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伸びる子はココが違う １０のポイント 

 

①とっても素直・・・洛南中高から東大へ進学したＡ君は、言われたことを素直に聞

いて何でもきっちりやるタイプの子でした。鹿児島ラ・サールからの合格電報で（２０

年以上前の話です）自分以上に大喜びする私の姿を見て、それ以降の受験もがんばれた

と言ってくれました。打てば響く、心のコップが上を向いており、素直に人の話が聞け

るということが、伸びるための第一条件です。 

 

②聞き上手・・・神戸女学院中高から京大へ進学したＢさんは、いつも宿題をきっち

りやってマル付けまでして来ていました。マルがついている問題でも、姿勢を正してし

っかり説明を聞き、うなずいてくれました。もちろんできなかった問題は、メモをとり

ながらしっかり聞いてくれていました。聞くのはコミュニケーションの基本。伸びるた

めにも必要な条件です。 

 

③真似上手・・・東京の桜蔭中高から東大に進学した Cさんは、パッとひらめくタイ

プではありませんでしたが、努力家で、先生がやることをていねいに真似ながら、１つ

１つのテクニックをマスターしていきました。“まなぶ”は“まねる”から来ていま

す。どんな世界でも、師匠の技を真似る・盗むというのが上達のポイントです。 

 

④何度でもやり直す・・・洛南中高から東大に進学した D君は、とにかく何度でも質

問に来ました。聞いてわかったつもりになった問題を何度でもやり直し、やっぱりでき

なければまた聞きに来る。「先生、ごめんなさい、もう１回教えて！」その繰り返し。

継続こそ力なり。途中であきらめず、続けることで心は強くなります。その力が入試本

番に生きてきます。 

 

⑤読書好き・・・同志社中からお父様の仕事の都合で九州に引越し、その後東大に進

んだ Eさんは、とにかく本が好きでした。「危ないからやめなさい」というのに、いつ

も本を読みながら歩いて塾にやってきました。授業が始まろうというのに、どうしても

キリが悪くて読み続けているときにはちょっと注意もしましたが。読書を通して自分の

世界を持つこと、心を広くすることは将来的に伸び続けるために必要な要素です。 

 



⑥好奇心旺盛・・・洛星高校から（まだ高校からの募集があった時代）東大へ進んだ

Ｆ君は、何にでも興味を示しました。中３生でしたから、他の友だちとの遊びにも熱心

でしたが、特に理数系の内容については突っ込んだ質問をよくしてくれました。卒業

後、ある大学のイベントで出会いましたが、研究者など大人が中心の場に、唯一高校生

で来ていました。心のアンテナをはって、いろんなことに興味を持つのは、伸び続ける

ためにやはり必要な条件です。 

 

⑦１人でいることが平気・・・灘中高から京大に進学したＧ君は、自分の世界を持っ

ていました。だから、他の生徒とぶつかることもありましたが、基本的に１人でいるこ

とができ、自分のやるべきことをしっかりやっていました。ただし、生活面にはだらし

ないところがあって、何でも１人でできるというのとはちょっと違っていましたが。誰

かと一緒でないと不安という子どもたちが多い中、１人でいられることはとても大切な

ことです。心を強くする、少々のことで動じず、平常心を保てるということが、やはり

本番に生きてきます。 

 

⑧笑顔が素敵・・・大教大天王子中高から阪大に進学したＨさんは、おとなしい子で

したが、いつもニコニコ、笑顔が素敵でした。久しぶりに偶然電車で出会ったときも、

「先生覚えていますか？」と笑顔で話しかけてくれました。心がきれいで、いつも笑顔

でいられる子は、周りの人間にも良い感情を抱かせます。良い環境で学習ができるのは

伸びるための必要条件です。 

 

