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課題もあります︒現
に生活に支障をきた
している被害者の生
活に対しては︑とに
かく急いで対応しなければなり
ません︒しかし長いスパンで考
えて企画立案しなければならな
い問題︑将来どうなるかを計算
して進めなければならない問題
も沢山あります︒教育や福祉︑
社会保障の問題は︑その典型の
筈です︒
﹁子ども・子育て新システム﹂
の名前で始まった幼保一体化を
含めた制度の変更に関して︑こ
の一年間 幼稚園団体の担当者
として追い続けました︒単に追
い続けて批判だけを繰り返して
も意味が無いと︑三月にはＯＥ
ＣＤ︵経済協力開発機構︶の教
育局の手を借りて︑政策提言が
できないかと運動も起こしまし
た︵これは︑現在も進行中です︶︒
この一年間︑内閣は有識者や学
者でワーキングチームを作り︑
何度も会議を行い︑制度自体の
ブラッシュアップを諮っている
ように見せていました︒しかし︑
出てきた現時点での最終案を見
て︑私は愕然としました︒﹁最
初に保育園への支出抑制ありき﹂
の制度変更であることは︑分かっ

てはいましたが︑用語法や責任
管轄の所在が少し︵しかも︑ほ
んの少し︶変わった程度で︑最
初の原案と内容は殆ど変わって
いません︒現在︑震災復旧の問
題と何故か絡める形で社会保障
制度改革が推し進められている
ような気がします︒日本が右肩
上がりの経済成長の国でなくなっ
た事は国民は︑百も承知です︒
それなりに制度改革も必要なの
も分かります︒しかし︑これか
ら︑生まれて生活をしていく子
ども達にとって良い国になる方
向を目指す事無く︑眼の前の問
題収束の為の制度改革は困りま
す︒この一学期を振り返り︑私
自身︑園に居る時間が短くなり︑
子ども達との接触時間も減りま
した︒でも︑先生達は︑私が何
を目指し︑何の為に東奔西走し
ているかを理解した上で︑園を
少しでも
良い方向
の子ども
中心の場
所にしよ
うと努力
して︑様々
に工夫を
していま
す︒私と

破草鞋

にってい

この国のメ
ルトダウンが
止まる所を知
らないと恐怖を覚えているのは︑私
だけだろうか？東日本をおそった大
震災と付随する諸問題︵原発問題も
含め︶は︑日本の将来に関して色々
な警鐘を鳴らし始めた︒我々一般庶
民も︑日本はこのままで良いのだろ
うか？と再考を促されている︒三十
数年前︑学生を中心に日本のあり方
︵日帝なんて言い方もあったな︶に
色々運動が起きたことがあったが︑
今回はみんな地に足が着いた状態で
の戸惑いを感じている︒でも何をど
うしたら良い方向に向かうのか分か
らないまま不安だけが先行している
気がして仕方が無い︒﹁出家者は世
事＝政治に関わることなかれ﹂とい
うのが釈迦の教えだ︒毛頭︑関わる
気などない︒ただ︑気になるのは世
事に関わる人の志だ︒半端に世渡り
上手で頭の良い人の興味の対象が︑
自分の人事や地位︑立場だけに限ら
れたなら︑どうなるだろう︒資本主
義社会だから︑民間人がそうである
のは︑仕方あるまい︒しかし︑政治︑
官僚︑更に現在は報道︵本来は政や
官の監視役である機関︶までが︑興
味の対象が自分の立場になったら？
孫正義氏があまりの怒りで動き始め
たようだ︒でも︑彼とて一会社の経
営者である︒﹁情報操作﹂この言葉
は忘れたくないと思うこの頃だ︒
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二学期を迎えて

