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こんにちは。いつもありがとう

ございます。先日、家の前のゴ

ミ集積所で、靴の金具を網に

ひっかけて転んでしまいまし

た。右頬が「おてもやん」に

なったせきはた桃子です。 

右頬、右肘、右膝を強打して、メガネは外れてとんで

くれたおかげで、右頬はひどい傷にならないで済んだ

ものです。 

その日は朝から、前橋テルサのカルチャーで「夏休み

親子絵本つくり教室」を頼まれていました。右頬に傷

がなければ、痛いのは我慢して何事もなかったように

講師ができるのですが、一番目立つところに傷がある

のではどうしようもありません。 

そこでちょっと考えて、自己紹介の時にこの傷で笑い

をとろう！と作戦をたてました。 

「靴が引っかかって転んでしまい、右頬がこんなに

なっちゃいました！」と。 

ではねこもも通心スタートです。 

そのおかげで？全く初めて顔を合わせる受講生たちも

緊張がほぐれて、ちょっと和気藹々になりました。 

そして、幸いなことに、右肘を強打していたにも係わ

らずに鉛筆は握れたので、仕事に支障はなかったので

した。ただ箸を持つ時のちょっとした角度が痛くて、

御飯をいただくのは苦労しました。 

 

普段、いろいろと注意しているつもりです

が・・・ 

前にも小雨が降っている中で、自転車に乗

り、コンビニの前でタイヤを滑らせ、見事に転倒しま

した。 

その時も顔を打ってしまいましたが、メガネが無事

だったので、軽い擦り傷ですませていただきました。 

メガネが割れていたらと思うとゾっとします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

まえばしCITYエフエム(84.5KHZ) Ｍ･ＷＡＶＥ毎週月

曜日(祝祭日休み)お昼の12:30～12:40  月2回 

ももこのホットタイム）大人も役に立つ勉強のコツ 

放送予定9/1,9/22,10/6,10/20,11/10,11/17,12/1,12/15  

 草間彌生展 

      軽井沢ニューアートミュージアム 

 

草間彌生さんの「私、超スキッ！！世界を感動させ

た自己愛」というチャッチコピ―には思わず笑って

しまいました。 

偶然入った「軽井沢ニューアートミュージアム」

で、草間彌生展をやっていたのです。 

私は草間さんのことを、昨年の27時間テレビのＴ

シャツをデザインした人くらいしか知りません。 

でも作品を見ているうちになんだか元気が出てき

て、気分もスカッとしてきました。 

自己愛というよりは自己肯定感が高い！だから、自

分で自分のことが大好き！自分で自分のことを認め

ているんだ！と思いました。 

自分で自分のことが大好きだなんて、素晴らしい！

自分の一番の応援団は、自分なんだから自分を好き

になって、仲良くしなくっちゃと。 

草間彌生展を観て、こんなことを思いなが

ら帰ってきました。 

漫画「お前はまだ群馬を知らない」 

                井田ヒロト著 

 

かつて2012年 県別 魅力度 ランキング最下位が群

馬県だったそうです。 

だが、昨年2013年は、①前橋育英高校の甲子園優勝 

②「八重の桜」の新島襄は安中出身③映画「風たち

ぬ」の主人公の堀越二郎は藤岡出身、首席で東大を卒

業したゼロ戦設計者。④富岡製糸場はユネスコ世界遺

産へ推薦決定！2014年には登録！⑤ゆるキャラグラン

プリ2013でぐんまちゃんは3位 

など群馬は魅力度がアップしつつあります！ 

 

群馬だけの習慣、それは学校で授業の時に 

「起立 注目 礼 着席」と号令をかけます。この

「注目」を入れるのは群馬だけだとか・・ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰ 
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映画「素晴らしき哉、人生」 

               1946年 アメリカ 

               フランク・キャプラ監督 

 

愛読している月刊誌で、タレントの岡部まり

さんが紹介していた。 

「明るく清らかに生きたい」と思いながらも暗く愚

かな想いに囚われてしまった時に、おススメしたい

映画だそうだ。 

日々生きているといろいろな現象に遭遇しますね。 

それによって一喜一憂するよりは、何が起こっても

心の中だけでも明るくしようとすると、よい方向へ

導かれることが起こるそうだ。 

観たいと思い、中古のＤＶＤを見つけて購入した。

（先日、観ているうちに眠ってしまった・・・・・ 

ゆったりと流れる映画なので・・・） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰ 

こんにちは。いつもありがとう

ございます。写真を替えまし

た。写真館で撮っていただいた

時にかなり緊張してしまった、

せきはた桃子です。 

写真といえば、こんな思い出があります。 

小学校3，4年生のころのことです。 

兄と二人で、いとこの家に行く途中で、見知らぬ外

国人（たぶんアメリカ人）のご夫婦に、「◎△※★

○！」と話しかけられて、写真をパチリと撮られた

のです。 

当時この田舎町で、外国人など見かけたこともな

く、いきなり話しかけられて、しかも写真まで撮ら

れて、びっくりの連続でした。 

ただそのご夫婦がずっとにこにこしていたのがとて

も印象的でした。子ども心に悪い人たちではないと

思ったものでした。 

ではねこもも通心スタートです。 

ももこのホットタイム 

   まえばしCITYエフエム(84.5KHZ)            

            Ｍ･ＷＡＶＥ 

 

コーチングをベースにして、日常のちょっとした

ことを振り返って、お役に立つこと（勉強のコツ

も含めて）をお伝えしています。 

昨年の1月からこの番組を担当して、今年の7月14

日で57回目になりました。 

夏期講習のために7月28日から8月いっぱい番組は

お休みですが、9/1（月）からまた始まります。 

お楽しみに！9月からは月2回のペースで番組は進

んでいきます。   

担当の木暮さんとまずは、100回を目指していきま

しょう！と誓い合いました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

月曜日(祝祭日休み)お昼の12:30～12:40 

（ももこのホットタイム）大人も役に立つ勉強のコ

ツ  9月からは月2回のペースで番組は進みます 

頼まれごとをしていたら、社長になった！？ 

 

つくづく人生は面白いものだと思う。 

20年前に親戚の子どもの勉強を頼まれたこ

とがきっかけになり、学習塾が始まったこと。 

たった一人の子どもを預かったことから、あっと

いう間に近所の子ども、友達の子どもなどが集

まったのだ。 

「小学生の英語をやってください」「夏期講習を

してください」「定期テストの補習をしてくださ

い」いろいろ頼まれながら、それにお応えするの

と自分で工夫するのとで、塾も進化してきた。 

そして、コミュニケーション関係のセミナーなど

と学習塾を合わせて、3年前に「株式会社 家族

会議」を立ち上げた。 

その時、女性の方が世間受けするからと、なんと

社長になることを頼まれたのだ。 

頼まれごとを引き受け、一生懸命させていただ

く、この先も何が待っているのか楽しみだ。 
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こんにちは。いつもありがとうご

ざいます。本屋さんに行くといろ

いろな絵本が置いてありますね。

子どものころから絵本が好きだっ

たせきはた桃子です。 

大人になってからも絵本を読み続け、いくつか心に

残っているものがあります。 

「モチモチの木」などで知られている斎藤隆介氏の

「朱鷺（とき）」の話はその一つです。 

見たくれはよくないが、心優しい朱鷺ばあちゃん

は、いつも村人の話に耳を傾けて、黙って話を聴い

ていました。親方とうまくいかない職人さん、みち

ならない恋に悩む娘さん、姑と仲良くできない嫁さ

ん、それぞれの話を熱心に聴いて、受けとめて認め

ます。すると話した方は元気になり、明るい気持ち

になって帰っていきます。その時のばあちゃんの横

顔は、朱鷺よりも美しい顔をしていたという話で

す。ではねこもも通心スタートです。 

「ずっーとずっと大好きだよ」 

ハンス・ウィルヘルム著  アメリカ 

     ～気持ちを伝える～ 

 

犬のエルフと男の子の話ですが、小学校の国語の教

科書にも載ってます。 

男の子とエルフは一緒に育っていくが、犬の方が成

長は早いのでいつしかエルフは老犬になっていく。

男の子はエルフに「ずっーとずっと大好きだよ」と

言いながら眠る。年老いてエルフは死んでしまう。

その時男の子は「僕はエルフに毎晩大好きだよって

言ったから、寂しいけど悲しくないよ。大好きだっ

たら、どうしてみんなはエルフに言ってあげないの

かな、言わなくてもわかっているだろうっていうけ

ど、言わなくちゃわからないよ。」と家族に言うと

ころは、私は毎回泣いてしまいます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

まえばしCITYエフエム(84.5KHZ) Ｍ･ＷＡＶＥ毎週

月曜日(祝祭日休み)お昼の12:30～12:40 

ももこのホットタイム）大人も役に立つ勉強のコツ 

傾聴 

～その人の気持ちに寄り添って話を聴く～ 

    朱鷺ばあちゃんのように。 

 

普段、人の話を聴くときに自分が知りたいことや興

味あることばかり、質問して聴いたりしがちですよ

ね。 

斎藤隆介氏の朱鷺ばあちゃんはそうではなくて、

「うん、うん」と言いながらただひたすら、相手の

気持ちも考えて聴いていました。 

 

「それは違う」 

「そうそう、その話はこうでしょ」 

「それはおかしいでしょ、こういうものでしょ」 

このような言葉を使って、相手の話を否定したり、

話をさえぎったり、話を取ったりはしませんでし

た。 

だから朱鷺ばあちゃんに話を聴いてもらった人たち

は、笑顔になれてまた新しい一歩を踏み出せるんで

すね。 

「雨のちハレルヤ」   ゆず 

 

♪何があってもそばにいるよ 

     ♪君と待っていたい のぼる朝日を 

 

このフレーズを聴いていた時、突然私の頭の中に 

イメージが広がっていました。 

近未来、環境汚染が進み、住むのが難しくなってし

まった地球では、ごく一部の人たちによって月に移

住する計画が進められていました。月の裏側に人工

都市を建設して、そこに住むのです。 

月の人工都市建設に関わる人たちを乗せたロケット

を、地球に残る人々は見送る。 

残る人たちは顔を見合わせて、どんなことがあって

も地球を守っていこうと決心する。 

明日もその次の明日も、ずっと地球にいるよと。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰ 
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こんにちは。 

いつもありがとうございます。先

日、出張で、本庄市に向かう電車

の窓から見える、新緑の美しさに

感動したせきはた桃子です。 

その電車の中では、孫とおじいさんが仲良く話

をしていた場面にも遭遇しました。 

斜め前の席に座っていたので、耳を傾けている

と、なんとその二人はたまたま電車で隣同士に

なった他人だったのです。小学校5年生くらいの

男の子は、ゲーム機のイヤホーンを外して、お

じいさんの話に相づちを打っていました。 

おじいさんが「ぼくは、お母さんに感謝してい

るかい？ありがとうって言ってるかい？」と言

うと男の子は「うん、言ってるよ」「ほう、え

らいな。お母さんに感謝してるんだな。」と何

ともほほえましい会話を耳にしました。 

ではねこもも通心スタートです。 

      ネガティブな言葉は使わない 

 

ついつい、子どもに 

「勉強しないと目標の高校に入れないよ」 

「部活でしっかり、練習しないと、試合に出ら

れないよ」と 

「○○しないと、△△できないよ」と 

ネガティブな言葉でさらにネガティブな言葉を

伝えています。 

これって言われるとやる気が出なくなってしま

いますよね。 

ポジティブな言葉で伝えた方が、ストレートに

気持ちが伝わるものです。 

「○○すると、△△できるよ」 

「勉強すると、目標の高校に入れるよ」と。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

まえばしCITYエフエム(84.5KHZ) Ｍ･ＷＡＶＥ毎

週月曜日(祝祭日休み)お昼の12:30～12:40 

ももこのホットタイム）大人も役に立つ勉強のコツ 

           自分にＯＫを出す 

 

なんでも物事がうまく進めば、 

よくやった！と自分を褒めたりしますね。 

じゃあ、うまくいかなかった時はどうでしょうか？ 

子育て中に、必要以上に子どもを怒ってしまった

り、子どもががんばってやったことを褒めてあげら

れなかったりと、些細なことでも思うようにできな

いことはたくさんありますね。 

それで落ち込んだり、自分はだめだぁ～と思ってし

まったり・・・ 

こんな時も自分にＯＫを出すことです。 

うまくいかなくても、自分にＯＫを出す。 

「こんな時もあるよ」「これでも精一杯やってるん

だから」と。 

 

自分にＯＫを出せないと言い訳が出てきます。 

できない自分にＯＫを出すと次にやることが見えて

きます。今度同じようなことがあったら、こうしよ

うなどとアイデアも出てきます。 

     映画「ローラーガールズダイアリー」 

 

テキサスの田舎町で退屈な日々を送る女子

高生が、ワイルドなスポーツのローラー

ゲームに魅了され、猛練習をこなしながら成長し

ていく姿を描く。2009年のアメリカ映画 

この映画の見どころは価値観の違う母と娘がどう

やってお互いを理解していくかです。例えば、母

は「女は若いうちが勝負、それで一生が決まる」

と娘をミスコンに出場させる。娘は夢も何も持て

ず母に従う。ところがローラーゲームに居場所を

見つけた娘は、母に自分の思いを伝える。最後に

ミスコンの出場日とローラーゲームの試合の日が

重なる。この時もお互いの思いを出し合い、分か

り合っていく様子は必見です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰ 
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こんにちは。いつもありがとうご

ざいます。どうしても勉強したい

ことがあって社会人になってから 

大学に編入学して、迎えた卒業式の

ことを思い出すせきはた桃子です。 

卒業式は私の誕生日と同じ日（3/26)でした。 

通信教育課程（通学する代わりにレポート作成と試

験で単位認定、スクーリングに出席）でしたので当

時、入学する人は何千人といても、卒業する人は20
人足らずでした。 

卒業式に大学のＦＭ放送の取材が入り、「本日、お

誕生日の人がいますね」とインタビューをされたこ

とを覚えています。突然のことで、何を聞かれて何

を答えたのかも覚えていません。 

ただよく卒業までがんばったなと、自分で自分を褒

めてあげたい気分でした。 

卒業したことは当時、自分の自信にもなっていまし

た。では、ねこもも通心スタートです。 

   ○○は勉強の原動力 

 

前に家庭教師で勉強をみていた中1のB
子ちゃんは、普段はほとんど勉強をしま

せんでした。 

男の子の話やファッションの話が大好きな女の子で

す。ある時、Ｂ子ちゃんはＣ君に恋をしました。 

勉強ができて、誰にでも親切なＣ君です。 

そのＣ君が「勉強できない子って好きじゃないんだ

よね」と言ったの小耳にはさんだＢ子ちゃん。 

その日から猛勉強を始めました。数学の１次方程式

のところは例題を見ながら何とかできたものの、答

えが変です。プラスマイナスのところからこんがら

がっているのでそこから復習しないと解けません。

それでもがんばって毎日数学の問題を解きました。

まさにＢ子ちゃんには、恋は勉強の原動力でした。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

まえばしCITYエフエム(84.5KHZ) Ｍ･ＷＡＶＥ毎週

月曜日(祝祭日休み)お昼の12:30～12:40 

（ももこのホットタイム）大人も役に立つ勉強のコツ 

幼い頃の夢に向っているＳ子さんの話し 

 

三友の卒塾生のＳ子さんは幼い頃から体が弱くて、

よくお医者さんに通っていたそうです。 

その時にお世話になっていたのが、親切で優しい女

医さんです。 

「私もあの先生みたいなステキな女医さんになりた

い」と思ってずっとがんばってきましたＳ子さん。 

今は、国立大学の医学生です。 

幼い頃の夢に向ってがんばっているところです。 

 

Ｓ子さんのようにモデル（自分の理想の人）が見つ

かっている人は、目標を立てやすいですね。 

モデルの見つけ方はいろいろあります。 

Ｓ子さんのように身近な人から見つける。 

偉人伝などから見つける。 

小説などの中から見つける。 

なりたい職業などから見つける。 

いつもアンテナを立てて、こんな人になり

たいと思う人を見つけるといいですね。 

   食事を変えて体重減 

 

胆石が発見される前の昨年の７月くらいから、食事を

変えていました。 

朝は果物だけ、昼と夜はサラダを食べてから普通に食

事をすることに。すると少しずつ体重が落ちてきて、

（58kg→50㎏）お腹の周りの脂肪も取れて、すっきり

してきました。 

 

ますます食生活の大切さを実感しています。 

コレストロールの高いものや脂肪分の多いものや甘い

ものをなるべく控えています。 

甘いものは減らしてはいますが、なかなか・・・ 

また、今まではたくさん食べないと、気がすまなかっ

たのですが、適量で抑えることができています。これ

で胆嚢への負担がずいぶんと減っているようです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰ 



ねこも・こも・ももこも・楽しい・ねこもも通心  ねこもも通心    

０４６号  ２０１４年２月２５日 発行 

  

  

 ねこもも通心・・・ほぼ毎月発行 編集 せきはた桃子 

 前橋市住吉町1－1－10 TEL 027-234-3757 FAX 027-231-0050 

 パソコンメール terakoya@3tomo.net 三友学習塾にご縁のあった方にお配りして 

 ◎ねこもも通心へのご感想、ご連絡をお待ちしています！          います 

             携帯メール 3tomojuku@ezweb.ne.jp ⇒ 

こんにちは。いつもありがとうござ

います。この時期になると何年か前

の公立高校の前期入試で合格した 

T君の「賞状が欲しい」と言う言葉

を思い出すせきはた桃子です。 

前期入試の合格発表の日、T君から電話がありました

「センセー、・・・ボクは、・・ボクは長くつら

い戦いから合格を勝ちとったのだ～、だからさ、

センセー、ボクに賞状をちょうだい！」と合格の

報告をしてくれました。 

実はＴ君、中２の半ばくらいから体調不良を起こ

して学校を休みがちでした。そうしている内にイ

ンフルエンザで、また学校を休むことになってし

まいました。そして、中３ではクラスの男子から

いじめられながらも、学校に行っていました。 

T君にとって、とてつもなく長く感じた中３時代

だったようです。心をこめて作った賞状を渡しま

した。では、ねこもも通心スタートです。 

「賞状が欲しい！」と言ったT君 

 