⑨相補う両親の存在・・・灘に進学した G君は、お父さんがとても熱心で、勉強のス

ケジュールなどをきっちり決めていらっしゃいました。発表の日も見に来られていて、

G君の受験番号を見つけると、その場に居合わせた私と男同士で思わず抱き合ってしま

いました。お母さんは、朗らかなタイプで、心身両面のフォローをしてくださっていま

した。また、洛南に進学したＤ君は、どちらかというとお母さんが細かいところを気に

しがちで、感情的になられることもありました。そのかわり、お父さんは冷静で、客観

的・論理的に物事を見られる方でした。いずれにしても、ココというときには、ご両親

そろって懇談に来られるなど、子どものことを２人でしっかり考えていらっしゃるよう

すでした。２人が少し異なる方向から子どもを見守る、そのことで子どもの心はバラン

スを保てるようです。（ここで、両親と書きましたが、それは父性と母性ということで

あって、必ずしも父親・母親でなくてもかまいません。） 



⑩先生を味方につけている・・・どの子にも共通することですが、皆、先生（私）の

ことを慕ってくれていました。どんどん質問にも来てくれるし、いろんな相談もしてく

れます。どんどん吸収してくれるから、こちらもどんどん与えることになります。良い

方向に循環が始まれば、それほど神経質に見ていなくても、自然とコトはうまく運びま

す。こういう子どもたちは塾が大好きで、卒業後も何かと声をかけてくれることが多い

のです。神女に行った Bさんは、高校進学時にちょっと悩みをかかえていて相談に来て

くれました。洛南に行った D君は卒業してからもかなりの期間、私が毎月発行している

校通信「スキエンティア」を取りに来てくれていました。貴重な存在です。（私はいま

だに、いつ取りに来てくれてもいいようにずっと１部とりおきしています。次会うのは

結婚するときかな。）東大に行ったＡ君はずっと年賀状で近況報告をしてくれていま

す。もう４０歳に近いはずです。京教大附属中高から京都府立医大に進学したＩさんも

ずっと年賀状を送ってくれていますが、結婚の報告もしてくれました。とってもうれし

いことです。信頼できる先生と出会って、いつも先生と近い関係でいられる、いつでも

何でも相談できる大人が近くにいる、こういうことも伸びるために必要な環境要因とな

るのでしょう。 

私が出会った中で、特にどんどん伸びて行った子どもたちの共通点を探ってみました。

もちろん、東大や京大に入ることがゴールではないし、そういう子たちが皆、人間的に

も優れているかどうかは別問題でしょう。でも、ここに書き出した子どもたちは皆、人

間的にもあたたかくて良い子たちばかりだったと思います。一つ共通して言えること

は、皆、受験に向けて真剣そのものだったということ。それと、受験で伸び切ってしま

わなかったということ。合格はゴールではなく、新たなスタート地点なのです。これか

ら受験を控えた子どもたちには、合格という栄冠を勝ち取った後、新しい環境に入った

とき、心にゆとりがあり、余裕を持って次のステップに踏み出して行ってもらえること

を願っています。伸びる子どもたちの共通ポイントから、生徒の皆さんには、今後自分

がどのように過ごしていけばよいのか、保護者の皆さんには、今後、子どもたちとどの

ように接していけばよいのか、そのポイントをつかんでいただければ幸いです。皆さん

の今後の健闘を祈ります。 

 

 

 

 

 



教育エッセイ「親が変われば子どもが変わる？！」 

いろいろな地域で、いろいろな子どもたち、そしてその保護者の皆さんと接してきた中

で、感じたこと、考えてきたことをつづっています。まわりの大人の接し方一つで子ど

もたちが大きく変化するのを見てきました。それぞれのお子様・ご家庭の様子と照らし

合わせながらお読みいただけると幸いです。ご意見などありましたら、遠慮なくお申し

付け下さい。 

（１） こんな子どもが増えている 

・がまんのできない子ども…わからないとすぐあきらめる子どもが増えています。数

学で例題説明後、問題演習。１回問題を読んで分からなければすぐに質問。何とか自力

で考えて解けたときの喜びを味わってほしいが、そのわからなさががまんできない。 

 

・打たれ弱い子ども…少し厳しい言い方をすると、へにゃっとなってしまう子どもが

増えています。友人関係で少しつらいことがあると気持ちがなえてしまい、何とか自分

で立ち直ろうという意欲がわいてこない。 

 

・自分の気持ちを言葉にできない子ども…常に親に自分の気持ちを代弁してもらっ

ているため､自分で自分の気持ちを伝えるのが下手な子どもが増えています。たまたま

教室が変更になっていて、誰にも何も聞かずに帰ってしまった子ども。忘れ物をしてす

ぐ自分から言えばいいのに言い出せない子ども。 

 

・人の気持ちを察することのできない子ども…どうすれば相手が傷つくか分から

ず、知らず知らずにことばで相手を傷つけている、そんな子どもが増えています。想像

力の欠如と思われます。人間関係が希薄になっているのかもしれません。これは大人に

も言えることでしょう。 

 

・将来の夢を語ることの出来ない子ども…将来何になりたいか､それをすぐに答え

られない子どもが増えています。我々大人が､子どもたちに夢を持たすことができてい

ないのだと思います。そんな中で、将来の夢は「宇宙飛行士」なんて言ってくれる子ど

もがいるとうれしくもなります。（ただし、最近は、ＡＩがブームになっていることも

あり、将来どんな職業があるのか想像もつかない世の中です。こんな中で、夢を持ちな

さいと言われる子どもたちもかわいそうなのかもしれません。それでも、夢はその都度



変わってもいいので、そのときどきで夢が語れる子どもであってほしいなあと思いま

す。） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

京進では夢を持つこと､そしてそれに向かって努力することの大切さをつねに伝えてい

きたいと思っています。他人の気持ちが分かる、自分からはきはきとものが言える、そ

んな子どもになってほしいと思っています。集団の中で、いろいろな人間関係の中で､

ときにはがまんすることも大切であることを伝えたいと思います。そして、自力で解け

たときの喜びや学ぶことは楽しいんだということに気づいてほしいと考えています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

・人目ばかり気にする子ども…テスト返却時、自分が、どこができていなかったか

ではなく､他人の点数ばかり気にして聞いてまわる子どもが増えています。点数が悪か

ったとき､お母さんになんと言われるかをまず気にする子どもが多くなっています。 

 

・ごまかしをする子ども…自己採点のときに答えを直してマルにする子ども。結局､

自分がどうかではなく､親にどう思われるか、まわりの友達や先生がどう思うかの方が

大事になってしまっている子どもが増えています。カンニングも同じ。 

 

・忘れ物をして平気な子ども…消しゴムや鉛筆は当然、財布を忘れても取りに来な

い､腕時計を忘れても何も言ってこない､そんな子どもたちが増えています。とりあげら

れたもの（持ち込み禁止ですがマンガとかゲームなど）も取りに来ない子どもが多くな

っています。豊かになりすぎてしまったのでしょうか。 

 

・平気でゴミを捨てる子ども…机の中に紙くずを残していく子ども、ゴミ箱以外の

ところに平気でポイッとゴミを捨てる子ども、そんな子どもが増えています。想像力が

欠如しています。その捨てたゴミはその後いったいどうなるのか､どこかで誰かに迷惑

をかけているということに気づいていないのです。 

 



