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発想の視点を変えることのすすめ

江戸川結合人生大学学昆

北野 大

勤務している明治大学の理工学部は神奈川県の川崎市で

すので 東武伊勢崎線 地下鉄千代回線、小田急線と乗り

継ぎ 通動には1時間50分 くらいかかります。通動時間

が長いということは 正直なところ決して楽ではありま

せん。しかしここで発想を変えると、この時間はなんとも

有用な時間になります。

電車の中で考え事をしたり 本や新間を読んだり CDや

ニュースを聞いたりと まさに私にとって車内は動く言

斎であり 動く茶の間です。また最寄駅の生回駅からキャ

ンパスまで徒歩約10分 で、キヤンパス内には通称定年坂

というきつい坂があります。息が切れてとてもお話しし

ながら上れるような坂ではありません。しかし、これも考

えようによつては通勤途中がエクササイズになリ ダイ

エットになるわけです。

ちなみに定年坂とは私達教員が勝手に付けた名称で、こ

の坂を自力で登れなくなつたら、大学教員を辞めるべし

と言う自戒の意味が入つています。

江戸川総合人生大学は実社会で役立つ学問 実践する学

問である実学を学び地域に貢献できる人材を育成するこ

とを目的としていますが これも発想を変えれば学ぶの

は地域のためと言うことよりも自分自身のためと言うこ

とができましょう。学ぶことで充実した生活の中で自分

自身が向上し、またその結果として人様のお役に立て、

感謝されるということは人生最大の喜びではないでしょ

うわ`。

この喜びを、さらに多くの人たちと分かち合いたいと思

つています。

古来より多く

の科学 技 術

は発想を逆転

することによ

り成功 してい

ます。た とえ

ば物を力回熱す

る場合 、通常

は外から加熱しますが、内燃機関と呼ばれる事のエンジ

ンでは燃焼するガソリンはシリンダーの中です。また

階段は人が歩いて上り下りしますが 人の代わりに階段

を歩かせているのがエスカレーターです。電車を上下に

走らせているのがエレベーターです。大阪城築城に用い

られた巨大な石は四国から瀬戸内海を渡つて運ばれまし

たが、当時はどのように運んだのでしょうか。船に載せる

と誰もが考えますが 10ト ン近くもある巨大な石を当時

の船に積んだら船が沈んでしまいます。

この場合の逆転の発想は船に載せるのではなく 船の下

に石を吊るすことです。アルキメデスの原理を思い出し

てください。

「固体の全部または一部を流体中に浸すと、それが排除し

た流体の重さに等しいだけの浮力を受けるJと言う原理

(広辞苑より)です。

私の自宅は東京の東の端、埼玉県との都県境にあります。

B祥択け忘リド為浄r■ 共 通基礎科目 《カウンセリングの昌礎》

私たちはさまざまな悩みを抱えて生きています。仕事のこと

人間関係や家族関係 定年後の生き方 。 「私は自分らしく生き

ているだろうかJといつた思いを抱くことも少なくありません。

「カウンセリング」では 人がこうした悩みや問題に自分らしく

向き合っていくフロセスに寄り添いその人のこころを聴かせて

いただきます。

この科日では 日常のさまざま■J場面で生かせるカウンセリン

グ字習を体験的に学んでいきます。それを通して o他 者の気埼

ちに耳を傾け 大切にコミュニケーションをとれるようになる

こと またその前提として o自 分自身のこころに向き合ってい

けるようになることを目指します。
カウンセリングの涙習風景

話富先生の調譲

囚
因目

地域のために自分を活かしてみたい。江戸川総合人生大学はそんな人のために江戸川区が開設した区民のための大学で
す。現在 1年生と2年生合わせて約180人の学生が、熱心にそrlそれの目的や課題に向けて授業に取り組んでいます。
(キ学校教育法等で定める正規の大学ではありません。)



地 ・域 。と。つ。な。が・る
東京都泣紅素川高校

lt市輔 能 生 (捕高)