本当に嬉しかったのでしょう。T君の顔が忘れられませ

ん。 

賞状の文には、T君からのリクエストの「長くつら

い戦いから勝利をつかみとった」の言葉をいれま

した。 

先日、ひょんなところでT君にばったり会いまし

た。大学生になり、バイトをしながら充実した

日々を過ごしているとのことです。 

背がずいぶんと伸びて、見上げて話しをするよう

でした。「賞状が欲しい」の話をする

と、照れくさそうに「そんなことも

あったス」と苦笑いをした顔に、頼も

しさを感じました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

まえばしCITYエフエム(84.5KHZ) Ｍ･ＷＡＶＥ毎週

月曜日(祝祭日休み)お昼の12:30～12:40 

（ももこのホットタイム）大人も役に立つ勉強のコツ 

     さとり世代 

 

「さとり世代」この言葉を聞いたことが、

ありますか？ 基本的にはゆとり教育を受

けた世代（1987年から1996年生まれ 今18

歳から27歳くらいとされる）に当たるそうです。 

一言でいうと豊かな国で生まれた若者の特徴との

ことです。現状での満足度が高く、社会に反抗す

ることはなく、消費意欲や恋愛願望などの欲望に

乏しく、さとりきったような価値観を持つ若者が

多いことから、さとり世代と呼ぶようになったよ

うです。 

ちょっと言い方を変えると、無駄な努力や衝突を

避けて、過度に期待したり夢を持ったりせず、浪

費しないで合理的に行動する若者たちだそうで

す。 

歌手、尾崎豊「１５の夜」世の中に反抗しながら

夢、恋、自由を追いかけていた若者は、時代と共

にどこかに行ってしまったのでしょうか・・ 

     記録的大雪！ 

 

前橋で73センチを記録した大雪は今ま

で経験した事のないものでしたね。１

週間以上たった今も車道の雪は端に積み上げられた

ままで歩道や路地には、かなり残っています。 

まるでソチオリンピックに合わせて、降ってきたよ

うですね。 

ところで、私の雪の思い出は、中学1年生の時で

す。3学期の期末テスト最終日に朝から降り始め

て、ずいぶんと積もった時のことです。テストが終

わった解放感で、学校の近くの友達の家の庭で、

「かまくらつくり」に挑戦しました。雪が降る中、

無心に雪をかき集めては積み上げていきました。 

泥混じりのかまくらができ、大満足でした。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰ 



ねこも・こも・ももこも・楽しい・ねこもも通心  ねこもも通心    

０４５号  ２０１４年１月２５日 発行 

  

  

 ねこもも通心・・・ほぼ毎月発行 編集 せきはた桃子 

 前橋市住吉町1－1－10 TEL 027-234-3757 FAX 027-231-0050 

 パソコンメール terakoya@3tomo.net 三友学習塾にご縁のあった方にお配りして 

 ◎ねこもも通心へのご感想、ご連絡をお待ちしています！          います 

             携帯メール 3tomojuku@ezweb.ne.jp ⇒ 

こんにちは。いつもありがとうご

ざいます。冬本番！寒いですね。

『「寒いね｣と話しかければ「寒い

ね」と答える人のいるあたたか

さ』を思い出すせきはた桃子です 

これは俵万智さんの1987年の歌集「サラダ記念

日」の中の一つです。 

私はこの歌が大好きです。 

いつもそばに誰か共感してくれる人がいるって安

心できます。 

それが家族であったり、友人であったり、仲間で

あったり、隣近所の人であったり。 

隣近所といえば、長年住んでいながら、町内の行

事と言うと月１回の清掃しか参加していませんで

した。最近、町内の他の行事などに少しずつ参加

するようになって、顔見知りの人が増えました。

なんだかちょっと嬉しい気分です。 

ではねこもも通心スタートです。 

夢を口癖に！ 

夢を言うことが口癖になっているK君の話 

 

K君は三友学習塾の卒塾生。Ｋ君の口癖は

「僕は世界に通用する人になる」 

そのためには今何をしたらよいのか、常に考えて

ものすごく努力をしているK君です。 

そして何よりも、その夢を公言していることが、

夢を近づかせるための第１歩になっている。 

もしそれが叶ったらいいな、そうなったらいいな

ではなくて、K君は本気で思っている。 

だからそれが伝わってくる。どうしても叶えたい

夢なのだろう。本気で言っているのを聞いている

と近い将来、Ｋ君は本当に世界に通用する人にな

ると思えてくる。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

まえばしCITYエフエム(84.5KHZ) Ｍ･ＷＡＶＥ毎週月

曜日(祝祭日休み)お昼の12:30～12:40 

（ももこのホットタイム）大人も役に立つ勉強のコツ 

    牛の胆石が薬になる？ 

 

年末に奈良の東大寺に行ってきました。 

その近くにある東大寺ミュージアムの中の古文書

を見学している時に「牛の胆石が薬になる」と言

う意味の文が目に飛び込んで来ました。 

ホント？ 

胆石は、人間でいうと脂肪やコレストールの高い

食事やストレスが原因だといわれています。 

だとしたら、草しか食べない牛に胆石などできる

のだろうか？ 

調べてみると 

それもそのはず、この胆石、牛千頭に一頭の割合

でしか発見できないものらしい。 

中国・明の時代の偉大な本草学（生薬学）者であ

る李時珍（りじちん）の著した『本草綱目（ほん

ぞうこうもく）』にも、「薬物として高価なるこ

とこれ以上のものはない」と記されている。 

日本最古の法典・大宝律令には『国の所有する牛 

が死に牛黄(胆石）が見つかったら、必ず中央政

府に献上せよ』と記載されている。 

国がお触れを出すほど貴重だったということだろ

う。 

牛黄は、健康促進や病気回復のほか、寿命が延び

るとまで言われている漢方薬だそうです。 

 

と言う私は、2ヶ月くらい前に体調を崩して健康

診断を受けました。そうしたらなんと、胆嚢に

ぎっしりつまった胆石が発見されたのです。 

日頃の食習慣の悪さとストレスがたたったものら

しい。体の基本を作っているのは食事。毎日の食

事は大事と反省しています。そのことに気づかせ

てくれた胆石に感謝です。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰ 



ねこも・こも・ももこも・楽しい・ねこもも通心  ねこもも通心    
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 ねこもも通心・・・ほぼ毎月発行 編集 せきはた桃子 

 前橋市住吉町1－1－10 TEL 027-234-3757 FAX 027-231-0050 

 パソコンメール terakoya@3tomo.net 三友学習塾にご縁のあった方にお配りして 

 ◎ねこもも通心へのご感想、ご連絡をお待ちしています！          います 

             携帯メール 3tomojuku@ezweb.ne.jp ⇒ 

こんにちは。いつもありがとうご

ざいます。「朝日俳壇」で話題に

なった「ランドセル俳人の五･七･

五」の11歳の小林凛君の俳句を読ん

で、涙したせきはた桃子です。 

影長し 竹馬の僕 ピエロかな 

ブーメラン 返らず蝶と なりにけり 

 

かき氷 含めば青き 海になる 

落とし文 誰を思いて 文落とす 

 

駄菓子食べ 昭和に戻る 秋の午後 

紅葉で 神が染めたる 天地かな 

 

冬蜘蛛が 糸にからまる受難かな 

蒲公英や 試練乗り越え 一斉に 
    小林凛著 「ランドセル俳人の五･七･五」ブックマンズ社 

 

ではねこもも通心スタートです。 

脳にとって、受験することは一番楽しいことである 

               

これは脳科学者の茂木健一郎氏の言葉。 

 

一般的には受検は苦しいもの、辛いものといわれがち

だが、茂木健一郎氏は「「勉強をすることで脳が喜び

を感じる」勉強の仕方を見つければいいと言う。 

 

脳にはドーパミンという物質があって、これは嬉しい

ことがあると放出される。そして、ドーパミンがでる

直前の神経の回路が強化される。 

 

例えば、算数の問題を解く→嬉しいと感じる→ドーパ

ミンが出る→もっと問題を解きたくなる→嬉しいと感

じる→ドーパミンが出る・・・こ

うした現象を脳科学では「強化学

習」と呼んでいる。 

 

ではどのようにしたらこの神経回

路が強化されるか、それは先生や

生まれしを 幸かと聞かれ 春の宵 

 

小林凛君は、たった944ｇでこの世に 生まれた男

の子である。 

小学校入学と同時受けた凄まじいいじめ。 

非道な隠蔽に終始した担任。 

「学校に行けなくても 俳句があるから 僕は生き

ていける」 

 

いじめられ 行きたし行けぬ 春の雨 

 

いじめ受け 土手の蒲公英 一人つむ 

 

おお蟻よ お前らの国 いじめなし 

 

秋晴れの 心の晴れぬ いじめかな 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

まえばしCITYエフエム(84.5KHZ) Ｍ･ＷＡＶＥ毎週

月曜日(祝祭日、8月は休み)お昼の12:30～12:40 

（ももこのホットタイム）大人も役に立つ勉強のコツ 

親からほめられた時だと言う。 

 

「ほめて伸ばす」は脳科学から見ると事実。 

どんな些細なことでもいい。昨日できなかったこと

が今日できたらそれは進歩になる。それに気付いた

らすぐにほめる。タイミングが大事。時間がたって

しまうと効果が無いからだ。 

ほめられて嬉しいからドーパミ

ンが出てまたそのことをやりた

くなる。そのサイクルが起動に

のって、調子が出てくると、後

は勝手に回ってくれる。 

 

受験勉強で、脳が喜びを感じる勉強の仕方を身につ

けて、最終的には本当の学びの喜びを味あわせるこ

とだと言う。 

ー～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰで 
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 ねこもも通心・・・ほぼ毎月発行 編集 せきはた桃子 

 前橋市住吉町1－1－10 TEL 027-234-3757 FAX 027-231-0050 

 パソコンメール terakoya@3tomo.net 三友学習塾にご縁のあった方にお配りして 

 ◎ねこもも通心へのご感想、ご連絡をお待ちしています！          います 

             携帯メール 3tomojuku@ezweb.ne.jp ⇒ 

こんにちは。いつもありがとうご

ざいます。やっと暖かくなりまし

た。ベランダに遊びに来る鳥が楽

しそうにしているのを見ると、嬉

しくなるせきはた桃子です。 

子どもの頃、季節の様子を「におい｣でかんじて

いました。においを一番感じるのは夏の終わりの

夕方でした。遊び疲れて家に帰る途中のなんとも

いえない風のにおい、ちょっとさびしいような肌

にべたべたとついてくるにおいを覚えています。 

春は、冬の寒さが残っている風のにおい、少し汗

ばんだカーディガンのにおい、ほんわかした石鹸

のにおい、日向にいたねこのにおいなどを感じて

いました。 

子どもの頃と同じにおいに出会うと「あっ、これ

これ このにおい！」とその頃の記憶がよみが

えってきます。 

では今月のねこもも通心スタートです。 

世界から猫が消えたなら   川村元気著 

 

猫好きにはドキッとするタイトルなので、まず興

味を持たずににはいられない。その表紙の猫があ

まりにも愛らしく何かいいたげな顔をしている。

この猫がどうなってしまうのだろうと気になって

仕方が無い。それで読むことになってしまっ

た・・この大切な時期に小説など読んでいる場合

ではないのにと思いながらも。 

そういえば忙しい時に限って、小説などが読みた

くなる。学生の時はテストの前などに。読みだし

たら止まらなくなるので困る。この小説もおもし

ろくて止まらなかった。本当に猫というのはたい

したものだと思う。こちらが辛い時に、猫は膝に

乗る、それだけで心が穏やかになってくるからだ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰで 

    バレンタインコンサート 

 

三友の保護者の鶴淵千景さんのバレンタインフ

ルートコンサートに行って来ました。 

塾生のＨちゃんはお母さんに連れられて、フルー

トコンサートは初体験でした。 

Ｈちゃんは「音色がきれい、横に吹くのが魅力的

だった。機会があればフルートを吹いてみた

い！」と言っていました。 

確かにとても素晴しかった。曲を聴きながら天国

にいるような気分でした。 

また リスト 愛の夢 第3番の一部にこのような

詩があるのも紹介していただきました。 

『どんな時にも悲しませてはならない 

言葉には気をつけよ 

悪い言葉はすぐに口をすべる 

「ああ神よ、誤解です！」となげいても 

彼の者は悲しみ立ち去り行く』 

昔から言葉は大切といわれているのですね。 

人を褒めている人は、自分も褒められている！ 

 

実はこれは脳の構造によるものです。脳は人称を

識別できないからです。 

人称とは、私は あなたは 彼は ○○ちゃんは

などのことです。それを識別できないのです。 

例えば「あいつはだめだな｣と言うと脳は「誰が｣

と言う人称を識別できないから「だめだ｣と言う言

葉だけが認識される。つまり脳レベルでは誰かの

悪口を言うことは自分自身を悪く言うのと同じこ

となのです。 

逆に「あの人ステキね」と言えば、脳レベルでは

自分自身のことを褒めていることにもなるので

す。スポーツ界では一流の選手ほど、相手がプレ

イしている時に、ゴルフの選手だと「入れ！入

れ！」と言うのだそうです。それは相手に言って

いることが自分自身のことになると分かっている

からです。まわりの人を褒めていることは自分を

褒めているのと同じことなのです。 
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こんにちは。いつもありがとうござ

います。おみくじを引いたところ 

末大吉で「たのしさもなほ日にそへ

てますかがみさかゆく末の光をやみ

ん」この言葉をいただいたせきはた

桃子です。 

おみくじの内容は「このみさとしは、これまでの苦

労の日々は成功され行く兆しがある。油断なく

日々精進努力を怠らぬがよい、ただし所願成就は

先と知るがよい」です。うーんこれは先の楽しみ

とでもいうのでしょうか。 

今回「末大吉｣いただいたので、おみくじの順番を

調べてみました。 

大吉＞中吉＞小吉＞吉＞半吉＞末吉＞末小吉＞凶

＞小凶＞半凶＞末凶＞大凶 これが一般的のよう

です。 

今回の末大吉は大吉の言葉がついているので、い

いことにしましょう。 

では今月のねこもも通心スタートです。 

        ラボカ族の話し 

 

車を運転中に、ラジオを聞くのが習慣になってい

ます。先日ちょうど駐車場に着いた時に聞いた話

が気になり、メモをとったのでご紹介します。 

 

それは、ネイティブアメリカのラボカ族では婿選

びの基準があるということ。 

男が狩りから帰って来たときに、獲物をまず誰に

与えようとするか。 

自分の家族で独占する男は、もちろん失格。 

好きな女性の家に持って行く、これも駄目。 

親を亡くしたり、夫を亡くしたりして、病気の家

族がいたり、部族の中で一番困っている人に、ま

ず一番に獲物を持って行くかどうか。 

父親は、娘にいい寄って来る男達のただその一点

を見極めたといいます。 

 

それが、当たり前である社会でありたい。 

        映画「鈴木先生」 

 

これは武富健治原作コミック「鈴木先生」がドラマ

になり、映画化されたものです。 

私はコミックもドラマも見ていませんが、新聞の映

画評を読んで興味を持ちました。 

鈴木先生の理想のクラスを作るための独自の鈴木メ

ソッドとはどんなものなのだろうと。 

そして、鈴木先生の教育実験とは何だろうと。 

映画を見て、どんな些細なことでも自分の意見とし

て教えるところは教え、その後生徒に考えさせる。 

映画の中で、次々とショッキングな事件が起こる

が、子ども達を決まった枠にはめ込まない。逃げ場

としてのグレーゾーンを作っておく。教育が世界を

変えていく等、心に残りました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰで 

まえばしＣＩＴＹエフエム｢ももこのホットタイム」が始ま
りました！ 

 
お昼のM’Sガーデンの中でパーソナリティの木暮

さんと共に「ももこのホットタイム」で毎週月曜

日12:30～12:40にお話をさせていただいていま
す。第1回目1/21はコーチングとは？の話しをしま

した。聞いてくださった塾の保護者のＴさんから

「優しい響きでした。次回が楽しみと感じまし
た。気づいて自分で決断することが大事だと再認

識し、自分に正直でありたいと思いました。三友

学習塾では親も子もお育ていただいていると思い
ました。」と嬉しいお言葉をいただきました。3月

まではコーチングのお話、4月からは勉強のコツの

お話になります。 
ぜひ、聞いてくださいね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

お知らせ 勉強のコツメール講座（無料）三友学習

塾のＨＰhttp://3tomo.net/benkotu.html から

お申込ができます。 
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    ゴーレム効果 

 

「お前はダメ」と言われ続けると本当にダメになっ

てしまう・・・・・・ 
期待されないで「お前はダメだ」と言われ続けてい

ると、その言葉通りに成績が下がったり、能力が落

ちてしまうことがあります。 
これを「ゴーレム効果」と呼びます。 
「この程度の成績しかとれないダメな子」 
「運動神経が鈍いんだから、練習したってムダ」 
「努力したって夢がかなうはずがない 」 

