WINTER SCHOOL 2008

特 集 ウィンタースクール in 信州 2008レポート
〜仕事の楽しさを子どもたちに伝えて
今回で２０回目を迎えた、小・中学生のための自然体験スクール。今回、保
育園年長クラスから中学２年生までの男の子５名、女の子７名の合計１２名
と一緒に、１２月２５日から２８日までの３泊４日で信州に行ってきました。
ナビゲーターは、毎回参加の水谷しんさんと上田の２名、そしてスノボーの講
師として千葉大学理学部地球科学科４回生長井宏介さん（こうすけさん）の合
計３名です。それではご報告します！

国立信州高遠青少年自然の家の体育館にて

1日目 キャンドルファイヤーが楽しみで、参加する子も
８：３６ 今回は全員が新大阪からの出発。路線バスのアルペン伊那号に乗り、見送りのお母さん、お父さんたちに手を振って、無事新
大阪を発車しました。｢保育園児は参加できないのですか？｣という声をたくさんいただくので、今回初めてあいちゃん（６才）に参加し
てもらい、様子を見てみることにしました。１回目に休憩したサービスエリアで、昼食のお買い物。中学生以上６００円、小学生以下
５００円の予算です。制限時間は、なんと１０分！初めて参加する子どもは｢自分のお金、出さなくてもいいの？｣と不思議そうです。お
にぎり、おでん、
フライドポテトなど、好きなものを購入します。
１３：３５ 伊那市に到着。千葉からやってきた、長井こうすけさんと合流し、貸し切りバスへ乗り換え。すぐに打ち解け、
トランプが始
まります。
１４：３０ 国立信州高遠青少年自然の家に到着。雪がチラチラと降り出しました。
日
陰に残っている雪を集めて、雪合戦開始です。
１５：３０ 今回の宿舎は、２階建てのロッジ２棟です。
まずは恒例のオリエンテーシ
ョン。
自己紹介では、名前、住んでいるところ、学校、学年、そして｢将来なりたい職業｣に
ついて話してもらいました。｢えー、
まだ考えてない｣との声が多かったので、大人から
発表しました。
しんさんは｢小学生のころは宇宙飛行士だったけど、今は世界一の絵か
きです｣と話すと、みんなから｢オー！｣という反応が。
こうすけさんは、大学で｢雪の研究
｣をしています。将来は｢サラリーマンになりたい。営業かな」
と話してくれました。私は「
60才になったら、音楽家になりたい！音楽で、みんなに感動を伝えたい」
と話しました。
自然の家に到着した途端、雪合戦がスタート

さて、子どもたちの番です。ゆみちゃん（小３）は水泳選手、みきちゃん（小３）はお母さん、
まいちゃん（小６）は保育士さん、
まゆちゃん（
小４）は「死ぬ・・・」
（恥ずかしかったかな？）、
まおちゃん（小４）はパン屋さん、わっちゃん（小１）は女子プロ野球選手、あいちゃん（６才
）はまだ決まってない、
とのことでした。男の子たちは、だいすけくん（中２）は「草野球したい！」
とのこと、せい（中２）はフリーター、かず
しくん（小４）は、
まだ決まってない、
とのこと。あおくん（小２）はサッカ−選手、
しゅんくん（小４）は「体の不自由な人に役立つ仕事」
と
「オー！すごい」
との声が上がりました。みんなが発表してくれた後で、
「今回のテーマは、“仕事の楽しさを子ども
話すと、
またみんなから
たちに伝える”ことです」
と話し、少し意識してもらうことにしました。
終了後は部屋へもどり自由行動。みんなすぐに体育館へ！卓球、
ドッジボール、サッカーなど。
とっても元気ですね！
１８：２０ 夕食はバイキング。
クリスマスケーキもあり、おいしかったです。
１９：００ クリスマスのキャンドルファイヤーの集いを行いました。キャンドルに火
をつけ、電気を消して、
クリスマスコンサート。子どもたちからのリクエストであるアン
ジェラ・アキの「手紙〜拝啓十五の君へ」や、
「羞恥心」などをピアノで演奏しました。窓
の外では、雪が降り出しました。ホワイトクリスマスです。その後は、
プレゼント交換。
男女に分かれて輪を作ります。音楽に合わせて右へ渡し、音楽が途切れたときに持っ
ていたプレゼントをもらいます。なぜか自分の持ってきたものを狙う子が多く・・・。
欲しいものを買っているからですね。
２１：００ 貸し切りの時間を狙い、お風呂で大騒ぎ。水泳大会です。その後は、お部
屋で盛り上がり、低学年以下の子どもたちは、早めに寝かせました。高学年以上の子
たちは、何時に寝たのか、秘密です・・・。
サンタ姿のせい（中２）
、
こうすけさん、だいすけくん（中２）
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2日目 初めての富士見パノラマスキーリゾートに、
ドキドキ！
７：００

