよ︒

るのよ︒でもそれは家庭教育じゃ

人って子どもたちにいっているか

いく︑そういう事を考えながら大

ら︒だけどそれはね︑浮いた言葉

か︑そのことを考えてほしい︒
﹁貢

それに何かがあってからそうい

でいったって駄目なのよ︒やっぱ

無理︒やることは一人ひとり違う

うことに向き合うのではなくて︑

りこういうこと︵GDVの活動を︶

人も子どもも生きていってもらい

何か起きる前から︑常に考え︑そ

やっていれば︑自分は地球人だっ

たい︒だから地球人よ︒私は地球

いるじゃないか︑というのは私が

れが起きたら自分はこう行動する︑

献﹂って言葉︑これはもう外さな

いちいち言わなくても︑お互いに

こういうことをしたらいいって即

て認識が自分の中にできるじゃな

いで欲しいと思うの︒

子どもが自然に自分で気付いてい

座にきちんと決められる︑そして

い︒地球人って意識を持った人た

ないことは何だと思われますか？

く︒

行動していける人間︑そういう人

ちが︑やっぱり︑日本の国も創っ

我々大人がやらなければいけ

間になっていかなきゃいけないと

自分の利益のためばかりじゃな

なと思っています︒

てくると思うのね︒それが大事か

ていくというのは︑また全く違っ

くって︑企業もそれから個人も政

生かしてもらっている場所って考

った現実を踏まえた自己認識をさ
せる︒そしてどうすれば地球社会
に貢献できるかを考えさせる︒そ
うすることによって︑急速に人間
的成長が始まり︑子ども達の個性
を無理なく引き出す事ができるよ
うになります︒皆さまにもぜひ︑
この教育が広まるように協力して
いただきたいと思います︒

治家もリーダーも︑皆︑地球社会
に自分の仕事を通してどう貢献し

段階﹁ヒューマンドリームビジョ
ン﹂＝歴史を創造した先人の生涯
に語りかける学び︒中学3年生で
は第5段階パーソナルドリームビ
ジョン＝愛地球人として自らの生
き方を模索する学び︒そして最後
の6段階が卒業論文︒テーマは﹁
世紀に生きる私たち︑私はこんな仕
事をして地球社会に貢献したい﹂︒
この教育を一言で説明すると︑
自分の志をどうやって見つけさせ︑
そしてそれをモチベーションとし
てどう定着させるか︱これを主眼
とした教育方法です︒早い時期に
自分探しをさせ︑世界や社会とい

地球はひとりの人間が生きる︑

思うのね︒

けど︑集団の中でお互いが高まっ

由こそ皆が求めて︑それこそ戦争

由︒一人ひとり違っていいの︒自

うか？

場で大切にされたことは何でしょ

先生が子どもたちとの教育の

がいやってほどわかるのよ︒

いていくのよね︒

20

ていく︒もっと彼が彼女がやって

自分の将来の進路を研究
資料はスケッチブック何冊にもなる子も
（パーソナルドリームビジョン）

た︒GDV教育とは地球規模の夢・
志を実現させるビジョンを持たせ
る教育のことです︒内容は3年間
で6段階の学習を積み重ねて行き
ます︒
中学1年生では︑第1段階﹁ネ
イチャードリームビジョン﹂＝大
自然の営みに心を寄せ︑語り合う
学び︒第2段階﹁ワールドドリー
ムビジョン﹂＝地球の現在と未来
に貢献する為の新たな夢を創る学
びを学習します︒中学2年生では︑
第3段階﹁カルチャードリームビ
ジョン﹂＝世界の歴史的遺産を調
べ︑それに語りかける学び︒第4

21

こういう教育を通して自然にな

GDV教育とは
太田 惠美子

20
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卒業前に自分の将来の夢を絵で表現

私は 歳で小学校から異動し︑
初めて中学校に出勤した日に荒れ
果てた中学生の心の中を見ました︒
私の担当教育は美術︒週にわずか
1︑2時間しかありませんがこの
時間の中で何とか人間らしい心を
育てなければ⁝とその日から必死
で考え始めました︒それから 年
近くかけて︑生徒と共に﹁グロー
バル・ドリーム・ビジョン教育
︵GDV教育︶﹂を完成させまし
41