言うほうは意識しないで言ってしまい、言われた方

はグサッと胸に突き刺さり、本当にそうなってしま

う・・・ 

知らず知らずのうちに使ってしまうこともあるので

ご用心です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

お知らせ 勉強のコツメール講座（無料）三友学習

塾のＨＰhttp://3tomo.net/benkotu.html からお申込

ができます。 

こんにちは。いつもありがとうござ

います。先日、友人に誘われて「前

橋市制施行120周年記念事業、まえ

ばし和の文化の集い」に行ってきた

せきはた桃子です。 

重要文化財に指定されている臨江閣で行なわれまし

た。お茶席に入るのを楽しみにしていたのですが、

残念ながらどこも満席でした。 

待っている間に鎌倉能舞台を観る機会を得ました。

これがまた、楽しかった。観るだけでなく、ワーク

ショップ形式で参加した人たちと一緒に発声方法や

姿勢の取り方などが体験できました。あいさつの仕

方も確認することができました。大きな声ではっき

りと相手の目をみて、相手に声が届かなければあい

さつにならない。それは会釈でしかないと。自分は

あいさつをしたつもりでも、相手に届いていなけれ

ば、あいさつにならないというのが印象的でした。 

では今月のねこもも通心スタートです。 

     赤ちゃんの記憶 

 

「生まれてきた赤ちゃんに記憶がある」というお

話、聞いたことがありませんか？生まれてくる前

のこと、さらにはお腹に入る前のことまで覚えて

いる子どもたちが実はいるのだそうです。 

私も塾の生徒さんたちにそれとなく赤ちゃんの頃

のことを聞いたとところ、やはり記憶がある子が

いました。お母さんのお腹の中に入っていた頃、

お母さんとお父さんが話していること。兄弟が話

していること全部聞こえていたと言います。ある

時、お腹の外が真っ暗になったことがありびっく

りしたそうですが、それは両親や兄弟がけんかを

していた時だったそうです。仲良くしているとお

腹の外は明るく暖かいそうです。 

胎内記憶研究の第一人者である産婦人科医の池川

明先生も飯田史彦氏（31号でご紹介）と同じよう

に、「子どもが親を選んで生まれてくる」といい

ます。母と子はいうまでもなく絆が深いですね

     あなたの話を聞いているよ 

 

コミュニケーションの基本は、自分が話したものを相

手がどのくらい受け取っているかによって、決まって

きます。 

自分がたくさん話しても相手が受け取ってくれなけれ

ば、コミュニケーションをとったことになりません。 

また、逆に相手が話している時にそっぽを向きながら

聞いていたのでは、受け取ったことになりませんね。 

そっぽを向きながらも聞いているからいいじゃないか

と言われるかも知れませんが、それでは相手は「話し

を聞いてくれているのかしら」と不安になります。 

「あなたの話を聞いているよ」と相手に感じてもらう

ことが大事なんだと思います。 

あたりまえのことですが、とても大切なことですね。

あいさつも同じように。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰで 
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こんにちは。いつもありがとうご

ざいます。朝晩寒くなりました

ね。木枯らしが吹く頃になるとな

ぜか「小さな恋のものがたり」を

思い出すせきはた桃子です。 

「小さな恋のものがたり」みつはしちかこ作の

チッチとサリーの物語です。昨年50周年を迎えた

大ロングセラーです。私も高校生の時から読んで

いて、大ファンです。背が低いことを気にしてい

る女の子チッチと、背が高くハンサムなサリーの

恋愛模様を描いた作品ですが、今読んでもすぐに

高校生の時の気持ちに戻れます。 

少し前のこと、知り合いの小学生の男子が「早く

明日にならないかな」と言っていたので、「どう

して」と聞くと「明日は○○ちゃんとデートなん

だ。映画見てご飯食べて・・」「ええっ、デー

ト？」「そう、楽しみだな」と。 

では今月のねこもも通心スタートです。 

    小・中学生のデートは？ 

 

例えばけやきウォークで待ち合わせをするとしま

す。それぞれの親がそこに送って行き、帰りの時

間を約束して、迎えに来てくれるようです。そこ

で二人で自由に過ごして楽しむのです。ほほえま

しいですよね。でも小学生のデートには、陰に隠

れて、あとを着けて行きたくなりますよね。 

また中学生は、「花火大会」「前橋祭り」「初

市」にデートをすると公認のカップルになれるそ

うです。そうなると今度は平日はお互いの部活が

終わるまで待っていて、一緒に帰るのだそうで

す。男子は女子の家まで送り、それから帰る。だ

から俺は自分の家と同じ方向の女子を選ぶぞと

言っていた男子がいました。（笑） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰで 

  子どもは親を選んで生まれてくる！？ 

 

反抗期の子どもは、時には親に向かって 

「産んでくれと頼んだ覚えはないのに、勝手に産

みやがって！」と悪態をついたりします。 

ところが、飯田史彦著「生きがいの創造｣によると 

「子どもが親を選んで生まれてくる」とありま

す。そして子どもは「この親の元で生まれて人生

の修業をしよう」と決意して生まれてくるといい

ます。なんとも衝撃的な話ですが。 

子どもが親を選んで、神様に「この親の元で生ま

れてよいか｣と許可を得るのでしょう。 

そして、神様が「よし」とＯＫサインを出した時

に生まれるのでしょうね。そう思うとまさに子ど

もは親にとって授かりものなんですね。その子が

自分を親として選んでくれた。感動的です。 

飯田史彦氏 
元福島大学教授現在は「飯田史彦メンタルヘルス・マネジメ

ント研究所所長」および「飯田史彦スピリチュアル・ケア研

究所『光の学校』校長」 

  勉強のコツ  ピグマリオン効果 

 

これは、期待をされた人ほどその通りの成果を出

せる、という説です。60年代、米国の教育心理学

者ローゼンタールが説いた説です。 
ローゼンタールは、ある学校の小学生に知能テス

トを行い、そのなかから無作為に数名の生徒を選

んで、「この子たちが伸びる」と偽りの情報を教

師に伝えました。それを信じた教師が、その子た

ちを期待をこめて指導したところ、本当にぐんぐ

ん成績が伸びていったというのです。 

これを自分の子どもに応用するとどうでしょう。 

今はこうだけれどきっとよくなる、きっとできる

と信じることでしょうね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
「勉強のコツ」メール講座(無料）読んでみてね。 

ＰＣからのお申込はこちら ↓ 
https://24auto.biz/3tomo/touroku/benkotu.htm 
スマートフォンからのお申込はこちら 
https://24auto.biz/3tomo/touroku/sp/benkotu.htm 
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こんにちは。いつもありがとうご

ざいます。朝晩めっきり涼しくな

りましたね。涼しくなると利根川

沿いのサイクリングロードを走り

たくなるせきはた桃子です。 

勉強のコツ   日記を書く 

 

小学1年生の頃より日記を書いていました。最初は

出来事だけを書いていましたが、途中から○○が楽

しかった。△△がいやだった。□□がうれしかった

など自分の感情を表すようになりました。 

だんだんと長い文章が書けるようになると楽しく

て、続けました。 

高学年になって友達3人で時には4人で交換日記を書

きました。 

口で言いたいことが言えない時は交換日記に書いて

思っていることを伝えました。また書くことにより

心の整理ができたようです。 

まさに日記は多方面に渡っての勉強の基礎でした。 

その後も交換日記には縁があり、高校生の時は部活

の仲間と書いていました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰで 

もちろん自転車で走ります。 

以前、前橋の中央大橋からサイクリングロードを走

り、約10キロ先の渋川の坂東橋を目指しました。

所々で休みながら、到着した橋付近のベンチで飲ん

だビールがおいしかったことは忘れられません。 

帰りはサイクリングロードを途中で外れて、上毛大

橋を渡って、前橋市内に戻りました。上毛大橋のな

だらかな下り坂が続く途中、スピードが出すぎて

ちょっと怖いと思ったとたん、パンッという破裂音

とともにパンク！近くに自転車屋さんはなく、自転

車を引っ張って歩き川原町の喫茶店で一休み。緊張

が解けてどっと力が抜けて、しばらくそこから動け

なかったのを覚えています。 

では今月のねこもも通心スタートです。 

末期がんのトムさんの話 

 

アフリカに住むトムさんは余命6ヶ月の末

期がんの告知を受けました。大手の会社を経営し

ていて、忙しく過ごしていたが、会社も後継者に

譲り、かねてより希望のヨーロッパ旅行をするこ

とにしました。パリで、エッフル塔を眺めている

と品のいい老婦人に声をかけられました。「あな

たはなんていう顔をしているの。」と言われてポ

カンとしていると「そうやって手が動くこと足が

動くこと、当たり前のことではないのですよ。あ

なたは世界中の不幸をしょっているような顔をし

ているけど。感謝したことがないのですか？」 

トムはその後アフリカに帰り、老婦人に言われた

ことを考えていた。「そうだな、自分は闘争と対

立の中で生きていて感謝と程遠い生活をしていた

な。こうやって今、生きていること手が動くこ

と、全て感謝だな」と心底思え、再検査にいく

と、なんとがんは消えていたそうです。人の想い

の世界が変わると現象も変化するのですね！。 

      チャリーナ 

 

自転車をこよなく愛する女子のことを

「チャリーナ」と呼ぶそうです。 

自転車通学をしていた高校生の頃から数えると、途

中で全く乗らない時期もありましたが、チャリーナ

歴は長い。 

高校生の時は今よりも風が強く、制服のスカートは

顔まで吹き上げられたり、雪で凍った道で自転車ご

と滑ったりと大変でした、 

「自転車に乗ると足が太くなって下半身でぶにな

る」といわれたこともありますが、実は正しい乗り

方をするとウエストも太ももも引きしまるそうで

す。ぽっこりお腹もお腹の引き締めを意識して乗る

とよいそうです。 

これからの季節はチャリーナの出番ですね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
ねこもも通心読者募集中！です。お知り会いの方

で、このねこもも通心をお読みになりたい方がおり

ましたら、ご一報ください。 
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こんにちは。いつもありがとうご

ざいます。朝晩だいぶ涼しくなり

ましたが、まだサルスベリの花が

咲いていますね。この花を見ると

４年前に他界した父を思い出す  

せきはた桃子です。 

若い頃、自分の仕事を持ちながら実家の雑貨屋三友商

店を時々手伝っていました。 

時々というのは、配達時に父のバイクに商品が乗り切

らない時です。その時だけ私の車（レッキー）で、お

得意様に配達していました。 

夏のある日、父とお得意様に配達に行く途中、隣町の

四つ角を曲がったとたん両側の並木の花が目に飛び込

んできました。 

鮮やかな赤とピンクの花です。思わず父に花の名前を

尋ねると「サルスベリだよ」と。 

確かに木の幹がつるつるしていて、いかにもサルが滑

りそうな感じの木です。 

ではここで、今月のねこもも通心スタートです。 

     モモ    ミヒャエル・エンデ 

 

教育学者シュタイナーの著書を読んでいた頃、作

家ミヒャエル・エンデ著「モモ」「はてしない物

語」にも出会いました。そのエンデがシュタイ

ナー学校に入学がしていたこともわかり、だから

自由な発想でおもしろいストーリーが書けるんだ

と勝手に解釈をしていました。 

「モモ」は最初はタイトルに惹かれて手にとりま

した。ローマを思わせるとある街に現れた「時

間貯蓄銀行」と称する灰色の男たちによって

人々から時間が盗まれてしまい、皆の心から余

裕が消えてしまう。しかし貧しくとも友人の話

に耳を傾け、その人自身をとりもどさせてくれ

る不思議な力を持つ少女モモが、冒険のなかで

奪われた時間を取り戻すというストーリー。 

忙しいことを理由に「今」をないがしろにして

いる現代人を風刺しているようで興味深く、

「今」何が大切なのかを考えさせられました。 

勉強のコツ   勉強する場所を決める。 

 

実家は雑貨屋で、母は店番をしながらちゃぶ台で内職

のハンカチかがりをしていました。その母の隣りが低

学年の私の勉強場所でした。母の隣りに座りノートを

広げていました。高学年になると、いとこが使ってい

た勉強机が家に届き、廊下に置かれました。廊下が勉

強場所になりました。ここは障子で仕切られた隣りに

テレビがあり、音は丸々聞こえて、夏は暑くて冬は寒

い悪環境の場所でした。それでも「自分だけの場所」

が嬉しかったのを覚えています。中3になって祖父母

の部屋の隅をカーテンで仕切って、使わせてもらいま

した。ここは今までで一番快適な環境でした。ちゃぶ

台→ 廊下→ 祖父母の部屋と勉強場所は移動。場所

が決まると勉強のスイッチが入ります。 

場所を決めて勉強するといいですね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰで 

     するする登る？ 

 

「サルスベリって本当にサルが滑る

の？」 

「あんなくらいじゃ、サルは滑らな

いよ。サルはするすると登っていくよ」 

「そうだよね！」 

「おまえはサル（申年生まれ）だから大丈夫、するす

る登っていくよ」 

ちょうどその頃、不器用な私は仕事はうまく行かない

し、失恋はするしでかなり落ち込んでいました。 

父がそれを知っているのか知らないのか私にはわかり

ませんでした。 

ただ、何気ないその言葉が私の心に響きました。 

「エッ・・そうだね。するすると登って行くよね。お

父さんの子だものね」 

申年だからといって、するするとはいかないけれど、

のろのろでも少しずつ前にいけそうな気がしました。 

父の言葉に涙をこらえながら、お得意様に向って運転

をした日の思い出です。 
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     教育は芸術である！ 

 

ドイツの教育学者であり、芸術家のルド

ルフ・シュタイナーの言葉です。 

シュタイナーは人を育てることは「人をつくる」と

して、教育は芸術であると唱えていました。 

私は学生の頃、本屋でシュタイナー著「自由バルド

ルフ学校」と出会い、それ以来その考え方に魅せら

れて、シュタイナー関連の本を読みあさりました。 

その中でも治癒教育（障害児教育）に惹かれまし

た。 

特に印象的なのは輪廻転生を元に「今現在生きてい

るその子どもを見るだけでなく、過去世で生きてい

たその子、来世で生きるであろうその子、一人の子

を長い目で見る」と、終始一貫して魂の教育を唱え

ていたことです。 

読み始めの頃は「輪廻転生？ 過去世 現世 来

世？」理解に苦しみながらも、なぜか惹

きつけられ、何回も読むうちに少しずつ

自分の中に入ってきたものでした。 

   勉強のコツ  ニコニコ大作戦！！ 

 

ニコニコ大作戦はその名の通り、学習塾でニコニコ

しながら授業をすることです。 

その根底には「あなたのことをいつも見ているよ。

がんばっているね」があります。 

ふざけていようが、悪態をついていようがこちらは

いつもニコニコ。 

決して怒ったりしない。 

おまけに、いいところを見つけてほめる。 

よくない行動や言葉使いは注意はする。そのあとニ

コニコニコニコ。 

そうすると 

だんだんとふざけるをやめて、静かに勉強に集中し

始めた。 

なによりこちらも気分がいい。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰで 

こんにちは。いつもありがとうご

ざいます。ロンドンオリンピック

での日本人選手のがんばりはすご

かったですね。なでしこジャパン

を応援しているせきはた桃子です 

なでしこというと日本の代表的な野花ですね。可憐で

ありながら力強い印象があります。 

先日、ある方から野花についての話をお聞きしまし

た。その方は野花をとても愛していらっしゃる方で

す。ふとしたきっかけで、あの花はどうしたかしらと

気になるんだそうです。 

すると何日もたたないうちに庭にその花が咲いている

のだとか・・種をまいた覚えが無いのに咲いている。

どこからか飛んできて、まるで「私はここよ。心配し

ないで」といっているようだとか。 

少し前に、へびいちごに会いたいなと思っていたら、

なんとへびいちごが咲き出したとか・・純粋な想いは

花に届くのですね。 

では今月のねこもも通心スタートです。 

     想えば届く 

 

そうなんですね。想えば届く。それを口

に出すとよりはっきりと現象化するそう

です。 

このような実験をした人がいます。鉢植えの花をふた

つ用意して、 ①「きれいだね。がんばっているね。

ありがとう」と声をかける。 ②「バカ。汚い」と声

をかける。①と②の結果はどうなったのか想像がつき

ますね。 

また、次の話も聞きました。ご主人からいつも「飯が

まずい」といわれていた奥様がいました。ご主人から

注意をされるたびに「ああ今日もまずいといわれ

ちゃったわ。何でまずいのかしら。最高級のお米を

買っているのに」とぶつぶつぶつぶつ言いながら米を

研いでいるんだそうです。毎日毎日ぶつぶつぶつ言っ

ている。ある時奥様は、はっと気がつきました。ぶつ

ぶつ言うのをやめて「おいしくなあれ、おいしくなあ

れ」といいながら米を研いだところ、「おっ、今日の

ご飯はおいしい！」とご主人にほめられたそうです。 
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こんにちは。いつもありがとうござ

います。毎日暑いですね。暑い時は

車で移動しないと、ばててしまいま

すね。ちなみに愛車の名前は「スプ

ちゃん」のせきはた桃子です。 

20代で初めて乗った車はスバルのレックスコンビで

した。「レッキー」と名づけて、通勤など出かける

時はいつも愛用していました。 

当時仕事が大変で職場の駐車場でレッキーに乗って

泣いてしまった時も、デートで楽しかった時も、何

でも私の気持ちをわかってくれていたような気がし

ました。 

困ったことがあると何か改善するところはないかと

自問自答しながら運転したり、うれしいことがある

とそれを何回も反復しながら運転したりしていた。 

まさに言葉に出さなくてもレッキーは何でも私の思

いを聞いている存在でした。 

では今月のねこもも通心スタートで

す。 

    レッキーと突然の別れ・・・ 

 

大事に乗っていたレッキーをある日友達が「貸し

て」というので貸しました。ほんの軽い気持ちで。 

ところがレッキーを運転中の友達は一時停止を無視

した車にぶつけられてしまいました。 

助手席はグチャグチャになり、レッキーはすぐに廃

車。連絡をいただき、私がかけ付けた時はすでにス

クラップ置き場に運ばれた後でした。 

そんなー、こんな別れってあり？ 私はショックを

隠せず、落ち込んでいました。 

こんな事故にもかかわらず、友達の怪我がたいした

ことなかったのは、不幸中の幸いでした。 

無残な姿になったレッキーがかわいそうで、せめて

花束を持って見送ろうと思いもう一度スクラップ置

き場にいきました。花束をレッキーに乗せて、「今

までありがとうね」といって別れました。 

レッキーが事故に会うのが運命だとしたら、事故か

ら私を守ってくれたのかもしれないと思え、ますま

すいとおしい存在に思えたものでした。 

     勉強のコツ  丸暗記！？ 

 