都立高校で今年度から始まつた授業 「暮

仕」。地域貢献の内容を考えていたとき

目に止まったのが 「広報えどがわ」の江

戸)総 合人生大学の記事。恐る恐る電話

すると代表の島口さんが快く31き受けて

くださいました。モニュメン ト6の 皆様

(何と10人 も)のこ指導の下、ます1年生

の半数 (120人 )が 12月 10日 に清掃活

動を行ないました。40分 の講議に続き街

歩きをかね実作業に入りました。

はたして生徒がきちんとできるのか。

ます 最初は2メ ー トルを超えるステン

レスのモニュメン ト。なぜか頭上から生

徒の声が。てっぺんに座り「球体も磨かな

くちゃ」と喜々として雑巾で磨いている

のでした。「ど どうやって章ったの ?IJ

「肩草だよ こいつ ちびのくせに合にな

つてくれたんだよ」「そうそうJ

かくして2つ 目 3つ 目も生徒の歓声に包

まれ 清掃が進んでいくのでした。

自転車で観察に宋た目J校長 「目的がある

から生徒のやる気が違うね」そういえば、

塔いて息を吹き返した『朝陽と夕言Jの

言楽 「日の光Jの 二人の語らいを聞いた

ような 。口+1キ 1=1の モニユメントJ

は生徒達に自立しながら互いに協力し合

う事の大切さを訴えています。

清掃はモニュメン トの命を蘇らせ 命を

もらう作業なのでした。

振り返れば 紅葉川高の前庭には巨大な

鉄の骨があります。「大空をさす」と題さ

れたこのモニユメン トは 20年 前 日本

橋から移転した時 新天地で伸び伸びと

生徒を育てようとの心意気を表現したも

のでした。小半明こ気づいた猫の心境です。

第2回もつたいない運動えどがわ区民大会 開 催 !
地球温暖化防止につながる もつたいない の発表を行います。当日は

長野からCWニ コルさんがやつてきますよ !みなさん お楽しみに !

期日 :平成20年 3月8日 (■)

「もったいない運動えどがわ」を広げよう!～みんなあつまれ～

教員と生徒の文化的感性を磨いてくださ

つた「モニユメン ト6Jの 皆様 厚く御礼

申し上げます。次回も楽しみにしており

ます。

t3月2]口 〈金)[第2回の轟騒を行ないます。
モニュメント6とは 江戸川まちづくり学科2

期生を中心とする、区内の彫刻=モニユメン

トの清掃を行なつているポランティアグルー

ブです。
お問合せは 09027441595 島 日】

グローバル インディアン インターナシ

ョナル スクール(略称G‖S)は平成]8年

8月 に江戸川区南篠崎町に開校した生徒

数200人 余り 幼稚園から0年 生までイ

ンドを始め様々な国籍の子ども達が通つ

ている学校です。代表のニヤンタ氏はメ

ディアにもよく登場され インド数学の

素情らしさなどをアピールされていま

す。この学校は教育熱心であることはも

ちろんですが 子ども達を日本文化に触

れさせる事や 地域住民との交流などに

も積極的に取り組んでいます。

国際コミュニティ学科0期 生が一年次の

フィール ドワーク「インドの文化を探るJ

で0‖Sを何度か訪P9Bをしました。この縁

で、日本語担当の石澤先生から 大学事務

局を通じて日本語授業のお手伝いをして

欲しいとの要請がありました。2年 目の

課題としてのボランティア活動を模索し

ていたので快議し高比良毅さん他同期

10名で昨年9月から活動を開始しました。

石澤先生は私たちの活動について「一人

では目が行き届かなかったのですが き

め細かい指導が出来るようになつて と

ても助かつております。また 子どもたち

もボランテイアの皆様を心待ちしており

ます」と話されました。

メンパーの梅沢恵子さんは「私達も運動

会 ディワーリ(インドのお祭り)、アニュ

アル デイ(学習発表会)などに参加し イ

ンド文化に触れる機会も多くなった。カ

ルチャーショックを受ける事もあります

が 私達を「先生Jと呼んで 待つていて

くれる子ども達の実顔に励まされて 今

ではボランティア活動を案しんでいま

す。長く続けていきたいと思つています」

と語つていました。

(国際コミュニティ学科3期生 矢 作弘子)

石澤先生と5年生の授業の検子

子どもと楽しそう
に監すサポーター

えどがわエコセンター

再生活動を実餞するため 荒れ冥てた里山を購入 「アファンの森Jと
名づける。
〔2〕もったいない康示会
]階 展 示ホール ]〕 1:00～ 16i30
1)も つたいない 活 動の紹介
2)区 民や子どもたちによる

。
もったいない

‐
lf品の展示

〔el交流会 に効口賢 ¥500)
3陪産業振興センター 16i30～ 17130

●申込み!【]】【3〕‐受申し込み (抽選) 1=】 ―不要
●2月 ]5日 までにえどがわエコセンターまで 氏 名、野便番号、住
所 電 話をこ連絡ください。
●当選者には後日参加証を郵送します。