い や

昨年の六月から︑熊本県の私
立幼稚園連合会の副理事長︵総
務広報委員長と事務局長代行を
兼任︶になってしまいました︒
時を同じくして︑民主党政権が
幼保一体化に着手しました︒こ
の政策が︑決して子ども達の未
来を考えて改善されたものでは
ない事に関しては︑前年度の園
長プレスで嫌というほど書きま
した︒これまで無計画に進めて
いた政
策が色々
と破綻
を起こ
し始め
ていま
す︒そ
れに大
震災の
被害復
興とい
う緊急
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しては︑せめて︑環境や空間だ
けでも変えたいと思い︑廊下の
クッションシート等の改善を行っ
ています︒幸いな事に色々走り
回る間に︑素晴らしい人達との
縁も戴き︑同事に園児に︑そし
て子ども達に私ができる事やす
べき事を色々な方向から考える
示唆を貰いました︒こういう時
代だからこそ︑なし得る事に精
一杯務めたいと思います︒ＯＥ
ＣＤの方︑保育園関係の有志︑
幼児教育の新しい在り方を考え
る研究者︑様々な宗教家︑発見
と刺激を沢山貰いました︒それ
を生かす為にも︑まず足許から
見直したいと思っています︒

高平幼稚園は︑
更に 変わります！
私の考える幼児教育
近頃︑結構脚光を浴びている
ようですが︑私が大好きな学者
︵専門はフランスの哲学だそう
ですが︶に内田樹という人がい
ます︒人口減少︑経済も右肩下
がりになっている現在の日本で︑
教育機関や宗教等︑お金になら
ない職業？が何を成すべきかを
本気で発言している人です︒私
は熊本の単なる坊主で幼稚園長

い わ ゆ る

︵時にはジャズのベース弾き︶
に過ぎません︒ただ︑私なりに
色々と考えてはいます︒そして︑
その内田氏の著書からは︑大変
示唆に富む発言を貰っています
︵あくまで本からですが︶︒
過去の苦い経験
十年ほど前︑園舎を一棟新築
し まし た︒ その 時 に 自分 で は
所謂先読みをしたたつもりで︑
今行われようとしている新シス
テム＝つまり保護者のニーズに
応える事ができるような預かり
保育の体制を作ろうとしました︒
即 ち必 要に 応じ て 長 時間 で も
︵即ち応諾義務に応じる形で︑
それ以上は受益者負担︶のシス
テムです︒私自身は︑保護者の
気持ち等を分かっていた気になっ
ていましたが︑どうやら最も重
要な点が抜けていたようです︒
それは︑保護者にとって︑何故︑
沢山ある幼稚園の中から高平幼
稚園を選んだのかと言う点を軽
んじて考えていた事です︒私は︑
その時に深く反省すると共に考
えました︒保護者にとって︑何
故この幼稚園を選んだかという
問題の重要さと責任︑その信頼
関係という事実を抜きにしては
高平幼稚園という施設の存続は
あり得ないということです︒

貨幣換算の出来ない世界
グローバリゼイションという美
名の下に︑特に小泉・竹中︵平
蔵︶政権の時に世界に通用する
為には︑経済的に換算できない
事は発言力を持てないという風
潮が起きました︒しかし皮肉に
もアメリカも日本も︑その頃か
ら経済発展力が衰えてきました
︵だからこそ︑そんな理論武装
が起きたのかも知れませんが︶︒
教育という長期的な展望と理想
︵しかも普遍的な問題と国家的
な特性を考えねばならない問題︶
に基づく問題も同じ土俵に上げ
られました︒公的な教育という
最重要課題があります︒我々私
立の学校は︑いざとなれば︑潰
れるという最後の手段がありま
す︵潰れたくはないですが︶が︑
公教育は︑最後まで国や自治体
が責任を持って考えない限りそ
の場に住む人間の未来は保障さ
れません︒確かに日本の人口も
経済力も︑今までのような上昇
志向では考える事はできません︒
でも︑私たちは この国で生き
て︑子どもを授かり︑育ててい
かねばならないのは︑紛れもな
い事実です︒この状況の中で︑
今までのような︑良い学歴を持
ち︑一流官僚や大会社︵何が大