母が昔学生だった頃、テストではいい点がとれたと

いうのが自慢の一つでした。 

どうやって勉強していたのかを聞くと何でも「丸暗

記」だそうです。確かに丸暗記も一つの勉強のコツ

です。ただ、母の丸暗記は半端ではない。教科書の

テスト範囲のページをそのままそっくり覚えるのだ

そうです。昔は教科書の問題がそのままテスト問題

になっていたとか。テストを見るとこの問題は何

ページのどこに出ていたのか、教科書がそっくりそ

のまま頭の中に出てくるのだそうです。 

うーん、確かにすごい。どうやって暗記するのだろ

うか？母に聞くと、そんなこととっくに忘れちゃっ

たよという返事。どうやって覚えたのかは永遠の謎

になってしまった！ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰで 

  いじめから小・中学生を守る！！ 

 

いじめが原因で中学生が自殺したニュースが報道さ

れましたが、本当にあってはならないことだと思い

ます。先日テレビのニュース番組に教育評論家の尾

木直樹氏（尾木ママの愛称で親しまれている）が子

どもをいじめが原因の自殺から守るポイントの話を

していました。 

子どもはいじめを受けていても隠したりしてなかな

か親に話したがらない。だが、ちょっとしたところ

にでる。それは例えば、常に携帯電話を肌身離さず

子が突然持たなくなる。自分の机に置きっぱなしに

しておくなど。これは電話に出るのが怖くなってい

る状態で学校で何かがある証拠。①そんな時は家庭

は安全な場所であること、父も母もあなたを守るよ

と、メッセージを常に発信すること。②祖父母・親

類などどこでも今の場所から非難すること。 

③いじめを受けて辛い気持ちはわかると共感する

が、絶対に死なないと力強く優しく言うこと。 

この①②③です。 とにかく死なないで！！ 
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こんにちは。いつもありがとうご

ざいます。サイクリングはとても

気持ちいいですね。梅雨に入って

しまい、てるてるぼうずにお願い

をしているせきはた桃子です。 

先日こんなことがありました。それは長年乗って

いるお気に入りの自転車が、走行中に「パン！」

と破裂音と共に突然パンクしたことです。 

もうびっくりです。何がびっくりなのかという

と、「この自転車は長年がんばってくれたから、

もう買い替え時かな。」と何気なく心の中で思っ

たとたんにパンクしたからです。 

その心の声を聞いて自転車が悲しんだのか、さも

なければもうくたびれたからさっさと引退させて

くれと、私に訴えたのか、、、、自転車屋さんに

持っていくと「うーん、これはもう寿命だね。」

といわれ、そういうことなのかと思いました。 

では今月のねこもも通心スタートです。 

        自転車と私 

 

実際、パンクした後輪はぼろぼろに、

前輪はつるつるになっていました。 

自転車屋さんで「これどうだい？タイヤがしっか

りしているよ」ときれいに整備された中古車をす

すめられ、不思議となんのためらいもなく買うこ

とにしました。 

心の中で「この自転車は長年がんばってくれたか

ら、もう買い替え時かな。」と思ってから、30分

も経たないうちに現象化してしまったのです。21

世紀は想念の時代、「思ったことがすぐに現象化

しますよ」と聞いていました。日々、言葉に出す

ことはもちろん、心の中で思うことも明るく前向

きなことを考えようと決心しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰで 

    絵本作家 モーリス・センダック 

 

 私はモーリス・センダック氏の絵本『かいじゅ

うたちのいるところ』が好きです。 

2年前には実写版で映画化されて、いかにも着ぐる

みの怪獣が出てきて微笑ましかったことを覚えて

います 

絵本のストーリーよりもだいぶ肉付けされて、複

雑になっていましたが、基本的には絵本の世界観 

と同じと感じました。センダック氏は他には「真

夜中の台所｣などたくさんの絵本があり、大人も楽

しめる独特のものがあります。 

私は絵本の力を信じています。つらかった時、悲

しかった時、さびしかった時な

ど、絵本を読んで元気をもらい

ました。 

残念ですが、センダック氏は5

月8日に83歳で亡くなりまし

た。ご冥福をお祈りします。 

 

  「勉強のコツ｣ オール1からの出発 

 

ある日、母が大事にしまっておいたものを見せて

くれました。それは私の小・中・高校の成績表で

した。小学校時代のを見ると小1の時はほとんど

オール1、おまけに備考欄には「ひらがなが全部

読めません、音読に抵抗があります｣と書いてあ

り、愕然としました。 

（自分の記憶では6年間オール３だったと思って

いただけに） 

小3でオール３になり、その後は中2まで、3と4が
仲良く並び、たまに間違えたように５があったも

のでしたが、中3でオール５になっていました。

そんな私がどうやって勉強の仕方を身

につけたのか、記憶の糸をたどりなが

ら、自分の体験を元に年齢を追ってそ

のコツを書き始めました。近々ステッ

プメールで配信していく予定です。 
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こんにちは。いつもありがとうござい

ます。暖かくなると近所のねこたちが

活躍し始めますね。となりの家のブ

ロック塀で、昼寝をしている茶トラの

ねこと、遊び友達と思っているせきは

た桃子です。 

そのねこの名前は「にゃおん」といいます。私がつけ

た名前です。本当の名前は知りません。 

そのねこを見かけるたびに「にゃおん！｣と声をかけ

ると、必ず答えてくれるからです。といっても面倒く

さそうにシッポをパタンパタンとふるだけです。 

それでもしぐさがかわいくて、「いい子だね」といっ

て頭を2，3回なでてあげると「うるさいなあ。あたち

のことは、ほっといて！」と言わんばかりにパンチを

してきます。 

おお これぞ ねこパンチ！精一杯パンチしてきま

す。これもしぐさがかわいいので、しばらく見ている

と今度は目を閉じます。眠くなるのか、目を閉じて見

ないことにしてしまうのか・・ 

では今月のねこもも通心スタートです。 

     映画「テルマエ・ロマエ」 

 

 

古代ローマの公衆浴場設計技師が現代の

日本にタイムスリップして日本の風呂文

化を学んでいくアイデア発想がおもしろい。 

これは単純に笑える話かなと思ったら、古代ローマ

の史実にもとづいていたところもなかなかのもの

だった。 

主人公が感銘を受けるほど日本人がどれだけ身近に

ある風呂に対して強い思い入れがあるのかがよくわ

かる。 

説明するとつまらなくなるので、ぜひ映画を観て

笑って、楽しんで欲しい。濃い顔の俳優さんたちの

古代ローマ人姿は板についていた。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰで 

   「舟を編む」 三浦しをん著 

               光文社 

2012本屋大賞1位受賞作。 

出版社の辞書編集部の話。もうおもしろ

くて一気に読んだ。まさに寝食を忘れて。 

辞書編集を通してこんなにも言葉に対して真剣に

向き合っている人たちがいるとは。 

そして、ふとヨハネ福音書の冒頭の言葉「はじめ

に言葉ありき」を思い出した。 

この小説の中の言葉を抜粋すると「はるか昔に地

球上を覆っていたという、生命が誕生する前の海

を想像した。混沌として、ただ蠢くばかりだった

濃厚な液体を。人の中にも同じような海がある。

そこに言葉という落雷があってはじめて、全ては

生まれてくる。愛も、心も。言葉によって象ら

れ、昏い海から浮かびあがってくる。。。以上」 

何かを生みだすためには、言葉がいる。曖昧なも

のを言語化することで、形になっていく。動きだ

す。意思疎通ができる。言葉ってすごい。 

   人が吐き出す息は・・・ 

 

アメリカの心理学者エルマ・ゲイツ博士は人間の吐

き出す息を使って実験した。 

それは人間が吐き出す息を液体窒素で冷却し、取り

出した沈殿物がその時の人の感情の状態によってさ

まざまな色に変化するというのです。 

通常は無色透明であるのに対し、怒っている人が吐

き出す息の沈殿物は栗色で、悲しみや苦しみを感じ

ている人は灰色、また、後悔の念を抱いている時は

薄い赤だそうです。そして、これらの色がついてい

る沈殿物を分析してみると、かなり強い毒性が検出

されるそうです。 

試しに栗色の沈殿物を水に溶かした物をネズミに注

射したところ、わずか数分でネズミは死んでしまっ

たとのことです。 

さらに、人間が１時間くらい怒りの感情を持続させ

ると、８０人以上の人を殺すことができるほどの毒

物が発生するそうです。 

怒りの感情は恐ろしいものですね・・・ 
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こんにちは。いつもありがとうござい

ます。例年になく寒かった冬もようや

く終わり、暖かくなりましたね。春風

が吹き始める頃、なぜか童話を書きた

くなるせきはた桃子です。 

 

２０代～３０代の頃童話を書いていました。(今は書

いていません）子どもの頃は作文を書くのがとても

苦手だったのに、大人になって童話を書き始めたの

は不思議ですが。その頃、今村葦子氏の「ふたつの

家のちえ子」「あほうどり」を読んで、生きてい

るっていいなあ、人生ってすばらしいと感動したも

のでした。地味でたんたんと進んでいく話の中に、

人としての真実があると思いました。特に「あほう

どり」では、知恵遅れでいじめられていた信太は、

得意の泳ぎでちよ子を助けます。その後ちよ子が家

の人に言われて、ぼた餅を持って信太の家にお礼に

いく場面は、感動的です。いじめの張本人がちよ子

だからです。今月のねこもも通心スタートです。 

    理科２分野の先生の質問 

 

中１の時の理科２分野の先生は授業中に「えっ？｣

と思うようなおもしろい（？）質問を時々していま

した。 

「もしも、地球上がずっと夜だったら、生物はどん

な生活をしている？」 

「じゃあ、ずっと昼だったらどうなる？」 

「進化論は？サルが人間に進化したのなら、動物園

のサルも人間になる？」 

「滋養強壮に効くといわれているドリンク剤は飲む

とホントに元気になる？ 

先生は生徒に「自由奔放に」「どんな意見も否定し

ないで」「たくさん出させた」「他人の意見に自分

のアイディアを加えて新しい意見としていう」こと

をさせていました。 

「？と思ったことが理科だよ」その 

先生は、生徒に「考える練習」の機

会を沢山与えてくれました。 

     あんちょこ 

 

あんちょこという言葉を聞いたことが

ありますか？ 

あんこよりもチョコレートよりも甘

い。教科書の答えが全てわかる魔法のような本。教

科書ガイドのことです。本来は安直（あんちょく）

が訛った言葉だそうですが。 

小学生の頃、じっくり勉強しないと理解できない私

は、算数の自主勉強にはあんちょこが必須でした。 

授業中にわからなかったところをあんちょこを見な

がらもう一度家で解きました。文章題などあんちょ

この解説を読みながら解くとよくわかったものでし

た。復習にも予習にもあんちょこの解説がとても役

に立ったのです。あんちょこのおかげで算数の文章

題がわかるようになり、いい点が取れるようになり

ました。まさにあんちょこさまさまです。しかし、

当時は安易に答えがわかると良くないという理由

で、あんちょこの使用を禁止していた先生もいたよ

うですが、使い方次第ですよね。 

     コツコツ 

 

「失敗したところでやめてしまうから、失敗にな

る。成功するところまで続ければ、それは成功に

なる。」 

これって当たり前のことだけど、

本当だね。 

そうか、あきらめないでやれるだ

けやることだね。 

 

 

山本五十六の名言 

「やってみせ 言って聞かせて させてみて 

    ほめてやらねば 人は動かじ」 

              

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰで 
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こんにちは。いつもありがとうご

ざいます。東日本大震災から１年

がたちますね。復興にはまだ時間

がかかりそうですが、日本の力を

信じているせきはた桃子です。 

   前橋文学館講座   「人生と表現」 

            萩原朔美氏 

 

萩原朔美氏は、群馬県民ならたいていの人が知ってい

る詩人の萩原朔太郎の孫である。 

映像作家、演出家、エッセイスト、多摩美術大教授と 

活躍の幅は広い。 

自分の周りに起こった事はすべて自分の表現の素材に

なるという。つらいことや大変なことはすべておいし

いネタになる。小説でもエッセイでも作品化する。 

すると、それは自分の手を離れて、客観的に観ること

ができ、視点が変わり、ふっと違う見方ができてくる

という。それでそのことを乗り越えられるという。 

作品化すると１００パーセント自分から離れて、人間

共通のものになる。例えば、同じようなつらい目に

合っている人もそれを読んで救われていく。だから作

品化することが大事だと説いている。 

実は、私自身この講演会を聞きに行く前から、小・中

学校時代のことを作品化しようと密かに思っていたの

です。背中を押されたようで、早速書き始めました。 

ほめていいところを伸ばす 

 

学習塾の中で「ほめること」がいかに大事で

あるかを実感しています。 

いつも字をものすごく乱暴に書く子がいて、毎回毎回

注意していました。そうすると、ふてくされて、ます

ます字が乱暴になるという悪循環に陥っていました。

私はこれではいけないと思い、注意するのをいっさい

やめて、少しでもきれいに書けているところをほめる

ことにしようと、決めてやってみました。 

「この線がきれいだね」「ここのはねるところがいい

ね」「この字はよく書けてるね」「おしいな、ここが

まっすぐに書ければベリーグッドだよ」などいいとこ

ろを見つけてほめ始めたら、なんとその子の字が見る

見るうちにきれいになってきたのです。 

「この字はちょっと残念だね」というと自分から消し

ゴムで消して、書き直しています。 

前は自分から書き直すことはなかったのです。こんな

にも変わるなんてびっくりです。 

真のほめる達人を目指していきます！ 

【夢だけは壊せなかった大震災  東日本大震災で

壊滅的な被害を受けた宮城県女川町の女川第一中の

生徒があの日を俳句に詠んだ。全校生徒に俳句作り

に挑戦させた先生は「厳しい現実を直視させること

につながり、酷なのではないかとも考えた」しかし

生徒の反応は違った。悲しみや大切な人への思い、

将来への希望がほとばしる２５５句が集まった。 

   *震災にいつもの幸せ教えられ 

   *ありがとう今度は私が頑張るね 

   *町も私も復興とともに育ってく 

   *見たこともない女川町を受けとめる】新聞より

抜粋             子どもの力はすごいです。 

 今月のねこもも通心スタートです。 

素読ってなに？   素読の不思議 

 

素読とは意味がわからなくても、とにかく声に

出して読むことです。古来、寺子屋時代から、学問と

いえばもっぱら素読。意味が分からなくても、先生の

後について名文を復唱する。徹底して声に出して読

む。こういう地味な繰り返しが、やがてはその後の確

かな読書の素地を養い、豊かな教養を生み出していっ

たようです。 

「親子で楽しむこども論語塾」安岡定子著 明治書院 

ご紹介します。「論語」全体で焼く五百章ある中から

短くてわかりやすい言葉二十章を選んであります。論

語の入り口に立つ入門の書ですが、どれをとってみて

も心にひびく内容が融かしこまれています。どうぞ親

子で素読を楽しんでくださいね。私の好きなところは

「己の欲せざるところ、人に施すことなかれ。」 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰで 
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こんにちは。いつもありがとうござい

ます。名前から「３月生まれ？」と

時々聞かれます。「はい、３月２６日

です。」とこたえる時、「早生まれ」

がちょっと悲しいせきはた桃子です。 

小学生だった頃、名簿は６年間ビリでした。というの

も名簿は４月生まれから並んでいたからです。「いつ

も最後かあ～」とそれがなんだか悲しかったのです。 

先日、こんな記事を見つけました “英国の経済研究

機関「Institute for Fiscal Studies」（IFS）は2011年11
月1日、「子どもの健全性や試験の成績は誕生月が

影響する」という内容の報告書を発表した。英国で

は誕生月が8月の子どもは「早生まれ」となる。そ

の子たちは勉強の定着が悪く、体力もないためにい

じめにあいやすい。と残念な結果となった” 

確かに興味深い記事ではありますが、そんなことには

とらわれないで・・    がんばろう！早生まれ！

今月のねこもも通心スタートです。 

   ♪子どもの頃の音楽の授業の思い出・・・・ 

             

小学校の音楽専科の先生は、一人一人をピアノの横に

立たせて、歌やハーモニカのテストをする先生でし

た。音楽の時間は、心臓がドキドキして体が硬くなり

とてもこわい時間でした。先生は音符通り「正しく」

歌えているか、ハーモニカがふけているかをチェック

していました。６年生になって今度は一人一人のリ

コーダーのテストがありました。しかも初見の楽譜で

の演奏です。楽譜なんてまともに読めないので、指は

震えるし、冷や汗は出てくるし大変でした。その時も

先生は「正しく」できているかを評価していました。

そんなことがあって、小学生のころは音楽は大の苦手

でした。 

大人になってから自由に音楽を楽しむことを覚えて、

好きになり、音楽は日々の生活を豊かにしてくれると

さえ思うようになりました。子どもの頃

「正しさ」にしばられず、演奏する「楽し

さ」を感じられたら、どんなによかっただ

ろうと思います。 

卒業式   公立中学校3/13  公立小学校3/23 

谷川俊太郎の「卒業式」の詩を思い出します。 

“ひろげたままじゃ持ちにくいから 

 きみはそれをまるめてしまう 

 まるめただけじゃつまらないから 

 きみはそれをのぞいてみる 

 小さい丸い穴のむこう 

    （中略） 

 卒業証書の望遠鏡でのぞく 

 きみの未来 “ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「フルートコンサート フォー バレンタイン」 