詳しくはえどがわエコセンターまで。電話 :56591651
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発表の内容

虹 名 テーマ 抑 書
あしヽ かんどう 子どもの 「できた ,うれし

い IJを増やす学校支猥下
ランティア

子ども達たけでなく四わって
いるホランティアの人達も 「
できた |うれしい IJを 実じ
してひしいという想ぃで5回の
フログラムを作成

曜だま, 子どもにとっての幸せを考
える

凝子の個をHt壺する支援者を
奏成する説座
「傾晦Jに 重点をrJき4回のフ

ロクラムを作成

HAPPY お目さんの0と ,の時間を
つくつてあ チましょう

今 までの字 営を長 ,返 , そ
の内容を含めながら i,回 のラ
ログラムを作成

ラムを作ろう」という授業内容だ。この授
業は全4回行なわれ 「あい か んどう」
「陽だまりJ「HAPPY」 の31[に分かれ
て作業が始つた。

「子どもコースJから「子ども支援学科J
へ学科名が変更になり、二年目の授業が
昨年の10月25日 から始まった。

現在は「ボランティア養成講座のフログ

探りの中 lIの人たちと意見

を交わしながらゆっくりと

確認していく。自分ひとり

で考えていると すれてい

つてしまいそうなところも

仲間と話していると少しす
つ解つてくる。3回 目の授

業でだいぶ内容がまとまつ

てきたが まだ完成してお

らす 発表に向け授業後も

しつわ`りとブログラムを完

「ブログラムを作るJという事はどういう

ことかを理解するところから始まり 手

介護 福祉学科2年 生の授業は 地域活動
の実践力を高めるための学びが中心。

地域を住みやすくするためには ます自

分の住んでいる地域をよく知ること そ
の中から解決すべき課題を探ること そ
して解決方法を発見することが必要で
す。そして一人ではrJく地域の人違みん
なと考え 実現していく力が求めら/1ま

す。

「江戸)の 暮らし 福祉マップづくりJは
このための授業です。

自分の住んでいる地域を中心にクラスを
2～ 5人すつのグループに分け 地域こと
に歩いて調査し 資料を集め 聞き取りを

行い グルーブことに討議してそれそれ

のテーマを決めました。テーマよ「老いて

も安心して住める街J「目的をもって自立

気軽にボランティア
～使用済み切手 ・使用済みカー ドの収集～

rポランテイアを始めたい。でも 今一歩4J踏み出せなしヽJと いう方へ

身近で手軽に出来るポランティアがあります。

使用済み切手 使 用済みプリベイ ドカー ドの収集です。

使用済み切手等 よ 国際協力や障害者支援を行つている団体に届け

そllぞれの活動に役立てられます。例えば 使用済みカー ドl枚が虫下

しの案3錠 になり 開発途上国の児重のために活用されます。

成させるために打合せを続 サ まとめあ

げた。

完成したものを4回 目の授業で各班 10

分間の持う時間で発表した。

このフログラムの作成で学んだことが
2月 ]フ日 (日)に行われる新たな企画に

どのように活かされるかが楽しみであ
る。

(子ども支援学キ斗3期生 渡辺佳保里)

と健康に支えられた熟年者の生活J「健康
づくりの散歩道」「私たちの街 中葛西J
「食の提供～配食サービス～J「高齢化を
考えるJ「伝説と風情のある地域Jのフつ

です。

「老いても安心して住める街Jグループ
は 「高齢言 障害者 車椅子 ベビーカー

にとって安全 安心な街をJという視点わヽ
ら 平井 J 松ヽ川地区のパリアフリー状況
を調べました。緩断歩道の段差がどのよ
うになっているか ベンチがどこにどの
ように設置されているか などを調べる