自宅のベランダに実ったゴーヤ
太田さんは植物を育てるのも上手だ

どの子も育つ 育て方ひとつ

しかし︑親に連れられてくる
与えれば︑人はその能力を育て

り︒そうだ︑溢れる程の環境を

ＩＮＶＣ 諏訪地区会長

小口 惣三郎

る鈴木 鎮一さんについて遅れば
せながら勉強しました︒

た︑記念碑の文言に吸いこまれる

も育つ︑育て方ひとつ﹂と書かれ

が強く目に入りました︒﹁どの子

館を訪ねました︒玄関先の銘板文

早速︑松本市内の鈴木 鎮一記念

されている方について知りたい︒

ません︒世界であんなに高く評価

うです︒私は︑その話が忘れられ

した︒

イオリンの指導に取り組まれま

ます︒帰国した先生は先ずヴァ

人間のあるべき姿について考え

インシュタインとも親交を深め︑

学ぶ中で︑共に音楽を愛するア

その後ドイツでヴァイオリンを

子として明治三十一年に生まれ︑

先生はヴァイオリン製作者の

母語教育論

ように館内に入り︑日本の宝であ

た知人は恥ずかしい思いをしたよ

ますか？﹂と問われ︑知らなかっ

それならドクター鈴木を知ってい

ンス人から﹁貴方は日本人ですか︒

私の知人がパリの市内で︑フラ

鈴木 鎮一の教育

幼い子どもを前にして︑どうや
る事ができる︑と︒

出来の良い子︑三十回繰り返し

ってみても︑一回で覚える子を

さしい子が育つ︒漢字学習をと

育てすれば︑思いやりのあるや

やさしく思いやりをもって子

人は環境の子なり

って教えればいいの？と戸惑い
ます︒ある日︑はっと気付きま
した︒六歳の子は誰でも達者に
日本語を話している︒アメリカ
人︑フランス人︑ロシア人しか

鈴木さん愛用のヴァイオリンケース

で覚える子を出来が悪い子⁝と
決め付けるのは大人の勝手であ
り︑三十回を要する子は努力す
ることを身につけます︒﹁どの
子も育つ 育て方ひとつ﹂︒鈴木

て子どもの教育についての教え
を広められました︒

愛深ければ︑
為すこと多し
報道で様々な子どもにまつわ
る事件を目にする時︑先生を思
い出します︒大人が自分を騙す
ことなく︑正しく生きている姿
を示し︑子どもに接していけば
多くの問題は解決されるのでは
ないでしょうか︒そして子ども
が次の日本を創っていきます︒
﹁愛深ければ︑為すこと多し﹂
との言葉を残して︑平成十年の
冬の朝︑鈴木さんは九十九年の

鈴木 鎮一におくられた
アインシュタイン直筆のサインと肖像画
記 念 館 の 前 で 記 念 碑 と 小口さん

鈴木 鎮一さんは、ソニーの創業者
である井深 大さんとは深い交流が
あり「子どもの能力は無限大である」
という理念のもとで、日本の幼児教
育の礎を作られました。井深さんは
「人間の子どもは他の動物と比べて
はるかに未熟な状態で母親の体を離
れます。いわば白紙に近い脳で生ま
れる。それだけに赤ちゃんへの情報
のインプットは、真綿に水がしみる
がごとく極めて早いのです。喜怒哀
楽、良い悪いも注がれるだけ吸収さ
れます。脳の配線の骨格は誕生数年
で完成します。その時期に決定的に
重要な役割を担うのが親で、とりわ
け母親の役割は重要です」と述べら
れています。

生涯に幕を下ろされました︒

い ぶか
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まさる

■ 井深 大さんとのつながり

ぬうびじょんくらぶ

http://i-nvc.jp

鈴木 鎮一さん

赤ちゃんが、お父さんやお母さん
の話す言葉を毎日繰り返し聞いてい
るうちに、いつのまにか自然に覚え
て、話せるようになっている。これ
がスズキ・メソードの創始者 鈴木
鎮一さんの、耳から育てる「母語教
育法」の基となりました。この教育
法は世界46ヵ国に広がり、音楽だけ
でなくいろいろな分野に生かされて
います。