・あいさつのできない子ども…自分から元気よくあいさつのできない子どもが増え

ています。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

京進では、スタッフから元気よくあいさつするよう心掛けています。子どもたちからも

元気なあいさつが返ってくると、とてもうれしいものです。京進に通う生徒は皆しっか

りあいさつができるようになってほしいと思っています。たくさんの人の中で過ごして

いく上で、もちろんまわりへの気配りは大切ですが、人目ばかり気にする人間にはなっ

てほしくありません。自分にとって何が大切かを考え､自分の意志でしっかり行動でき

る人間になってほしいと思っています。また、世の中が便利になりすぎ､豊かになって

しまった今だからこそ､ものの大切さも伝えていきたいと思っています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

（２）こんな親が子どもをダメにする？？？ 

・子どもの長所を見抜けない親…それぞれの子どもには、それぞれ良いところがあ

ります。それを見つけて伸ばせる環境作りをしてあげるのが親の役割。悪いところばか

り見つけて、口うるさく注意するのはやめたいものです。 

 

・兄弟姉妹の個性を見抜けない親…同じ家庭に育った兄弟姉妹でも、性格はそれぞ

れ違うもの。もちろん学力も同じではありません。比べてはいけないと分かっていて

も、どうしても言動に出てしまうもの。意識して、それぞれの子どもの良さを見出すよ

うにしたいものです。 

 

・都合のいいときだけ口を出す父親…ふだん仕事が忙しく（単身赴任も含めて）全

く子育てに関わっていないのに、大事なところで決定権を持ってしまう父親（たとえば

受験校を決めるとき「そんなレベルの低い学校は受けなくていい」などと言う）。それ

までの様子を知らずに決めてしまうのはやめてほしいものです。いくら忙しくても

日々、子どもの状況を意識して聞き取るようにしてほしいです。 



・いつまでも子どもにかかわる母親…小学生高学年から中学生は子どもが少しずつ

大人に近づこうとする年代です。いろいろ心配なことは分かりますが、なるべく子ども

たちの責任で行動させるべきです。宿題のこと、テストのこと、持ち物のことなどなど

すべて母親が手を出していませんか。少しずつ自己管理のできる人間に育てていきたい

ものです。（最近は母親に限らず、父親もかかわりすぎるケースが多くなっています。

子育てに熱心なのは結構なのですが、母親が２人になってはいけないと思います。） 

 

・授業参観中私語をする親…学校での授業参観中、親の私語が多くなっています。幼

稚園のお迎えなどでも、先生の話しを聞かない親が多いようです。それでいて子どもに

は先生の話しをしっかり聞きなさいというのは、何かおかしくないでしょうか。親は子

どもを見て育っています。自分の言動にも気をつけたいものです。（以前、保護者会中

居眠りをしていたお母さんがいました。その子どもも居眠りの常習者でした。） 

 

・どこにでも車で行く親…自分で考えて行動するための訓練として、まず公共の交通

機関を使うということがあげられます。切符が買えない、自動改札を通れない、乗換え

が分からなくても駅員に聞けない…などなど。いつも自家用車での移動では社会性が育

ちません。自宅に居るのとそれほど変わらないのですから。自転車に乗れば危ない目に

もあうでしょう。しかし、そこから生きるすべを身につけていくのだと思います。 

 

・まわりの目を気にしすぎる親…客観的に子どものことを見るのは大切ですが、ま

わりの子どもと比べてばかりいるのは良いことと思えません。「あいつさえいなければ

…」などという気持ちが子どもの中に芽生えてくるかもしれません。まわりの保護者に

自分の子どもがどう映るかも考えすぎると良くないでしょう。自分の見栄のために子ど

もを使いたくないものです。 

 

・子どもの話を聞かない親…子どもは本心を語るまでに時間がかかるものです。誘導

尋問になっては良くありません。自分の考えを語る前に、まずは子どもの気持ちをじっ

くり聞いてあげましょう。忙しいときでも、耳だけは子どもの方に傾けてあげたいもの

です。 

 

・子どもに話をさせない親…三者面談などでは子どもはなかなか重い口を開こうとし

ません。そんなとき、すぐ子どもの代わりに口を開いていませんか。何かたずねたいと



き、困ったことがあったとき、子どもから先生に言わせるのでなく、親が代弁していま

せんか。自分の意志を伝えるのが苦手な子どもには、必ずと言っていいほど早口のお母

さんがついています。子どもに話をする機会を与えてあげてください。 

 

・子どもの言うことを何でも信用する親…自分の子どもを信用してあげるのは大切

なことですが、どうしても子どもはウソをつくもの（大人でもそうですが）。自分に都

合の悪いことは言いません。それを分かった上で、ウソをつくのは良くないことだ、と

いうことを日々伝えつづけなければいけません。子どもにはそれ以上ウソをつかせたく

ないのです。（ウソを隠すためにまたウソをつく） 

 

・よその子どものせいにする親…何かもめごとがあると、相手の子どもにばかり問

題があるように言う。喧嘩両成敗。いろいろな偶然が重なって問題は起こります。どち

らかが悪いとすぐに決められるものではありません。双方の言い分を聞いてあげたいも

のです。一歩下がって子どものことを見てあげる姿勢が大切です。 

 

・子どもの「みんな」をみんなと思う親…子どもの「みんな」はたいがい２,３人

の話しです。具体的に誰のことかを聞いてみてください。「みんな持ってるから」とい

うことばにつられて、何でも買い与えてはいませんか。各家庭での考えというものをし

っかり持ちたいものです。 

 