起床。
「朝だよー！」
とみんなを起こします。

８：００

朝食。今日は、
スキー＆スノボーコースとアートコースに分かれます。
（スキー＆スノボーコース）
８：３０ 自然の家を出発。
スキー場までは、全員ぐっすり眠っています。時間の使い方が
上手ですね。
９：４０ 富士見パノラマリゾートに到着。暖冬が続き、山頂の２つのコースのみオープ
ンしているとのこと。
ゴンドラに乗って、１，７８０Mの山頂へ。途中、左手に富士山を発
見し、みんな感激！また、下を見ると、いろんな動物の足跡が。
「くまかな？うさぎかな？」想
像がふくらみます。
１０：２０ こうすけさんによるスキースクールスタート！上手な子どもたちは、
どんどん
自由にすべりだします。

ゆみちゃん（小３）は、あいちゃん（６）の面倒をよく
見てくれました

１２：００

山頂のレストランでランチ。
ところが、男の子３人、女の子３人がいない！集合している

子どもたちだけで先にランチ。1,000円以内で好きなメニューを選んでもらいます。本日のスープと
パンとから揚げとポテトなど、計算の勉強にもなりますね。
さて、
どう探しても見つからない６人。放送で呼び出してもらうことにしました。するとみんなゴンド
ラに乗って下に降りてしまっていたとのこと。
「だって山頂にレストランがあるのがおかしい。普通下
やろ？」
とのこと。そういえば昨年までの伊那スキーリゾートは下にありました。
「お互いにしっかり確
認しようね」
と大人も子どもも反省です。
１４：３０

午後のスクール再開。
スキーに疲れた子どもたちは、
ソリを楽しんだり、雪だるまを作っ

たり、いろんなことをして遊びます。
１６：００ あっという間に終了。
自然の家へもどるバスでは、みんなぐっすりです。

美しい八ヶ岳をバックにまおちゃん（小４）

（アートコース）
８：３０

今回のアートコースは、ゆみちゃん（小３）
とあいちゃん（６才）の２名。
この日のアートコ

ースは、上田が担当。
まず売店でジュースを買ってゆっくりと飲み、
ゴンドラで山頂へ。
「明日のスケッ
チに備えて、いろんなものを見ておこうね」
と、いろいろ探索します。
１０：３０ スキー組と合流。山頂の気温は、マイナス１１度。
「口から煙が出る・・・」
とあいちゃん。
素敵なセリフですね。昨晩降った雪で、雪だるまを作ろうとしますが、サラサラしてなかなか固まら
ず・
・・。
１２：００

みんなと一緒にランチ。

１４：００ 「スキーしてみたい」
とゆみちゃん（小３）。
まおちゃんに貸してもらって、チャレンジして
みました。その姿を見ていたあいちゃんも
「やってみたい！」
と言うので、わっちゃんに貸してもらって
チャレンジ。
スキー気分を味わいました。
１７：３０

両コースとも、
自然の家に到着。疲れているかと思ったら、早速体育館へ直行。
ドッジボ

ール大会です。
１８：２０ 夕食。運動の後は、みんないっぱい食べます。 スノボーでジャンプを決めただいすけく
ん（中２）

１９：００ 夕食後は、
自由遊び。
「男の子の部屋へ戦い
に行こう！」
と勇ましい女の子たち。
まくら投げ、楽しそうですね。
２１：３０

今日も貸し切りを確認して入浴。一番楽しそうな瞬間です。

２２：３０

低学年は就寝です。高学年には「明日のスキーのために早く寝ようね！」
と

声かけをしますが、
「明日はどうなってもいい！大富豪大会が最高！」
との答えが返ってきま
した。

みんなとロッジにて
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3日目 アートコースが８名に！富士山や八ヶ岳の絵にチャレンジです
７：００