しつう ぶっし ょう

す べ

す べ

いっさいしゅじょう

会社になるかさえ分からない世
界ですから︶に入るコースを狙
えば良いという構造は終わった
と思います︵狙いたい人は︑ご
自由にとしか言えませんが︶︒
それより︑今から︑我々が目
指すべきは︑人として充実して
生きる為には何を学ぶべきか？
何を身につけるべきか？どうやっ
てきちんと生きていく術を習得
していくかを問題にすべきだと
思っています︒私は禅寺の坊主
です ︒仏 教で は ﹁一 切 衆 生
悉有仏性︵華厳経より︶﹂つま
り﹁生きているものは全て仏様
だ﹂ と説 いて ま す︒ 大 人 なら
﹁どんな人間になりたい﹂﹁こ
ういう人生を選びたいから︑こ
ういう進路を選択する﹂と言え
るでしょう︒結果︑出家した人
︵典型がお釈迦様ですが︶も沢
山知ってい
ます︒でも︑
幼児はどう
でしょう？
限りない可
能性は持っ
ています︒
でも︑それ
を選ぶ術も
伸ばす術も
知りません︒
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ならば︑親がそれを決めても良
いものでしょうか？親が望む方
向にそのまま歩んでくれたら問
題は無いでしょうが︑きっと
どこか途中で破綻をきたすと思
います︒
ここからは︑親子内の問題にも
なりますが︑我々小さい子ども
を対象にしている機関がなすべ
き事は何でしょう？

教える︵幼児教育︶とは何
でしょうか？

あ

知識を与えることでしょうか？
何かを出来るように 技術を習
得させることでしょうか？強い
言い方を敢えてすれば︑保育料
に対して代価︵結果︶を提供す
ることになるのでしょうか？そ
れを期待して︵基準にして︶施
設や機関を選択する保護者もい
るでしょう︒勿論︑高平幼稚園
も行うべきことは︑必ずきちん
と行います︒しかし︑私はそれ
をもって教育と︑少なくとも幼
児教育と言いたくはありません︒
柏木恵子さんという心理学者が︑
成人女性の結婚と子どもに関す
る心理に関して︑色々と調査を
されました︒調査自体が約一〇
年前なので︑今の若い女性とは
若干のズレがあるかも知れませ
んが︑最も顕著な傾向を示す言

葉として﹁子どもは作るもの﹂
と公言するようになったとあり
ました︒確かに作るものである
かも知れませんが︵家族計画と
いう言葉も昔からありましたし︶︑
以 前は ﹁で きる も の ﹂で あ り
﹁授かるもの﹂という表現が多
かったそうです︒でも﹁私が作っ
たものだから︑私のもの﹂と言
えるでしょうか？我が子は︑自
分と顔や性格が似ていても︑私
とは別な人間です︒しかも︑日々
成長し︑変化していきます︒あ
る意味︑とても厄介な代物です
︵だからこそ︑可愛いのですが︶︒
その上︑成長の仕方も︑変化の
仕方も一人一人異なり共通に使
えるマニュアルさえないのです︒
以前は︑その家なりの教育方針
︵家風と言う表現もありました
が︶や︑伝承や口伝もありまし
た︒井戸端会議やご近所付き合
いで学べた事もあったかも知れ
ません︒今なら︑どうでしょう
か？インターネットによる情報
収集？子育て情報誌︵賢いママ
の幼稚園選びなどという特集も
ありますが︶？現代なりの方法
はあると思いますが︑忘れては
ならないのは︑子どもは生もの
である事です︒生き物である事
です︒したがって日替わりメニュー

であり︑タイムサービスを要求
する存在であることです︒

だから我々が考えるべき事
幼稚園でも︑私は︑先生達に
いつも︑そのことを伝え続けて
います︒しかし︑そこで終わる
なら幼稚園はサービス機関に過
ぎないと思います︒もう一つ 子｢
ども﹂という存在に対して忘れ
てはならないのは︑﹁まだ何も
出来上がっていない存在でもあ
る﹂事ではないでしょうか？生
ものの生き物で︑日替わりメニュー
であっても︑完成品ではないし︑
これから出来上がる︑そして作
られていく存在である事を常に
念頭に置く必要があると思いま