・子どものプライバシーを侵害する親…子どもも１人の人間です。親の所有物では

ありません。子どもの持ち物を勝手に見るのは良くありません。思春期の子どもたちは

秘密を持ち始めるものです。自分に秘密があるからこそ、他人の秘密も大切にしようと

するのではないでしょうか。秘密が持てない状況を作るのは良くないでしょう。 

 

・自分の子どもを「ダメな子」と言う親…自分の子どもに対して否定的な言い方は

やめましょう。本人の前はもちろん、本人がいないところでも。内心ではそう思ってい

なかったとしても、何となく子どもに伝わるものです。自分の子どものことを自慢する

のも考え物ですが、外には出さなくても「親バカ」でありたいものです。 

 

・子どもがしようとするのを待てない親…子どもの時間はゆっくり流れます。だか

ら同じ 24時間でも長く感じるのです。（年をとると時間が経つのが早いですよね。）



大人が自分の都合で子どもに急がせるのはあまり良いとは言えません。「今からやろう

と思っていたのに…」「もうちょっとで出来そうだったのに…」そんな声が聞かれませ

んか。 

 

・子どもの成長を待てない親…子どもの成長には個人差があります。大人っぽい口

の聞き方をする小学３年生もいれば（授業参観の日に、「先生、今日は授業参観用の授

業をしてたやろー」なんて言っていた子もいました。その子はいま新聞記者）、本当に

子ども子どもした中学２年生もいます。1人 1人に成長のペースがあります。その個人

のペースですら一定ではなく､どこで劇的に変化するなどと言うことは誰にも分かりま

せん。自分の子どものことを良く見てあげてください。今はぐんぐん成長しているなあ

…とか、今は停滞中かな…なんて。成長に寄り添ってあげてください。 

 

・子どもに楽をさせる親…かゆいところに手を届かせすぎていませんか。子どもが言

う前に、気持ちを察していろいろやってあげていませんか。親が先走るために、自分で

何も出来ない子どもが増えています。お金を持たせすぎていませんか。無駄なものをい

っぱい買って､平気で忘れて帰る子どももいます。物の大切さを教えていかないといけ

ません。どこにでも車で行きませんか。自分の足で、自分の行きたい道を歩んでいって

ほしいものです。「小さいときの苦労は買ってでもしろ」とはよく言ったもので､苦労

の数だけ､生きる力が強くなっていくのだと思います。さらに他人にやさしい大人にも

なれるのではないでしょうか。プチ（小さな）挫折をさせてあげてください。そのこと

で大きな挫折にくじけない力が養われると思います。 

 

・子どものことを分かろうとしない親…年齢が上がるに従って､子どものことはわか

らなくなるもの。一個人として成長していくのだから､それは仕方のないこと。何から

何まで親が知っている､管理しているというのは、中学生くらいになってくるとかえっ

て考えものです。子どもにも秘密を持たせてあげましょう。でもそれって少し不安です

よね。ハラハラしながら見守ってあげるのが大切なのではないでしょうか。いつでも自

分の目の届く柵の中に入れておくのではなく､そこから 1人で外に出させてあげてくだ

さい。それはもちろん見放すのではありません。危険がいっぱいの外に出て行くからこ

そ､しっかりと見守ってあげないといけないのです。 

 



・子どものことが何でもわかっていると思っている親…自分の子どものことは､自

分が一番良くわかっている､だから他人のアドバイスは聞かない、そんな人はいません

か。いつも近くにいるからこそ見えない場合もあります。自分の目にはこう見えるけ

ど､他人の目にはそんなふうに見えるのだと､素直に他人の話も聞いてみましょう。子ど

ものことを別の角度から見ることが出来､かえって関係が良くなるかもしれません。子

どもは自分の所有物ではありません。一個人として見てあげましょう。 

 

・いろんな子どもがいるということが分からない親…子どもの成長というのは本

当に個人差があります。何でも教科書（育児書）通りには行きません。標準というのは

目安にはなりますが､それとずれたからと言ってすぐ心配する必要はありません。のみ

込みの速い子もいれば遅い子もいます。算数が得意な子もいれば､体育が得意な子もい

ます。それぞれの個性を見つけてあげてください。そしてなるべく、その個性を伸ばせ

る環境においてあげてください。何でもかんでもできるスーパーマンのような人はそう

めったにいません。親の役目は子どもの個性を見つけることなのだと思います。それは

おそらくその子のからだの中に備わっているものなのでしょう。それをうまく引き出せ

るのは、親や先生､身近な大人（ピアノの先生､野球の監督などなど）なのだと思いま

す。近くでよく目につくよその子どもとばかり比べるのはやめましょう。 

 

 

 

 

 

（３）こういう親からいい子が育つ？！ 

・人当たりのいい人…人にはそれぞれ悩みがあるでしょう。嫌なこと､悲しいことが

あったかもしれません。それでも、なるべく他人とは明るく笑顔で接するようにしてい

ると､自分自身の気持ちも朗らかになってくるものです。周りの人も集まって来やすい

でしょう。一つの家庭の中に、いつもイライラしている人がいるというのは子どもには

つらいものです。落ち込んでいるときでも､大きな声で明るく元気よくあいさつをすれ

ば、気持ちが晴れやかになることもあるでしょう。（たしか賛美歌の中にそんな歌詞が

ありました。） 

 



・細かいことにこだわり過ぎない人…人間うまくいくときがあれば失敗することも

あります。1つ１つの出来不出来について原因を考え対処することは大切なことです

が､「まあ、そういうこともあるわさ…」と気軽に流すのも､よりよい人間関係を作る中

では必要なのではないでしょうか。成績の良し悪しは子ども自身が一番敏感に感じ取っ

ています。そこに追い打ちをかけることは避けたいものです。それならば一緒に悩んで

あげてください。 

 