起床。遅くまで起きていた子たちは、なかなか起きれません。

８：００

朝食。みんな寝不足で、ぼーっとしています。

（スキー＆スノボーコース）
８：３０ 自然の家を出発。
またまた全員、熟睡です。
９：４０

富士見パノラマリゾート着。ベテランのだいすけくん、せい、
しゅんくんは、
自由にすべ

ります。初心者のあおくん（小２）は、
こうすけさんのマンツーマンレッスンです。
１２：００

山頂のレストランでランチ。今日は全員集合です。

１３：００

午後はもうひとすべり。今日は、
ファミリーゲレンデもオープンしたので、そちらでも

すべります。
「雪がうまい！」
と、食べまくるあおくん。かき氷が大好きとのこと。
ゲレンデ全部が、か

アートコースでは、雪だるまを作ったり、
森を探検したり

き氷です・・・よね。
「今度、
シロップ持ってきたら？」
とみんなにアドバイスをもらっていました。
１４：３０ スキー＆スノボー終了。
(アートコース)
１０：００

八ヶ岳の眺めが美しい山頂のレストランにて、はがきにスケッチ。

ゴンドラから富士山を眺めながら、
「その昔八ヶ岳と富士山が高さを競っており、山の神様にそ
の審判をお願いしたところ、八ヶ岳の方が高いことが判り、
それに激怒した富士山が噴火し、八
ヶ岳のてっぺんを吹っ飛ばしてしまった」
と、
しんさんがアートコースのみんなに話しました。す
ると、その話を絵に表現したまおちゃん（小４）。

山頂のレストランで蝶々を発見！スケッチする
かずしくん（小４）

１２：００

山頂のレストランでランチ。

１３：００

森の探検へ。入笠山への登山コースを少し歩き、湿原へ向かいます。動物の足跡

がたくさんあり、神秘的な世界です。
１４：３０ ゴンドラで山麓へ。みんなの強い希望で、
「足湯」に入ることに。八ヶ岳を眺め、
ア
イスを食べながらの足湯は、最高ですね！
１５：３０

売店でおみやげを購入。保育園児のあいちゃん、ママへのおみやげに、
りんごちゃ

んの携帯ストラップを購入。
「ママのピンクの携帯に合うように」
とのセレクト。きっとママは喜
ぶだろうなぁ。
１６：３０ 自然の家着。
またまた体育館で、男女混合のドッジボール大会。
１８：２０ 夕食。子どもが多いのに、
ちょっと辛いカレー。
「夏には２種類の辛さがあったの
にな」
とわっちゃん。利用者アンケートにしっかり記入しておきました。
すばらしい作品。
自然の中で感性が刺激されて

１９：３０ 夕食後は、終わりの会。今回の発表のテーマは｢一番楽しかったこと｣と
「うえださ
ん、
しんさん、
こうすけさんが、お仕事をしていて楽しそうだったこと」
。
「一番楽しかったこと」は、
「火を燃やしたこと」
「ゴンドラがゆれたこと」
「スノボーでジャンプし

たこと」
「雪合戦」
「探検で鹿の足跡を見つけたこと」
そして
「お風呂で洗面器に水を入れ、
その中に一つだけ熱湯があって、
それを頭から
かぶるゲームをしたこと」
とのこと。
「これはやけどするからダメ！」
と伝えておきました。
その他、
「オールナイトで大富豪をしたこと」
・・・
やはり朝まで起きていたのですね。
「大人が仕事をしていて、楽しそうだったこと」は、
しんさんが「森の探検に出かけたとき」
「絵を見ているとき」、
こうすけさんが「ドッジボ
ールをしているとき」
「雪合戦」
「お風呂で水合戦」
「大富豪」
「スキーを教えているとき」、私は「ピアノを弾いているとき」
「みんなの写真
を撮っているとき」
とのことでした。
しっかり見てくれていますね。
最後に、社会人であるしんさんと私から、
「仕事をしていて楽しかったこと」をいろいろお話しました。
しんさんは「自分の作った製品が、
世界中で使われるうれしさ」について、私は「働くお母さんを助ける仕事していること。みんなのお役に立
てたときが、
とってもうれしい」
と話しました。みんな、真剣に聞いてくれました。何か心に残ればうれしい
です。
発表の後は、
しんさんのマジックショー。
スクールの合間をぬって
練習していましたが、最後に失敗してしまって・・・。
しんさん、がん
ばって！そして、恒例のビンゴ大会。子どもたちがスクールの中で
、最も燃える瞬間です。
２１：３０

