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2022年度 
学校案内　在校生対談 

　在校生：秋田隼佑・兼松昇・杉山直美 
　　職員：角田修一・藤平陽子 

角田：今日はよろしくお願いします。 
三人：よろしくお願いします！ 
角田：学校案内を読む人たちが一番気にしている
のが、多分島実生の恋愛事情じゃないかなと。 
全員：あはははは！（笑） 
角田：やっぱり島実生っていうのは、蓬莱の湯と
かでデートするんですかね。 
全員：あはははは！（笑） 
昇　：男三人で（笑） 
全員：あはははは！（笑） 
角田：男三人で行ったりするわけですよね。で、横
の券売機に学校長がいるにも関わらず！ 
全員：あはははは！（笑）　 
昇　：全然気づかない（笑） 
角田：秋ちゃんはなんか、確か一年生の頃、女の
子を学校祭の前に連れてきたのを僕は見た記憶が
ある。あれは何だったんですか？ 
全員：はははは！（笑） 
隼佑：あれは、お父さんのマッサージのところの
娘さんですね。 
全員：あはははは！（笑） 
隼佑：その子も不登校で、ちょうどその時中学3年
生だったんで、「うちの学校そういう子が集まるけ
ど、どう？」ってなりまして。それで一回雰囲気見
に行くってことで、僕が。 
角田：あ～、そうなんだ。じゃあそれはさ、お父
さんのマッサージの娘さんですってこういうのかけ
てもらわないと、（全員笑）そういうあれではな
いんですね。 
隼佑：あ、そうですね。はい（笑） 
角田：直美さんは男女関わらず、いろんな人と関
わっているようですけど、どうなんですかね？ 
直美：（笑）恋愛は……（笑） 
角田：（笑）っていう感じね。二年生のクリスマ
ス会の時には、いつも「お兄ちゃん起きて！」っ
て起こしてたって言ってたけど、今は「起きろ！！
ワー！！」みたいに変わってったっていうような変
化は？ 
昇　：最近自分で起きているらしいですよ。 
直美：あ～、起きます（笑） 

角田：人は成長するんだね（笑）三年前、四年前
で考えていったときにね、みんながいわゆる中学
生の頃、こうやって、放課後に、先生と恋愛事情は
どうなっているんだとか、ツレと温泉行ったと
か、お兄ちゃんがどうのこうのとか、話してるっ
て、どう？秋ちゃん、想像はつきましたか？ 
隼佑：全然つかなかったですね。小学生の頃とか
はまだちょっと前に出たりはしてたんですけど、一
回学校行かなくなってからは、自分がまたこうい
うふうにすごいしゃべるっていうのは想像できな
かったですね。 
角田：うん。昇くんは、学校長に対してね、何で
すか、ふんどしが好きなんですよねとか、モヒカン
が好きなんですよねとか、すごいひどい質問言って
るじゃないですか。 
藤平：なんか話がねじ曲がっているような！？ 
全員：あはははは！（笑） 
角田：こんなふうになってるっていうのは、中学3
年生の頃想像してた？ 
昇　：いや、ずっと家にひきこもって本読むってい
うことしかしてなかったし、外出るときは、帽子
被って黒い服着てたんで、温泉なんて対照的な場所
だし（笑） 
全員：はははは！（笑） 
角田：そうだよね（笑）オープンだもんね。どんと
こいって感じだよね。 
昇　：当時の自分が見たら「どうしちゃったん
だ？？」って（笑） 
全員：はははは！（笑） 
角田：あ～。そういう変化がね。 
昇　：まあでも、なんか、人が理にかなわないこ
とをするっていうのを勉強できたっていうか、意
外と、そうですね、感受性が豊かになった気がし
ます。 
角田：感受性が豊かにね。あ～。むちゃくちゃよ
く笑うもんね。 
昇　：そうですね（笑） 
角田：直美ちゃんはどうですか？三年前、四年前
考えると。 
直美：進路でちょっと考えてて。自分のやりたいこ
とが決まってたので、どうしても進学して専門学校
にいきたいっていうのが私の場合3年生から考えて
いたので、通信制の学校にしようか、普通に学校
にきてみんなと同じようにふれあって勉強する場
所にするかっていうのを考えてました。通信もいろ
いろあると思うんですけど、こういうふうに面と向
かって人と、っていう感じがちょっと薄れちゃっ
て、将来「通信だったから、人とのコミュニケー
ションが上手くとれないのかな」ってなるんじゃ
ないかと思って。結局こちらの学校を見学した時
とか、先輩の話を聞いたりして、あ、こっちの方
が、多分進路的にも、今の自分にも合うんじゃな
いかなって思って、考えていました。 
角田：あ～、もともと、中学生ぐらいから美容師
になりたいって？ 
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直美：小学生からです。 
全員：お～。 
角田：小学生から？！きっかけはあったんですか？ 
直美：おばさんが美容室をやっているので、そこ
にちょくちょく遊びに行ったりしてて、すごく
かっこよくて、私も手に職をつけたいと思って。も
う、結構頑固なんで、それって決めたら、それか
なってなっちゃうんで。 
昇　：俺たちよりしっかりしてるもん。 
全員：はははは！（笑） 
角田：美容師さんも床屋さんも、コミュニケー
ション力高いもんね。話題力っていうか、そうい
うのって、もしかしたら通信では身につきにくいか
もしれないよね。 
直美：あ～、そうですね。 

角田：うん。じゃあ、早速、いろいろ話を聞かせ
てもらいますね。中学校の時、あるいは、小学校
の時って、なんでつまずいちゃって、どういう状態
で過ごしていたのかっていうところなんだけど
ね。秋ちゃんはどう？ 
隼佑：僕は結構自分が余分なことを言っちゃうっ
ていう人物だったんで、̶̶ 
角田：それは兼松のことじゃないの？ 
全員：あはははは！（笑） 
角田：意外にそうだったんだ。 
隼佑：そうですね。それで、まわりの人間からいろ
いろ言われちゃって、学校に行きたくないってなっ
ちゃった感じですね。 
角田：今思い返してみるとどんなことを言ってたり
してたの？ 
隼佑：すぐ先生に何かと言いつけたりとか、……
くそ真面目だったんですね。なんかこう、曲がった
ことっていうか、ちょっとでもふざけたりとか、
そういうのが、自分でもどう関わって良いかわか
んなかったりして、それで結構無差別に言いつける
とか、そういう感じだったんですね。 
角田：あ～あ～、根本にあったのは、なんていう
の、正しさであったりとか、より良くしたいって
いうような。 
隼佑：そうですね。 
角田：問題点としてはそこの表現が上手く出来な
かったっていうことだったんだね。 
隼佑：はい。 
角田：で、なんかぶつかっちゃって、行けなくなっ
て。行けなくなっちゃった時っていうのは、だい
たい家にいたの？それとも？ 
隼佑：最初は家の方にいて、いつか、市役所の方
に相談に行って、こういう施設があるんだけどど
うっていうことで、島田市の教育センターってとこ
ろを紹介されて、それからはそこに通っていまし
た。 
角田：チャレンジ教室だよね。 

隼佑：はい。 
角田：昇はどんな感じだったの？ 
昇　：そうですね、なんか、人の気持ちとかがあ
んまわかんないというか、わかろうとしてなく
て、「理屈として正しいんだったら、気持ちなんて
ある程度切り捨てていいでしょ」みたいな考えで行
動してたら、そうじゃない人の方が多かったので、
少数派になっちゃって、いづらくなって、家で中学
の時とか本読んだりしてただけだったんですけど、
人の自分と違う意見を受け入れられなかったから
多分孤立しちゃってたんだと思います。 
角田：あ～、なるほどね。そういった意味で言う
と、自分を大事にしてたっていう側面はあるよ
ね。 
昇　：まあそうですね（笑） 
角田：だけど、相手がどう感じるのかなとか、そ
ういうところまではまだいかなくて。 
昇　：ちょっとそうですね。考えが及ばなかった
というか、なんか幼かったというか。 
角田：うんうん。ずっと部屋にこもってたの？ 
昇　：そうですね。小学校は一応行ってたんですけ
ど。あの、もう、すぐ手出して。放送室ってのが
あったんですけど、二つ放送室があって、使ってな
い方が外から鍵が閉めれるので、僕はそこに入れ
られて、頭冷やしとけって言われて（笑） 
角田：あ～、そう… 
昇　：中学からは、だったら家にいた方がいい
なって思って、行かなくなって。 
角田：うんうんうん。 
昇　：でも、「やべ～ぞ」って思って、島実に入っ
たっていう感じですかね。 
角田：その時っていうのは、チャレンジみたいな
とこには行かずに、家の部屋が自分の居場所みた
いな？ 
昇　：そうですね。なんかこう、拒否してたという
か、殻にこもっちゃって。言われたりしてフリース
クールも見に行ったりはしたんですけど、なんか怖
くてあんま行けなかったというか。 
角田：うんうんうん。今からだと二人ともまった
く想像つかないよね。 
昇・隼佑：ふふふふ（笑） 
角田：直美ちゃんはどんな感じだったの？ 
直美：そうですね。結構まわりの目を気にし
ちゃったり ̶̶ その、女の子ってグループを作ろ
うとして、集団でいることが多かったんですけど。
別に友達がいなかったわけじゃないんで普通にい
たんですけど、集団での問題に何かと巻き込まれ
たりして、他人の人とかを真に受けちゃったり、
気を遣いすぎちゃったりして、気持ちの整理がうま
くとれなくて。人間関係とかも、女の子ってネチネ
チしてる部分があるから、結構自分ってさっぱりし
ている方だと思うので、それについていけなく
なっちゃって。男の子、女の子って、中学ははっき
りしているので、あんまり合わないなって思っ
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ちゃって、家にいたり、部活には行ってたり、みた
いな、時々の繰り返しでした。 
角田：じゃあ、完全にこもっちゃうこともなくっ
て感じなんだね。 
直美：はい。　 
角田：女の子の特有のそういう動きって、いつぐ
らいから出てくるんだろう？ 
直美：小学校４年生頃から私の場合はありまし
た。 
角田：そうだよね、なんかだいたい女の子っちの
変な動きが始まってって、変な紙みたいなものがあ
るじゃん、名前書いて、誕生日書いて、好きなもの
書いてって。 
三人：あ～！ありますね（笑） 
角田：あと、女のこっちだけで鍵のつく日記みた
いなの回したり。 
三人：あ～！（笑） 
角田：ね！あるね！男の子っちって、あんまそう
いうのないの？ 
昇　：男は下ネタとバカなことしか言わないッス
（笑） 
角田：そうだよね。そうそうそう。バカなんだ
よ、男は（笑） 
全員：ははははは（笑） 