鎮一さんはこうして音楽を通し

■ 鈴木メソードとは

奥出雲多根自然博物館の
魚の化石
副館長 菅田 康彦
奥出雲多根自然博物館の魚化石の展示は国
内でも最大級と言っても過言ではありません。
こ
の中から今回ご紹介するのは中生代ジュラ紀か
ら白亜紀にかけて生きていた魚類の一種アスピ
ドリンクスです。
とがったクチバシのような口を持
ち、
ほっそりとした形で背びれが後ろに偏った場
所にあり、
硬いひし形のやや長いウロコを持つこ
とが特徴です。
この形状から比較的早く泳げた
のではないか、
と考えられています。
また鋭い歯を
持っており肉食であったことがわかります。
この標
本は死後硬直が解けないまま化石化したため曲
がった状態になっています。
現在、
生きている魚の中で、
形がよく似ているの
はダツやサヨリの仲間です。
基本的にこの種の魚
のクチバシは上下とも同じ長さもしくは下あごの方
が長いのですが、
アスピドリンクスのクチバシは上
あごが長く伸びているという違いがあります。
こ
の標本ではやや反っているようにも見えます。
このアスピドリンクスの産地であるゾルンホーフ
ェンは、
古くから石版石灰岩
（リトグラフに使う）
の
産地として知られています。
同時にこの石灰岩の
中から美しく保存の良い化石が産出することでも
有名で、
進化史上有名な
「始祖鳥
（アルカエオプ
テリクス）
」
の化石も見つかっています。
最近、
翼竜
のランフォリンクスとアスピドリンクスが争った状
態で化石化した標本が見つかっており、
両者の
生態を知る上でも興味深い標本となっています。
アスピドリンクスの仲間は世界各地で化石が見
つかっており、
全世界の海に進出していたことが
わかりますが、
現在は滅んでしまった種類です。
こ
の写真ではアスピドリンクスの特徴がわかりにくい
部分がありますので、
ブラジルからのみ産出するア
スピドリンクスの仲間ビンクティファの写真を掲載
します。
長細く硬いウロコと細い体、
そして対称的
な尾びれの形といった特徴がよく現れています。

6500万年前に消えた謎の魚

ブラジルより産出したアスピドリンクスの仲間
「ビンクティファ」
（奥出雲多根自然博物館収蔵標本より）
しんじ

9

54

山陰自動車道
♨海潮温泉

きすき

至三次市

54

至米子市

至出雲市

宍道 I.C

車道
松江自動

三刀屋
木次I.C ひのぼ
り

かめだけ

314

奥出雲町
奥出雲
おろちループ

ＪＲ木次
線

吉田掛合I.C

432
至米子市

いずもやしろ
いずもみなり

尾原ダム

183

432

N

線 びんご
314
備
芸
183 おちあい
JR
至三次
庄原 I.C

中国自動車道

東城 I.C

至新見

財団法人

奥出雲多根自然博物館
Okuizumo Tane Museum of Natural History
〒699-1434 島根県仁多郡奥出雲町佐白236-1
TEL：0854-54-0003 FAX：0854-54-0005
HP：http://www.tanemuseum.jp/
e-mail：info@tanemuseum.jp
twitterアカウント：tanemuseum̲phal

佐白温泉
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長者の湯（奥出雲多根自然博物館向い隣）

定休日／火曜日 営業時間／ 6：00〜21：00
2012.7.1
Neu Vision Club 夏号
HP：http://www.chojyanoyu.jp

アスピドリンクス（Aspidorhynchus acutrostris）
中生代ジュラ紀後期 1億6100万年〜 1億4550万年前
（中生代ジュラ紀は1億9960万年〜 1億4550万年前）
ドイツ ゾルンホーフェン産
母岩の大きさ 46cm×39cm
アスピドリンクスの体長 約45cm