すごくよかったです。 毎年楽しみにしています。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

高崎市立久留馬小学校ＰＴＡセミナー「コーチング

セミナー」の講師をさせていただきました。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

4人までの個別指導 http://3tomo.net/ ←ＨＰで 

     

    ほめるは人のためならず 

 

先日、「ほめる達人研修」に参加して感じ

たことです。 

「情けは人のためならず」をもじって、［人をほめる

とめぐりめぐって、自分に返ってくるよ］というこ

と。ここで言う「ほめる」は、目の前の「人」や「も

の」「出来事」の「価値を発見」して、「伝える」こ

と。“ほめるとまず自分が変わる（観察力や感受性が

強化される）→自分が変わることによって、相手が変

わってくる(小さなことでもみとめてほめると、相手

のモチベーションが上がる）→相手を見る目が変わる

→それによって相手がまた変化してくる→自分が知ら

ないうちに輝いてくる”自分自身が、心の視野をいか

に広げて、相手のいいところを探していこうと心がけ

るかにかかってくる。これはトレーニングしないとな

かなか身につかないようです。人ってまず悪いところ

を見てしまう習慣があるとか・・・日ごろの自分の反

省をこめて、、、日々トレーニングですね。 
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今回は三千院方面に行き、近くの宝泉院にもふらりと

参拝しました。 

ここは立派な松のステキな庭園があり、その庭園は11
年前のＪＲ東日本のＣＭに使われたことがあるそうで

す。そこでお茶とお菓子をいただきながら住職さんの

お話を聞きました。そこは見上げると血塗りの天

井・・・伏見城で自刃した武将たちの霊を慰め、供養

のために自刃した場所のものを天井にして祀ったもの

だそうです。戦国の厳しい世の中で処刑場の意味の

「土壇場」を現代人は平気で「ドタンバでキャンセ

ル」「ドタキャン」と使っているが、それはあり得な

い言葉で、嘆かわしいことだという住職さんの話が印

象的でした。では今月のねこもも通心スタートです。 

こんにちは。いつもありがとうござ

います。年末年始の3日間京都に行っ

てきました。学問の神様の北野天満

宮で塾の小中学生の生徒さんの成績

向上と中3生の高校合格を祈念してき

たせきはた桃子です。 

  なぜか毎年12/30は私個人の映画の日！ 

今回は①「ニュー イヤーズ イブ」②「宇宙人ポー

ル」③「ミッションインポッシブル」の3本を観ました 

 

①この映画はタイムズスクエアのカウントダウン・イベ

ントに集まってくる人々の一人一人の人生模様を描いた

ものです。何人もの主役がいるこのような映画はグラン

ドホテル形式というのだそうです。 

これは「映画において同一時間及び同一の場所に集まっ

た複数の人間の行動などを同時進行的に一度に描く制作

手法のこと」と定義されています。 

ハル・ベリーが演じた、戦地にいる恋人を待ちながら、

タイムズスクエアの近くの病院で働いている看護士に感

動しました。 

②この後に観た「宇宙人ポール」は、なんだかばかばか

しいと思いながらも文句なく楽しかった。クールで陽気

な宇宙人とさえない2人組みが繰り広げる冒険の旅は宇宙

人と地球人の友情の始まりだったとか？ 

③これでもかこれでもかとアクションが続き、さすがに

見ていて疲れてしまいそうになりましたが、トム・ク

ルーズはカッコイイ！ 

宝くじおしゃべり音楽館 

      玉村文化センター にしきのホール 

 

天気のよい日曜日に行ってきました。 

東京ニューシティ管弦楽団の演奏あり、ピアノニス

トの小原孝さんの演奏あり、島田歌穂さんの歌あり

で、おまけに清水ミチコさんが司会役をやりながら

自分の新ネタまで披露してしまうという新春にふさ

わしく盛りだくさんのコンサートでした。 

塾生のＴくんが小原孝さんの弟子というご縁でこの

コンサートを紹介していただきました。 

小原孝さんのピアノを生で聞いたのは今回が初めて

です。松本隆作品の青春のメロディーの中から赤い

スイートピーや木綿のハンカチーフを繊細で美しい

ピアノ曲で酔わせてくれたかと思えば、スニーカー

ぶるーすを大胆に弾き、このギャップがたまらない

と思いながら、自分の青春時代に戻って聞き惚れて

いました。音楽大好きなやんちゃな少年が、そのま

まお茶目なおじさま(失礼をお許しください）になっ

た小原孝さん、これからも楽しませてください。 

「ぼくが小原先生に手紙を書いたんです」の言葉に

一瞬私は自分の耳を疑いました。 

これは何気なくTくんに「小原先生のところにレッス

ンにいき始めたきっかけは何？」と聞いたときに

返ってきた言葉です。私はお母さんがすべて準備し

たと思っていたからです。 

「えっ」と言葉を失っている私の横でTくんは「幼稚

園の時に初めて小原先生のコンサートにいって、す

ごいなと思い、次にいったのが小２でその時に手紙

を書きました。そうしたら返事が来て、レッスンに

いくようになったんです」とたんたんと話してくれ

ました。大物先生に自分から手紙を書いて、レッス

ンの約束までしてしまうなんですごい！これからのT
くんの活躍が楽しみです。 

★ほめる達人検定試験を受けてきました！3級習得で

す！ 次号で詳しくお知らせします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 
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こんにちは。いつもありがとうござ

います。プレゼントを持ってきてく

れるサンタクロースよりも、くじら

の中で人が暮らしている絵本の話し

を信じていた せきはた桃子です。 

今考えるとそんな馬鹿なと思うが、小さい頃の私は、

くじらはとてつもなく大きくて（町が一つ入るくらい

の大きさ）優雅に泳いでいるもんだと思っていた。 

くじらの中で、人はランプに灯をともして、くじらが

飲み込んだ魚を食べて、飲み込まれた人を助けて一緒

に住むようになっていた。 

絵本のこの話しの印象が強烈で、今でも頭の中に焼き

ついています。 

 

今度、晴れた日に沖に出てくじら

を見に行きたいと思っています。 

 

では今月のねこもも通心スタート

です。 

   ピタゴラスの定理が好きです！ 

 

中学３年生の数学で習うピタゴラスの定理

（三平方の定理）を使って解く問題が好き

でした。 

とてもわかりやすくて楽しいものでした。 

大人になって、ある時雑誌にピタゴラスの

ことが載っていることが目にとまりました。 

“万物の根源は数であると宣した数の絶対信仰者であ

るピタゴラスが円の完全性も説いている。 

「あらゆる立体の中でもっとも完全なのは球である。

球はどこまでも無駄がないからだ。だから雨粒は球体

をしておる。おそらくわれわれが住んでいるこの地球

も球体をしているであろうと私は思う。平面図形の中

で一番美しいのは円だ。実にもう完璧ではないか。」

とこのようにピタゴラスはガリレオ・ガリレイの唱え

るはるか2000年近く前に地球が丸いことを予言した“ 

心も球体や円のように丸い人になっていくと、人とし

て完成されるんでしょうね・・・ 

それにしても昔の人はすごい！ 

   「聖なる予言」 

      ジェームズ・レッドフィールド著 

      山川紘矢＋山川亜希子＝訳 

 

若い友人Ｙ子さんがこの本を紹介してくれました。

Ｙ子さんは高校生の時にこの本に出会い感動したそ

うです。今でも自分のバイブルとして何度も読み返

して、そのたびに心にしみたところにつける付箋

が、増えていくとか。 

これは主人公の自己発見の過程を冒険小説とし

て、フィクションのお話として描かれています。

主人公は「偶然の一致」に導かれ、冒険に巻き込

まれ思いがけない体験をしながら、南米ペルーで

発見された古文書の９つの知恵に出会って行きま

す。「知恵」は体験によって学べるもので、主人

公はまさに不思議な体験をしながら「知恵」を身

に付けていくのです。続編として「第十の予言」

「第十一の予言」今年の12月22日に発売された

「第十二の予言」と続きます。ぜひ、お読みくだ

さい。現在私も読んでいるところです。 

 

ひとつのことばでけんかして 

ひとつのことばでなかなおり 

ひとつのことばで頭がさがり 

ひとつのことばで心が痛む 

ひとつのことばでたのしく笑い 

ひとつのことばで泣かされる 

ひとつのことばはそれぞれに 

ひとつの心をもっている 

           北原 白秋 

 

皆さんは今年一年はどんな年でしたか？ 

震災があったり 

いろいろなことがありました。 

どんな時も、ことばは人を元気づけるもの、励ますも

のであることを忘れたくないと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

お知り合いの方で、塾を探している方がいましたら 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 
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こんにちは。いつもありがとうござい

ます。この時期になるとなぜか思い出

す・・・ 小学生だったころ 勉強も

できて、誰にでも優しくて、 イケメ

ンのＮ君が初恋だったことを・・・ 

せきはた桃子です。 

恋といえば、女子高校だったせいか、クラスメートに

恋されることが2回、ラブレターをもらうことが1回あ

りました。その頃の私は、やせていて背が高くショー

トカットでした・・・そのせいでしょうか・・ 

私はその時、ソルティーシュガーの山本コウタローさ

んに夢中になっていました。 

山本さんは、深夜ラジオの「パック・イン・ミュー

ジック」の金曜日の担当もしていて、聞くのが楽しみ

でした。番組で読んでもらおうとハガキをせっせと書

いていたことも懐かしい思い出です。当時山本さんが

受験雑誌などに自分の体験談や受験生へのエールなど

を載せていました。それに支えられていた自分がいま

した。  では今月のねこもも通心スタートです。 

「わかった！運がよくなるコツ」 

「あなたは絶対！運がいい」 

「あなたは絶対！守られている」 

新刊 

「あなたも宇宙とつながっている」 

          浅見帆帆子著 

浅見帆帆子さんの著書は読むと元気になれます！ 

自分が変われば周りも変わる。世界も宇宙も・・・ 

それにはまず精神レベルを上げること。精神レベルの

高さは「プラスのパワー」の量だそうです。 

例えば・周りの人に親切にする 

・小さなことにイライラしない 

・いつも笑顔で過ごす 

・その時、目の前にあることを一生懸命にする 

・すなおになる 

そして ・渋滞にはまったら→好きな音楽が聴ける 

・約束が延期になったら→楽しみが倍増される 

とプラス思考に切り替えることだそうです。 

「日常生活こそ本番なんだ」とあります。本番中に精

神レベルを上げていきましょう。 

「○○しなさい」以外の言葉って？ 

               Ａさんの話 

「早くしない」「勉強しなさい」命令形で子ど

もに声かけをしている自分がほとほと嫌になったＡさ

ん、わかっているけど、つい「○○しなさい」と言っ

てしまいます。でも、言っても言っても変わらない子

ども。言い続けなければならないストレス。それに代

わる言葉はないのだろうか？とある時から、お子さん

が学校から帰って、おやつを食べていると、「おいし

そうに食べているね」明日の準備を始めると、「ちゃ

んと準備しているね」と。もちろん、少しでも宿題や

勉強に向かうとすかさず、「勉強しているね」と伝え

ます。はじめは、「早くしてほしいな」ともどかしい

場面もあったそうです。それでも、一呼吸置いて、現

在進行形で伝えているうちに、気がついたことがある

そうです。「命令形は子どもの存在をまず否定している言

葉だなと思ったんです。『しているね』は、相手の存在を肯定

的に認める言葉なんだなと。そうすると、子どもが私

の言うことにも耳を傾けてくれるようになってきたん

です」と、確かに人は命令されてもなかなかやる気に

はなれないですよね。 

県立近代美術館 

    マルク・シャガール版画展に

行ってきました 

             

私の好きな画家の一人です。 

青・緑・赤の使い方がとてもきれいで、

構図もおもしろくて、いつまでも見ていたい絵です。 

20代の頃は、シャガールの絵を布地に印刷してドレス

にしたらどんなにかステキだろう！と とんでもない

ことを思っていました！？ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

腕時計をしない生活 

夏の暑い日に汗で時計のベルトで腕がかぶれてしま

い、それ以来腕時計をしなくなりました。かなり不便

を感じるのではと思いましたが、予想に反して、なく

ても特に不自由はなく、返って楽かも！？ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

 4人限定完全個別指導 http://3tomo.net/ ←詳し

くはＨＰで 
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脳の専門医が教える 

「４０代から上り調子になる人の７７の習慣」 

           霜田里絵著  文藝春秋刊 

 

「年齢とともに、脳細胞は減るばかり」は間違い。 

いくつになっても、脳は成長するのだそうです。 

でもそれには４０代からの脳は無茶がきかないので、

メンテナンスが必要。ではどうしたらいいの？と 

脳のメンテナンス法を教えてくれる内容です。 

生き生きした脳を作るには、よい生活習慣を取り入

れ、脳と心身をきちんとメンテナンスしながら、脳に

豊かな経験をさせてあげることだそうです。 

そのための７７の方法の中からいくつかを紹介しま

しょう。 

・ネガティブな感情は上書きをして消そう 

・一日一杯の赤ワインを飲もう 

・鰹節をどんどんトッピングしよう 

・６時間以上の睡眠時間をキープしよう 

・モーツァルトを聴こう 

・音楽のある生活を取り戻そう 

・月に一度は名画鑑賞デーを設けよう   など 
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います。 

朝晩はずいぶん涼しくなりました

ね。「食欲の秋」で、体脂肪率が

３％も増えてショックを受けている

せきはた桃子です。 

ショック受けたと言えば、子どもの頃によく言われて

いた言葉があります。 

それは「お店の子なのに おとなしいね とか 静か

だね」です。（両親が雑貨屋をやっていた） 

この言葉を聞くたびに、お店の子はいつもにぎやかで

チャキチャキしているわけではないのにと思っていま

した。でもお店でのひとり遊びは好きで、叱られなが

らもいろいろなことをしていました。 

ある時、母のだぼだぼの服を着て帽子をかぶり、外に

出てから「ごめんください｣とお客の振りをしてお店に

入りました。母親が珍客に一瞬驚いていましたが「な

んだ、桃子か」とすぐにばれました・・・ 

そんな茶目っ気もあったことを思い出しました。 

では今月のねこもも通心スタートです。 

 13歳からの進路脳 

「どうすれば頭がよくなりますか？」 

        茂木健一郎著  世界文化社 

 

 「勉強すればするほど頭は柔らかくなる…ただ

し柔らかいだけでも足りない、芯が必要」 著者

はこのような考えの中で「なぜ勉強するのか？」

の問いに「自分の芯を鍛え、世界に柔らかく適応

するため」としています。 中学生13歳は、思春

期の始まりでいろいろな疑問がわいてくる頃で

す。そうした問いに脳科学者・茂木健一郎が真正

面から答えているので、説得力があります。 

この中で「脳の無限の可能性｣のことも説いていま

す。「人間の脳のもっとも素晴らしい性質は、変

わることができるということだ。脳はオープンエ

ンドで（ここで成長は終わり）なんてことはな

い。一生成長し続けることができる・・・

未来を無限にし、人生を自由にする」との

こと！なんだか元気がでてきませんか！ 

マンドリンのまち 前橋  

       朔太郎音楽祭に行ってきました。 

小雨が降る中を母と、朔太郎文学館でのミニコ

ンートに出かけました。青葉マンドリン五重奏団

の軽やかな演奏と、朔太郎作曲の「機織る乙女」

の独奏があり、楽しいひと時を過ごしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

依頼されて講師をさせていただいています。 

前橋中央公民館 はぐはぐ教室「コーチングセミ

ナー」全２回 

大泉町教育委員会 働く親の学級「子どもの力を

引き出すコーチングセミナー」全３回 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

オリジナル教材使用の絵本つくり教室 

１１月１２日(土）13：15～15：15 
前橋プラザ元気21 ３階 市民支援センター会議

室 小１～大人まで 色鉛筆持参 要予約 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

個別指導 http://3tomo.net/ ←詳しくはＨＰで 
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います。 

去る9月11日は、東日本大震災から半

年、アメリカの同時多発テロから10
年です。いろいろと考えずにはいら

れないせきはた桃子です。 

この節目の9月に紀伊半島を襲った台風１2号の傷あと

もすさまじいものがありました。その後15号も猛威を

振るいました。一日も早い復興をお祈りいたします。 

 傷といえば、規模が小さくて恐縮ですが、小さい頃

に私はおでこの右側に縦に傷をつくってしまったので

す。それが不思議なことに成長とともに傷がだんだん

と上に移動していき、中学生のころにはすっかり見え

なくなりました。ところが20歳を過ぎた頃、その傷が

少し下がってきて1センチくらい見えるようになった

のです。顔の皮膚ってこのように伸びたり縮んだりす

るんだとへんに感心したものでした。皆様、お顔の傷

にはお気をつけください。 

それでは今月のねこもも通心スタートです。 

もっと高く飛べるはず！？ 

 

これは小学校1年生の頃、家業の雑貨

屋の店内の通路で遊んでいた時に思っ

たことです。 

当時通路の両側に洗剤の箱が積んであ

り、両側の箱に右手と左手をかけて、体重をささえ

て足を浮かせて、人間ブランコのようにして遊んで

いました。家の人もお客様もいない時に。ある日い

つものように遊んでいる時に勢いよく両足を振って

みると体が宙を舞う感覚がとても気持ちいい・・・ 

もしかして両手を放したら「もっと高く飛べるは

ず！」と思ってしまい、両手を放してみた。 

そんなはずはない・・・・ 

コンクリートの土間におでこから落ちて3針縫うこ

とになった。それがおでこの傷です。 

なぜそこで「もっと高く飛べるはず！」と思ってし

まったのだろう？ 

未だに謎の一つです。 

「中学時代にしておく50のこと」 

「高校時代にしておく50のこと」 中谷彰宏著 

                  ＰＨＰ出版 

今の自分が読んでもなるほどと思うところが多

い。もしも自分が中学・高校のときに読んでいた

ら、人生がもっと豊かになっていたかも・・と

思った。だから、今 中学生、高校生の人にぜひ

とも読んで欲しいものです。 

～～～～ 

将来の夢を探している人がいます。もう夢があっ

て、どうやって実現すればいいか、一生懸命考え

ている人もいます。未来に起こることは、高校時

代に全部やっているのです。未来は、今、全部起

こっています。気づいていないだけです。・・・

親や先生にほめられたことが仕事になるわけでは

ありません。親がトントンと階段を上がってくる

時に机の中にこっそり隠すものあるはずです。そ

れで夢を実現できるのです。 

    ～～～「高校時代にしておく50のこと」より  

将来なりたい職業は？ 

 