角田：ここまで聞きながらどうですか？ 
藤平：本当に想像つかないなって感じなんだけれ
ども。秋ちゃんはね、すごく自分が真面目に考え
てて、それはダメじゃないかって思ってそういうふ
うに、先生に訴えてた時代があったってことなんだ
けど。のぼるんはさ、相手はどうとかって別に関
係ないし、みたいに思ってたって。直美ちゃんは、
周りはネチネチしてる、自分はなんか違うな、みた
いな。みんなそれぞれ、何か人と違うな、みたい
なことに行き当たったと思うんだけど、その時っ
て、自分を責める感じってあったの？自分はだめ
だなって。それとも、自分は正しいのにな、じゃ
ないけど、なんで、みたいな、どっち系だったの？
ちょっと興味深かったんだけど。秋ちゃんはその
点はどうだったの？ 
隼佑：僕はそういうのが始まるちょっと前にまた
別の事件がありまして。一年前になるんですけど、
小学五年生の時に、隣になった子が、ちょっとク
セのある子だったんですけど、出席番号が１，２
番だったんで最初隣で仲良くなったんですね。その
子がちょっと意地悪な表現をする子で、僕が一方
的に嫌っていう感じで、一回その件について先生と
かにも相談してたんですけど、家族に相談したとき
に、「その子はずっと関わってきてくれてるってこ
とは、やっぱり自分と仲良くしたいってことなん
じゃないの」っていうことを聞いて。「そういう考
えもあるのか」っていうふうに思って。ただ、小学
生の時の僕はそれがすごい衝撃的な発想に見えて、
それで、「あ～なんか自分悪いことしちゃった
な」って、そのときゆがんでとらえちゃったみたい

で。自分が我慢すれば何でも周りは上手く出来
るって考えるようになっちゃって。それで、言うっ
ていうのはあったんですけど、周りの反発を受け
ていく中でそういうのがちょっと前に心にきて
て、「じゃあ自分が悪いのかな」って、何でもかん
でも自分のせいにするっていう状況でしたね。そ
の時は。 
藤平：あ～。考え方が揺らいでいった時期だった
んだね。 
隼佑：そうですね。 
藤平：そっかそっか。のぼるんは、どう？ 
昇　：当時家が近かった女の子がいたんですけ
ど、その子が結構心配してくれてて、「言ってるこ
とはわからなくはないけど、それだと損する
よ」って言ってくれて。まあ、今考えたらそうだ
なって思うんですけど、当時は我が強かったし、
大人じゃなかったので、どちらかと言ったら自分
が正しいって思ってましたね。 
藤平：うんうん。当時の言葉っていうのは今でも
覚えているんだ。 
昇　：そうですね。なんか衝撃的というか。結局
最後は自分を通したんですけど、やっぱ、一瞬
「あ～。確かに」とは思ったりはしたんで、印象に
残ってますね。 
藤平：そうかそうか。直美ちゃんはそういうネチ
ネチタイプの子がいて̶̶私もやっぱり同じよう
に小学校四年生頃「あの子はどうだよね」って集
団で言いいだすみたいな問題が出てきたんだけど
̶̶ 
角田：その数十年後に事件が起こったんだよね。
間違えて「のぞみ」に乗っちゃうっていう。 
全員：あはははは！（笑） 
藤平：何でそこに結びつく！？ 
全員：あはははは！（笑） 
角田：会話のリズム的には（笑） 
全員：あはははは！（笑） 
藤平：まあ、そういうことですけど（笑）直美
ちゃんは当時のこと覚えてる？ 
直美：幼馴染みの女の子がいじめっ子だったんで
す。結構。私にはいじめてこなかったんで、普通に
接するぶんには良い幼馴染みだったんですけど。
登下校も一緒にしてるんですけど、そういうとき
に、いじめられちゃった子から「なんであなたは
いじめられないの？」とか結構言われたんですよ。
いじめられちゃった子から。で、その時に、結構
真に受けて、「ああ、私がダメだよって注意できな
いのが悪いのか」とか、「私がしっかり見てない
きゃいけないの？」っていうふうになってって。違
うのかなって。お母さんに言ってるんですけど、お
母さんって最初のうちは否定するんですよ。「違う
でしょ」って。「それは確かに幼馴染みで仲が良い
んだから。言うことは言うし、言わないことは別
に言わなくていいんじゃない？」とか、最初は否
定から入ったんですけど、もう長く続くと、「そ
うだね」ってフォローしてくれるんですけど、どっ
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ちなんだろってわかんなくなっちゃった時があっ
て。 
藤平：ぐらぐらして辛かっただろうね。そっか
そっか。わかりました。 

角田：そんなときってさ、学校っていうのはどん
な場所だったの？悩みとか、そういう現状に対し
て、寄り添ってくれるのか、無関心っていうと言い
方変だけど、そうなのか。どうだった？ 
隼佑：そうですね。小学校の頃は学校は正直学校
側は真剣に取り合ってはくれなかった気がします
ね。そもそも行けなくなったのが小学校っていう
その当時だったので、一番周りの目が怖い時期で
もあったんで、学校に行ったら「何で来てないんだ
ろう」っていうふうに言われるっていうのが小学校
の頃はすごい強くて。中学校の頃は、中学２，３
年生の時の担任の先生はすごい良い先生で、家に
も様子見に来てくれたりしたんですけど、ただ、
やっぱ、学校っていう場所は先生以外生徒が多い
んで、生徒からそういうふうに変な目で見られるん
じゃないかって思って、学校っていう場所はすごい
行きにくい場所でしたね。 
角田：あ～、はいはいはい。昇はどう？ 
昇　：そうですね、あんまり味方っていう感じで
はなかったっていうのと、当時あんま優等生では
なかったというか、先生の言うこととかもあんま
聞かなかったんですけど、勉強はそれなりに出来
てたので、先生もよくいるやんちゃな子だったら、
「お前は素行も悪いし、勉強もちゃんとやりなさ
い」みたいな感じなんですけど、僕の場合は「い
や、やってますよ！」て言えちゃったので、 
かえって目をつけられてたというか、「あいつはず
る賢いから難しいぞ」みたいな（笑）そういう感
じでマークされてましたね。 
角田：「そんな俺だってな、風呂の中で反省する
んだぞ」って先生っちはわかってるのかな？どう
なんだろ？ 
全員：ははははは（笑） 
昇　：や～、でも、なんか、あんまり……自分が
シャイというか、人に頼るのが時間かかるという
か、よっぽど優しくされないと頼って良いんだっ
て思えないので、多分思われてなかったと思いま
すね。 
角田：うん。直美ちゃんにとってはどうだった
の？ 
直美：何かあれば対処してくれてたんですけど、対
処はするけど、対処する前は自分から学校に来な
さい、だったので、学校に来なきゃ私たちは対応
しませんよみたいな感じでは言われなかったけ
ど、そういう感じでした。 

角田：いろんな問題が起こったときに、そこの解
決方法であるとか、どうすればいいのかとか考えて
いくのがひとつは対処になるんだけど、もうひと
つ全然違うところとして、例えばなんだけど、す
げ～悩んでるってさ、悩みは悩みとして変わんない

んで、そこのところで笑わかしてもらうとか、そこ
のところで世間話してってすごい仲良くなっていく
とか、そういう関わりっていうのはあった？それ
こそホントに、なんていうの、別に無意味に僕は藤
平先生の悪口を言っているわけではない ̶̶ 
全員：あはははは！（笑） 
角田：みんなの気持ちを軽くしようとか、そうい
うところを使うわけだよ。 
全員：ははははは！（笑） 
角田：そういうのって感じたりしたの？学校で。
笑わしてもらってるなとか。今までって。 
直美：しました。学校が終わってから学校に行っ
て、宿題とかもらったりしてたときに、同級生の
子が集まってくれたりとか。あと、給食中に学校に
行けば牛乳だけもらって女子会みたいな感じで
（笑） 
全員：はははははは（笑） 
直美：牛乳だけみんな飲んで、おしゃべりして、
「私は帰ります」って帰ったかな（笑） 
全員：（笑） 

角田：男の子っちは？ 
昇　：いや～～……。 
角田：「パンだけ食べる？」って？ 
全員：あっはっはっはっは！（笑） 
隼佑：あった……のかなぁ。家に先生が来てくれ
たときはそういうのありました。 
昇　：僕はちょっとなかったですね。あんま、も
う、全部嫌いだったんで、学校も嫌いだし、友達も
嫌いだし、先生も嫌いだし、親も嫌いだったんで
（笑）なんか余地がなかったっていうか。 
角田：うん、そうそう、分かれるよね。この間イ
ンタビューした安達康佑なんかは、ある日突然体
操服の首元が気になりだして、そしたら、学生服
も気になりだして、学生服着てると背中をムカデ
がはってるような感じがあって制服全部脱いだっ
て、言ってたけど、なんかそういう感覚になる場合
と、まあ、人によるよね。うん。 
昇　：なんか制服見るだけで頭痛くなってきたり
したので。 
角田：うんうんうん。わかります、わかります。そ
んな経験しながらこの島実に入ってきて気がつい
たらこんな風になってくわけだけど。当時を思い返
してみて、どんな風にしてうちに出会ってきたの？
学校っていうところから距離おきたいよってなっ
てったけど、でも進学って、そういうのなんでな
の？まず、昇から。 
昇　：そうですね、えっと、中学校が一緒だった
先輩が一人ここに入って卒業されたんですけど、
その人から名前を聞いたってのがまずひとつと僕
はそんな興味持たなかったというか、「いや学校
じゃん結局」って思ってたんですけど、親とかも
「この子だいじょうぶ？」って思ってて、行ってみ
たらって言われて、家にいるだけの毎日だったんで
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「暇だし行くか」って。多分自遊祭に来たとき
に、「意外と自由じゃん」みたいに思って。その
時はまだ「じゃあ行こう」とはなんなかったんです
けど、ひとつのパターンというか、かたちとして
は、学校っていってもひとつだけじゃないんだ、
悪くないのかもしれないなって思い始めて、調べ始
めたのがきっかけですかね。 
角田：あ～。じゃあ、積極的に自分で動こうって
いう思いはなくて。 
昇　：なんか降ってきたというかなんか（笑） 
角田：うんうんうん。秋ちゃんの場合はどんな感
じだったの？ 
隼佑：僕は先輩から「私はこういう学校行った
よ」って聞いて存在はずっと知ってて、ある時、
チャレンジ教室でここのVTRを見る機会があって、
自遊祭の映像が出たんですけど、「すごいいい
な～」っていうふうに思って。ステージとか、今で
も覚えているんですけど。じゃあ実際に一回行って
みようってことで、施設が一緒の友達と一緒に自
遊祭を見に来て、「あ～、雰囲気がいいな」って、
思って。親と自遊祭の前に一回来て、自遊祭も来て
みて、すごい雰囲気が明るかったので、ずっと暗い
ままだと自分も心が辛かったので、やっぱり人生
は明るく楽しい方がいいなぁっていう願望はもっ
ていたんで、「あ～、自分もこういうふうになれる
可能性があるならやっぱそういうのにかけてみた
いな」っていうふうに思って入ったって感じです
ね。 
角田：ちなみに、合格発表の時の合格を聞いたと
きの親の顔とか、親の表情とかって覚えてる？ 
三人：ふふふふふ（笑） 
直美：すごい笑顔で、喜ぶところ見ないんですけ
ど、その時は「よかったね」って笑ってくれまし
た。 
昇　：ずっと迷惑掛けてたんで、基本的に僕の前で
泣いたり、怖い顔してたんですけど、その時は久し
ぶりに笑って、「良くやったじゃん」みたいな感じ
だったんで、普段怖い顔してる父さんも、にこにこ
してたんで、「この人笑うんだ～」って（笑） 
全員：ははははは（笑） 
角田：あ～なるほどね～。 
隼佑：明確な表情というより、すごく穏やかな顔
をしてましたね。微笑むというか、ある種安心と
かっていうこともあったのかなって思います。 