多くなる大学進学者
パリミキ タイ

オラピン
シャットアッサワピタック

飛び級と留年
パリミキ フランス

黒田QUARRE 陽子
写真左側が筆者

息子が幼
稚園年長の

に入学させても普通についていけ
るようになるのに︑どれだけ 子 ど
もがたいへんな努力をしなければ
ならないか︒また︑他の生徒と同
じレベルになれるという確実な保
障がなければ︑もう一度年長をし
て小学校へ行かせたほうが良い﹂

担任の先生にお話を伺いました︒

小学校に上がれないと聞かされ︑

ども数人が

ました︒子

た事があり

びっくりし

が始まり︑

に入る準備

留年もすすめられます︒珍しいこ

1年生と言われる生徒もいます︒

の終わりに行われます︒もう一度

生徒代表と検討する会議が１年生

む事ができるかどうかをクラスの

が生徒の希望する専門分野に︑進

少なくありません︒全教科の教員

からいきなり小学校へ上がる例も

ん︒逆に︑飛び級で幼稚園の年中

日本のような悪い印象はありませ

落第は幼稚園からありますが︑

と説明を受けました︒

﹁読み書きができない生徒を無理

とではありませんし︑親も子ども

時︑小学校

場所に家を探す家族も多く︑必然
のことを考えて留年させることも
多いようです︒

的に学校区のいい場所は不動産の
﹁アメリカには飛び級がある﹂

価格も高くなります︒

年齢よりもその子にあった﹁学力﹂

います︒アメリカは日本に比べて︑

備され︑それぞれに合わせたやり

礎的な内容が理解できる教材が準

みのゆっくりしている生徒には基

早い生徒には上の学年の教材︑進

生徒の習熟度に合わせ︑進みの

が重視されるようです︒学年終了

という話を聞いたことがあると思

アメリカの
時の通知簿には﹁来年のお勧め学

中島 太一

学校制度は︑
方で授業が進められます︒

も活躍してきました︒お寺が学校

年﹂が明記されています︒その学

です︒倫理や社会生活などの一般

州︑学区に任

等学校は日本と同じシステムです︒

教養を子供たちに教えます︒貧し

されています︒

中学校卒業後はそれぞれ興味のあ

い家庭環境で育ってきた子どもた

年にあがる学力がついていないと

る職種のキャリアになる事柄を勉

いい学校区の

強するか︑高校へ進学することが

ちもこうして教育を受けてきたわ

タイではお坊さんが先生として

できます︒その後︑それぞれの仕
大学で４年間勉強することもでき

けです︒

教育として
ます︒最近は大学進学を志す生徒

中国の教育は﹁詰め込み型﹂と
いえる状況が続いているようだ︒
小学校でも︑過酷なスケジュール
の中︑授業が行われ︑その宿題や

たＰＩＳＡ

初参加であっ

上海だけの

済発展の中で︑親も子も︑﹁上﹂を

死で勉強しなければならない︒経

育でも受験や留年があるため︑必

テストがひじょうに多い︒義務教

︵生徒の学習

も柔軟に対応しています︒また︑

ば︑他のコースへの変更も︑とて

希望する生徒の実力が認められれ

疑問である︒上海の︑最高水準の

できることができるかというと︑

るいは中国全体の教育水準を代表

PISAの結果で︑上海全体︑あ

で︑中国は全分野で一位になった︒

する兆しがないそうだ︒

認識されて久しいが︑一向に改善

の負担が重い﹂などと問題を指摘︑

﹁遊びと睡眠が足りない︑子ども

中国のいわゆる底上げ教育にも︑

進学に関しても︑上位の成績の生

到達度調査︶

目指す︒

白水 さち子

パリミキ 上海

英才教育

事につくこととなります︒さらに︑

年間学校で勉

しました︒中学校のノーマルアカ

より柔軟で多様な教育制度へ移行

考えられているからです︒近年︑

せるもっとも重要な時期であると

が多くなっています︒

なりません︒

個性重視の
教育システム
パリミキ シンガポール

デミッククラスとノーマルテクニ
ッククラスの生徒は︑いくつかの
教育科目において︑より高いレベ

ジュン・ユウ
