
 

2021年３月１日  / /  電子会報  / /  発⾏番号︓002 
 

ページ 1 

教育者かべ新聞 
全国教育者習学の集い ～笑顔と涙によりそおう～ 

 

事務局用 Zoomプロフィール画像 

概要 
 

令和３年２月７日（日）、「全国教育者

習学の集い」が行われた。毎年、法輪閣

を会場に行ってきた本集い――今年次

は、新型コロナウイルス感染防止のた

め、ウェブ会議システム「Zoom」を使っ

て開催し、全国から102名の教員、教育

関係者がオンラインで参加した。 

 

 テーマは「笑顔と涙によりそおう」。

コロナ渦だからこそ学びをとめない！ 

子どもたちへの先生方の熱い思いに少し

でも寄り添えたらとの思いのテーマに込

めた。 

 

教育グループ次長の会長先生の年頭法

話を元にした挨拶の後、４つの分科会に

分かれて学びを深め、そして最後に習学

部長よりまとめがあった。 
 

                       

  

⽥中次⻑ あいさつの様子 
（背景：一乗宝塔） 

 

挨拶 

教育グループ次長 田中啓之 

 

挨拶の冒頭、「『どのような集いが先

生方への応援になるんだろう？』と日々

思いを巡らせながら、本日を迎えまし

た。今日の学びが、何か一つでも先生方

の勇気につながるような機縁になれば幸

いです」と開催への思いと参加者への感

謝を伝えた。 

 

続いて会長先生よりお示しいただいた

年頭法話から①省く・省みるの深い意味

②「百千の灯あらんも我を待つ教室は一

つ」をめざして、③情感豊かな、思いや

りのある人を育てるためには、について

昨年出会ったある先生の実践と、青年教

務員の時の少年部トップリーダー教育の

エピソードを交えて話した。 

 

「省く」ということについては、教え

をいただく私たちが、「本当にやらなけれ

ばならないこと」とは何か？ たくさん

ある中でも佼成会の信者として、最も大

事なことは「自他の仏性を開顕するこ

と」なのではないか。 

 

また、会長先生がお示しくださった

「人の心の機微の分かる情緒や情理を具

えた人、思いやりのある人」を育てるに

は、私自身がいかに心を大切にした触れ

合いを心がけ、できているかどうかに尽

きる。これからも子どもたちの前に立

つ、信仰を持つ我々が、ご法の習学を大

切にし、開祖さまの願いである「学校教

育の現場において実践の証」を体験して

いきましょう、とまとめた。 

全国教育者習学の集い R3.2.7 (SUN) 

P1.概要・次長あいさつ P2.分科会紹介 P3.部長あいさつ 
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分科会Ⅰ 

「人との関わりを通して自分の関わり方を学ぶ」 
  

分科会Ⅱ 

「ご法」を頂いて、今がある 

芳澍女学院情報国際専門学校校長
石田光男先生

石田先生より自己紹介等があった後、「教師をして

いくうえで自分を支える、拠り所となる言葉や座右

の銘はありますか」との問いに、参加者からは、“生

徒の長所を見つけられるようになりたい”“子どもは

皆100点なんだ”という気持ちで常に触れあっている

との意見が寄せられた。 

石田先生ご自身は「常住此説法」だとあり、教師

である前に子ども達から信頼される大人であるこ

と、教師は子どもに裏切られることが仕事、でも自

分は信じ続けると話された。 

講演最後には、「人と一緒に生きる職業の中で、悔

しさの涙を流すことはあっても、喜びの涙を流せる

職業は少ない。その数少ない職業の一つが教師であ

る。その涙を流せる先生は本気で生徒と向き合った

先生たちだけのような気がします」との言葉に、心

温かくも力強いエールを頂いた講演だった。 

 
 

 

 

佼成新聞 DIGITAL 

TITLE：全国教育者習学の集い『笑顔と涙によりそおう』をテー

マに 子供とのかかわり方学ぶ 

2021年2月11日付け 

 

「佼成新聞 DIGITAL」にて、記事がアップさ

れました。ぜひ、ご覧ください。 

 

https://shimbun.kosei-shuppan.co.jp/news/46357/ 

 

 