・人の話をよく聞く人…自分の考えばかり話して､人の話しを最後まで聞かないとい

う人がときどきいます。コミュニケーションとは、まず人の話をよく聞いて、それに沿

いながら自分の考えを述べていくことだと思います。一方的になるのはよくないでしょ

う（そういうのを人間ジュークボックスと呼ぶのだそうです…齋藤孝著「コミュニケー

ション力」）。子どもの話もまずはじっくり聞いてあげたいものです。 

 

・相手の立場を考えられる人…自分が相手の立場だったらどうだろう､そういう想像

力がはたらきますか。その想像力のなさが、子どもの世界でいじめなどを生んでいま

す。たとえば、子どもが家に帰って「今日先生に頼んでたプリントもらえなかった。」

と話があったとき､「わかった、じゃあお母さんが先生に文句の電話を入れたげる

わ。」というのと、「先生も忙しいし忘れたはったんやろ。ほんで、あんたは先生に直

接言うたんか。」などというのとどちらがよいでしょうか。前者の場合、確実に生徒・

先生間の信頼関係が崩れていきます。もちろん、ひとりひとりを大切に考えています。

先生にとって 40人のうちの 1人でも､生徒にとっては 1人の先生です。ミスはなるべく

ない方が良いに決まっています。それでも人間のすること。うっかり忘れることもあ

る。そんなとき、保護者の対応一つでも結果は大きく変わってくると思います。 

 

・常に感謝の気持ちを伝えられる人…「ありがとう」ということばは人間関係の潤

滑油です。どんな些細なことでも､気軽に「ありがとう」と言えるようになりたいもの

です。もちろん子どもたちは親のそういう姿を見て育ちます。 

 

・謙虚な人…「すみません」ということばもやはり人間関係の潤滑油です。アメリカ

社会などでは先に謝った方が負けなどと言いますが､ここは日本。謙虚な気持ちを持っ

て人と接していきたいものです。自分の力を過信することなく､相手を立てるという術

も子どもたちに伝えていきたいものです。 



・読書が好きな人…100 回本を読みなさいというより､親が本を読む姿を見せる方がよ

ほど効果があると思います。本をたくさん読む人は、その中でたくさんの疑似体験をし

ています。いろんな立場の人の考え方､感じ方が分かっていると思います。親が読書好

きなら､きっと子どもには読み聞かせをしてこられたでしょう。そのことで子どもたち

の世界もどんどん広がります。常に本のある環境を作りたいものです。あまりの活字中

毒で､子どもと話す時間が少ないというのも困りものですが。（そういうお母さんもい

ました。結構子どもは自由にのびのび育っていましたが。） 

 

・父母の意志疎通ができている家庭…「すべて母親に任せているので私では分かり

かねます。」という父親。ときには「進学のことはすべて父親に任せていますので…」

という家庭もあります。それぞれの家庭の方針ですので､そのやり方自体はかまわない

のですが､ただ任せっきりで情報交換が出来ていないのは困ります。ご両親の子どもの

ことです。喜び､悲しみ､悩み…なんでも分かち合いたいものです。一番困るのは、母子

が一生懸命受験に取り組んできて、最後の最後に父親の鶴の一声で「そんな学校受験し

なくてよい」と締めくくられるのだけはやめてほしいものです。子どもの思い､母親の

思いはいったいどうなるのでしょう。子がかすがいというのも悲しいものですが､子ど

ものことは常に話し合っておいてほしいものです。 

 

 

 

 

 

（４） 親が変われば子どもが変わる 

・不登校・拒食症からの脱出…高校入学後、１年もしないうちにお母さんが相談に

来られました。本人が強く希望して入学した高校でいじめにあっているとのこと。学校

にも行けなくなり､食べることもままならない､どんどんやせていく。カウンセリングを

受け、1年間の休学、入院。その中でお母さんは子どもと始めて真正面から向き合うこ

とになったのだと思います。子どもの口から、「私は今までずっと、お母さんに気に入

ってもらえるようにいい子でいようとしてきた。」お母さんはその言葉を聞いてショッ

クを受けたと言います。今まで自分は何をしてきたのか。それから子どもとの格闘が始

まります。何度も何度も話し合われたと思います。お母さん自身も自分が変わらねばと

悩まれたことと思います。しかし、本人はそうして自分の気持ちをさらけ出す中で、次



第に自分の将来についても考えられるようになり、生きる力が体の中からみなぎってく

るようになります。自分の食事が出来なくなった経験をもとに、栄養士への道を歩み出

すのです。それから数年後、図書館でばったりお母さんと出会いました。本人の希望通

りの職業につけ、今は病院で勤務しているとのことでした。私も本当にうれしく思いま

した。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

京進という進学塾で指導をしていると、子どもたちを志望校へ合格させるというのが、

常に私たちの最優先課題となります。しかし、こうして希望通りの学校に合格してもう

まく行かないケースはありえます。そんなときに、またご相談に来ていただけるという

のはありがたいことです。出来ればどの子供たちについても、何年かたち、大学に進学

した折、就職した際、結婚するときなどなど、人生の節目に当たって、私たちのところ

に顔を見せてくれるとうれしいと思います。そう、私たちが提供する京進での生活が子

どもたちの心に刻まれるようであってほしいと思います。京進スタッフ全員がそういう

人間でありたいと思います。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



子育ちカフェ・・・その都度、感じたことを書きためた子育てエッセイです。 

 