中から区道と都道では八リアフリー化の

進み方が違うこともわかりました。区道
のほうが 歩道の段差解消などを熱心に

進めているようです。

地域にはまだまだ段差や歩行の障害物も

多く み んながパリアフリーに関心を持
つてほしいと思います。

こうした地域の現状や課題をグルーフで

討議しながらまとめあげ 調査データ

写真 まち歩きの状況などを持ち奇つて

地図を貼った模造紙に落とし込み クラ
スで発表するための「江戸川の暮らし

福祉マッ列 を作ります。

(発表すること|も地域で活動するために

よ大切な技術。発表を一人に任せるので
まなく全員参加型で一人2分 位のリレー

方式で行いました。発表の当日よ1年生
と2年 生の交流授業.発表は緊張しまし
たが、和気轟々と時には実い声につつま
llて意見交換が進みました。

使用済み切手については 図のように消印を残し

て台紙こと切り取つてください。収集箱は区民館

等身近な区民施設にあります。

使用済みカー トについては 対象にならないもの

もあります。

詳細はお問合せください。

また 集まつた切手 カ ー ドの整理をお手伝いい

ただけるボランティアさんも募集しています。

詳しくはボランティアセンターまで。電話 :566276フ ]
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(株)ユナイテット ト ラベルサービス イ ンターナショナル代表

心と心をつなぐのは「ことばJ

インディラ パ ットさん さ 在日25年 に及ぶ

イン ド北部出身の大の規国家。現在江戸川区

在住のインド人会の副会長を務めるいら (株)

ユナイテッド ト ラベルサービス イ ンター

ナショナルの代表取締役として日 印 の文化

交流の架け橋役として八面六管の大活躍。ま

た 本字国際コミュニティ学科の読師として

度々教垣に立たれ 外国文化の紹介など地城

コミュニティ促造の立役者として地元の人達

にも大変現しまれています。お好み焼き 焼き

そば大好きのさしすめ下町の肝つ玉母さんを

街悌とさせる親善大使としヽつたところ。多忙

なひと時を割いて本場の紅奈でにっこり応対

して頂き 異 文化交流の原点などしヽろいろお

話をお関ききしました。大変流賜な日本語を

保りその博識振りによ驚嘆しました。

O日 本へはいつ采らllたのですか。

●1983年 8月4日 インドの旅行会社の日本

支社(大阪)の開設に伴い家族と共に来ました。

]987年 新会社を設立して独立したのを機に

江戸川区西葛西に移つてきました。

0お 仕事の内容と日課を伺つてもよろしいで

すか。

●はしヽ アジア アフリカ 中近東地域のオベ

レーシヨンネットワークの旅行斡旋業務です。

当初は観光旅行が三でしたが 最近は日本か

らの留学生やビジネス(IT産 業)などの長期

M「stnd ra Bhatt

滞在書が多くなりまし

た。月曜から木曜まで

はこの仕事で 金曜は

大東文化大学でヒンデ

イ語を教えに通つてお

りますも土 日は体み

ですが 旅行者に トラ

ブルが起きたときの対

応などに追われること

もありlE串電話よ離せません。

Oイ ン ド人の方々だけでなく 地元の人たち

からも頼りにされているようですが。

●在日インド大会は2000年 に設立されたの

ですが イン ドから来日してきた人たちが自

然に近くに住むようになり 相設相手になつ

たり 地元の人たちとの橋渡しがロコミで自

然に広がつたのでしょう。江戸川区は人情豊

かな街でとてもlTみやすいです。

○地域での異文化交流に一番大事なこと 心

査けていることは何でしようか。

●やはり言案でしょう。とにわ`く伝えたいこ

とを文法などにとらわれす系直に伝えること

です。そこから信頼関係が生まれます。「以心

伝心Jで自然に輸が広がつていくものです。

(国際コミュニティ字lセ潮生 吉 日英雄)