代は︑かなりの時間を学校に

たは通常５年間の修学期間を４年
間の短期間で修学課程を終了する

徒には︑試験を受けずに進学でき

学校の︑もっとも賢い生徒に参加

かを選択できます︒コース変更を

させたのだと思うからだ︒

幼稚園︑小学校︑中学校そして高

店長

パリミキ シアトル
ベルビュー スクエア店

来年のお勧め学年

※各国より寄せられた原稿を一部掲載しております。
全文はwebサイトをご覧下さい。

強しなければ

タイは義務

ダイジェスト

ることも認めています︒

ぬうびじょんくらぶ

※他にも各国より寄せられた原稿をwebサイトにて掲載しております。 http://i-nvc.jp

世界の「教育」
アメリカ
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12
ルの授業をさらに受講するか︑ま

１７

費やします︒生徒の才能を発育さ

シンガポール経理
ジュンさん
︵左︶
と娘さん
︵中︶
と息子さん
︵右︶
中国上海からシンガポールに移住され 年︑
娘さん
︵ 歳︶
息子さん
︵８歳︶
の母親
１４

フランス
中国

タイ
シンガポール
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東京・神奈川地区
収穫物のおいしさを実感
午後からは︑︵株︶四季根彩が耕
作放棄地を開墾している嵐山町に
移動し︑関東で一番人気のバーベ
キュー場といわれる嵐山渓谷で︑
収穫した野菜と固定種の大豆から
作った超高級モヤシが入った焼き
そばなどを堪能しました︒お腹が
いっぱいになったところで︑天然
温泉﹁平成楼﹂で汗を流し︑開墾
中の農地を見学しました︒

5月 日︵月︶の金環日食の際
に︑メガネの三城より香川県多度

F１種という子孫を残せない種
を用いた野菜が市場に氾濫するな
＋
か︑極めて貴重な﹁固定種︵※1︶

固定種を育てる難しさ

巨大化したキュウリを見ると︑こ
の農法の難しさをあらためて感じ
ました︒︵株︶
四季根彩のメンバーに
のなか︑︵株︶四季根彩が農業研修
せず︑︵株︶四季根彩が栽培してい

かった畑の野菜には一切見向きも

聞くと︑カラスは周りの農薬がか

＋美味しい＋安全﹂の野菜作りを
中の埼玉県の見沼たんぼと耕作放
るものだけを食べていくそうです︒

度という猛暑

が︑手
目指す︵株︶四季根彩︵※2︶
棄地開墾中の嵐山町を︑６名のぬ

ツアー当日は︑

塩に掛けた野菜をはじめてお披露

畑には︑キュウリ・ニンジン・

訪問しました︒
水ナス・エダマメ・バジル・モロ
ヘイヤ・網干メロンなど夏野菜が
たくさん実っており︑収穫したも
のはどれも香りが強く︑スーパー
で買う野菜との違いがはっきりわ
かりました︒ただ︑カラスに食べ
られてしまった食べ頃の水ナスや

が実感できた﹂という感想をいた
だきました︒

読者の声

■地区総会開催日程

うびじょん東京・神奈川の会員が

最後に︵株︶四季根彩の事務所で
は︑﹁固定種﹂と市場に流通して
いる野菜の違いについてメンバー
が︑いろいろな経験や事例を交え
ながら説明を受けました︒

ツアーを終えて
参加者からは︑事業の発展に役
立つ数多くのご意見と﹁現地で本
物の固定種野菜を収穫し食したこ
とにより︑いかに﹃安心＋美味し
い＋安全﹄な野菜が貴重であるか

個ずつに分けられ︑これからの

多度津町の小学校4校にそれぞれ

岡山地区 7月25日
愛媛地区 7月26日

三城ホールディングスの社内募

ために︑各校の理科室に保管され

オーナー募集を予定している農地1800㎡

Ｅ・Ｔ さま
内容がむずかしいです︒主婦
にやさしい内容のものも取り入
れて欲しいです︒
秋田県 Ｓ・Ａ さま

兵庫県

環境︑エネルギーについて深
い思いで読ませてもらいました︒
昔と今は違う環境だけれど︑放
っておけない︑知っておいた方
がいいことがたくさんあると思
いました︒人ってスゴイですね︒
興味を持つことが大切だと思い
ます︒