角田：今だから考えてふり返ってみると、かなり親
御さんってうのは不安と心配の中でやってるよ
ね。当時は嵐の中だからほとんど見えないわけで
しょ。そういった意味では合格したのが分かると
か合格を伝えるっていうのは、もうここまでの最
大のご褒美っていうか、親にとっては。そんな感
じではあるよね。きっとね。今はもう素直に話し
たりするの？親と。 
隼佑：僕の場合は、親が一番頼りになる人だった
んで、ちょうど思春期でもあるんでそのエネル
ギーっていうのは、暗さと一緒に親に全部ぶちま

けてましたね。素直に話すってのは、嘘つくの苦手
だったんで、本音では話してました。 
昇　：僕が当時行ってなかったときとかは、別に
辞めなさいとは言われなかったんですけど、帽子
被って黒い服で黒いズボンだったんで、「え？それ
で外出るの？」みたいな顔されてたんですけど。途
中で「髪切ってくるわ」って言ったら「あんた髪切
り行くの？」ってなったり、「コンタクト計りいっ
てくるわ」って言ったときとかは、「え？？？」み
たいな。友達みたいな感じですね。当時はお世話
されてたって感じでしたけど、今はまあ、ある程
度は信用されてるんじゃないかなって（笑） 
藤平：そうだろうね～。もともとは黒い服とかは
もちろん着てないでしょ？ 
昇　：そうですね。 
藤平：あるときから変わっていくんだよね？ 
昇　：なんかこう、黒とか紫とか、紺色とかじゃ
ないと着たくなくなってくというか。そこしか見
えなくなってって、人に見られたくなかったから、
多分そうなっちゃったんだと思います。 
藤平：そっかそっか。オリエンテーションの時に
のぼるんのお母さんに終わった後で「ちょっと心
配なことがあるんだけど」って、̶̶ 今だから
言っちゃうけど、相談を受けたんだよね。 
昇　：（笑）はい。 
藤平：すごい覚えてて。どういう子かなって思って
たら、入学してきたら全然元気じゃんね（笑） 
全員：あはははは！（笑） 
藤平：それこそ、電車で通学するのも遠いから電
車で通ったりとかも出来ないかもしれないし、す
ごく心配で心配で、みたいにおっしゃってたんだ
よね。 
昇：そうですね。方向音痴だし、電車の乗り方も
よく分かってなかったし、まあ心配だったとは思
うんですけど。まあ、明るくそこそこ楽しそうに三
年間やってるんで、そろそろ信用されてるんじゃな
いかなっと（笑）へへへ（笑） 
藤平：うんうん。見方も変わったと思うし、だい
ぶ安心されてると思うよ。 
角田：まったく想像できないよね。今の姿から見
るとね。ほっといてもどっか遊び行っちゃうよう
なね～（笑） 
全員：ははははは！（笑） 
藤平：直美ちゃんは「親とは素直に話せるか」に
ついてはどう？ 
直美：もとから話してたんですけど、ちょっと行か
なくなったときに結構お母さんが強引に連れてって
押しつけるみたいな感じで、お母さんが毎日やって
てくれたんで、そこでちょっと、ぎくしゃくとまで
はいかないんですけど、少し不満を持ってたんです
けど、それが喧嘩になって、でもそこまで自分は
強く言えないので、逆にそれが本音が結構出てた
ので、今でも言っちゃいますけど。良い方向だっ
たかなって思います。 
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藤平：じゃあ、ぶつかってぎくしゃくしたことで、
なかなか言いにくいんだけど本音が出たって感じ
だったんだね。今思うと良かったかもしれない
ね、そういうのね。 

角田：うんうん。そんなこんなで島実に入ってき
て今日までの中で、自分のターニングポイントに
なったなっていうようなことがもしあれば。変
化ってじっくり変わることもあるし、ないよって
場合もあるかもしれないけど。 
隼佑：クリスマス会の時かなって思います。クリス
マス会やってるときに、森下君と兼松君とすごい
しゃべるようになったんですよ。で、こう……語り
合ったんですよ。いろいろ。お互い、こういうこと
があっただとか、今こんな感じだっていうのを。 
昇　：イチゴオレでね（笑） 
全員：はははは（笑） 
藤平：かわいいね（笑）二人はその前まではあん
まりしゃべる仲ではなかったの？ 
昇　：ちょくちょくはしゃべってたんですけど、
僕がこう、あんまり人に頼らないというか、頼れ
ないんで、あんま心開いてなかったよね、オレ
（笑） 
隼佑：しゃべるのは今が多すぎて、昔は今と比べ
ると少なかったなって。自分の親はやっぱよく聞い
てたんですけど、それ以外の人のそういう話を始
めて聞いて、自分の中でいろいろ考えましたね。 
藤平：友達関係って、ある程度世間話の延長と
か、軽い用事の話とかもちろんするんだけど、こ
こから深い部分はいかない、みたいなところのラ
インって多分それぞれあると思うんだけど、それ
ぞれ踏み込めないライン、あるいは自分でも言い
たくないラインとか、簡単には明かしたくないと
ころとかもあるよね。そういうのがクリスマス会
から深いところに降りていって、お互い話すように
なったんだね～。 
角田：ちなみにどこで語ってたの？ 
昇　：公園とかね。 
隼佑：帰り道とか。 
角田：ブランコとか乗りながら、「で、のぼるん
はどうなの～？」みたいな（笑） 
全員：あっはっはっはっは！（笑） 
昇　：東屋みたいなところで。 
角田：一人が滑り台乗って、おれはさ～、 
昇　：スキ、キライ、スキ、キライ……（笑） 
全員：あはははは！（笑） 
角田：なるほどね～。昇はどうだった？ターニン
グポイントみたいな。 
昇　：そうですね、ターニングポイントという
か、きっかけとか、理由なんですけど、とにかく
人が怖いというか信じてなくて、「俺はどうせ俺
だけでやっていけるよ」、みたいに思ってたんです
けど。まず一つは当時１年生の時の２，３年の先
輩たちがすごい甘やかしてくれたというか、「頼っ

てきなよ」みたいな感じで来てくれて、「あ、言っ
ていいんだ」って思ったというか。助けてくれるん
だっていうのを身をもって分かったっていうのと、
その後、２年生の最後から今にかけて、３年生が
いなくなりつつ、自分たちだけでやらないといけ
なくなったときに、それまでは世間話とかいじる
とか、ジョークとかしか言わなかった人とかが、
意外と本気で困っていたら助けてくれるというか、
身をもって分かったときに、それで人を信用する
とか、人なつっこくいけるようになった気がするん
で、人間らしくなったなって思います。自分が。
（笑） 
角田：あ～、なるほどね。ある部分においては、
人との関わりの中でうまく通じない中で不信に
なってったものが、人との関わりの中でそこが解消
されてくっていうか、そんな感じだよね。 
昇　：そうですね。不思議というか。 
角田：うん。不思議だよね。直美ちゃんはどう？ 
直美：私は先輩をもったところから変わってって、
先輩を通して、同級生とも、結構いろんな人とも
仲良くなれて、女の子の友達が多かったんですけ
ど、普通に男の子でも話せるし、それは先輩から
入ってって、同級生に入っていった感じなので、先
輩がいると結構素の自分でいられたので、そこか
ら変わりました。それこそ、先輩とかも、いろん
な先輩と関わらせてもらったので、そこからもう
根が生えるみたいにバーッと広がってって、って感
じです。 
角田：なるほどね。そんなこんなで、最上級生に
なっちゃったじゃないですか。 
三人：ふふふふふふ（笑） 