す︒それならば︑我々が︑出来
ることは何でしょう？一人一人
の園児をしっかり見てあげるこ
と︒しかも︑単に見るだけでな
く﹁何故︑この子は︑今こうい
う行動をとったのだろうか﹂と
きちんと考えることじゃないで
しょうか？
もしかすると︑保護者の耳に
は気持ちよくない響きになるか
も知れません︒でも敢えて書か
せて貰いますが︑時々﹁これは︑
うちの子が︑こうしたいと選択
したのだから﹂とか﹁この子が
やりたいと言ったのだから﹂＝
﹁それで良いじゃない！﹂と言
われることがあります︒でも︑
思い出してください︒うちの子
は︑判断能力や責任能力の無い
年齢の幼児なんです︒幼稚園の
先生は︑親よりも強制能力はあ
るかも知れません︒だから幼稚
園に通わせていると言われるか
も知れません︒でも幼稚園の先
生も一所懸命な発展途上の生身
の人間なんです︒親だって︑そ
うでしょう︒完璧な大人の親な
んかいません︒だからこそ︑子
どものために︑保護者と幼稚園
の先生が手を取り合って︑その
子が人すと
して︑充実して生きて
べ
いく術を︑時には励まし︑時に
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け げ ん

は叱り︑嫌われても︑嫌がられ
乳
幼児のために
ても伝えるべきは伝えて︑ちゃ
先日︑九州全体の私立幼稚園
んと生きていける︑人間に育て の先生達の研修会が熊本で行わ
あげなければならない︑それこ れました︒その基調講演で新シ
そが幼児教育の出発点ではない ステムのワーキングチームの構
かと思います︒もしかすると︑ 成員である︑慶応大学の駒村康
﹁園長は︑何を分かりきった事 平教授の講演が行われました︒
を力 説し てる の だ ろう か ﹂と そ の先 生と 楽屋 で 話 しま し た
やくとく
怪訝に思われるかも知れません︒ ︵何せ︑実行副委員長の役得が
しかし︑日常では忘れがちです︒ ありますから︶︒制度改変に反
色々な考え方やニーズ
対する私に︑自分たちも良い方
向に変わるように努力している
と答えられました︒その中で印
象に残っている言葉があります︒
先生は経済学の教授です︒﹁日
本は︑これ以上経済的な発展は
望めません︒その限られた財源
の中で︑子ども色に染めたお金
をどれだけ確保できるか？それ
が私のえ役
割です﹂と言われまし
いこせいすい
た︒栄枯盛衰は世の習いです︒
日本が高度成長期のようになる
とは思えませんし︑次代を担う
子どもの出生率は低下の一路で
す︒ただあ︑
バブル時代のように
ふ
お金は溢れていなくても︑人と
して充実した生活を送ることは︑
これからの日本でも可能な筈で
す︒たとえ制度が変わっても︑
乳幼児の為の施設が出来ること
は︑まだまだ沢山あると思いま
す︒
ＯＥＣＤの人たち︑幼児教育
の研究者︑行政官︑県議や市議
の方々︑有り難いことに︑この
一年話す機会を戴きました︒時
には︑﹁この危なそうな 暑苦
しいオヤジは何じゃいな？︵危
険人物ではないので︑念のため︶﹂
と思われることもありました︒
乳幼児に関する制度変更︵改革
とも改正とも思いません！︶が︑
これから どういう方向に向か
うかも分かりません︒ただ︑教
育︵特に幼児教育︶に関しては︑
人が人として︑生きていく為に
は︑ 時に は﹁ う る さい ﹂ とか
﹁おせっかい﹂とか﹁面倒くせ
え﹂と言われても︑﹁その人間
が人としてきちんと生きていく
術を︑それぞれに伝えていく技
術と能力を育てる﹂を忘れては
ならないと思います︒

二日間に渡った研修会でしたの
で︑二日目には分科会も行われ
ました︒当然︑私は園長対象の
分科会でしたが︑講師に慈恵病
院 の看 護師 長 さん を 招 いて の
﹁こうのとりのゆりかご﹂の開
設を中心に︑日本社会の現状の
問題についての講演でした︒今
回のプレスは保護者からすれば︑
耳に心地よくない話しが続きま
すが︑彼女の目から見て幼稚園
や保育園などの施設に求めるも
のは何かと言えば﹁親＝保護者
への教育とフォロー﹂という事
でした︒これは﹁ゆりかご﹂に
子どもを置いていく親に対して
だけで無く︑現在の保護者は一
部を除いて全般に大人としての
成熟度が低い︑即ち﹁親が子ど
もである﹂度合いが高すぎると
いう事でした︒先程書きました
が︑昔の親が立派だったと言っ
ているのではありません︒ただ︑
一人一人の大人が子どもに対し
て熱意を持って考える作業や工
夫の不足︒それと物事の優先順
位の付け方がずれているのでは
ないでしょうか？子どもを授かっ
たからには︑子どもを育ててい
る のだ から 優 先順 位 の 一位 は
﹁私﹂で無く︑子どもであって
欲しい︑そして社会の優先順位

