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「教育」の意味するもの 

新学期が始まりました。子どもたちの顔は生き生きとしています。元気な声が朝から響き渡っていますし、明

るい笑顔があふれています。ある子どもが次のような事を言っていました。「この１年間で、

国語や算数ができるようになりたいです。そのために、授業をしっかりと受け、おうちでも宿

題を毎日欠かさずがんばります。」私は、思わず、「その通り。学校に来る一番大きな目的

は、勉強を頑張ることです。いろんなことを知って、考えて、自分でできるようになることで

す。」と心の中で叫んでしまいました。 
私は、この純粋な子どもたちの思いが大好きです。希望を持って、今まさに突き進もうとす

る明るい姿に、強く心がひかれます。私たち大人は、その気持ちをいかに支え、伸ばしていくかを真剣に考え、行

動に移さなければなりません。子どもたちが、一つ一つできることを増やしていくことは、本人のみならず、それ

を周りで見ている私たち自身が嬉しくなるものです。そして感動をするものですし、その感覚を大事にすべきだと

思います。幼児が自分の足で立てるようになるだけで、見ている私たちが感動するあの感覚です。素直に「よくで

きたねえ。上手！上手！」とその子と一緒に声を出して喜んでいる場面が浮かんできませんか。その気持ちが子ど

もに伝わり、子どもの更なる意欲へとつながっていくのだと思います。 
私が好きな評論家に養老孟司さんがいらっしゃいます。彼は、その著書の中で、子どもを育てるときに大事な

のは、「手入れ」という考え方ですと述べておられます。例えば、植物が成長するとき、風が吹いたり、日が照っ

たり、時には嵐が来たりと様々な自然条件に遭遇しますが、そのときに、棒で支えてやった

り、水をやったり、風よけをしてやったりしながら、植物が自ら成長するのを助けてやるこ

と、時に変な方向へ伸びていこうとするのを横から手を添えて軌道修正してやること、それら

はまさに植物が本来持っている力を引き出してやることであると述べておられるのです。そし

て、子どもを育てるというのは、これと同じだということです。 
それと同時に大切なことは、子ども自身に、我慢、継続、積み重ねの重要性を認識させることです。人間誰し

もきついこと、苦しいことからは逃れたいと思うものです。しかし、そこに挑戦していかない限り、知識や技能の

習得はありません。成就感がなく、更なる向上意欲にもつながっていきません。したがって、大人は子どもに対

し、ただ手を貸して楽をさせるのではなく、自ら困難に立ち向かっていこうとするたくましさを身に付けさせなけ

ればなりません。前述の「手入れ」という思想には、このことも当然含まれているのです。すなわち、教えること

も重要だということです。（「教育」という言葉の由来です。） 
その上で私たちが賢く対処しなければならないことは、一方に偏らないこと、つまり、いわゆる甘やかしすぎ

ないことであり、逆に、ただ厳しすぎるべきではないということです。それらのバランスに

最大限、気を配らなければなりません。子どもを信じなければいけませんし、疑いの目も持

たなければなりません。これらを間違うと大変なことになります。 
新学期という節目を大切にして、子どもたちの「こうなりたい」という気持ちを十分に

受け止めながら、私たち教員と保護者の皆様が手を携えて、「教育」に当たって参りましょう。どうぞよろしくお

願いいたします。 
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　 5月　学校行事予定
2022年4月29日(金)

グアム日本人学校（全日制）

1 日

2 月 委員会（前期開始） 16:00

3 火 避難訓練　ブルースカイ委員会 15:05

4 水 15:05

5 木
児童生徒集会　学習参観　学級懇談会

学校説明会　PTA総会
15:15

6 金 裁量 16:00

7 土

8 日

9 月 クラブ（前期開始） 16:00

10 火 ブルースカイ委員会 15:05

11 水 全校集会 15:05

12 木 現地校体験学習（中学部） 15:05

13 金 ★全日制遠足・BS歓迎会
イパオ公園ピックアップ14:00

学校解散15:00

14 土

15 日

16 月 クラブ 16:00

17 火 修学旅行説明会（小6・中２） 15:05

18 水 15:05

19 木 音読集会①小学部６年（朝） 15:05

20 金 体力テスト　裁量 16:00

21 土

22 日

23 月 体力テスト（予備）　クラブ 16:00

24 火 校外学習（小１、２年生） 15:05

25 水 15:05

26 木 15:05

27 金 裁量　中学部実力テスト 16:00

28 土

29 日

30 月 Memorial　Day①

31 火 運動会日課開始 15:05

日 曜  　　 行　　事　 下校時間
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What "Education" Means 

The new school year has begun. Children's faces are full of life. Their cheerful 

voices are echoing from the morning and they are full of bright smiles. One 
child said something like the following. "I want to be able to do well in Japanese 
and arithmetic during this year. In order to achieve this, I want to take my 
classes well and do my homework at home every day without fail." I couldn't 
help but think, "That's right. The biggest purpose of coming to school is to study 
hard. To learn, to think, and to be able to do things on your own." I shouted in my mind. 

I love these children's pure thoughts. I am strongly attracted by their cheerful attitude of going 

forward with hope. We adults must seriously think about how we can support and develop 
these feelings, and then take action. When we see the children increasing their abilities one by 
one, not only the children themselves but also those of us who are around them become very 
happy. We should cherish that feeling. It is the same feeling that we feel when we see a toddler 
learn to stand on his or her own feet. We can honestly say, "Well done! Good job! Good!" Can 
you imagine a scene in which you and the child are shouting with joy? I believe that this feeling 
is conveyed to the child and leads to the child's further motivation. 

One of my favorite critics is Mr. Yoro Takeshi. In his book, he states that what is important 

when raising a child is the concept of "care". For example, when plants grow, 
they encounter various natural conditions such as wind, sunshine, and 
sometimes storms. At that time, we should help plants to grow by supporting 
them with sticks, watering them, and sheltering them from the wind, and we 
should help them to grow by themselves. Sometimes we should correct the 

trajectory of a branch that is trying to grow in a strange direction by putting a hand on it from 
the side. He says that this is exactly the way to draw out the inherent power of a plant and 
raising a child is the same as this. 

At the same time, it is important for children to recognize the importance of perseverance, 

continuity, and accumulation. We all want to escape from hardship and pain. However, unless 
we challenge ourselves to do so, we will never acquire knowledge and skills. There is no sense of 
fulfillment and no motivation for further improvement. Therefore, adults should not just lend a 
helping hand to children and make it easy for them. And they must help children develop the 
strength to face difficulties on their own. The aforementioned idea of "care" naturally includes 
this as well. In other words, teaching is also important. (Those are the very Education.) 
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What we must then deal with wisely is not to be biased one way or the 

other, i.e., not to pamper them too much, but on the contrary, not to be too 
strict. We must pay maximum attention to the balance between the two. 
We must trust our children, and we must also be suspicious of them. If we 
make a mistake in these areas, we will be in trouble. 

Let's cherish this milestone of a new school year, and let us, the teachers and parents, work 

hand in hand to "Educate" the children while fully accepting their desire to "be like this". Thank 
you very much for your cooperation. 