角田：多分、この三年間の中でも、ここから卒業
までの変化が、ここまでよりもまたバカでかいと
思うんだよね。それすごい楽しみに見てるんだけ
れどもさ。自分がじゃあ、どんな先輩になりたい
のか、最後残りの島実生活をどんなふうに過ごし
ていきたいとか、自分はこんなふうになって卒業し
ていきたいっていうところだと、じゃあ、どう？ 
直美：結構はっきりしなかったので、今までの自
分が。後輩とかより先輩だったので、自分が先輩
の立場に変わってみて、そこから自分が感じたよう
に、人との関わりを広げられる先輩になりたいと
思ったし、今度は家族に不安をかけないで、「自
分から」っていう意識で変わっていきたいなって思
いました。 
角田：あ～。今までよりも「自分から」っていう
ね。人をつないでいけるような先輩になっていきた
いっていう感じなんだね。どう？そういけそうな
感じはする？ 
直美：う～ん……ぼちぼちかな（笑） 
角田：まだ関わりってそんな増えてないもんね。 
直美：そうですね。 
角田：昇はどう？ 
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昇　：そうですね。自分もあんまり年下の人と接
点ないというか、上はちょくちょく頼ったりして
たんですけど、下はあんまり視線の中に入らな
かったっていうのもあって、実際自分も良くしても
らったりっていうのもあったし、あの先輩がいる
から任せちゃおうってなるのは、こっちもキツく
なるから嫌なんですけど、あの人なら一緒にやって
くれるなっていうか、そう思われたいというか。
なるべく対等にいきたいというのはありますね。 
角田：なるほどね。残りの学校生活についてはど
う？ 
昇　：そうですね。３年生っていう意味でいった
ら、それこそ後輩とか先生とかに、恩を返すとう
いうか、そういうのもあるんですけど、自分個人
みたいな意味で言ったら、もうちょっと素直にな
りたいっていうのはありますね（笑）うん。 
角田：あ～。なるほどね。秋ちゃんはどうすか？ 
隼佑：僕は生きてたことによって今の自分があっ
て、明るくなれたので。僕もこの学校に入ってすぐ
変われるっていう感じじゃなくて、暗かった時期
もあるんですけど、そういうときに前を向くのに、
こう̶̶、ひとつの、僕の場合は、すごい輝いて
いるのを見て、「あ～、こうなりたいな、こういの
があるんだ」ってそういうのを知ったんで、僕はそ
ういう輝くというか、「こういうのもあるから、
あきらめずに光を目指してみて、何かがあると思う
よ」っていうふうに、今の中学生とか、後輩とか
が見て分かるような、明るい人間になりたいです
ね。 
角田：あ～、なるほどね。で、あと残りの学校生
活の中で、脚立の一番上に乗ってもだいじょうぶ
なようになって、（注：秋ちゃんは高いところが
とっても苦手です）将来建築士になりたいと
（笑） 
全員：あはははは！（笑） 
昇　：確かに。 

角田：どうすか？今三人のそれぞれの話を聞きな
がら。 
藤平：いいですね～。「こういうふうになりた
い」っていうふうに言っているんだけども、もうそ
こには立ってるんじゃないかなって。それがこれか
らまた深まってったり、高まってったりすると思う
んだけど。直美ちゃんは人をつないでくっていう
ね、人に安心を与えたりとか、実際に自分が１年
生２年生過ごしていく中で、先輩につないでもらっ
たっていう部分があると思うんだけど、そういう
ふうに直美ちゃんが先輩のことを感謝しながら受
け入れてったっていうか、先輩の想いを受け止め
て、大切にそこを思っていたっていうのは、先輩に
とってもすごく嬉しかったと思うし、その時点で
人をつないでると思うね。それがまた後輩にいく
と思うんだけど、そういう力は充分に持ってるん
じゃないかなって思いました。 
のぼるんも素直になりたいっていう言葉だったん
だけど、わりかしやっぱり話してるとストレー
ト…… 

角田：ストレートだよね！ 
藤平：すごいストレートで 
角田：「先生好きですよね～」って（笑） 
全員：あはははは！ 
藤平：言われて嬉しい言葉とか、笑っちゃう言葉
とか、すごくたくさんあってね。よく最近キャラ
化じゃないけど、「この人こんな人だよね」と
か、「自分はこういう人だから」ってなりすぎた
りして、本当はこう思ってるのに、ねじ曲げて表現
しちゃうみたいなところって人ってどうしても出て
くる場面もあると思うんだけど。のぼるんの言
葉ってやっぱりすごい響くし、１年生の頃からす
ごくいい力持ってるなって見てきたんだけど、そ
れが真面目に自分が持っていることを茶化さずに
まっすぐに表現できるようになったな～って。 
昇　：ふふふふ（笑） 
藤平：それがね、見てて気持ちが良いっていうか
ね。冗談言ったりするのも超楽しいしね（笑） 
全員：ははははは（笑） 
藤平：秋ちゃんは輝くってあったんだけど、人前
で発表してたりとか、何かを伝えてくときとか、ク
リスマス会で語ったときとか、も～のすごいやっ
ぱ輝いててさ、実行委員やってるときもそうなん
だけど、明るいっていろんな捉え方あると思うん
だけど、こういうふうになっていきたいなって想い
を常に持ち続けているっていう、秋ちゃんもやっ
ぱその「明るさ」をすごい持っている人だなって。
すごい素敵な輝きを持っているな～っていうのを
あらためて聞いてね、思いました。みんなそれぞ
れ持ってますよ！って思いました。はい。 
全員：ふふふふ（笑） 
昇　：ありがとうございます。 
角田：高いところの話は？ 
全員：あはははは！（笑） 
藤平：それはまだ持ってないかもしれない（笑）
修行が足りないかも（笑） 
全員：あはははは！（笑） 

角田：あと質問が二つだけなんだけど。「あなた
にとって、島実ってのは何ですか？」「パンフレッ
トを読んでいる中学生や保護者の人への今の自分
からのメッセージ」この二つ。 
三人：…………。 
昇　：難しい……。 
角田：あなたにとって島実とはって、卒業文集で書
くんだよね。前スライドで見せたと思うけど。 
昇　：あ～！ 
角田：これが止まったところから……（鉛筆を倒
す）あ～、秋ちゃんだ。 
全員：はははは（笑） 
隼佑：僕は、島実は……そうですね……こういう
言葉ないんですけど、「希望的な裁判所」な気が
しますね。なんか、前を向くチャンスが訪れるって

 7



いうので、裁判っていうと罪とかあって行く所なん
ですけど、そこで人生を逆転する人がいるわけ
じゃないですか。で、それを良い意味で捉えたと
きに、ここっていうのは、変われる場所なので、
そういう意味で、その人のそこでの出来事が将来
にとってすごく良い方向にいくってのが、僕の中で
は今考えてもそういう要因がたくさんあるので、そ
ういうふうに感じました。 
角田：なるほどね～。おもしろい表現だね。判決
「最高」（ドン） 
全員：あはははは！（笑） 
角田：そういう流れで中学生や保護者の人にどん
なことが伝えられる？ 
隼佑：そうですね……人生にあきらめをつけない
で、難しいかもしれないけれども、ふんばるとい
うか、「こういうのもあるんだ」っていうのを見
つけるのもいいですし、とりあえず、こう……生き
ててほしいです。 
角田：うんうんうん。とりあえず生きててほしい 
̶̶ 良い言葉ですね。 
カタン！！（鉛筆を倒す音） 
角田：あ！藤平先生！ 
昇　：藤平先生（笑） 
全員：あはははは！（笑） 
角田：東京駅、どこに行くかわかりません。 
全員：あはははは！（笑） 
角田：じゃあ、直美ちゃんからいきましょうか。 
直美：私にとっては「原点」になる場所です。過去
にそういうことがあって、今ここ島実にいて、でそ
こから、いちから島実でやり直して、新しい未来
に進めてって。で、ふって考えたときにやっぱり考
えるのは島実のことだと思うんですけど。ここから
始まったっていう理由で一番に考えるのが島実で、
島実でいろんなことを学んで、学んだものを未来へ
生かしていくみたいな感じだと私は思っているの
で、「原点」じゃないかなって思います。 
角田：じゃあその想いもふまえて、中学生とか、保
護者の人に何か伝えるとするとどんなことが言え
ますか？ 
直美：多分パンフレットを読むということすら、
かなりすごいことだと思うんです。進歩だと思って
て。子どもからすると、自分のことにいっぱいにな
ると思うんです、その時は。保護者の人、家族のこ
ととかも、うすうすは気づいているけど、それを
口に出したり、行動に出せないと思うんです。で、
そういうのも、「うすうすは気づいているけど、
言えない」っていうのも、家族からしたらわから
ないと思うんです。私たちのこと考えてるのかなと
か、お母さんたちは思うと思うんですけど、そう
いうのも、島実に来て、時間が落ち着くんです。昔
は結構いそいそしてたんですけど、ここに入ると自
分の時間も持てたりするので、家族のことも考え
られるし、家族と会話する時間も増えてきまし
た。一歩踏み出して、ふれてみるっていうのも、確
かなことになるので、安心して良いと思います。パ

ンフレット読んで、多分心があたたまると思うの
で、是非。はい（笑）　 
角田：あ～、いいこと言うね～。 
直美：あははは（笑） 
角田：何か読んだ話ではなくて、自分の経験した
中の言葉じゃん。だから説得力あるよね。 
……二人来て、まとめは昇。ということで、期待し
てます！ 
昇　：へへへへ（笑）……そうですね、う～ん……
「試着室」ですかね。 
角田：試着室！？いや～ん！みたいな？ 
全員：あはははは！（笑） 
角田：のぞかないで！みたいな？（笑） 
昇　：まあ、お風呂行ったり（笑） 
全員：あはははは！（笑） 
昇　：なんでしょうね、自分が付けてる仮面と
か、「こうじゃないといけない」みたいなのをは
ずしたければはずしていいし、はずしたくなけれ
ばそのままでいてもいいし、でも友達とかが「お
まえこうじゃね？」って言ってきたら、そうなって
みるのも、別に誰も文句言わないというか、いい
し、嫌ならそのまま自分を貫いてもいいと思う
し、着なきゃいけないわけではなくて、試せるって
いうか、遊びがあるというのが大事というか、い
いと思いますね。 
角田：いいこと言うね～～！！ 
昇　：はははは！！（笑） 
角田：そう、そうだよね。別に着てても良いんだ
よね。 
昇　：うん。 
角田：そこはすごい重要な気はするね。脱がな
きゃいけないわけではなくてね。その流れで、保
護者と中学生の人に。 
昇　：自分もそうだし、多分人を怖いっていう人
は結構いると思うんですけど、１＋１が２よりも
大きくなるかは、状況にとか人間性によっても違
うと思うんですけど、少なくとも「１」よりは大
きくなると思うんで、最初はまあ、利用してやろ
う、くらいの気持ちでいいから、人と関わるのを
やめないでほしいというか、そのうちなんか利用
とかなくて、得とかなくても、助けたくなるよう
な人が出てくると思うんで、そうですね、……人を
嫌いにならないでほしいですね。 
角田：いいですね～。そういうのもやっぱり、自
分の体験からのまっすぐな素直な言葉だね。どう
ですか、ここでね、だいたいインタビューまと
まってくるんですけど。一時間だね。 
藤平：ねぇ、あっという間でしたけれども。本当
に三人ともすごく、島実に入っての経験からの言
葉っていうのがすごく深いなって思ったし、じわ
じわ変化してったっものもそれぞれあったと思う
し、人を信じるとかっていうのも、なかなか最初
怖い、っていう部分から怖くなくなってくっていう
のも、溶けてくっていうのも、いろんなきっかけ
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があったんだろうし。そういうのが聞いててすご
く嬉しくて。で、１年生の頃の様子とか、中学生
の頃来た時って、ホントに変わるのかなぁみたい
な気持ちっていうのが、本人の中にもあったり、
親にもあったり、周りで見ててもホントにこの子
変わるのかなぁって思うくらいの状態のところか
ら、（昇：フッ笑）出会ってって、変わってくって
いうのがなんかすごいな～ってね。みんな「こうな
りたいな」っていうかたちが違えど、すごく持っ
てて。で、そこにすごく今近づいてきてて、あるい
は、なっていて、ていうのが聞いててすごく嬉し
かった。さっき、パンフレット読むことがすごく
大きなこと、って話があったけど、この言葉を、
中学生とか、保護者のみなさんに届けたら多分
すっごくいろんなものが届くだろうなって。体験し
た人の言葉っていうのは本当に何よりの希望にな
ると思うので、今日はインタビューでね、話聞か
せてもらってすごく良かったです。（昇：フッ笑）
も～、ホントにみなさん大好きです♡も～♡ 
三人：はははははは（笑） 
藤平：本当に幸せな時間でした。ありがとうござ
いました。 
三人：ありがとうございました！ 