もその事を忘れて欲しくない︑
これが 今 私が切実に思う事
です︒

特別支援教育

ここ数年︑園長プレス紙上で︑
﹁私の考える特別支援教育﹂に
触れてきました︒そこでは︑特
別︵特殊︶な支援ではなく︑個
別の支援であり︑オーダーメイ
ドの支援という考え方から出発
したい事も伝えてきました︒
制度や生活パターンは︑これ
からも色々と変化していくと思
います︒でも︑子ども達は︑生
まれて︑これから充実︵理想通
りにはいきませんが︶して生き
ていかなければならないのです︒
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﹁価値観の多様化﹂なんて安っ
ぽい言葉で片付けたくはありま
せん︒みんな︑生身の人間なん
です︒できるだけ︑良い生き方
が出来て︑その為に乳幼児に何
を行うべきなのか︑我々に何が
出来るのかを︑高平幼稚園︵も
しかすると︑五年後には高平こ
ども園と名称を変えさせられて
いるかも知れませんが︶として
は︑私と当園の職員と共に︑園
児一人一人を大切に︑自分たち
に何が出来るか？の自問自答を
決して忘れることなく進みたい
と考えています︒
蛇足ですが⁝
毎度毎度︑色々書いてますが︑
園長は︑変わらなくても︑園児
とその保護者は毎年代わってい
ます︒上の子のいらっしゃる保
護者や年長児の保護者にとって
は︑暑苦しい話を暑苦しい時期
にと思われた方も多いかと存じ
ます︒申し訳ありません︒
お付き合いいただき有り難う
ございます︒改めて︑お礼申し
上げます︒

親と子のファミリー
弦楽コンサート

園では学期に一度は︑生の音
楽に触れて欲しくて︑園内コン
サートを行っています︒一学期
はオマチマン︑二学期は︑年替
わり︑三学期はＫＭＡ︵熊本ミュー
ジックアーティスト︶によるク
ラッシック弦楽演奏です︒熊本
にはプロのクラッシック演奏集
団はありません︵福岡には九響
というプロの楽団がありますが︶︒
ＫＭＡのメンバーは︑若手が中
心のフリーのプロ演奏家の集団
です︒今回︑彼らなりに弦楽の
素晴らしさを子ども達にきちん
と伝えたいとレギュラーグルー
プとして活動を始めるそうです︒
私としては︑毎年当園で演奏し
てくれてきたし︑応援したいと
思います︒そこで︑別記のよう
に浄国寺で演奏会が行われます
ので︑案内と共に参加をお願い
します︒内容の充実︵演奏内容
や選曲︶は︑保障できます︒私
自身 コントラバスというクラ
シックでも使用する弦楽器︵大
きさでは最大︶を弾いてますが︑
生の楽器の持つ響きの美しさを
幼い子どもの耳に届けたい︑生
の音で奏でる音楽を聴いて貰い
たいという思いは強く持ってい
ます︒折角の機会ですし︑木造

建築の広い場所での生演奏の素
晴らしさ触れる事のできる数少
ないチャンスと思います︒是非
足を運んで下さい︒
今回は日曜の昼間の演奏ですし︑
親子で楽しむコンサートになっ
ています︒高平幼稚園や浄国寺
も協力や協賛していますが︑主
催は︑ＫＭＡですし︑他にも声
をかけていますので︑有料になっ
ています︒但し高平幼稚園に関
しては︑色々と優遇措置もある
ようです︒きっと楽しい演奏会
になると思います︒

今年の運動会について

坪 井川 遊 水 公園 の 総 合広 場
︵サ ッカ ー場 ︶ が出 来 た 時に
﹁これで︑親子そろって家族の
お祭りになる運動会ができる﹂
と喜びました︒それ以前は︑高
平台小学校の運動場を借りて運
動会を実施していましたが︑小
学校もクラブ活動︑その他で準
備の為の時間も取りにくいのが
実情でした︒テント等を張るの