①我慢のできない子どもたち 

我慢のできない子どもたちが増えていると感じます。ちょっとした難題にぶつかるとす

ぐあきらめる。人の助けをこう。算数ですぐには解けない問題に出合ったとき。運動会

などの行事で物事がうまく運ばないとき。人間関係でつまずいたとき。いろんな場面

で、我慢して、しんぼう強く取り組むことができない。周りの大人もすぐ手を貸してし

まう。確かに教えたほうが楽です。早いです。しかし、大人も我慢して待ってあげる必

要がないでしょうか。考えてみれば、就学前から、お腹を空かせればおやつをあげ、欲

しいおもちゃがあれば買い与える。そんな家庭が増えているのかもしれません。小学生

になって、少しはがまんしなさいなんて言っても無理なのでしょう。社会に出て行った

ときどうでしょう。日々困難に立ち向かって行かなければならないのではないでしょう

か。子どもには、早いうちから、しんぼうする、粘り強く取り組むという体験をさせて

あげたいものです。（だいたい私たち親の世代からして、子どものころにひもじい思い

をした人などほとんどいないでしょう。ひょっとするとこれは、私たちの親の世代が子

どものころひもじい思いをして、そんな思いを自分の子にはさせたくない、というとこ

ろからきている根の深い問題なのかもしれません。） 

 

②遊びで身につく算数力 

中学入試の算数の問題を見られたことはありますか。文章題などは、方程式を習えばで

きるのに（中学生でも苦手にする生徒は多いが）、なぜこんなややこしいことをわざわ

ざさせるのか、と感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私はこう思いま

す。算数を学ぶ醍醐味はこの文章題の中にある。そこに、将来社会に出て行ったときに

役立つ考え方が潜んでいる。それは、推し量るという能力です。つるかめ算が典型的で

すが、もし～～ならどうなるか。結果が実際と違うのはなぜか。実際の数にあわせるに

はどうすればよいか。こういう考え方を身につけるためのトレーニングを算数ではして

います。では、そういう力はどんな遊びから得られるでしょう。囲碁、五目並べ、将棋

やチェス、これらが少し難しい学年なら、○×を９マスに並べるだけでもいい。最近

は、アルゴとかジュモックなどという新しいゲームも市販されています。また、京進で

はパズル道場で立体四目を取り入れています。こういう遊びを通して「先読み」をして

いく力を養って欲しいと思います。親子で対戦してみてはいかがでしょうか。お父さん



出番ですよ！（前にテレビで見ましたが、桂三枝さんの創作落語「宿題」で受験算数に

取り組むお父さんの苦悩が上手に描かれていました。） 

 

③夢見る子どもは強い 

京進の教室訓は「目標を持とう！」「目標に向かって努力しよう！」というものです。

その目標を定めるために、まず大きな夢を持ちたいものです。自分の夢を実現するため

に、何から始めていけばよいか、それを考える。一つ一つ身近な目標を立て、それを達

成するための計画を立てる。一つの目標が達成できれば次のステージに上がっていく。

うまく進まないときにはその都度、何がいけないかを考え、計画を立て直す。先に自分

が目指す大きな夢があるからこそ、少々つらいことに出合っても耐えられるものと思い

ます。そして、苦難を乗り越えて、一つ一つの目標を達成する、そこから得られる達成

感が子ども達を大きく育てていきます。「やったあ」「できたあ」。それは自分の力で

やったのでないと意味がありません。かといって放ったらかしにするのとは違います。

子ども達が苦しさに直面しているとき、横からそっと手を差し伸べてあげる。子ども達

に気付かれないように。自分自身の力でできたと思えるように。そして、そこから得ら

れる自信が、勇気を与え、さらに次のステップに進んでいけるものと思います。大きな

夢を持つ。その夢の実現のために日々取り組んでいる子ども達は、それだけで大きく成

長していけるものです。 

 

④日常会話で育つ国語力 

子どもの話を聞いてあげる時間を持ちたい、いつもそう思っています。でも、子どもっ

て、ひとつのことを話すのにものすごく時間がかかると思いませんか。つい、大人が続

きを想像して話をまとめてしまおうとしてしまいます。なんとか、最後まで、自分の言

葉で話をさせてあげたいものです。同時に、「あ・うんの呼吸」というのはすばらしい

文化だと思いますが、子どもにはしっかり意思疎通をさせるためにも、単語ではなく文

章で話をさせたいものです。それは、お父さんも気をつけたいですね。「お茶」「お風

呂」では困ったものです。さらに、学校や塾・スポーツとか何かのお稽古事から帰って

きた子どもには、「今日はどうだった？」の一言をかけてあげることをおすすめしま

す。そうすることで、その日あった出来事をレビュー（復習）することができます。特

に何か覚えておかないといけないことは、一度言葉に出しておくことで記憶力が数倍ア

ップします。いっしょにお風呂に入ってでもいいし、夜寝るときにベッドの横ででもい



いし、家事をしながら、テレビを見ながらでもいいです。ちょっと、子どもの言葉に耳

を傾けてあげてください。 

 