ベネッセ教育ニュースによると 

男子のなりたい職業の第1位は、小・中学

生で「野球選手」、高校生で「学校の先生」。女

子は小学生で「ケーキ屋さん・パティシエ」、

中・高校生で「保育士・幼稚園の先生」。 

今回の調査結果では、将来なりたい職業が「あ

る」と回答した子どもが、5年前より減少。小学

生63.4％→58.1％、中学生62.0％→54.2％、高校

生66.8％→50.6％と、特に高校生の落ち込みが目

立つことから、ここ数年の経済状況・雇用状況を

反映している可能性も考えられます。 

今、職業体験ができる東京のキッザニアでは消防

士 と警察官が大人気だそうです。東日本大震災 

での活躍を子どもたちは 見ているのです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

個別指導 http://3tomo.net/ ←詳しくはＨＰで 
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こんにちは。いつもありがとうござ

います。 

前橋では気温が少し下がって過ごし

やすい日になりました。この涼しさ

が嬉しいせきはた桃子です。 

涼しいところでお昼寝をしたいですね。 

昼寝と言えば、旅に出ての一番の私の楽しみは、早め

に宿に戻って昼寝をすることでしょう

か。 

それと周辺を散策することです。 

散策といってもまず、ねこを探します。 

けっこうねこがいるんですね。 

先日もちょっと出かけて食事をしていた時、ふと外を

見ると木陰でねこが両手足（あれっ、ねこは足だけで

すよね）伸ばして、指も広げて伸ばして昼寝をしてい

ました。 

あまりにも気持ちよさそうなので邪魔しないように写

真を撮りました。 

それでは今月のねこもも通心スタートです。 

映画「ツリー・オブ・ライフ」 

 

 

休みの日に「ツリー・オブ・ライ

フ」を観てきました。タイトルに

惹かれたのと監督が哲学者だというので興味を持っ

て、観てきました。 

 

 「人生で成功するには力が必要だ」という父親と、

「私欲を捨て慈愛を持って生きよ」という母親の間で

常に揺れ動く息子。 

父親と息子の葛藤、家族の葛藤。 

それは宇宙創成 地球誕生 生命誕生 人類誕生から

連綿として続いている「人としての課題」と思わせる

ようなストーリー展開。 

観る側によって解釈の仕方はいくらでもある奥の深い

映画であった・・・ 

父親役ブラット・ピット 後の息子役ショーン・ペン 

母親役 ジェシカ・チャステイン 監督テレンス・マ

リック 

上を向いて歩こう  作詞：永六輔 作曲：中村八大 

 
 上を向いて歩こう 
 涙がこぼれないように 
 思い出す春の日 一人ぼっちの夜 
 
 上を向いて歩こう 
 にじんだ星をかぞえて 
 思い出す夏の日 一人ぼっちの夜 
 
 幸せは 雲の上に 
 幸せは 空の上に 
・・・・・・・・・ 

・・・・・・・ 
坂本九がこの歌を歌ってから今年で50年だそうです。 

これは、失恋をした友を励ますために、永六輔がこの詩

を書いてプレゼントしたといわれていますが、 

この歌に関して20数年前に私はとても不思議なエピソー

ドを耳にしました。それは「この歌は神様のメッセージ

がこめられた歌だ。幸せは雲の上に 幸せは空の上にの

ところは、上に、上に、神様に目を向けなさい。そうす

れば幸せになれるよ」と。それ以来私は辛いことがあっ

ても下を向かないで、上を向くようにしました。 

子どもたちのやる気を引き出す 

 

「動機は不純」でもこれだけ子ど

もたちがやる気になって、取り組

めたことが素晴らしい！ 

これは２年前に観た「おっぱいバ

レー」タイトルもちょっといかがわしい映画の感

想です。動機は先生との約束だったのかも知れな

いが、やる気が持続したのは先生と生徒の信頼関

係がかたまっていたからと確信しています。 
あらすじは、実話を元に1979年の北九州市の公立中学

校。新任教師の美香子は廃部寸前のやる気のない男子

バレー部の顧問になった。しかし、思春期まっさかり

で、女性の裸を見ることしか頭にない部員たちに、美

香子は優勝したらおっぱいを見せる約束をしてしま

う。以来、俄然やる気を出して部活に励むようにな

り、少しずつ成長を見せる男子バレー部の話。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

三友学習塾は生徒さん募集中！小１(年長）～中３ 

個別指導 http://3tomo.net/ ←詳しくはＨＰで 
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こんにちは。いつもありがとうござ

います。 

「なでしこジャパン」世界一になり

ました！素晴らしいです！得点を決

めた沢選手のシュートは神技？と

思っているせきはた桃子です。 

サッカーのワールドカップで「なでしこジャパン」

はついに優勝を果たしましたね。「21世紀は女性の

時代だ」と言われていますが、まさにその通りです

ね。これからも各分野での女性の活躍が期待できそ

うです。 

子どもの頃から運動があまり得意でなかった私は、 

高校生になって部活動選択する際に、運動部に入部

したいと思いました。ついていけるかどうかどうか

が心配だったので、誰もが高校生になって始める運

動部を探すと「弓道部」がありました。部活動は楽

しかったのですが、上達への道のりが長く、時間が

かかりました。休まず3年間続けたことだけが誇り

でしょうか・・ 

では今月のねこもも通心スタートです。 

W3 ワンダースリー 

           手塚治虫著 
 

私が小学生だった頃、テレビで「鉄腕ア

トム」や「ジャングル大帝」などが放映

されていました。手塚マンガはどれも好きでしたが、

中でも「W3（ワンダースリー）」は特に印象に残って

います。 

ストーリーは、戦争が絶えない野蛮な人類を滅ぼすべ

きかどうか、銀河連盟から派遣されて地球調査に来た3

人の宇宙人は星真一と出会って1年をすごし友情を深め

ていく。3人は最終的には反陽子爆弾で地球爆破の命令

を受けるが、命令に背いて地球を救う。命令違反で流

刑に処せられ、流刑地として地球を選択して人間に変

身して地球におりたつ。光速の何倍というスピードで

もどったのでタイムスリップして過去にさかのぼり、

３人の宇宙人は人間の姿で真一と出会う。 

最終回のシーンは今でも覚えています。記憶を消され

てしかもへそがない3人が真一と出会い、これからどん

なことが始まるのかワクワクしたものです。人や地球

にいつも愛情いっぱいの手塚漫画は大好きです。 

「水からの伝言」   江本勝著 
 
前回のご飯の「言葉の実験」の元になる

書籍がこれです。 

著者江本勝らによる独自の方法で撮影し

た水の雪花状の氷の結晶の写真が多数収録されていま

す。 

それは、水の結晶を作る際に「ありがとう」や「平

和」などの言葉をかけると美しい雪花状の結晶ができ

て、「ばかやろう」や「戦争」などの言葉をかけると

ぐずぐずに崩れた汚い結晶ができるという内容を写真

で説明しています。「言葉のかけ方」は、紙に言葉を

書き、水から見えるように文字の書かれた面を内側に

して、水をいれた瓶に貼る方法です。 

この実験を科学的ではないからといって否定的な意見

の方もいらっしゃいます。 

科学的かどうかは別として、水やご飯でこれだけの違

いがでるわけですから、人同士で使う言葉にも、影響

があることは言うまでもないことだと思います。毎日

毎日「ありがとう」などのいい言葉だけをいい続けた

いですね！ 

セミナーをさせていただきました。 
 

6月 西部教育事務所「 放課後子ども教室安全管

理員等研修会」子どもと心を通わせる関わり方 

7月 高崎市塚沢公民館「子どものやる気を引き出

すコーチングセミナー」 

①基本を身につけてよりより親子関係をつくろう 

②子どものよいところをたくさん見つけて伸ばして

いこう 

参加者の方たちが熱心で一人一人たくさんの気づき

があり、私も楽しかったです。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

小中学校のＰＴＡセミナーや家庭教育学級などの 

セミナーの依頼なども受け付けております。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

三友学習塾は生徒さん募集中！（小1から中３） 

夏期講習の受講生さんも集中です！ 

小学生対象「読書感想文の書き方教室」も開催 

詳しくはこちらへ→http://3tomo.net/  
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こんにちは。東日本大震災の復興の兆

しが少しずつ見えてきたこの頃です

が、おかげ様で三友学習塾はこの春で

開設１7年目になりました。皆様のご

指導とご協力の賜物と、感謝の気持ち

でいっぱいのせきはた桃子です。 

三友（さんとも）学習塾誕生のきっかけは？ 

今から16年前の1995年の春に東京から前橋に住まいを

移しました。それまで東京で大手学習塾の講師をして

いた私に、親類の中学生の学習指導を頼まれました。

それがもとになって様々なご縁でお子さんたちが集ま

り、日吉町のマンションの1室で三友学習塾の前身であ

る「寺子屋石黒学習塾」が始まりました。その後順調

に生徒さんが増えて手狭になってきました。ちょうど

実家の荒物雑貨三友商店はスーパーなどに押されて売

り上げが激減して、なおかつ両親は高齢になり、店を

閉じることになりました。12年前の1999年に住吉町の

三友商店跡地に学習塾を引越し、名前を継ぎ「三友学

習塾」となりました。今年の春は日吉町から始めて17
年目のスタートです。 

三友（さんとも）の名前ってどこからきたの？ 

 

実家の「三友商店」の名前を継いだの

ですが、この三友の由来は私の祖父の

出身地と名前からきたものです。 

祖父は愛知県三河郡（みかわ）出身

で、名前は石黒友之助（とものすけ）

といいます。三河の「三」と友之助の

「友｣をたして「三友」となったそうです。 

しかし、この三友を「みとも」でなくて「さんとも」

と読ませたのは未だに謎です。 

 

三友商店は日用品雑貨を扱っていて、今で言うとコン

ビ二エンスストアのようなものでした。年中無休で朝

は7時から店を開けて夜は10時まで開いていました。 

石鹸1個、歯ブラシ1本の商売を祖父母と両親は近所の

人のために続けました。 

私は三友学習塾で「学力向上と人間力向上で学校では

もちろん社会でも生き抜く力を持つ子を育てること」

を地域の人のために続けたいと思っています。 

キャンペーン中 

三友（さんとも）は生徒さん募集です～ 

 

お知り合いやお友達で塾をお探しの方

がいらっしゃいましたら、ぜひ紹介し

てください。 

 

その方のお子さんが入塾しましたら、紹介してくだ

さったあなたには「お礼」として、その方には「入

塾祝い」として、お二人に図書カード（2000円分）

をプレゼントいたします。 

 

三友（さんとも）学習塾 

前橋市住吉町のるなパークから北東に歩いて4分 

【４人限定個別指導】（幼稚園年長

も）小学生・中学生対象で、一人一人

にオーダーメイド授業をします。作文

や小論文の授業にも力を入れていま

す。詳しくは三友学習塾のＨＰ 

 → http://3tomo.net/ 

三友（さんとも）の今はどうなっているの？ 

 

現在は教室のレイアウトを変えて、 

１クラス定員４名の完全個別学習対応に 

なっています。 

事前に保護者の方や生徒さん本人の話や希望をとこ

とん聴いて、オーダーメイド授業を作成します。 

さらに上を目指す生徒さんや勉強が苦手な生徒さん

などさまざまな個性を活かしながら、周りを気にす

ることなく自分の課題に集中して取り組むことがで

きます。それぞれのペースで確実に成果を出せるよ

うに工夫を重ねています。 

また自習室を設けて自由に使えるようにしていま

す。自習室を利用することはお勧めです。 

家で勉強しようとしてもテレビ、ゲーム、本など案

外誘惑が多いものです。そういうものからいっさい

切り離された空間で集中して勉強しましょう。 

勉強のコツの一つに集中力と勉強量の大切さがあり

ます。やり方がわかっても自分のものになるまでは

たくさんの勉強量が必要です。 

   号外 
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こんにちは。いつもありがとうございま

す。東日本大震災では厳しい状況が続

き、心痛む毎日です。被災された方々の

お見舞いを心より申し上げます。         

「がんばろう  日本！」と叫んでいる  

せきはた桃子です 

そして、被害にあわれた皆様の一刻も早い復興を心より

お祈り致します。微力ではありますが、三友学習塾でい

ただいた月謝の一部を被災地にお送りしました。 

こんな中でペットも大変な思いをしているようです。 

学生時代の友達で、青森県三沢市に住んでいるＴさんの

飼っているねこのぽてとちゃんは地震のストレスで嘔吐

下痢になってしまったそうです。Ｔさんが看病をして、

やっとぽてとちゃんは安心して眠ることができた・・ 

動物でさえこのようなストレスを抱えてしまうのですか

ら、被災された方々のストレスははかり知れないことと

思います。また被災地に住んでいなくても“疑似被災”

ともいえる心理状態になっている人が、日本全国に増え

ているそうです。とにかく日本が元気になるように皆で

力を合わせましょう。ねこもも通心スタートです。 

私の好きな先生  シリーズ⑤ 

 

なんといっても大学時代の持田先生が一

番印象に残っています。 

高校卒業後、私は某大学の建築科に入学

しました。安易な理由から選んでしまっ

た大学のため、最初は勉強意欲もあまりなくて、こん

なことではいけないと悩んでいました。そんな中でゼ

ミで持田先生と関わるようになりました。先生は淡々

と学問の面白さや、一つのことはすべてのものにつな

がっている事や、一つ一つのことには意味があること

など具体的な事例をあげてを話してくれました。それ

らがとても興味深く、私の中に「学び」のスイッチが

入りました。ゼミでいろいろな角度から「人」に焦点

をあてて建築を学んでいくうちに「人と関わる、人と

影響し合う仕事、、先生になりたい」と思い始めまし

た。大学卒業後は他の大学の通信教育部に編入学して

小学校教諭と幼稚園教諭の免許を習得しました。そし

て、今このように三友学習塾で楽しく仕事ができてい

るのは、持田先生のおかげです。 

さくらさくらコンサートに行ってきました。 

 

まだ桜の開花には少し早い４月の第一日曜日に母とさ

くらさくらコンサートに行ってきました。これは「岡

さやかspring live」で松島絵里奈さんと三友学習塾の

卒塾生の小原里咲さんがゲストでマンドリンを弾きま

した。今回は和のステージということで３人が色とり

どりの着物姿での出演でした。春らしく華やかなス

テージでした。 

東日本大震災ではまだまだ余震が続く大変な中で、３

人の熱意で、コンサートを中止にしないで開催された

ことは本当に意義あることだと思いました。こんな時

だからこそ音楽、音霊の力を皆さんに広めて行くこと

はとても大事なことだと思います。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

家庭菜園を始めました。 
家族で話し合って、庭の花壇の一部を家庭菜園をするこ

とを決めました。休みの日には皆で１時間くらい汗を流

して畑を作っています。ちなみに今の季節はジャガイモ

を植えています。これからが楽しみです。 

【勉強のコツ】   

      シリーズ③ 

 

寝る前の勉強が効果的との論

文が発表されているそうで

す。脳研究者の池谷裕二・東大准教授によると睡眠は

脳の情報を整えて記憶を強化するために必須な過程

で、特に再生しているのは寝る直前の時間帯の情報だ

ということです。 

自分の経験から言うとどうしても覚えなければならな

いことは、寝る直前に何度も確認してから寝て、翌朝

もう一度確認して仕上げた。このようにすると良く覚 

えられたのは、脳の働きにあっていたのですね。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

三友学習塾では塾生を募集しています。 

知り合いやお友達で塾をお探しの方がいらっしゃいま

したら、ぜひお知らせください。 

三友（さんとも）学習塾     前橋市住吉町の

【１クラス４人限定で個別指導】小学生･中学生対象 

ホームページ     http://3tomo.net/ 
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こんにちは。いつもありがとうござい

ます。少しずつ春らしくなってきまし

たね。胃カメラ検査だけはやりたくな

いと思っていましたが、先日、意を決

してその検査をしたせきはた桃子で

す。 

というのもここ一ヶ月くらい胃が荒れているようで気

持ちが悪かったのです。健康だけがとりえの私なのに

どうしたのだろう？何か悪いものでもできてないとい

いけど・・前回胃カメラ検査で鼻から入れると痛くな

いですよといわれてやったのはいいけれど、痛いし鼻

血は出てしまったし・・だから検査はしたくない・・

だけどしなくっちゃ・・今回はかなり覚悟をしていき

ました。そうしたらアーラ不思議、痛くもないし鼻血

も出なかったのです。それは先生のやり方にあったの

です。前回の先生は力づくで入れようとしましたが、

今回の先生は様子をみながら少しずつ少しずつ丁寧で

した。こんなにも違うのねと感動すら覚えました。検

査結果はポリープがありましたが心配ないとのこと。 

そんなこんなで今月のねこもも通心スタートです。 

「食育」について   シリーズ① 

 

いろいろなところで「食育」という言葉

を聞きますが、「食育」は単に「食」に

関する知識だけを学ぶのではなく、毎日の食卓に

上る食材が育った大地、水、空気、太陽、そして

季節や風土に対して興味を持つことでもありま

す。また豊かな自然によって育まれる命の素晴ら

しさ、愛おしさを学ぶこと、すなわち心を育てる

ことでもあります。   まえおきはさておいて 

あるお母様がこんな話をしてくださいました。 

それは中高一貫学校で、６年間 おかあさんの手作

り弁当を食べた生徒さんとお金だけもらって学食

で食べた生徒さんの成績を調査した内容でした。 

もう想像がついたかと思いますが、手作り弁当の

生徒さんのほうが成績の伸びがよくトップクラス

の国立大学に入学した人も多かったとか。 

お母様が子どものことを思って作ったお弁当の力

は、学業成績でも現れるのですね。 

まちねこってステキ   シリーズ④ 

 