先とを紹介します

国際コミュニテイ学科学科長 ェ

ジョージ W ギ ッシュ

5 0年 前の19 5 8年 1よ

私の初来日の年に当た

ります。当時の交通機

曙 殊聞 離 握 [

た。故郷のカンサス州

から長距離パスでサン

フランシスコまで3日

間かかり そして貫物船で沖縄を経由し

て横浜君まで3週間かかつた後 旧国鉄の

準急に6時間乗って やつと目的舶つ名古

屋駅に着きました。自分の育つたカンブ
“
スの大草原に比べて 日本の三大都市で

ある名古屋駅前の発展振りに驚いた印象

ほ末だに鮮明に党えています。

名古屋学院の中 高 等学校を よじめ 名

古屋大学などで教え日本の教育に触れな

がら 日本の伝統言薬等の日本の社会と

その歴史に興味を持つようになりまし

た。アメリカに一時期戻つた崎 ミシガン

大学大学幌の日本研究センターで3年F95

日本文化全般にわたつて勉強する機会が

与えられ 琵琶言楽史について論文をま

とめました。

1968年 再来日 東京て仕事をすること

になつ その生活がもう40年 になります。

5年前 青山学院の名誉教授になり /1E戸

)区 の国際コミュニテイ学科を担当しな

がら 江戸)区 の素晴らししヽ可能性を

益々感じ この総合人生大学が将来の「地

球人」の「コミュニテイづくり」のモデル

になることを′ふから望んています。

“ 困 2ロ ロ 田 区民の晋様のこ参加をお待ちします

=Jと とおわび

本紙No 4の 「江戸川にほんこクラフ」の記事に

譲りがありました。訂正すると共に関係者にお託
びいたします
娯 !サイさん―正 :ライさん

誤 |ユファンさん→正 :イフアナさん

誤 |トンさん―正 :ソフィアさん

総台メ韓 同悪会勢市に向けて

昨年6月に2期生の運営会議連結会に]期卒業生の各クラス代表が加わり 同悪会の設立に

ついて議論じ 設立準備委員会を発足させました。

12月 には各クラス軒事が選出され このメンパーで本年4月総会開催を目指してどのよう

な結会にするかなど実施内容を検6J中です。

今後は 同窓会活動の一環として 同窓会の情報や卒業生の活動状況などをこの情報祇など

に掲載しながら 卒業生 在校生全体の情報の共有化を進めていきたいと考えています。

江戸,総 台人生大学同思会設立準備委員会

催  し 日   時 会  場 費   用 主 催  お 問い合 わせ  内 容

学習支援
ボランテ イア活動寵座

2月 ]7日 (日)
14時 ～ 16略

タワー ホール船 堀
4 F研 修 言

無14 スクールサポーターゆうほ 「前座孫」
携帯 080‐3443574フ

和紙を使 つた折 り紙 と
お |″ゃべ らの奈

2月 23日 (■)
1 4障 ～ 1 6障

WS事 務所 2F
(東葛西5ゼ 3‐8)

無料 ホビーサロン 島 村
TEL 38フ ア‐フ40

草木梁を楽 しもう 3月 ]日 (■)
1 3時 ～ 1 6時

清新町
コミュニテ ィ会館

無 料 どん ぐり 山 田  T E L  5 6 5 8‐ 5 2 9 5
申込締めきり ,2月 23日 (詳しくはこ連絡を)

江戸川区アダフト活動交流会
確 ′娘ナ来の京ランテイア)

8月 2日 (日)
]4時 ～

鹿骨区民館
2Fホ ーリレ

無 料 土本部席務課原務係  TEL 566α ‐8376
(詳細は2月 2 0日 号 「広報え どがわJで)

雨水を上手に使 つて
花を育てよう

3月 3日 (月)
]7時 30分 ～20情 30'

南小岩コミュニテイ会館 無 料 花 ステーシ ョン研究会
携帯 09024999751 申 込締めきり!2月22日

コ司H結合人生大学学生による
第8回 朗読会

9月 22日 〈土)
10時 30分 ～]]時40分

タワーホール船堀
OF応 緩会議室

無 料 堀)
TEL 36フ 9‐4357

小岩の栞ほ 毎月2の 付 く日
1 0時 ～ ] 5時

南小岩 フラワー□一 ド
ポケ ッ ト八 ウス

無 料 すきま南風  高 木
TEL 5668-5396(:掌 しくよこ連絡を)

ヨーガ敦室 毎月第 1 3水 曜 日
1 8時 ―▼2 0時

タワーホール的堀
4F和 室

入会金10110円
1回 1500円

ツタデーネッ ト 高 橋
TEL 3670‐ ee55(群 しくはこ連絡を)

「ひとあい えどがわ」編集委員
【2潮生1島日久市(江)戸塚弘 吉田英窪(国)上原東87(子 )井J局介(介)
13期生 1■ 田岨 竹 E東 紀子 (■)高 島卓 矢 作弘子 (口)高 毒敏子 頑 言に保雲 (子)大 臨玉枝

杉日"子  松 丸洋子 (介)

【4用 生1後 優文夫 寺 久保好子 (江)

掲酪己事に関するお間合せは/江戸川繊含人生大学事務局【電話156762431〕 まで

素融な情報を待 つています

「ひとあしヽ えどがわ」よ人生大学発の 区民と学生を搭恵情報紙です
ユニークな活動をしているグルーブ 定非取り上|すて欲しいグループを

どありましたら 総合人生大学事務局までこ遍倍ください。