⑤プチ挫折のすすめ 

自分の経験から。私自身、中学・大学・大学院と受験で 4回失敗しています。就職活動

はそんなにしなかったから 1回の失敗。恋愛経験は少ないけれど、失恋は 2回でしょう

か？？？ 自分の思い入れの強さによって、失敗したときの受け取り方はずいぶん違い

ますが、それでも数日ボーとしたあとは、また次の目標を探し始めていたと思います。

そんな中、今までで一番大きな挫折は、大学卒業後すぐに勤め始めた会社を 3年ほどで

辞めたあと、新たに希望を持って通い始めた新しい職場にうまく適応できず、心身とも

に疲れ果ててしまったときです。ちょうどはじめての花粉症ともあいまって、自分では

どうにもできなくなってしまいました。1ヶ月で新しい会社も辞め、しばらくは心理学

関係の本を読んだり、小説を読み返したり、また田舎の町をフラッと歩いてみたりして

過ごしました。ほどなく、体の中から生きる力がわいてきて、また新しい職に就くこと

ができました。たぶん、小さな挫折を繰り返す中で、自分のおかれた状況を客観的に見

る力が自然と養われていたのだと思います。一歩離れて自分を見ることができると、ず

いぶんと状況は楽になると思います。そういう訓練が、小さな挫折を繰り返すことで、

できていけばいいと思います。もちろん、皆に受験でよい結果を残してほしいと思って

いますが、いろいろ小さなつまずきの経験を子ども達にもさせてあげたいと思います。

常に親が先回りして危険を回避させるのではなく。 

 

⑥体験的社会科勉強法 

子どもといっしょに出かけるときに、家から目的地までマイカーで、子どもは車の中で

ぐっすり眠っている、そんなことはありませんか。ちょっとそれではもったいないよう

な気がします。せっかく出かけるのであれば、その目的地だけではなく、そこへ向か

う、あるいは帰り道の中でも、いろいろ世の中のことを学んでほしいと思います。以前

こういう６年生がいました。受験当日、引率をしていた私に、「自動改札機にキップを

通すときに手が挟まれそうでこわい」というのです。キップが買えないなんていうのは

もう当たり前です。確かに、一人でどこにでも出かけるというのは危険も伴います。で

も、少しずつ、いろいろな体験をさせてあげることが必要ではないでしょうか。そのた

めにも、いっしょに出かけるときがチャンスなのです。まずどこかに出かけるときは、

計画段階から子どもも巻き込みましょう。地図を見ながら、あるいはインターネットを



使って、「何時に出発すればいいね」とか、「ここで乗り換えようね」とか、車ならば

「このあたりで１回休憩しようか」などなど何でもいいです。そして、子どもに切符を

買いにいってもらうというのはどうでしょう。自動車では地図を見ながらのナビゲータ

ーを子どもに任せてはどうでしょう。きっと、いろんな場面で学ぶことはいっぱいある

と思います。子どもにとってもきっといい思い出になることでしょう。 

 

⑦３人の人間関係から養う生きる力 

我が家の長女には近所にいつも遊ぶ友だちが 2人います。いつも遊んでいるのに、その

中での人間関係はけっこう難しいようです。力関係でいうと 1人の子が少し他より力が

強く（体格的にも大きい）、その子のいうことを聞かないとうまく遊ぶことができない

ようです。しかし、そんな中で子どもたちは他人との付き合い方をおぼえていくのだと

思います。物理学の世界でも三体問題というのは非常に難しいといいます。２つのもの

から１つ条件が増えただけで、うまく問題を解くことができなくなる。そこにカオスが

生まれる。人間関係でも 2人のあいだは力がバランスを取って何とかうまく行くのです

が、3人集まると必ず何らかのトラブルが発生します。2対 1の構図ができると、1人

になったほうはつらいに決まっています。つらい思いをしている人を見たとき、手を差

し伸べてあげることができるのか。子どもたちは自分が 2対 1の 1になってしまう可能

性をいつも敏感に感じ取っています。そして、自分がその 1人になったときのつらさを

知っていれば他人には優しくできそうなのですが、なかなかそうはうまくいかないのが

現状のようです。社会に出れば日々難しい問題に直面することでしょう。特に人間関係

でうまくいかないときはつらいものです。そんなとき、子どものころに培われた 3人の

人間関係を乗り切る方法が役立てばいいと思います。ここでも、なるべく子どもには客

観的にその人間関係を見つめるようアドバイスをし、何とか自分の力で人間関係のもつ

れを修復するように仕向けてあげたいものです。 

 

⑧自然のふしぎで知的好奇心アップ 

子どもといっしょに散歩をしてみましょう。水をはった田んぼの中をのぞいて見ると、

オタマジャクシだけではありません。カブトエビやえたいの知れない生き物がいっぱい

ウジャウジャいます。春にはアブラナの葉の裏を探してください。モンシロチョウの卵

が見つかります。私は羽化の瞬間を見たくて、何度も育てています。しかし、まだその

瞬間に遭遇できません。テントウムシなら羽化直後の様子を見ました。あのナナホシテ

ントウの羽が透き通るような真黄色。少しずつ模様が見えてきます。夜には空を見上げ



ましょう。夏の大三角が見えますか？ベガとデネブはどちらが空高くを通りますか。月

の満ち欠けは一月続けて観察してください。形の変化、出てくる時刻など丸暗記でなく

実体験から入りましょう。赤キャベツやナスビの煮汁にお酢を入れてみてください。ど

うなりますか？石灰水を入れてみたら何色になりますか？石灰水は家で作れますよ。乾

燥剤として使われている消石灰（水酸化カルシウム）。開けない、ぬらさない、子ども

に注意・・・の消石灰を開けて、水に溶かして、上ずみ液を取り出しましょう。それが

石灰水。ストローで息も吹き込みましょう。科学館に行けばふだんは見ることのできな

いものが見られます。実験もできます。大人もわくわくドキドキ。そんな気持ちを持ち

続けましょう。興味を持てば知識は後からついてきます。 

 