鳥取地区 7月3日
島根地区 7月8日

株式会社 集でできたベンチャー企業。
四季根彩 「地球全生命の環を尊重し、地球

るとのことです︒

﹁Neu Vision Club﹂を
メガネ屋カウンターで初めて手
に取り内容を読みました︒昨年
3月の東北地震︑フクシマ原発
事故により︑我々地球人は正し
い安全なエネルギー利用を再考
する必要が生じました︒海︑湖︑
池に生息する藻に着目し︑エネ
ルギーを生み出そうと研究され
ている科学者の話︑興味深く読
みました︒
京都府 河村 洋子 さま

高知地区 7月22日
大分地区 7月24〜25日

（※2）

目するツアーを開催しました︒

有機＋無農薬﹂農法で︑真の﹁安心

収穫を楽しむ参加者

（※開催地区のみ掲載）

福山地区 7月16日

ぬうびじょんくらぶ

※紙面の関係上、一部しかご紹介できませんが、全文は webサイトにてご覧になれます。 http://i-nvc.jp
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2012年８月21日
（火）
開催日
・人 間・動 物・植 物・微 生 物・土・
空気すべての協調を守りすべての未来に笑
顔をつくること」を理念に豊かな自然があふ
れる埼玉から食の未来を提供します。
（太田 浩史、堀越 浩二、宮本 大丸）
e-mail hiroshi.ota@paris-miki.jp
TEL 0493-81-5701
多度津町の丸尾町長（左）
に贈呈

大阪地区 5月28日
奈良地区 6月13日

（※1）固定種…固定された形質が親から子へ
受け継がれる種。
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津町教育委員会に全部で１００個
の日食グラスを寄贈しました︒

猛暑の中で頑張った皆さん

いのちのタネ
「固定種」
を
未来に
25

四季根彩ツアー

日食グラス
100個を
寄贈
21

香川地区

大きさは不揃いだが美味しい野菜でバーベキュー

川柳

岡山地区 理事

小野 真備雄 選

課題﹃種 ︵たね︶
﹄

入選

孝

芽を出したクルミはリスの忘れ物
帯広市 圓尾

次世代ヘ平和の種を繋ぐ朱鷺
秀夫

勝也

ベランダに一家見守る種を蒔く
神戸市 久世

初子

外来種どこから来たの庭に生え
松山市 新村

福山市 柳井喜美子

想定外自分で蒔いた種なのに

狛江市 山田

伸びそうな種を集めた入社式

勝亮

功

神原

8048

照男

寿子

重政

敦

138

日︵ 当 日 消 印 有 効 ︶

入選者には賞状が贈られます︒

︵ペンネーム可︶

ページより︑１人三句まで︒

ハガキか︑下記ぬうびじょんホーム

︻応募方法︼

次 回 課﹃
題 サングラス﹄

■投稿要領について

※添削の上︑入選をした句も数句
含まれています︒

神戸市 大森

夏休み悩みの種はこの暑さ

東京都 畠山

文 明 の 悩 みの 種 は 原 発 だ

君津市 郷

しあわせの種を育ててゴールイン

伊勢崎市

夜明けごろ旅の話のネタがつき

節子

倉敷市 萩原

岡山市 新田すすむ

里帰り悩みの種を置いていく

鹿野久美子

一粒の種の命 をいとおしむ
美濃加茂市

寿子

種袋土に言葉をかけながら
岡山市 伊藤

種まけば発芽するとは限らない
茨城県 久保田達男

土田

おばさんの噂話に種尽きず
伊勢崎市

全

胸底にまだ燃え尽きぬ火種抱く
岡山市 野島

カ

種を蒔き平和の花を咲かせたい
千歳市 ユ

方巳

一粒種親の期待を背負わされ
岡山市 大沢

高松市 近藤

争いの種をなくする思いやり

︻ 送 付 先 ︼〒 6 7 2

︻締め切り︼ 月
姫路市飾磨区三宅 1
INVC本部事務局

宛

スにてゆったりとお

ブライダルネイルは姉妹店 you
・・姫路店の個室ブー
may be so
楽しみいただけます︒

ペアプランとして︑ご両親さま︑
ご新郎さまもご体験いただけます
ので︑ぜひ一度ご来店くださいま
せ︒
みなさまの美と健康をサポート
させていただくコース内容︑ケア
商品を豊富に取り揃えております︒
月 日には 周年を迎えます︒
感謝しております︒
ぜひ︑ご来店下さいますようス