5

平成23年9月1日（木）
第１号
園長プレス

も︑広さの関係で難しい状況の
中で︑遊水公園なら前日から︑
ゆっくり準備が出来るし︑木陰
が少ない問題はありますが︑当
日は好きにテントを張って貰え
ば︑大丈夫かな？何より地域に
ある公園で実施することが可能
になったので︑使用を続けてい
ました︒出来た当初から︑公園
使用の抽選方法その他で︑熊本
市の公園課とは若干トラブルが
ありましたが︑現場の管理者は
親切に対応して戴き︑広い公園
でのびのびと運動会を続けてき
ました︒しかし︑﹁肥後っこジャ
ングル﹂が出来た時から︑いよ
いよ市の公園課の対応が変わっ
てきました︒前は幼稚園の爲に
駐車スペースを作ってくれたの
で︑スムーズにいくようにガー
ドマンを依頼して案内すれば大
丈夫だったのですが︑﹁肥後っ
こジャングル﹂に来た人を優先
する為なのか︑公園化の対応が
変わりました︵地元の自治会関
係者も地域の環境ー特に青少年
の夜間徘徊を懸念して︑建設に
は異をとなえていたくらいです︶︒
事実︑設置後も﹁肥後っこジャ
ングル﹂周辺には囲いをした上
で夜間施錠が行われています︒
しかし︑設置後は駐車場の使用
制限に始まり︑公園課長に交渉
に行ったら﹁高平幼稚園は︑言
うことを聞かない上に︑注意す
るとキれる︑と申し送られてい
る﹂と告げられました︒それで
も地元の広い公園で実施したい
と公園課との約束を守り︑駐車
場の台数制限を行い︑昨年まで
は実施しましたが︑今年は最初
から︑﹁高平幼稚園には注文が
ある﹂という態度でした︵よっ
ぽど︑私の対応が気に障ったん
だと思いますが︶︒それで︑駐
車場の問題なく︑園児も︑家族
も︑みんな揃って楽しく運動会
を行えて︑数多くの人が園児の

頑張った姿を見ることができる るでしょう︒私は︑もう五十を
場所を探した所︑県の運動公園 過ぎてますが︑今の園児達が大
が使用できることになりました︒ 人になった時の環境を考えると
折角の運動会です︒誰もがみん 暗澹とした気持ちにならざるを
な︑楽しく開催できるようにし 得ません︒東北の震災は悲しい
たいと思います︒場所は遠くな 事件です︒しかし︑それを契機
りましたし︑前日からの設営も として人々は︑もう一度︑日々
含めて︑保護者︵特に運動会委 の暮らしを考え直しています︒
員の方︶には負担が大きくなり そんな庶民の気持ちは世事に関
ますし 準､備物その他の移動の為 わる人の気持ちの優先順位では
の 支出 も若 干 大き く な りま す 最優先にはなっていないのかな
︵運動会費は変えません︶︒で と感じざるを得ません︒でも︑
も園児達は︑今も毎日一所懸命 高平幼稚園は︑まだまだ めげ
に練習に励んでいます︒みんな ません︒更に良い乳幼児の為の
揃って楽しく当日を迎えたいと 施設であるように努力を続ける
思います︒協力を宜しくお願い よう︑職員全員で再確認しまし
します︒
た︒時には︑保護者に気持ちの
良くない言葉を言うかも知れま
これからの幼稚園
せん︒でも︑子ども達の未来の
為に力を合わせて頑張りましょ
う！！︒
新しい日本の総理大臣が決まっ
たようです︒報道を見る限りで
は悲しい程の状態の動きがあっ
たようです︒破草鞋でも触れま
したが︑世事に関わる人間の志
しと国家官僚の志しには︑私と
しては？マークを付けたい気持
ちです︒ワーキングチームの研
究者や現場の人間の気持ちは別
にして︑国家システムの中での
子育て環境は少なくとも教育立
国を目指して欲しかった日本の
姿とは別方向に向かうことにな
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