角田：なんか～、みんなのインタビュー撮ってん
じゃん？ビデオで。なんかすげー燃えてるみたいで
さ ̶̶ 
全員：あはははは！（笑） 
角田：全部見せられたんだけど ̶̶ 
藤平：見せられた！？ 
全員：あはははは！（笑） 
角田：見たんだけど、なんか、七割はいかないけ
ど、６：４ぐらいで藤平先生しゃべってる！ 
全員：あっはっはっはっは！（笑） 
昇　：楽しくなっちゃって（笑） 
角田：こっちは（生徒は）、うんうん、うんう
ん、って。 
全員：あっはっはっはっは！（笑） 
藤平：ご～めんなさ～い！しゃべりたくなっ
ちゃって（笑） 
角田：熱いよね。 
藤平：熱かったですね。ちょっと３分時間ちょう
だい？とか言いながら（笑） 
角田：あきらかに３分じゃないよね！！ 
全員：あはははは！（笑） 
藤平：秋ちゃん、のぼるん、直美ちゃん、ちょっ
といい？って。長い長い（笑）なかなか止めない
（笑） 
全員：あはははは！（笑） 

角田：あ～。ちなみに、島実は好きですか？ 
隼佑：好きです。 

角田：好きですか？ 
昇　：好きです。 
角田：好きですか？ 
直美：好きです。 
昇　：好きじゃなかったらもう、辞めちゃってま
す。 
角田：そうだよね。僕もすごい好きなんだけれど
も、それが一番伝わるような気がするね。本当
に、好きだっていう気持ちで、その場所を愛してい
くと、自分のふるまいも変わってきたりとか。
さっき、話しあったけど、授業見ててすごい感じ
るんだけどね、多分その映像を見て、君たちが授
業受けている様子、あるいは学校祭やっている様
子、そのビデオで話している様子、なんか、その
オーラが、何か伝わると思うね。いろんなものを
運んでくれる感じがすごいする。おととし、君たち
が一年生のときに、瑠夏ちゃん（2020年度　学校
祭実行委員長）がステージ上で、「私たちが島実
を守っていきませんか」っていう言葉を伝えてた
ね。で、去年は「守っていきます」って言葉になっ
てった。で、このコロナ禍の中、どうなってくんだ
ろうってね。みんなは、去年からマスクの生活で
いろんなものが制限されていくじゃんね。今の二
年生なんかは、もっとひどくて、入学したときか
ら、ず～っとちゃんと人の顔が見られないままき
てるよね。今の一年生もそう。で、こういう現状
の中、どうなっちゃうんだろうという不安が僕ら
にはあるんだよね。でも、今日話しててすごい感
じたのは、あ～、全然大丈夫じゃんっていうか、
すごい伝わってるものは伝わってるし、きっと君
たちがこれから学校祭を通して、自分たちが大き
く成長する、そして、そこを見た後輩たちが「こう
いうふうになりたいな」と、きっと、願うよう
な、素敵な先輩になってってんだなと、すごく感じ
るので、今日話が出来てすごい良かったし、クラス
が我々はないもんで、なかなかさびしい日々を送っ
ているので、（三人：ふふふふ笑）またこういう
機会とか、学校祭通して、どんどん楽しいことか
ましていきましょう！ 
全員：ははははは（笑） 

角田：どんどんこれから藤平先生の悪口…じゃな
くて、バクロもしますんで。 
全員：あはははは！（笑） 
藤平：この間、すっかり忘れてたんだけど、直美
ちゃんがほじくり返して、「私の家族はふじさん
に似てきてみんな命令してます」って。何だっ
け！？そうだ、そんなこともあったっけ！って
（笑）すごい汗かきました！ダ～っと！ 
全員：あはははは！（笑） 

﹅

﹅ ﹅ ﹅
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大いなる成長を感じる素晴らしい言の葉の数々に
心打たれました。楽しく愛おしい時間でした。 
在校生の秋田隼佑君、兼松昇君、杉山直美さん、
ご協力ありがとうございました。 

対談日　2021.5.25.（火） 
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　　　　　　　　　2022年度　 
学校案内　卒業生対談 

　　　卒業生：安達康佑・吉野瑠夏　　 
　　　　職員：角田修一・藤平陽子 

（一日目） 

角田：今回の対談は、学校のことを知ってもらっ
たり、悩んでいる人たちに希望を感じてもらえるよ
うな何かを届けられたらと思って企画しました。
よろしくお願いします。 
藤平：よろしくお願いします。 
康佑・瑠夏：よろしくお願いします！ 
角田：いつもの呼び方でいきますね。緊張すると
思いますが、気楽にお願いします。 
角田：では早速始めていきますね。今回の学校案
内用に生徒と保護者にアンケートを取ったんだけ
れども、まずはその話題からです。保護者アンケー
トが特にものすごくよくてね。質問は三つで、
『①小中学校時代、保護者とし悩んだこと、不安
だったことを教えてください。②島実に入学してど
うでしたか。③今、悩んでいる保護者に声をかける
とすると、どんな言葉を届けますか。』というこ
とについて、書いてもらっています。僕たちもいろ
いろ感じるものがあったんだけど、まず一通り読
んでみて下さい。 
（二人、アンケートに目を通す） 

角田：『子どもが小中学校だったときに悩んだこ
と、不安だったこと』について、読んだ感想を教え
てもらえる？ 
康佑：今までは子どもの視点でしか捉えていな
かったんですけど、保護者として悩んでいることと
か、子どもと一緒に悩んでいることとか、子ども
の気持ちと親の気持ちが重なり合っていて、共感し
ました。涙を流している人もいて、当然の状態かも
しれませんが、あらためて、親子関係はすごいも
のだなぁっていうふうに思いましたね。今大学で
保育の勉強をしていますが、読んでいて親子の愛着
や信頼について今学んでいるところと重なるものが
ありました。それと、みなさんがこうして書いてく
れることがすごく嬉しいなと思いました。 
角田：なるほどね。瑠夏ちゃんはどう？ 
瑠夏：そうですね。親御さん自身も、やっぱり子
どもと同じように陰で涙を流して、でも強くあろ
うとする、っていうその姿が、すごい、やっぱり
親ってすごいんだなっていうのがひとつ感じて。そ
の中で、ぶつかることはあると思うんですけど、ぶ
つかることによって、また、いろんな色が生まれて
きて、で、それが、島実に入ってきて、その色をま
たキラキラと輝かせて・・・。 

一人で悩んでいるんじゃなくて、島実に入ることに
よって、同じ境遇の人たちができる、同じ足並み
で、同じ歩幅で歩いていく人たちが、̶̶小学校中
学校の時に一人で歩いていたところに、横にたく
さんの人たちが突然現れて、そこが心地よくって、
ていうのを感じたときに、やっぱり自分はひとり
じゃないんだっていうのをあらためて感じている
んだなあと。そういうのを感じてくれてよかった
なっていうのをすごく思いました。 

角田：最初の所で「親すげーな」って感じたのっ
て、単純にしてかつ的を射ていると思うんだよ
ね。じゃあ、まず康ちゃんの方からふり返っても
らいたいんだけど、当時自分が、つまずきまった
だ中にいるとき、̶̶中２だよね、そこの始まり
のあたりではさ、葛藤はあるわけじゃない。その
時の親の感じとか、親とはどうだったかとか覚え
てる？ 
康佑：う～ん・・・僕はもともと明るい性格だっ
たので、辛さとか苦しさとか見せずに、トイレに
こもって動けないみたいな感じだったんですけど、
扉の向こうから、それこそ最初のうちはちょっと
強い口調で「学校行きなよ」とか「ずっと入って
ないでご飯食べて支度して」って親が声を掛けてく
れました。一定期間経過したとき、「どう、今日
行けそう？」に変わっていったんです。双子の兄と
だいたい同じタイミングで行けなくなっちゃった
んですけど、二人まとめて聞くことは絶対になく、
それぞれに「どう行けそう？」って聞いてくれて。
それでまた葛藤するわけですよ。体の調子とか服装
のこととか問題があったので、自分と相談して、葛
藤して、無理かなと思ったら、そう伝えて、扉の向
こうから「そっか、わかったよ」って声がかえって
きたっていうのをめちゃくちゃ覚えてます。 
角田：瑠夏ちゃんはどう？途中だいぶうなずき多
かったけど。 
瑠夏：ホントそうですね。当時は母も母で悩んで
いただろうし、「なんで行かないんだ？」ってい
う問い詰める言い方でした。きついような……
「なんで行かないの？」「行きなさい」っていう
口調だったんですね。それが、私の場合は病気
（起立性調節障害）が分かってから、康ちゃんと
一緒で、「今日行けそう？」っていうような、ちゃ
んとした問いかけ、やさしい問いかけ、寄り添って
くれている問いかけをしてくれるようになりました
ね。 