伊豫 亜嬉子
江見 佳美

発表は商品の発送をもって代えさせていただききます。

締め切り2012年11月15日

三光

東槇ますみ

︻天 ︼
種蒔くと
地球が
嬉しそうにする
瀬戸内市

﹇評﹈天災・戦争等々による地球破壊は目を
覆うばかりである︒そんな地球をじっ
と見ていられない作者の小さな行為に
さえ︑地球は喜んでくれているという
のだ︒優しい作者が見える︒

節子

幹夫

いい花が咲いてほしいと種をまく
島根県 川西

幸子

花の種蒔いて地球をなぐさめる
岡山市 皿井

ットケアなどより充実したコース
内容になりました︒

ブライダル

応募方法

タッフ一同心よりお待ちいたして
おります︒
イーフェイス
代表

店長

イーフェイスサロン

※ホームページへ会報に関するご意見や、ご感想をお寄せ下さい。

http://i-nvc.jp
ぬうびじょんくらぶ

︻地 ︼幸せの
種を育てて
いる途中
桑名

工藤千代子

リニューアル
オープン！
この度︑イーフェイス姫路サロ
ンは癒しをテーマにリニューアル
いたしました︒
姫路の商店街︑メインストリー
トに面したエントランス一面に癒
しの緑をモチーフに描写いたしま
人々はまるで美術館に訪れたか

した︒
のように︑目を輝かせて立ち止ま
って見てくださいます︒

特にブライダルは挙式当日に世
界一美しい花嫁さまになっていた
だけるように︑スケジュールに合
わせたコースを組ませていただき
ます︒
お肌の状態︑ドレスのデザイン︑

新発売のモイストチャージクレンジング（メイク落とし）です。とろけるようにメイクとなじみ、
浮き上がらせるように包み込んで取り去ります。植物由来の有機酸を配合し、角質を柔軟にし
て整える効果で、
クレンジングと同時にキメ細かい肌へと導きます。内容量：150ｇ／日本製

これもひとえに皆さま方のお蔭と

12

挙式までの日程︑挙式準備でのお
疲れを癒すリラックスまでを考慮
して︑カウンセリング時にプラン
を提案してまいります︒
お 時 間 の な い 方 の１ｄａｙ プ ラ
ンからゆっくりと時間をかけて最
高の肌コンディションに整えるシ
ンデレラコースまで︒
お一人おひとりにお合わせした
プランニングをご用意させていた
だきます︒

下記ぬうびじょんくらぶＨＰよりご応募できます。
（ぬうびじょんサイト → みんなの広場 → プレゼントコーナー）
〒・住所・氏名・電話番号・本紙へのご意見ご感想を入力しご応募下さい。
ハガキ・ＦＡＸでご応募の場合、上記の要項を必ずご記入下さい。
しか ま く
〈ハガキ〉〒672-8048 姫路市飾磨区三宅１-１３８（株）ぬうびじょん プレゼント係
〈ＦＡＸ〉079−224−5888

イーフェイスサロン夢美草

『夢美草モイストチャージクレンジング』
を
15 名様にプレゼント！
【 読 者 プ レ ゼ ント 】
12

-

15
-

11

姫路市

岡山市

お洒落なバッグを
ご用意しました

下記ホームページにて公開いたしております。

TEL 079-221-5255
姫路市駅前町 313 メガネの三城総本店新館２階
営業時間 11：00 〜 20：00〔最終受付 19：30〕
〒670-0927

10

コースもフェイシャルケア︑ボ
ディケア︑ブライダルエステ︑フ

装いも新たになった1階入り口

︻人 ︼自己主張
強すぎますよ
枇杷の種

生まれ
変わりました！
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