丁寧に言葉を紡ぎながらお話しくださった。相手の心

に寄り添うということは、容易にできることではな

い。人は、できないかもしれないことに頑張り、落ち

込み、悩み、そして時に孤独を感じる。その「心の痛

み」から生まれる「優しさ」こそが、一緒にいる相手

の心を癒し、前に進む力をくれるのだと、教えていた

だいた。 

質疑応答では、具体的な学校の事例の悩みに、詳し

く回答をいただき、参加していた皆さんが共感をし、

講演内容をさらに深くかみしめることができた。 

 道灌山学園保育福祉専門学校非常勤講師 下岸幸子先生  

下岸先生は、高校の頃、障害児施設でボランティア活動に参加した時、

自分が施設の事・障害の事を全く知らずに参加している事に気付き、学ぶ

事の大切さを実感し福祉の道に進んだ。 

仕事を通してコミュニケーションの大切さや何気ない一言が相手の心に

大きな影響を与える事等が語られた。 

「言葉と気付く事の大切さ」を学ぶ演習では生活環境・経験から言葉の

捉え方は個々に違い、励ますつもりが逆にプレッシャーになったり、否定

的に捉えられる事もあると説明。 

日頃、自分の話し方や言葉の選択は適切か等、自分が相手に分かる話し

方や言葉を工夫しているか。表情・しぐさ・声の大きさ等、相手に寄り添

う会話になる事が相手を理解するきっかけに繋がると語った。 

相手が心を開く事を待つのでなく自分の心を開く事が大切「常に初めの

一歩」それを心して頂きたいと言及し終了した。 

分科会Ⅲ 

「今だからこそ園長の役割を考える-笑顔と涙と感動と 

～若手職員に寄り添って～」 

認定こども園園長 齋藤貴子  

28歳という若さで園長となり、右も左も分からずにたくさん悩んできた

こと。教育者教育研究所の研修会に参加し、目からウロコ！の気持ちで教え

を学び「私がいかに子どもたちの願いを聞ける自分になっていくか」を実践

し続けてきたこと。人材不足で悩み奔走した日々、４人の若手職員と正面か

ら向き合って、保護者も職員も一体になって笑顔と涙と感動で運動会を終え

ることができたことを振り返られ、「苦は自分が成長するための宝物」と実

感をもってお話しくださった。 

齋藤先生は今、常に周りの人の幸せを願い慈悲をかけること、相手を認

め、元気になる言葉をかけることを大切に、「おはようございます」「いっ

てらっしゃい」「おかえりなさい」と笑顔で挨拶をしているという。最後

に、卒園生から届いた手紙を披露し、どんなに荒れている子どもでも、心の

奥には必ず仏性がある。そのことを心から信じ、これからも愛他の精神で、

仏性礼拝の実践に努め、身命を惜しまず精進・進化していきたいと結ばれ

た。 

分科会Ⅳ 

「日々是好日～寄り添えなくても大丈夫～」 

 

言語聴覚士 田中宏昌先生 
 

田中先生は、「教育に携わる多くの人が、『どうしたら相手の心に寄り添

うことできるのか』と日々悩み、努力されている。確かに『相手の心に寄り

添うことは』大切なことではあるが、『寄り添えること』よりも『寄り添え

ないこと』の方が大切なように思う」と言及された上で、ご自身が今まで出

会った学生や家族との体験から『心に寄り添えないことの価値』について、 

https://shimbun.kosei-shuppan.co.jp/news/46357/
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まとめ 

習学部長 中村記子 

事務庁舎から配信されている分科会を回

っていただき、熱心に学ばれている参加者

の様子や講師さん方のお話で感銘を受けた

ことについて感想を述べた。 

 以前、教員をされていたことのある中村

部長は、「教師という先生お一人おひとり

の一念が三千の世界に広がっていくお仕

事、そしてそこにかける人生というのはな

んて素晴らしいんだろうと思います」と先

生方への敬意を表された。 

 そののち、2月号の『佼成』会長先生の 

ご法話でご紹介された漫画家・絵本作家の 

やなせたかし氏の著書『もうひとつのア

ンパンマン物語――人生は、よろこばせ

ごっこ』の一部を朗読。やなせ氏の「ひ

とはひとをよろこばせることが一番うれ

しい」という思いを伝えた上で、その一

説になぞらえて、自身の今の気持ちを表

現。 

“「私の法座は、元気になりますか。

私の話は元気になりましたか」とそのこ

とばかり気にしています。それにしては

あまり元気になっていただけないことが

多いのですが、それは精進がうすいせい 

 

 

 

 

で残念です。ただ一生けんめいにやりま

す。私はおかげさまで楽しく生きていま

す。” 

最後に、「皆さまの人生の喜ばせごっこ

はどんな物語でしょうか。皆さまのそれぞ

れのたった一つの喜ばせごっこの人生が紡

がれていくよう祈念します」と話を終え

た。 

参加者の声 

●今回始めて習学の集いに参加させてい

ただきました。今までは参加したくても、

遠いことや、自教会のお役が忙しく、参加

することができませんでしたが、オンライ

ンでの開催となったお陰様で、参加させて

頂くことができました。ありがとうござい

ました。子供達はもうすでに仏性を持って

いるから、すでに悟っている「本当の自

分」に帰るためのお手伝いをしていけばい

いのだな、と思いました。 

普段はコロナの休校のために遅れている授

業を進めることに精一杯になりがちです

が、改めて、目の前の子供達との心を大切

にした触れ合いをしていこうと思いまし

た。 仏さまからの智慧を頂くために、朝

夕のご供養、佼成ややくしんから習学をし

ていくなど、当たり前のことを丁寧に行っ

て行きたいです。 

 

●ご無沙汰している方の元気な顔が見

れて、とても感激しました。また、日々

の子どもとの関りの中で忘れていたこ

と、大切なことをもう一度改めてみつめ

直すことができ、明日からの子どもとの

ふれあいに活かしていこうと思いまし

た。 

 

●日々の雑務におわれて、ともすると 

悲観的に物事を捉えることが多くなって

心に煤や垢ばかりが溜まっていたところ

です。改めて教育職に携わらせて頂いる

ことの意味を見つめなおす機会になりま

した。 

●オンラインでの参加は参加しやすくと

ても良かった。分科会では相手に伝わる話

し方の大切さを学び日々に生活に生かして

いきたいと思いました。また少しの時間で

はありましたが分科会参加者でグループで

演習がありました。話ができる場があり新

たな出会いで繋がっていけたようでとても

素敵な時間でした。また習学部長さんの紹

介してくださった「もうひとつのアンパン

マン物語」がとても心に残りました。私も

誰かに喜んでいただけるような関わりがで

きるような生き方を意識して日々生活して

いきたいと思いました。いろいろ制限のあ

る生活の中ですがこのようなかたちで集い

に参加できることがとてもありがたかった

です 

 

令和３年次 教育者教育に関する研修会 

 

１．青年教員セミナー 
  日程：８月８日（日）オンライン開催 

  ご案内：５月１日（予定） 

 

２．第２回 元気がでる教育相談講座 
  日程：９月１２日（日）オンライン開催 

  ご案内：６月１日（予定） 

 

 

詳細はQRコード「習学ガイド」よりご確認ください 
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