最後のお風呂。本当に楽しそうです。最後の夜はふ

けていきます。

終りの会では、
こうすけさんがいろいろな技を披露
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4日目 体験工房でのみんなの創造力にびっくり！
７：００

朝食の前に、お部屋の掃除ですが、なかなか眠くて動けない子どもたちです。

７：４０

朝食。水がおいしいので、お味噌汁がおいしいです！
８：２０

みんなでお掃除。高学年の子たちは、小さい子の荷造りを手伝ってくれます。

９：３０

楽しかった自然の家を出発。

１０：４５

小淵沢のスパティオ体験工房へ到着。
シルバーアクセサリー、
とんぼ玉、
フェ

ルト、キャンドル、革小物など、
自分のやりたいプログラムにチャレンジします。
まいちゃん
は、パパの誕生プレゼントにと、革小物にパパの名前を入れていました。パパ、きっと喜ん
でくれると思います。
１３：００

昼食。
きつねうどん、
カレーライス、
ラーメン、天ぷらうどんの中から、好きな

ものを選びます。小さい子が残したものは、お兄ちゃんたちが食べてくれます。
まるで家
族のようです。道の駅でおみやげも購入。
「パパ、ビールが好きやから」
と、瓶ビールを買
シルバーのペンダントトップを作るまゆちゃん（小４）

ったあいちゃん。割れないように、大切に預かりました。

１５：００ アップルランド伊那にて、
夕食のお買い物ゲーム。中学１年生以上７００円、６年生以
下６００円の予算をグループに渡し、好きなものを選びます。｢株式会社マザーネットで領収書くだ
さい！｣もう慣れたものです。
１６：１５ アルペン伊那号に乗車。千葉へ帰るこうすけさんとはお別れです。
「絶対、次も来てな！」
と念を押していました。バスの中でも、会話が続きます。１２名という人数だったので、
よくまとまり、
本当の家族のようでした。６才から１４才までの年の差もいいものです。大きい子が小さい子を助
け、小さい子はお兄ちゃんやお姉ちゃんに甘えて・・・。
なかなか別れづらいようでした。ほぼ時間通りに、新大
阪に到着。
「次も絶対、来てな！」
と約束しあう子どもたち。
また会いましょうね！
パパへのプレゼントの手作りの革小物

今回、
スクールに出発する前に、キャリファミインタビューで村本邦子さんを取材さ
せていただきました。
その際、
「大人が楽しく働く姿を見せることが大切」
とお聞きした
ので、早速、実践してみました。初日に「大人が仕事を楽しそうにしているところを見
つけてね！」
と話しておいたので、３人の姿をよく観察していたようです。私の今の仕
事について真剣に話すと、
じっと私の目を見ながら、真剣に聞いてくれました。大人が
仕事を楽しむ姿を見せることの影響力の強さを実感しました。
これからも、引き続き、
ナビゲーターとして来てくれる大人の方に、語ってもらおうと思
います。
しかし、子どもたちは本当にスクールが楽しくて仕方がないようでした。
この
ような場を提供できて、幸せです（上田）。

それぞれ個性的なフェルトのかわいい作品たち

スプリングスクール in東京 2009のお知らせ
今回参加した子どもたちからの強い要望により、今年の春休みは東京ディズニーラ
ンドに行くことになりました！１日目はディズニーシーへ、２日目はディズニーランド
へ、３日目は東京タワーを見学します。

プレートキャンドルのテーマは“自然界”

日程：２００９年３月３０日
（月）〜４月１日
（水）の２泊３日
出発地：新大阪（その他のエリアの方はご相談ください）
交通手段：往復新幹線ひかり号
定員：高校生・中学生５名、小学生１８名限定（先着順）
費用：高校生・中学生８万円、小学生（新１年生含む）７万円（予定） （往復交通費、宿泊代、７食代、２デーパスポート代、保険代を含む）
宿泊：パーム＆ファウンテンテラスホテル（ディズニーランドまでバスで１５分）
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