⑨連読のすすめ 

本にはいろいろな読み方があると思います。私は高校生の頃、学校の先生のすすめで１

人の作家（安部公房）の本を読み通しました。それがきっかけで、本当の意味で読書好

きになったのだと思います。次に読み通したのは森毅。出る本出る本読みました。それ

から、養老孟司、夏目漱石、そして、村上春樹。同じ著者の本を読み通すことで、その

ひとりの人の世界にどっぷりつかることができます。それとは別に、ある本をきっかけ

にいろんな著者・分野の作品に広がることもあります。学生の頃、森毅を読んで、養老

孟司、河合隼雄、村上陽一郎、岡田節人、木村敏と進んだように思います。また、村上

春樹の翻訳だからということで、はじめて「キャッチャー・イン・ザ・ライ」とか「グ

レートギャツビイ」なんかも読みました。ある本の中で紹介されているとか、参考文献

にあるとかで、読み進むこともあります。一つの本との出合いが、どんどん大きな世界

へつながっていくのです。実際には体験できないこと、心境などを本は感じさせてくれ

ます。そこから子どもたちは想像する力を養うことができると思います。できれば、小

学校低学年の間は毎晩読み聞かせをしてあげたいものですが、それが無理でも、図書館

からたくさん本を借りてきて、いつも本がある環境づくりをしておきたいものです。内

容はいろんなものがいいと思います。いわゆる古典的な名作にはそれなりの良さがある

し、現代の作家が書いたものにもいいものがいっぱいある。ファーブルやシートンもい

いし、写真や絵の多い図鑑的なものでもいい。加古里子なんかは最高です。日本のこと

世界のこと、世の中のいろんなことが書いてあるものもいい。その中から子どもが勝手

に好きなものを見つけ出す。それを察知して、そこを伸ばして上げるのが、身近な大人

（だいたいは両親）の役目なのだろうと思います。 

 



⑩子どもの良心は両親が育てる 

物をかくしたり盗んだりする子どもがいます。落書きをする子がいます。カンニングを

する子もいます。人の悪口を平気でいう子がいます。うそをつく子がいます。嫌がらせ

をする子がいます。いじめをする子がいます。いじめを見て見ぬふりする子がいます。

悪いことは悪い、ダメなことはダメとはっきり言えるようでありたいと思います。子ど

もにもそれがはっきり言える人間になってほしいと思います。しかし、その一方で、正

義感で注意をしたために逆にひどい目に合わされたというケースが増えています。私自

身、本当に恥ずかしいことではありますが、子どもと一緒のときに、悪いことをしてい

る人を見てそれを注意することができないことが多々あります。子どもは「あれは悪い

ことだよね」と言ってきますが、「そうだよ、まねしちゃダメだよ」としか言ってやる

ことができません。もし、そのいたずらが原因で誰かがけがでもしたらどうするんだろ

うと考えるとつらくなります。自分や自分の家族の安全のことしか考えていないのかと

自問自答します。子どもたちには単なる正義感だけではなく、この世の中で生きていく

のに必要な知恵を身につけていってほしいものと思います。そして、最低、「いつでも

お天道様が見ている、こんな悪いことはしてはいけない」と思えるようでいてほしいと

思います。そうするには、やはり親があるいは身近な大人が子どもに「何が良くて何が

悪いか」を伝え続けなければならないと思います。両親と良心が同じ音であるというの

は、単なる偶然とは思えないのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



子どもたちは学びたがっている！ 

 

人はみな好奇心を持って生まれてきます。幼いころ何度も繰り返し「どうして？」とた

ずねたはずです。知らないものを知ろうとする。分からないことを分かろうとする。子

どもたちは学び取る力を持っています。学びのチャンスはそこら中にあります。遊びや

スポーツの中で、読書やテレビで、川や森や、博物館、科学館などで、もちろん学校

で。その中の１つに私たちの進学塾もあげられます。 

 

 

 

 

 

 

 

受験を通して「生きる力」を！ 

 

現在の受験制度には賛否両論あることでしょう。しかし、いずれ通り抜けなければなら

ないものなら、何とかうまくそれを活用したいものです。少し見方を変えてみると、実

は受験を通して子どもたちは社会で生き抜いていくための基礎体力のようなものを身に

つけているのではないでしょうか。目標を持つ。現在の自分の状況を客観的に判断す

る。その時々の課題（小さな目標）を見つける。計画立ててすすめていく。うまくいか

なければもう一度考え直す。うまくいったときの達成感で子どもは育つ。これらのこと

は大人になってからもすべて必要なことではないでしょうか。このようなことをサポー

トするのが私たちの仕事でもあります。目標を持って努力することの大切さを肌で感じ

た子どもたちは、きっと素敵な大人になっていくことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 



何でも自分でできる子に！ 

最近、自分で計画立てて勉強をすすめられない子どもが増えています。自分のことばで

表現するのが苦手な子どもが増えています。１人でバスや電車に乗れない、１人で買い

物ができないような子どもも増えています。我々は保護者との協力体制のもと、自分で

何でもできる子どもに育っていってほしいものと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

素敵な笑顔が最高のプレゼント！ 

私たちは単なる受験ロボットをつくっているわけではありません。受験を通して子ども

たちは大きく成長していきます。あきらめなければ夢がかなうということを知ります。

そばで支えてくれた両親や先生に感謝する気持ちを感じ取ってくれます。人間として一

まわりも二まわりも大きく成長します。私たちの喜びはその子どもの成長ぶりを見るこ

となのです。合格したときのあのとろけるような笑顔が見たくて、私たち京進スタッフ

は日々、子どもたちのガンバリを応援し続けます。 

 