角田：なるほど。そのね、「なんで行けない
の？」ていう問いかけがあるじゃん。普通考えた
ときに、子どもは、行けないっていうよりは、行
動が変わってくるわけじゃない。トイレから出られ
ないとか、朝起きられないとか。そのときに、ど
うしたの？って付随する流れで、「何で行けない
の」っていう言葉がくること自体はおかしくない
じゃん。通常だったら「なぜ」に対して「ビコーズ
（なぜならば）」って出てくるよね。でも、それが
表現できないのはなぜなのか、それは自分の気持
ちが自分でも理解出来ていないからなのか、わ
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かっているんだけど言いたくないからなのか。そ
ういう視点で考えると、言葉が出てこない、表現
しにくいっていうのはどういう心理状態？ 
康佑：多分、自分の中で答えはでるんですよね。確
定しているわけではなくて、いくつか選択肢はあっ
て、それはもう確実なものなんですよ。例えば今日
の具合を見て、あぁ多分これは行けないんだろう
なって。自分では思っていても、ちょっと考えちゃ
うというか……。他の要因とかいろいろ探してし
まうってのもあって。時間をかけて、自分が何を伝
えようとしてるのかっていうのを親に伝えようと
する̶̶「ぼくはこんだけ悩んでいるんだぞ」み
たいなものを親に伝えるために、含みを持たせて
言うみたいな。自分は学校に行くまいって必死な
ので。行けなくなった最初は体調を崩して行けなく
て無理かなっていうのはあったんですが、後半は自
分が行けないってのが分かっているのに含みを持た
せて言ったりとか……自分の中の葛藤っていうも
のは最初ありましたけど、̶̶なくなっていった
ように僕は思います。 
角田：途中からもう自分の気持ちは決まっている
わけだね。最初はやっぱいかにゃ～いかんなぁっ
て感じなの？行くべき場所みたいな。そこの葛藤
を抜けていくのはどういうきっかけなの？ 
康佑：行かなくなったきっかけは、双子の兄が行
かなくなったことだったり、やりたいことが学校
へ行くことより上回ったりしたことでしたけど。
自分の中で「ん……？」となってしまったことが
あって、信頼関係が崩れてしまったのも要因の一つ
だったと思います。葛藤しているふうに見せていた
のかもしれません。 
瑠夏：私は体が言うことをきかなかった、という
のが最初なんですけど、その後は、行っても勉強
が追い付かないとか、課題がわからない、が出て
きて、追い付かないものを理由にして「行かな
い」、「行けない」となって。「行こうと思ってい
るけど、でも……」とが後付けされている状態で
したね。 
角田：言葉より体が先に反応するよね。起立性調
節障害とか、皮膚感覚の違和感として。言葉化さ
れるよりも体の方が先に反応していくじゃんね。
その感覚ってなんとなくわかるの？自分の気持ち
がストレスみたいなのがあってそうなってんのか
なぁ、とか、何にも分からず起きられなくなって
ちゃうのか。 
瑠夏：一番最初の起立性の症状は小学校の時から
あったんですね。でもそれは、自分の中で、なんで
起きれないんだろうって、そこはかわからない部
分ではあったんですけど、それが中学校になって
ひどくなってくにつれて、だんだんと……「あぁ、
学校なのかなぁ……」て思い始めたりとか、その
ときにだんだんとおかしいぞっていうのは思った
りだとか……家庭環境もそのときが一番苦しいと
きだったので、いろんなものが重なったなあと今
となっては思うんですけど。一番最初に言葉じゃ
なくて体にあらわれる感じがありました。 

角田：うん、まっただ中じゃわからないよね。そ
ういう点では康ちゃんはどんな感じだったの？ 
康佑：僕は気になりだしたのは小学校高学年の時
で、体操着を着ていて首元が気になるな……という
感覚を持ちました。でも、当時はめちゃくちゃ気
になることもなく、「ちょっと苦しいな」という
くらいで、運動すれば気にならない程度だったんで
す。それが、中学になって、制服はみんな来ている
ものだし、当然生徒なら身につけるものだし、っ
て思いましたけど、ざらざらしたように感じて
も、これが普通なのかなって、腑に落ちたっていう
より、自分で腑に落としてた感じだったんです。僕
の場合、不登校になった時期に、いろんな不幸な
ことが重なって。運動が好きだったんですが、ある
とき骨折して、運動ができなくなりストレスを感じ
ていたり、課題がやれていなかったことで先生と
ぶつかってしまうことがあったり、いろんな出来
事が重なって、「なんだこれ」ってなっちゃったん
ですよ。そうしてたら急に、ムカデが背をはうよう
な感覚がはじけたように感じて、脱いだんですよ。
すぐに。「はっ……だめだ、だめだ」ってなって、
そのときは早退して。服をさわったとき手に感じ
るものがめちゃくちゃ不快に感じるようになっ
ちゃって、制服を見てもその感覚を思い出して嫌に
なっちゃうとか、そしたら他の服も同じようにさ
われなくなっちゃって。ちょっとでもそういうの
感じると着れなくなっちゃうってなると、どんど
んどんどん悪循環が広がっていくんですよね。自分
が感じた違和感みたいなところから、いろんなこ
とが、「ぼくにとっていやなことなんだな」って
思った時に、……一緒に、「ん？……じゃあ、こ
れは……？」って気づいていく感じだったんです
ね。 

角田：うんうんうんうん。そもそもね、島実に来
てる子たちって、いろんなものを受け止めて、考え
てく力が深い子が多い気がするんだよね。学校祭
のテーマを考えていくときなんかも感じるんだけ
ど、いろんな経験が言葉をキャッチしていく中で、
ああいうものが生まれてくるわけなんだけども、そ
れぞれ、小学生の時に、周りの子たちと話は合っ
てた？小学生の始めは子どもの子どもだから、ア
イドルの歌だ、野球の結果だ、って話はできるん
だけど、５，６年生ぐらいのキーポイントって思
春期がはじまってくる子もいて、深く考える時間を
取るようになってくんだよね。だいたい、二人は
周りの子たちとは話が合ってたの？ 
瑠夏：合ってはいなかったかなぁ……。小学校で
なんかの出し物をするってなったとき、周りがし
ていることが不快な気持ちになって、周りに迷惑
じゃんって思ったりして、言いにいったことがあっ
たんですね。そしたら「は？何？？」っていう感
じで、喧嘩みたいな感じで、私一人で女子が大勢
で、対立しちゃって。謝りなよって言われたんです
けど、私悪いことしてないのになぁ……って思っ
たことがありましたね。 

角田：初めて聞いたエピソードだね。 
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瑠夏：はい、初めて言いました（笑） 
角田：でもなんかすごいよく分かる。そういうこ
と起こりそうだもん（笑） 
瑠夏：（笑）正義感が強いのと、周りを気にする
のと、他にも「うるさいよね」っていう子がいて、
私も「そうだよね、行かないとまわりも迷惑だ
し」って思って。楽しすぎてきっとまわりが見えて
ないんだろうなって思うんですけど。行ったら女
子が大勢で、教室のはじとはじで、私一人で、女子
が大勢、男子は見ないふり……。 
康佑：あ～……。 
角田：ケースは違うけど、島実でも学校祭で企画
やっていくとき、周りがやらないとか、うまくい
かないなってなってたときにさ、意味を考えていく
わけじゃない。なんでこういうことをやっているの
かって考えて、先輩たちがこうやってやってくれて
るって考えて、みんなでやっていきたいって、周り
のことも考えたまっすぐな気持ちでいくじゃん。
でもさ、そこが通じなかったりするよね。小学校
の出来事も似たような感じじゃん。そのときに
さ、島実来たときにはさ、かっこつけてる先輩が
いるわけじゃない。「俺にまかせろ。俺たちにま
かせろ。ここは俺たちの問題だ。」ってね。 
康佑：（赤くなる）あはははは（笑） 
瑠夏：（懐かしそうに）ははははは（笑） 
角田：ある意味においてヘルプしてくれるっていう
か、その想いをわかってくれる人が出てくるじゃな
い。小学生の時っていうのはそういう存在って学
校の中にはなかなかないよね。 
瑠夏：そうですね。先生もその場にいなくて何が
おこってるかわからなかったようでした。 
角田：うんうん、そうだね。質問戻していくと
さ、多分康ちゃんも双子の圭ちゃんと深めながら
話してきたと思うけど、周りとの深め方とか話題
とかどうだったの？ 
康佑：僕は双子ってこともあって、いつでもしゃ
べっていいし、恵まれてたのかなって思います。小
学校ではクラスも一つで、お互いよく知っていたこ
ともあってあまりギャップはなかったですね。た
だ、中学校に上がったときに違いは感じて、勉強
とか先生とかいろいろ新しくはじまったときには
ギャップを感じたことはありましたね。 
角田：小学校ではこれまでの環境もふまえた関係
性から、中学校では大きく変わるよね。考える深
さとか、題材とか、もっとガーンと広がっていくよ
ね。そのあたりでは問題なかった？ 
康佑：やっぱり話は合わないな～とか、圭ちゃん
と話してる同じ感覚でいくとひかれてしまった
り、通じない部分があったりしましたね。 
角田：うんうん、以前フェスタ（島実フェスタと
いう学校行事）でも話したことがあったけど、双
子の関係の作り方って、どうしてもギャップ出るん
だなって感じるね。 

（中略） 

角田：……ここまでだいぶ話が広がってきたけ
ど、聞いてて藤平先生はどう？ 
藤平：そうですね～。おもしろく話を聞いてまし
た。小学校から中学校は環境大きく変わるし、よ
く考える人たちの二人は、いろいろ考えながら学
校に通っていたんだね。やっぱり中学校くらいに
深く考えたり感じたりすることも増えてきたのか
な？それぞれ学校通ってて、二人が「なんかちが
うな～」って想いが出てきたときのことって覚えて
る？ 
康佑：自分は、そういう先輩とか後輩ができるこ
とによって、自分の意見を下手したら悪い意味で
捉えられるんじゃないかとか思って。友達関係な
ら下手な発言してもなんだそれ、って笑って流れる
ようなことが、例えば部活で何か言うときは、い
ろいろ考えてどうしようとか、怒られるのが嫌で自
分から行かなくなったりっていうのは小学校と中
学で変わってきたなって思います。部活や行事で縦
割りの社会の中でどう自分を表現するか、どう生
きていくのかが、消極的になっていったのは、感じ
てました。 
藤平：そうだね～。こうしたらだめだから、こうす
るって感覚になっちゃうこと、あるよね。瑠夏
ちゃんはある？ 
瑠夏：私は、小学校の時には学級委員長とかに
なってよって言われるような感じだったんですけ
ど、その感覚で中学に上がったとき、私よりもっ
と頭の良い子がいる、もっとしっかりしている子
がいるのを感じたこともありました。班長になっ
たときも、他のみんながどんどん大人びていくと
いうというか、大人になろうとしている部分が、
威圧的な感じの態度に変わっていくのを肌で感じ
て、窮屈に感じたりとか、嫌だなって思ったりと
か。自分をかっこよくみせようと思って柔道技を
出すとか。 
三人：ははははは 
康佑：背負い投げ～！とかやってたの？ 
瑠夏：背負い投げとか、首しめたりとか。平気で
あったり。女子も女子で前まで仲良かったのに、
「何あの子？」ってなったり。先輩後輩でスカー
トの長さや靴下の長さだったり、一番上の渡り廊
下は3年があるから歩いてはいけないとか。1年生
では怖いと思ったのが、3年になったら私たちがそ
うしなければいけない、先輩に怒られたから私も
怒らなければいけない、とか、渡り廊下は、靴下
は、スカートは……って、いろんなところに目を
配りながら悪い方向にいっていた気がしますね。 
角田：中学校はまぁ長い人生の中でも特殊な空間
ではあるよね。 
　……ちょっとここで休憩を入れようか。 
藤平：長くなってきたからお腹すかない？チョコ
レートどうぞ。 
二人：ありがとうございます～（笑） 