私が子どもの頃に住んでいた家は、庭に 

トイレがありました。何でも祖父がある人

に家の間取りを見てもらったところ、トイレは庭につ

けて方がいいといわれたそうで、母屋とは別にトイレ

がありました。しかも当時はトイレには電気設備がつ

いてなかったのです。（昭和４０年代初めのことです

が・・） 

そのようなことから夜中のトイレは恐怖でした。 

ところが、小学生のある時、夜中にお腹の調子が悪く

なり、トイレに行きたくなりました。勇気を出して懐

中電灯を持って、勝手口から庭に出てトイレに向いま

した。見上げると月は高く遠くにあり、不気味だった

のを覚えています。そんな時どこからともなく一匹の

ねこがやってきて、トイレまでついて来てくれたので

す。用を済ませているあいだねこはトイレの外で待っ

ていてまた勝手口までついてきてくれました。そし

て、どこかに消えてしまいました。  子どもの頃の

ねこに助けられた真夜中の出来事でした。 

【勉強のコツ】   シリーズ② 

何はともあれ、お母さんが作った 

ご飯をしっかり食べましょう。 

それが勉強のための基礎力になる

のですね。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

三友学習塾では塾生を募集しています。 

知り合いやお友達で塾をお探しの方がいらっしゃ

いましたら、ぜひお知らせください。 

三友（さんとも）学習塾  

前橋市住吉町の【４人限定個別指導】小学生・中

学生対象で、保護者様や生徒さんのお話をとこと

ん聴くことを大切にして、一人一人にオーダーメ

イド授業をします。学力向上、人間力

向上を目指して、学校でも社会でも自

立して生き抜く力を育てる塾です。自

習室は無料です。詳しくは三友学習塾

のＨＰ → http://3tomo.net/ 
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こんにちは。いつもありがとうござい

ます。少しずつ暖かくなりましたね。 

先日、日本一短い手紙のコンクール

「新一筆啓上賞」が発表されました。 

手紙っていいなあ～と改めて思い、心

が温かくなったせきはた桃子です。 

手紙といえば、実は私は友達のラブレターの添削をし

たことがあったんです。内緒の話ですが・・・もうだ

いぶ前の話です・・・そのおかげで（？）友達のT子
さんは結婚して、幸せに暮らしています。 

T子さんの好きなO君は、T子さんに興味がない様子。 

それでT子さんはラブレターを書いたので、私に下書

きを見て欲しいと持って来ました。遠まわしに表現し

ていて何が言いたいのかわからない手紙でした。「私

だったらこんな風にもっとストレートに書くよ」と添

削（？）などして渡すとT子さんはそのとおりに書き

直しO君に郵送したそうです。その結果 なんと結婚

となったのです・・手紙の力はすごい！ 

・・・今月の「ねこもも通心」スタートです 

●フルートコンサート フォー バレンタイン 

 

先日、前橋文学館において「フルートコン

サート フォー バレンタイン」がありま

した。 

雪が降る中を母と歩いて会場に入り、外の

寒さを忘れさせてくれるステキなコンサートでした。 

鶴淵千景さんのフルートの演奏で全く別の世界に誘わ

れ、とても快く夢の中にいるようでした。フルートの

表現力は素晴らしいものです。 

それを支えている田中悠一郎さんのピアノの伴奏も素

晴らしい。すごい曲をさらりと弾き、主役のフルート

を前面に押し出して、あくまでも脇に徹していまし

た。音楽は人を癒してくれますね。実はコンサートに

出かける前は母も私もちょっと体調が悪かったのです

が、帰り道はそんなのはどこかにいってしまって、二

人してるんるんして帰りました。 

鶴淵千景さんは三友学習塾に通っているT
くんのお母様です。ぜひまたコンサートに

出かけたいです。 

●私の好きな先生  シリーズ④ 

 

シリーズ②のところでも少し紹介した

小学校４年生の時の先生です。鮮明に

印象に残っています。 

ある日、体育の授業でとび箱をとぶと

きに先生が「絶対とべる！」と声をかけてくれたので

す。そうしたら今までとべなかったのになぜかとべた

のです。それがうれしくて、１段高いのも２段高いの

にも挑戦するとラクラクとべたのです。。 

先生の声かけのおかげで、何事も自信がなかった私が

自信が持てるようになったのです。勉強も同様です。

先生の声かけってすごいです。 

それまではものすごく引っ込み思案だった私は当時友

達もいなくて、学校では誰ともしゃべらない子でし

た。かといって家でもそんなにしゃべるわけでもなく

て、常に一人でぽつんとしていました。本を読んだ

り、絵を描いたりするのが好きなくらいで、いつもぼ

んやりしていました。そんな状態から先生の一言で、

少しずつ変われたのです。 

●わくわく指導者セミナー   

ー自分のよさを活かしたコミュニケーション術ー 

           群馬県青少年会館 
 
雪が降った次の日に講師をさせていただ

きました。 

コミュニケーションのとり方は人によっ

て違うことから、その「違い」を活かすことが大事

というお話をしました。今回は地域の子ども会や育

成会、ボランティア、サークルなどで日ごろ子ども

たちと関わっている人たちのためのものでした。 

皆さん熱心な人たちばかりで、セミナーの中からた

くさんの気づきや新たな発見などをお持ち帰りでき

たようです。 
子どもの頃に「自分がされたらうれしいと思うこと

を人にもしなさい」と教わった記憶があります。こ

れは確かにそういうこともありますが、そうでない

場合もあるんですね・・・  違いがあるからこそ

人と関わることは面白いことだし、それをお互いに

認めて理解すればよりよい関係が築けますね。 
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こんにちは。いつもありがとうござ

います。 

2011年が始まりましたが、皆さんは

今年の初夢はどんな夢だったでしょ

うか・・・     なぜか俳優の

妻夫木聡が出てきた夢を見てしまっ

たせきはた桃子です。 

夢といえば、今でこそ見なくなりましたが、だいぶ前

までは高校のときの英語の授業の夢をみてうなされて

いました。 

高校の英語の授業はとても厳しくて丁寧に予習をして

おかないとついていけませんでした。というのも先生

は初めから生徒に「教えること」をしないですべて調

べさせ、それを発表させる形の授業をしていました。

それもいつ指名されるかわからないという心臓どきど

き状態で授業は進んでいくのでした。当時は英語が得

意でなかったこともありますが・・・ 

では今月の「ねこもも通心」スタートです。 

●私の好きな先生  シリーズ③ 

 

好きな先生というよりも絶対に忘れられないのが高校

の時のその英語の先生です。 

新しい文法や日本語訳はすべて生徒を指名して発表さ

せたのです。①「いいですね」②「そうね」でもここ

は～ね。③「うーん」これは～ねと説明を始める。 

先生の反応はこの3種類だけでした。 

そんな授業の中で先生が一度だけ自分自身の話をして

くれたことがありました。 

それは「苦手なことをやり始め、気がついたら英語の

教師になっていた」という話でした。先生は学生時代

に数学が大好きで数学の問題を解くコンクールなどに

出ていたのだそうですが、ある時好きなことばかり

やっていたのではいけないと思い、苦手な英語をがむ

しゃらに勉強しだしたそうです。その話に私は衝撃を

受けました。だから先生は生徒に自分で調べて勉強す

る習慣を身につけて欲しいと思っているのではないか

と。その先生のおかげで私は自分で調べて勉強する

きっかけができ、習慣化になっていったのです。 

●町ねこってステキ  シリーズ③ 

 

ねこって不思議な力を持っていますね・・・ 

今までねこに助けられてきたことが何回かありまし

た。私だけでなくて友だちもそうでした。 

もうずいぶんと前の話ですが、友達のS子さんがお見

合いをして、「とても感じがよくていい人なんだけ

どどうしよう」と私のところに相談に来ました。 

「いい人なら決めちゃえば」というと「そうなんだ

けど本当にこれでいいのかなとも思う」といって

迷っているのです。それから何日かしてS子さんが

「私結婚することに決めたわ。」というのでびっく

りしていると「先日、その彼が家に遊びに来てソ

ファーに座ったとたんにミーちゃん（S子さんのね

こ）が彼の膝の上に乗って寝ちゃったの

よ」と「ミーちゃんは気にいった人の膝

の上にしか乗らないから。ミーちゃんに

気にいられた彼なら大丈夫」と思って結

婚を決めたそうです。なにはともあれ 

今でも仲のよいご夫婦です。 

●【勉強のコツ】  シリーズ① 

 

【勉強のコツ】数字は丁寧に書きましょう。   

自分で書いた数字を読み間違えてしまう時が

あります。やり方や考え方はあっているのにもったいない

です。  
 

これって意外と多いのですね 

数字を自分で読み間違えて書いたり、マイナスを

付け忘れたりとか ここのところを気をつけるだ

けでもテストの時に１０点くらい差が出ます。 

 

 

【勉強のコツ】ノートづくりは大切です。どのよ

うに解いたのかを書いておくといいですね。 

 

どのように解いたのかきちんと説明できるともっ

といいですね。それが勉強を定着させるコツです

ね。 
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●町ねこってすてき！ ② 

 

もうずいぶんと前の話になりますが、ねこ

とこんな思い出があります。 

それは私が22,23の頃で、失恋をした翌日の

ことでした。その日は日曜日で朝から何も

やる気が出なくて、どうすることもできずに 

実家の縁側に腰をかけてぼんやり庭を眺めていまし

た。すると、一匹のねこがつつっとわたしのところに

よってきて、ひょいっと膝に乗ると丸くなって眠って

しまいました。あまりに突然にしかもねこ自身が当然

のように来たのでびっくりしました。それは近所でも

見たこともないねこでした。 

しばらくすると膝から伝わってくるねこの暖かさとや

わらかさで、なんだか私は気持ちが癒されて元気に

なっていくのを感じました。涙も乾いて、「もう、泣

いてもしょうがないか」と思った時にねこはどこかに

行ってしまいました。いつまでも私の膝の上に猫の重

みと暖かさが残っていました。その後ねこに会いたく

て探しましたが、見つかりませんでした。 

●群馬マンドリン楽団第４６回定期演奏

会に 

 行ってきました。 

 

定期演奏会はいつもとても楽しい。 

マンドリンの演奏はいうまでもなくすばらしいし、演

奏会全体の進め方もバラエティに富み、サービス精神

満載です。とにかく観客の心をわしづかみにして離さ

ない 

今回もマンドリンの独奏、1945年の広島の一人の少女

の実話を元にした歌と詩の朗読、そこから憲法音頭と

「我が窮状｣の歌。「憲法キュウジョウ」と「我が

キュウジョウ」を絡めて世界の平和を願う。戦争のな

い世界になって欲しいと心から願う。萩原朔太郎作曲

の「機織る乙女」を三友学習塾の卒塾生のＲちゃんが

見事に独奏する。最後はステキなギターとマンドリン

の演奏で締めくくる。 

夢のような時間でした。主宰の両角氏が進行を考える

のだそうですが、いつも天から今回はこれをしようと

アイデアが降りてくるとか･･･・・・またまた次回は

どんな展開になるのか・・・とても楽しみです。 

●前橋テルサで 

「パパママコーチングセミナー」を行い

ます。 

対象：子育て中のお父さん、お母さん                    

教育関係者など  コーチングの基本を学

びたい方もどうぞ。 

  興味のある方はぜひご参加ください。 

 

①「コーチングの基本を身につけて、子どもとよりよい関係

をつくろう」   

   H23  1/22(土)  10:00～12:00 

②「子どもの良いところを見つけて、伸ばしていこう」 

   H23  2/19(土)  10:00～12:00 

③「子どもの夢や目標をはっきりさせて、具体的な行動に

つなげよう」 

   H23  3/19(土)  10:00～12:00 

 

場所：前橋テルサ（前橋市千代田町2-5-1）4階 

 ・お申込み・お問合せ 

カルチャーフロント（TEL 027-231-3211） 

こんにちは。いつもありがとうご

ざいます。 

２０１０年も残り少なくなりまし

たが、皆様はどんな年だったで

しょうか。 

とにかく目まぐるしい一年だった

せきはた桃子です。 

今年の干支のとら年生まれの有名人は 

徳川家康、ベートーベン、コロンブ

ス、マルコポーロなどです。 

 

うさぎ年生まれの有名人はミケラン

ジエロ、ナポレオン、

キュリー夫人、アインシュタインなど

です。 

ちなみに私はさる年生まれ。この年生

まれの有名人は豊臣秀吉、松尾芭蕉、

ゴーガンなどです。・・  では今月の 

  ねこもも通心スタートです。 
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●前橋中央公民館 はぐはぐ教室 で 

「子どもの力を引き出すコーチングセミナー｣ 

テーマ ー 子どもともっと仲良くなろう － 

講師をさせていただきました。 

 

今回は二回連続で、①「コーチングの基本」と 

②「子どもの未来と自分の未来をビジュアライズ

（絵を描く、イメージする）しよう」をしました。 

 

①コーチングの基本はとことん相手の話しを聴い

て、相手を認めて、相手のためになる質問をする(自
分が聴きたいことを質問するのではなくて、ポイン

トは相手に考えさせる質問をすること） 

 

②数年後どんな子に育って欲しいのか、その時自分

は何をしていたいのか 

コーチングの進め方のモデルにした

がって、質問して進めました。これを

考えることにより、今やるべきことが

はっきりしてきます。 

●朔太郎音楽祭に行ってきました。 

 

前橋市出身の詩人萩原朔太郎が愛したマンドリンの

コンサートが中心でした。 

メイン会場は前橋テルサでしたが、前橋駅、前橋文

学館前、テルサのロビーなどでもちょっとしたコン

サートが行われていました。 

メイン会場では全国マンドリン四重奏コンクールや

独奏コンクール、県内の楽団や全国からの楽団の演

奏、プロの演奏などもあり、とても楽しく聴かせて

頂きました。 

中でもゴンドラ・マンドリンオーケストラの「朗読

と音楽でつづるその世界」で朔太郎賞受賞の平田俊

子氏作品の｢朔太郎さんパリにいく」の詩はユーモア

たっぷりで本当に楽しかった。私も平田俊子氏の 

詩集を読んでみたくなりました。 

また朔太郎の詩の朗読をしていた村上泰賢氏や神野

文子氏は素晴らしかった。 

マンドリンのコンサートに行って自分

の世界が広がっていく楽しさもある。 

こんにちは。いつもありがとうご

ざいます。 

先日、車を運転中にねこが道を横

断してひゃっとしました。 

そのねこは無事に道を渡れたので

すが、いつもあんな危険なことを

していて大丈夫かしらと思ってし

まった せきはた桃子です。 

 

危険なことといえば、子どもの頃に飼っていたねこ

の「ペル｣を思い出しました。ペルはその危険な道

の横断で交通事故にあってしまったのです。 

その時のショックは忘れられません。 

・・・私が学校から帰ってくるとペルは「遊ぼう！

遊ぼう！｣と私の足にまとわりついてきます。毎日

毎日楽しく一緒に遊んで、本当によく遊びました。 

そのペルが突然いなくなってしまったのです・・・ 

ねこを飼っているみなさん、ねこの交通事故には 

くれぐれもご注意を！ 

     今月のねこもも通心スタートです。 

●子どものやる気を育てるお母さんの言葉がけ⑤ 

 

「数年後どんな子に育って欲しいのか」これを意識

すると今やるべきことがはっきりしてきます。言葉

かけも違ってきますね。その時その時の自分の感情

に左右されなくなります。 

 

 

 

 

●私の好きな先生② ♪ 

 

小学校４年生の時の先生は、引っ込み思案で目立た

ない存在の私にいつも声をかけてくれました。 

「やれるだろう」 

「大丈夫」 

「やってごらん」 

私の背中を押してくれました。 

それで自信がついてできるようになったのです。 

その言葉かけがとても嬉しかった。 
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●長唄コンサートに行って来ました。 

 

 

 

社会に出て活躍している三友学習塾の卒 

塾生を応援するコーナー ③ 

●今回は食品会社で品質管理をされている 

ＡＡさん（女性）をご紹介します。 

 

ＡＡさんは高校卒業後、自分の興味のある資格が取

れる専門学校が群馬県内に無かったため、埼玉県に

ある専門学校まで毎日朝早く起きて通っていまし

た。その努力が実って今の食品会社に就職し、5年
がたちました。会社では製品の合否が決まる大事な

試験を任されており、一つ一つの作業に油断ができ

ずに、気が抜けない状態だそうです。もしもこの作

業でミスがあると大きなトラブルになる可能性もあ

るそうです。このような責任重大な仕事を任されて

いる中で、やりがいを感じてがんばっています。 

後輩へのアドバイスは、一つ一つの仕事に意味があ

るので、よく考えて行動すること。また、就職とバ

イトでは厳しさが違うので、日々成長

するためにはきちんと就職すること、

社会人の自覚を語ってくれました。 

こんにちは。いつもありがとう

ございます。 

先日、自転車で出かけようとし

たら、かごの中にカマキリがい

たのでびっくり！  

しかも卵を産んでいたのです！ 

こんな街中にどこから来たのだ

ろう？ これも異常気象のせい

なのでは？ と思ってしまった

 

 