（休憩） 
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角田：学校祭にしても、クリスマス会もそうだ
し、卒業してもそうなんんだけど、こうやって話せ
る環境がここにはあるじゃない。話をするってど
ういうことかというと、自分の気持ちと言葉が手
をつないでいくってことだよね。そこを探していく
作業ってのはどう？ 
康佑：そうですね。僕の時の学校祭のテーマで
「かえる場所」というものがありましたけど、帰
る場所、変える場所、ということでとても愛着が
あります。自分が寄り添える母親のような、あたた
かさをもった空間とか、場所とか、思い出とかっ
て、今後生きていくときに、ふと、思い出したと
き、もっとやれるって推進力になると思います。
やっぱ、島実みたいな受容的で応答的な場所って
足りないなって思うんですね。今の子どもたちに
つくってあげたい場所だなって、思います。 
角田：あ～、場って大事だよね！瑠夏ちゃんはど
う？ 
瑠夏：康ちゃんのときは「かえる場所」だったけ
ど、私たちのときには、先輩の背中に会えた場所
です。先生方と話す機会もある、先生と会えた場
所でもあります。会う場所がなかったら、「かえる
場所」もないから。愛するところで会えた愛しい
人たちっていう ̶̶ その人たちがいるっていうそ
の場所っていうのもすごい大切なんだなっていうの
はありますね。中学のときより色が濃い時間
で……愛着がこんなにわくとは思わなかったし、
そういう場所にめぐり会えたっていうのも、自分
の中で分岐点で、会えた幸せがすごいあるなあっ
ていうのは感じますね。 
角田：うん。学校祭のテーマなんかもつながって
いくわけだもんね。先輩たちが考えてくれて、それ
をじゃあ、自分たちがどう発展させるかって、つな
がりがあることがあたたかさっていうか。大学と
か、社会ではなかなか感じにくかったりするよ
ね。 
康佑：そうですね～。 

角田：ちょっと大きく話題を変えるんだけど、い
わゆるこの学校に通っている子たちって、今年は8
割ちょいくらいが不登校を経験している生徒なん
だよね。それから、発達障がいとか支援級の中で
少人数でサポートを必要としている生徒が3割くら
い来てるんだよね。発達障がいっていうと、̶̶
ADHDとか、ASDとか、LDとかね、̶̶ そういっ
た子たちって、中学校まではさ、いわゆる支援級
でサポートされながらやってくるわけだけど、島実
に入ってきてさ。二人もそれぞれ生活してくる中で
いろんな子たちがいたよね。今の経験からでもい
いし、持っている知識からでもいいんだけど、ど
う思ったり考えたりする？ 
康佑：いとこで発達障害の子が2人くらいいて、関
わったことがあります。島実には傾向が違ういろ
んな子がいて、島実にきて、初めて知ったこともあ
りましたし、自分の中に確立されたこともありま
した。先入観を持って関わりたくないと思ってい

て、̶̶保育園に行ったときでもそうしたいなっ
て思っているんですけれども、ダメだな、出来ない
な、っていう考え方より、その子がやってみて結
果として何がかえってくるのか、が大事なのかなっ
て思います。親にもダメなところはないし、子ども
もいけないことはないんだよっていうのは自分の
中で大事にしていきたいなって思っています。 
瑠夏：私も学年に特性が強い子がいましたけど、
その子にもかわいい部分があり、真剣な部分があ
ることを知りました。この島実で出会ったいろん
な人たちは、小さな障がい、大きな障がい、それ
ぞれあると思うんですけど、私はこの島実に入っ
て、障がいっていうものではなく、ひとりの人間
として、どういうふうに見ていけばいいんだろう
か、どういうふうに関わっていくのが生活していく
中で私にとってもその子にとってもすごくかけがえ
のない時間になるのかっていうのを考えてました。
なんか、ホントにふつうに接すればふつうにかえっ
てくるような子たちばかりなので、そこをあきらか
に壁を作って「こことここでは世界が違う」って
いうように壁を作るのはすごく嫌だなぁって。駅
でも見かけるんですよね。もしかしたら・・・て。
でも、島実に通っていく中で見方がすごく変わっ
て。「かわいそう」という言葉を使う人がいる
じゃないですか。でも、かわいそうなことではな
くて。それはしっかりとその人がその人なりに生
きている、っていう時間なだけであって、その人は
その人であるっていう、一人の人間として見るこ
とができたなって島実に入ってすごく思いました
ね。 

角田：うんうんうん。中学校の支援級はどうだっ
たの？ 
瑠夏：クラスと場所が離れてましたね……。部活
の同級生に支援級の子がいてそこで交流があって。
どんな障がいなのかはわからないくらいな感じで
した。小学校の時の支援級にはダウン症の子とか
いたことを覚えています。交流はなかったですね。 
康佑：僕は関わりとしては、中学で陸上部だったん
ですけど、一つ上の先輩に支援級の方がいまし
た。長距離の同じグループにいて、走っていると
き、ちょっかいをかけてきたりとか、あまり気持
ちの良いものではないと感じることをやられるこ
ともあって。先輩だったので言葉を選びながら
「やめてください」と伝えたりしました。先輩か
らは「そいつほっときなよ」って言われたんです
が、結局、その先輩が転校してしまって。彼がいな
くなったときに、先輩たちはいなくなって快適だ
よな、みたいなことを言ってて。実際、まあ僕も、
たたかれないことはいいじゃないですか、でも、
彼がいなくなったことによって、グループは活性化
しなくなったし、彼自身も良い選手だったので。
その人の表出されてるところばかり見て、内面的
なその人の明るいポジティブな性格とか運動能力
とかに、誰一人視点が向かなかったんだと思いま
す。僕はやっぱりそのときに、何もできなかった自
分が悔しかったですし、長距離っていう一緒のグ
ループにいた中で、何かできなかったのかなって
ちょっと後悔したことはありましたね。 
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角田：うんうん。その親の気持ちだと、どんな感
じなんだろうね。自分の子が発達障がいがあって
ね。学校って変な場所だからさ、序列みたいなも
のがあってさ。自分の子がその中にいて、親はどん
な風に感じるのかなってね。このアンケートにも
あるようにさ、幼稚園の頃から違うだろう、何だ
ろって思ってすぐ受け入れられるわけじゃないじゃ
ない。完全な想像になるんだけどさ、どんな気持
ちなるかね、親って。 
瑠夏：やっぱり、ここにも書いてあるように、なん
で私の子どもが……？ってのがまず絶対でてくるん
と思うんですよ。で、考えたとき、私も多分自分を
責めたりとか ̶̶ 絶対この道を通ると思うんです
よね。それをどうやって、その子として理解してい
けるのかってのは、その子はその子であって、その
子なりに、生きているのに、自分の考え方で、そ
の自分の子を苦しめるというのは……。う～ん、
なんか、そうなってしまうんだろうけれども、そ
う考えると、きっかけとして、変わっていく、考え
方を変えていくその親御さんてのは、すごいなって
思います。すごいなしか言えないんですけどね、ホ
ントに。 
角田：あ～、すごいよね。あ～。 
瑠夏：どう変わっていくんだろうか、その詳細的
な部分はホントに想像でもわからないくらいな感
じではあるかなと思います。 
角田：うん。多分さ、二人ともすごい経験あると
思うけど、自分を責めていく感覚って、もんのすご
い苦しいじゃん。 
康佑：そうですね～。 
角田：ある意味においてはだけど、他から言われ
たり責められた場合って、どっかに逃げ場所を作
ることもできるし、ちゃんと正しく相談できた
りってのもあるけど、自分が自分を責めてくるって
いうのってすごい苦しいよね。しかも、自分のこ
とで自分を責めてるわけではなくて、何の因果関
係もないのに、産まれてきた子どもが特性もって
て、それ自分のせいじゃないか、育児が悪かった
んじゃないかとか、こうじゃないかとか、あんと
き風邪引かなければ、とか、自分を責めてくのって
たまらないことだよね。でもそこで、視点を増やし
ていくっていうか、そうなっていくのって、強さが
必要だよね。うん。どう？ 
康佑：いろんなものに過敏になるんじゃないか
なって僕は思うんですね。自分を責めたり、自分
のことに過敏になったり、子どもの突発的な行動
をしてしまう、とか、特性が出てくるとちょっとし
た変化に過敏になってストレスや不安を感じた
り。たとえば雨の音が気になったり、風を感じる
のが好きだったり、子どもと感覚を共有して、良
い意味で過敏になっていくってうのは、特性があ
る子どもがいるからこそ感じ取れるものがあると
思うので、周囲に視線を増やして、いろんなものを
深く感じられるようになるんだろうなって思いま
す。 