三友学習塾の卒塾生のＹＳ君が出演すると

のことで楽しみにしていました。 

ＹＳ君は小学校低学年の頃、学校で配られ

た「長唄ヤサエモン座三味線こども教室」 

の募集の用紙をおかあさまに見せて自分からやって

みたいと言ってやり始めたそうです。 

中学生の頃は上毛新聞に練習の様子の取材を受けて

大きく紹介されました。高校生の今でも練習はずっ

と続けています。 

舞台に立ったＹＳ君たちの姿はとても立派に大きく

見えました。演奏もすばらしいものでした。合間合

間のヤサエモンさんのトークも楽しくあっという間

に時間がたって行きました。また、「虫の音｣は日本

の音楽にしか表わされていないことを聞き、日本人

の繊細な心を改めて感じました。 

そして、「長唄ヤサエモン座三味線こども教室」の

皆さんのこれからの活躍を祈念いたします。 

ありがとうございました。 

カマキリといえば、もうずいぶん前の話ですが、こん

なことがありました。 

小学校の教育実習に行ったときのことです。３学期の

理科の時間に「冬の野山を探検しよう｣で、学校の近く

の裏山に出かけ、ある男の子が枝についているカマキ

リの卵を教室に持って帰りました。ストーブをたいた

暖かい教室で給食を食べて、五時間目になりました。

ギャーっと叫ぶ声がするので、見ると卵からかえった

カマキリの幼虫が何十何百と床をはっている

ではありませんか・・・ 

もうびっくり・・    そんなこんなで 

今月の「ねこもも通心｣スタートです！ 

●やる気を育てるお母さんの言葉がけ④ 

 

③まではお子さんのタイプによるほめる時や認める

ときの言葉かけを書きました。 

 

普段はお子さんの話を「聞いて認める」のが大切で

す。 

 

お子さんの夢を聞いていますか？ 

 

どんな小さなことでもお子さんのやりたいことや夢

を聞いて、それに向って一緒に歩いてみませんか？ 

 

お母さんは「この子はできる｣と信じて、プラスの

言葉かけをしていくと、ホントにできるようになっ

ていきます。           次号へつづく 
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 ●やる気を育てるお母さんの言葉がけ  ③ 

こんにちは。いつもありがと

うございます。 

朝晩はやっと涼しくなって、 

少しほっとしている人も多い

と思います。 

子どもの頃だんだんと日が短

く、涼しくなる夕暮れ時に、

独特の「夏の終わりのにお

い」を感じていた 

 せきはた桃子です。 

９月というと運動会ですね。 

私は子どもの頃からスポーツはあまり得意ではあり

ませんでした。ボール運動をやっても体

がついていけない・・・ダンスはワンテ

ンポ遅れる・・・ でもほんのほんの少

しですが、足が速かったです（笑） 

かけっこでは３位をとれればラッキーで

した！ そんなこんなで今月の「ねこも

も通心」スタートです！ 

●町ねこってステキ！ ① 

 

先日こんなことがありました。 

ある日曜日の夕暮れに、中央前橋駅の近くの広瀬川

のベンチで主人と缶ビールを飲みながら涼んでいま

した。 

すると道の向こうで１匹のねこがじっと私たちを見

ているのです。警戒されないように何気なく近づい

ていくと、なんとも人のよさそうな顔をしたねこで

す。おつまみのイカを差し出すとおいしそうに食べ

ました。食べ終わると路地に行きかけ、何度も何度

も振り返り、私たちに「ついてきて」と言わんばか

りの様子です。ねこのペースに合わせてそっとつい

ていくと屋ごみの細い路地の奥にもう１匹ねこがい

ました。２匹は仲良く寄り添い私たちにぺこりとお

辞儀をするようなしぐさをしました。それがまるで

「ぼくの彼女です。よろしくね」といっているよう

でした。そして２匹のねこはもっと細い路地には

いって見えなくなりました。 

なんだか童話の世界にまぎれこんでしまったような

不思議な出来事でした。 

社会に出て活躍している三友学習塾の卒塾生を応援

するコーナー ② 

●今回は県立の温水プールで水泳指導をしている 

  ＹＡさん（女性）をご紹介します。 

 

ＹＡさんは福祉系の４年制大学を卒業後、温水 

プールで主に高齢者・障害者･障害児のクラス 

を担当して、１年半になります。 

もともとスポーツを通じて「教える仕事」がしたい

と思っていたＹＡさんは、スポーツが大好きでずっ

と陸上の選手でした。中３の時は陸上で全国大会に

も出場したほどの実力の持ち主です。 

仕事の夢は、全く泳げなかった人が少しでも泳げる

ようになり、泳ぐ楽しさを味わってもらえるように

なること。そしてそれが自分のやりがいにもなるそ

うです。それには自分のスキルアップをすること！

とがんばっています。 

お話の中から真摯に取り組んでいるＹＡさんの様子              

          が伝わってきて、思わず私は 

          襟を正しました。 

 

人はコミュニケーションをとる時に大きく分けて4
つのタイプに分かれるといわれています 

ほめたり認めたりする言葉がけも 

タイプによって変えると効果的です。 

前々回３号のほめるときの言葉かけＡＢＣ

Ｄの例はこのように分かれます。 

ライオンタイプ（感情表現は少なく自己主張は多

い）大げさにほめると、裏があるのではないかと警

戒される。結果が出た時にさらっとほめる。 Ａ 

カモメタイプ（感情表現も多くて自己主張も多い） 

どんなほめられ方でも喜ぶ。すごいね！天才！何で

もＯＫ   Ｂ 

シマウマタイプ（感情表現は多くて自己主張は少な

い）マメに認めて、マメにほめる。君のおかげで助

かったよ。いつもありがとうと伝える。 Ｃ 

フクロウタイプ（感情表現も少なく自己主張も少な

い）理由と具体性が必要。こだわって取り組んだと

ころをほめる。 Ｄ 

子どもさんのタイプを知るには簡単なテストがあり

ます。次号につづく 
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 ●やる気を育てるお母さんの言葉がけ 

こんにちは。いつもありがと

うございます。 

暑い日はこわい話を聞くと涼

しくなりそうですが、、 

子どもの頃、兄とトンボとり

に行って、かごがなくてトン

ボの羽を自分の指ではさんで

持たせられました。その時の

トンボがこわかったせきはた

桃子です。 

こわいといえば、もうひとつ 

やはり子どもの頃のことです。家の近くの利根川に

続く土手で、３才上の兄の友達４～５人で土手くだ

り競争をして遊んだのです。それは土手をとにか

く、おりる・・ 私は足がすくんでとてもこわかっ

た！！！けがこそしなかったが・・よくあんなこと

をやったなと・・  夏の日のこわ～い思い出で

す。では今月の「ねこもも通心」スタートです！ 

 

●高崎市立東部小学校でコーチングセミナー 

テーマ「子どものやる気を引き出す接し方  

     あなたは何タイプ？」 

           講師をさせていただきました。   

ＰＴＡ教養委員会セミナーとして、保護者の方たち

対象です。 

 

今回の内容はコーチングの基本である「聴く」と

「タイプ分け」でした。 

人の話を聴くってとても大事ですね。人って話を聴

いてもらうだけで、気持ちがすっきりしたり、やる

気が出たりするものです。 

「タイプ分け」は人との関わりの中で、自分でも気

がつかないことを知ることができてとても役に立ち

ます。 

参加者の皆さまが熱心に取り組んでくださり、お一

人お一人が子どもさんとの関係の中でたくさんの気

づきや発見をお持ち帰りできたことをうれしく思い

ます。させていただいて、とても楽しかったです。 

●前橋テルサ「発想力・想像力を豊かにする夏休み

親子絵本つくり教室」をカル

チャーサロンでさせていただき

ました。 

これはオリジナルワークブック

を使用してコーチングの手法を

取り入れて行うものです。三友

学習塾でも月1回（第２土曜日

10:00～12:00）開催しています。 

●前橋テルサ「イラスト展」をさせていただきまし

た。１階のコーナーで、イラストの飯塚先生、仲間

の篠原さんと私の三人で行いました。頭の中に浮か

んだイメージをそのまま絵に表せたらいいなと思っ

て、昨年の7月から描き始めました。月1枚のペース

でパステル画を１２枚仕上げて展示しました。これ

からもスローなテンポで描いていきたいと思ってい

ます。 

 

中央飯塚先生 

右 篠原さん 

 

 

前回3号の「ねこもも通心」でお知らせした、子ど

もを認めたりほめたりする言葉がけの中でＡ、Ｂ，

Ｃ，Ｄの4つの例を紹介しましたが、実はこれは

「タイプ分け」がもとになっているのです。 

人はコミュニケーションをとる時に大きく分けて4
つのタイプに分かれるといわれています。 

それは自己主張を縦軸に、感情表現を横軸にしたマ

トリックスで説明できます。 

これを知ることに

よって、子どもの

ことがよりよく理

解できるようにな

り ま す。ま た、今

ま で 気 が つ か な

かったよいところ

がたくさん見えて

きます。 

次号に続きます。 
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こんにちは。いつもありが

とうございます。 

水場が気持ちいい季節にな

りましたね。 

子どもの頃おじいちゃんと

近くのボート乗り場に遊び

にいって、私だけ落ちて、

パンツまでぬれてしまった

せきはた桃子です。 

７月といえば、自転車通学をしていた高校生の頃

に、夕立にあい、ずぶぬれになって帰ったことも

ありました。そういえば、高校生の頃は弓道部に

所属していました。的を置く建物には砂が敷き詰

められていて、毎日砂に水をかけてから練習開始

でした。また年1回の合宿の時はその砂を全部出し

て水できれいに洗ったものでした。 

そんなこんなで今月の「ねこもも通心」のスター

トです。 

  ●前橋テルサの 

ロビーコンサートに

行ってきました！ 

フルート奏者の鶴渕千

景さんとピアノ奏者の

中川恵さんのコンサー

トです。二人の息は

ぴったりと合い、軽や

かにトルコ行進曲から

始まりました。 

その日は曇り空で、さほど暑くもなく母と自転車

で行きました。会場で友人と待ち合わせをして、

一番前の席に座ることができました。曲の合間の

トークもわかりやすく楽しくて、知っている曲

も、想像力をたくましく働かせながら聴き入った

夢のような30分間でした。 

実はフルート奏者の鶴渕千景さんは三友学習塾に

通っているＴ君のおかあさまです。 

すてきなコンサートをありがとうございました。 

  ●やる気を育てるお母さんの言葉かけ 

子どもを認めたりほめたりする言葉っていろいろ

ありますね。例）玄関の掃除をしていたとしま

す。あなたはどんな言葉かけをしますか？ 

 

Ａ「さっき近所の人がたまたま見ていて、玄関を

きれいにしているねって、○○ちゃんのことをほ

めていたよ」 

Ｂ「この掃除の仕方はすごいね。天才的だね！」 

Ｃ「ありがとう。○○ちゃんのおかげで助かる

よ」 

Ｄ「きれいに掃除してくれたね。特に靴箱の上は

ほこりがひとつもないね」 

あなたのお子さんはどの言葉かけが一番ぴったり

ですか？お子さんによって、ぴっ

たりくる言葉が違うのです。その

言葉を見つけることが、まずはや

る気を育てることにつながりま

す。それには・・・・  次回へ 

社会に出て活躍している三友学習塾の卒塾生を 

 応援するコーナー 

    ●がんばっています！卒塾生！ 

今回は群馬大学医学部脳神経外科教授の秘書を 

しているＳＭさん（女性）をご紹介します。 

 

ＳＭさんは高校卒業後、医療事務の専門学校を卒

業し、医療事務職として群馬大学病院に就職しま

した。その後、教授に引き抜かれて秘書になりま

したが、このような例は極めてまれだそうです。 

 最初は失敗して怒られたりしながら、教授との

やり取りの中でだんだんと自分で考えて「先を見

て動く」ようになってから仕事が楽しくなったそ

うです。常に「先を読む」「郷に入れば郷に従

え」を実践しているとのことです。 

 社会に出て8年のＳＭさんの夢は「仕事で人に認

められること」「結婚してもこの仕事を続けられ

ること」です。 

 後輩へのアドバイスをお願いすると「手に職を

つけること」「できれば国家レベルの資格を身に

つけるとよい」と力強い答えが返ってきました。 
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こんにちは。いつもあり

がとうございます。 

 

子どもの頃、ねこを見か

けるとこっそりと後をつ

けていき、さびたクギを

踏んでしまい、けがをし

たせきはた桃子です。 

痛かった～（涙） 

６月といえば、もう一つとっても痛い思い出があり

ます。それは２０年前のことです。当時私は東京在

住で、大手学習塾の講師をしていました。月に２、

３度新宿本社で会議があり、乗り換えの池袋で人に

押されて下敷きになったのです。こんなのってあり

～？おまけに踏んでいく人もいるし 大変でした。 

皆さん、電車の乗り降りはお気をつけくださいね。 

では今月の「ねこもも通心」スタートです。 

 やる気を育てるお母さんの言葉がけ 

子どもは、大好きなおかあさんが自分を認める言葉を

かけてくれたら、うれしくなりやる気がでてきます。 

「がんばっているね」 

「○○ができたね」 

いいところをたくさん見つけてそこを認めて 

「○○ができてよかったね」 

などと声かけをします。 

おかあさんの言葉の影響力は絶大です。 

すばらしいところ、伸びる可能性のあるところを見つけ

て素直な気持ちで、ほめるといいですね。 

逆にお母さんから否定的な言葉ばかりかけられたら、子

どもはがっかりしてやる気を失います。 

そうなんですよね。  わかっているけどできない・・・ 

                次回につづく 

 

腰塚さんは、ご自分の体験を「命の授業」と題した

講演会にして、仲間とともにを全国で展開していま

す。また今回はその内容の本が出版されました。 

ご興味があれば、読んでみてくださいね。 

命の授業 
 

６、７年前にコーチング

の勉強会で知り合った腰

塚勇人さんの実話です。 

 

事故により「一生寝たき

り」と宣告されて自殺未

遂までした中学校の教師

が家族と生徒の応援と感

謝の心により、復活を遂

げる奇跡の話です。 

   ♪私の好きな先生♪ 
 

中学時代にお世話になった数学の藤重先生です。 

藤重先生は授業をいつも楽しそうにやっていたの

で、それにつられて私は数学が好きになりました。 

 

また「数学室」といって、放課後自由に勉強に使っ

てよい場所があり、解けない問題は先生がアドバイ

スをくれました。それが楽しくて毎日通いました。

そして、先生は時々面白い課題を出されました。 

例えば、「コンパスを使わないで正確な円がかけた

ら、文句なく通信簿を５にするよ」とか 

「ツルを一枚の紙につなげて１２こ折れたら、これ

も文句なく通信簿を５にするよ」などです。 

先生が出した課題を私はクリアできなかったのが残

念でしたが、他のクラスの男子がクリアして５をも

らったとか・・・  今、また藤重先生に会えたら

どんな課題を出してくれるかな・・ 
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こんにちは。いつもあり

がとうございます。 

子どもの頃からねこが大

好なせきはた桃子です。 

 

今でも街角や旅先でねこ

を 見 か け る と、つ い 近

寄ってしまいます。 

今年の５月は特別に気温差は激しく、暑かった

り、寒かったりで体調管理が大変ですね。 

それでも５月といえば、天気のいい日が多いで

す。そんな日は、はりきって家中の洗濯をして、

布団も干して、普段できないことたくさんしたく

なっちゃいますね。はりきりすぎて腰を痛めたら

元も子もないですけど・・私がそうでした（笑） 

お気をつけくださいね。 

では今月の「ねこもも通心」スタートです。 

●マンドリンの映画の試写会と演奏会に 

行ってきました！ 
長編ドキュメンタリー映画「ヒューマニティの伝

統」～萩原朔太郎と群馬マンドリン楽団～ 完成記

念 試写会と演奏会がありました。三友学習塾の卒

塾生のＲちゃんが前橋女子高校でマンドリン部で活

躍し、大学生になった今も時々群馬マンドリン楽団

で演奏をしています。今回の試写会と演奏会もＲ

ちゃんのお母様から紹介いていただきました。 

マンドリンとギターの音色がすばらしく、心を癒

されました。 

映画は前橋の町のあちらこちらがたくさん出てきま

した。群馬マンドリン楽団の主宰者である両角氏の

静かで熱い情熱がズーンと伝わってきました。 

この日は私は母と一緒に行ったのですが、母もマン

ドリンの演奏を嬉しそうに聞き、映画も楽しんでい

ました。 

なによりＲちゃんとのご縁のおかげで、こうやって

マンドリンを楽しめて、嬉しいです。 

●私って けっこう講演会好きかも！  
 

植松 努氏 

宇宙ロケットに夢をのせて 

～「生きる力」がわいてくる ～ 

☆☆「どうせ無理・・・」廃絶宣言☆☆ 

どんな夢も「どうせ無理だ」ではなくて、「だっ

たらこうしてみたら」といったら必ずかないま

す。そのためには仲間が必要です。みんなで自分

の夢や悲しみや苦しみを語り、そしてみんなで

「だったらこうしてみたら」と知恵を出し合え

ば、どんな問題も解決し夢は必ずかないます。  

   これらの言葉が印象的でした。 

 

以前この講演会を聞いた知り合いの人が、「今ま

で聞いた講演会の中で１番よかった！」と言って

いました。 

その言葉に動かされて行って来ました！ 

行って良かったです！ 

●「三友商店」が「三友学習塾」に変身！ 

 

１２年前まで、荒物雑貨「三友商店」が前橋市

住吉町にありました。 

大手スーパーやコンビニエンスストアの進出

で、客足が途絶えて、なおかつ両親の高齢もあ

り、店を閉じました。 

それまでは日吉町でやっていた学習塾を、その

跡地に引っ越して、名前を継いで「三友学習

塾」の誕生となりました。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

三友（さんとも）の由来は私の祖父の出身地と

名前からきたものです。 

祖父は愛知県三河郡（みかわ）出身で、三河の

「三」と、友之助（とものすけ）の名前「友｣を

たして「三友」となったそうです。 

しかし、この三友を「みとも」でなくて「さん

とも」と読ませたのは未だに謎です。 