角田：そうだね。以前さ、ある特定の形が恐く感
じるって子がいたんだけど、クローバーの形が恐く
てパニックになる子がいたんだよね。 
二人：へ～。 
瑠夏：クローバー……？？ 
角田：そう。見ると怖くてパニックになっちゃう
んだよ。世の中にはいろんな状態、いろんな人が
いるんだけれども、思っているよりもオープンに
なってないっていうか。日本ではこどもたちの特
性についてほとんど知らないと思うんだよ。オース
トラリアかニュージーランドでは小学校からそれ
ぞれの特性について、教えてくんだよ。日本ではそ
ういうことはしないわけ。そのへんってのはものす
ごい課題だと思うし、我々の学校も完全に受け入
れ合いながらやれてるかっていうと、そうじゃな
いじゃん。すごい差はあるよね。受け入れ体制に
対する。課題が山のようにあるし。うちの学校が
持っている課題は社会の課題でもある。自閉傾
向って自分を閉ざすって書くから誤解されやすいん
だけども、そうじゃないんだよね。そういうこと
をいろいろ知っていくのと、俺すごい思うんだけ
ど、やっぱりね、親の気持ちとか、親がどう感じ
るのかっていうことをもっといろんな人が知ってっ
て欲しいっていうか。知るっていうこと。でね、
今回読んでもらったそのアンケート、タイトル付け
たんだよ。二人だったらどうつける？これさ、す
げー考えたんだよ。タイトル考えるだけで一時間か
かっちゃったんだけど。はじめ、「ボイス」って
書いて、なんか違うな～。「声」ちがうな。「言
の葉」もなんかしっくりこね～な～……って。 
二人：う～ん……。 
康佑：え～、難しい……。 
角田：これ、合ってないと留年だからね。 
二人：はははは！ 
瑠夏：私は……パッて思ったのは、「あなたはわ
かりますか？」。 
角田：あ～、なるほどね、いい問いかけだね。 
瑠夏：閉ざしてしまった親御さんたちだったり、
不登校になるっていうのはシャッターを降ろすよう
なイメージで、どこか、あの……目を背けられるよ
うな状態だと思うんですけど、あなたは、外から
見たらただ単にシャッターが閉まっているだけで
あっても、中では泣いてたりとか、苦しんでる、っ
ていうそのシャッターの内側の気持ちを、あなた
はわかりますか、って。 
角田：なるほどね。あ～。いいっすね。どうすか？ 
康佑：う～ん……。 
角田：キミの心へスマッシュ！とか！？ 
全員：はははははははは！ 
康佑：聞いていて思ったのは、「かいとう欄」、
ですかね。問いかけをして答えが返ってきている
わけですけれども、答えはね、ひとつではないと
思うんですよ、こういったものって。自分の経験だ
し、いろんな偶然が重なり合って生まれたことで
あって、何が正解かもわからないし、この人たち
は、この問に対して、こういう人生に対して、こう
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いう「かいとう」を出しましたよ、という意味で
の「かいとう欄」です。 
角田：あ～、なるほどね。僕がつけたのは、「あ
なたへの想い」。親の子どもへ関するものじゃ
ん。おっしゃる通りに、いろんな角度があって。
結構読んでて泣けちゃうようなものなんだよね。
で、ほんとに、知らない人に、知ってもらいたいっ
ていうので「あなたへの想い」ていう言葉を書い
て。うんうん、うんうん。ここまでで、藤平先生
はどう？ 
藤平：いろんなことを知っていくのが、人としての
強さになるのかな～、って思いながら聞いていまし
た。語っていくことが大事だな～って思いました
ね。 
角田：そうだよね～。……対談の一日目がもうす
ぐ終わろうとしています。 
二人：……！！　はははははははは！！ 
康佑：2日目が！？ 
角田：もう一回来れない？この続きをやらして欲
しいんですよ！ 
二人：だいじょうぶです！ 
角田：ありがとう。おねがしますね。じゃあ、今
日最後の質問なんだけど、（保護者のコメント
に）、「不登校というのは命を守る行動です」っ
て書いてた人がいたよね。で、命を守るっていう側
面と、自分が自分であると、̶̶ 我々の学校はそ
れを大切にしていきたいんだけど、̶̶ 自分が自
分でなくなってしまう、っていうときに、人は、
そこから退場していくんだよね。自分らしさを失
われる危機みたいな。ま、いわゆる命っていうの
が、生きている命っていうのと、私の命、ってい
うか、私らしさを含めた命みたいなものを守る行
動だって、僕も不登校のことについては、完全にそ
う思うんだよね。いろんな要因があったりいろん
なことあったりするけど。そういう視点から見た
ときに、あなたたちが、自分の経験の中で、守り
たかったものとか、守ってきたものって、何なんだ
ろうか？っていうのが今日の最後の質問。 
̶̶ 少し考えてもらって、もしあれなら、チョコ
レートを食べながら考えて（笑）そうね～、みた
いな。 
全員：あはははは（笑）そうね～。 
角田：そういう軽やかさは必要だよね。 
康佑：そうですね。 
藤平：この「不登校というのは命を守る行動で
す」って、すごく印象的な言葉ですよね。 
康佑：印象的ですよね。 
角田：うん。印象的だよね。学校行けなくて、命
投げ出しちゃうなんてさ、絶対間違えてるよね。絶
対間違えてる。 
ちょっと前まではみんなのまえで、みんなの前でだ
じゃれ言ったりとか～、お酒の話とか、私のイメー
ジが、とかいって、自分を守っていたじゃないです
か～。守りたい自分の「キャラ」みたいなものが
あったじゃないですか（笑） 

全員：はははははは 
藤平：何を私は守っていたんですかね～。 
全員：はははははは！ 
藤平：あ！つかまえた！（蚊をキャッチ） 
全員：はははははは！ 
康佑：ノールックでいきましたね。 
角田：膝組んだまま、早く渡してって感じで一切動
かない！（ティッシュを取りに行く） 
全員：はははははは！ 
藤平：すみませ～ん！ありがとうございます！ 
角田：さすが卑弥呼様（笑） 
全員：はははははは！ 
角田：なんかその、保護者のコメントにも葛藤が
いろいろあったし、二人の小学校や中学校の頃の
葛藤みたいなもの聞いたけど、葛藤があってはじ
めて、なんていうんだろうな、それがないと何にも
おこらないっていうか。こうすればいいのにな、あ
あすればいいのにな、とかって前もってわかってた
としても葛藤しないと、な～んていうんだろうね、
いいものが生まれてこないというか。言い方が変
かもしれないけど。学校祭のテーマなんかも、あ
れがいいのかな、これがいいのかなって、葛藤が
ないと、深まらないっていうか。 
じゃあ、話を戻すと、自分が守ろうとしたものっ
て、今考えると、どうでしょう。 
康佑：僕はなるべく単純でいたかったんですか
ね。周りが単純だから、とか、合わせるため、と
かって、そういう意味ではなくて、ものごとにおい
て、自分が素直に感想言えたりとか、素直に感動
できたりとか。素直に嫌だなって思ったりとか。
そういったものって、大人に振り回されたりと
か、周りがこうしてるからっていうのに反映された
り、自分の考えじゃなくなってしまうような気が
してたんですよ。僕の中で。今思えば、自分はがん
ばって言葉をひねり出せばその言葉は出るし、誰
かに何かを伝えようとすればそれは伝えられるん
だけれども、それをあえて何も考えずに黙っていた
りとか、自分が「こうしたい、ああしたい」って
思った心情に素直にありたかったというのは僕の
中にあるんじゃないかなっていうふうに思います。 
角田：あ～。いいっすね。ある意味においては
さ、制服とかさ、集団主義的な感覚っていうのは
それを奪うよね。 
康佑：そうですね。 

角田：うん。・・・じゃあ、ちょっとふってくん
ない？た、たのむよ。どういうながれでいってる
か、最後なんて呼べばいいかわかるでしょ？！ 
康佑：ほっ……！？ 
角田：自分に素直になれよ……！ 
全員：はははははははは（爆笑） 
康佑：じゃぁ……うぅ……（照れながら）そこん
とこどう？瑠夏？ 
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全員：あっはっはっはっは！！（爆笑） 
瑠夏：私は自分の未来を守りたかったです。以前
言ったことがあるんですけど、命を投げだそうと
したときに、何か明るい未来が待っているんじゃ
ないか、今はほんとにだめかもしれないけど、も
しかしたら、明るい未来が待っているんじゃない
かなって、笑顔になれる日が来るんじゃないかなっ
て、そうやって思っていたのがきっかけで、自分の
身を投げ出さずに済んだってのがあるので。それ
が、一番大きいものだったから。それが、私の中
で守りたかったのは、自分が進む未来を自分で手
放したくなかったから̶̶それを私が守るための
行動として不登校になるってのがあると思います
ね。 
角田：ということは、そこにいると自分の未来が
作れなくなるって感覚なのか、見えなくなっちゃ
うって感じになってくるなのか。どんな感じなんだ
ろうね？ 
瑠夏：……見えなくなる……。 
角田：そうだよね。たぶんそうだよね。なんとな
く中学生ぐらいで、こうして、こうして、こうし
て……ってみたいな未来像を完全に持っている人っ
ていないじゃん。で、普通人って、生活しながら安
心してれば、「あ～今度何やろうかな」とか、「ど
こいこうかな」「何食べようかな」ってこういくけ
ど、そういうのって描けなくなっちゃうよね。安
心できないとね。だからそこから退場していく必
要はあるよね。 
ここまで聞いていて藤はどう？ 
全員：ははは 
藤平：今日二人の話を聞かせてもらって、島実に
いたあのころから、大人のへの道にはいったんだ
なって思ったし、広い視点で見えているんだなって
すごく感じました。初めて聞いたエピソードも今
日あったりして、どういうふうに見て、感じて、生
きてきたのかなっていうことが垣間見えて、今まで
よくたくさん話してきたけど、当たり前のことな
がら、その人の生きてきた人生の中でのエピソー
ドは語りきれないホントにたくさんの出来事が
あって、その人がつくられて、考え方が作られてき
ているんだなって、そんな当たり前のことをあらた
めて感じましたね。朝起きられない、制服が着ら
れない、体が反応して、そこで立ち止まって、自分
の生き方に、舵を切ったというか、そうして歩んで
きた二人のみちのりってのが、本当に素晴らしい
なって。そこから生まれてきた言葉がね、ホントに
ね̶̶こう……さっき角さんがね、いっていたけ
ど、言葉と気持ちがが手をむすんでるっていうね、
そんな話が途中であって、…… 
角田：かくでいいっすよ。 
全員：ははははは 
藤平：かく！？　かくが、言ってたけど～……
（笑） 
全員：ははははは！ 
藤平：スミマセン（笑）あの～、なんだろうね、
ホントにね、二人の言葉っていうのは、ホントに

ね、心と言葉がすごいしっかりと結びついている
感じがしてて、聞いていてすっと心に入ってくると
いうか、共感したり響くなと思いながら聞かせて
もらいました。今日は素晴らしい言葉をたくさん
いただきました。 
角田：リアルな言葉じゃないと人には届かないん
だよね～。書くわけにはいかないものもあるよ
ね～。この葛藤だよね。葛藤が大切（笑）△と
か？マークとか、♨とかで表すのあるじゃん。そう
いう伏せ字で書く！？（笑） 
全員：はははははは！ 
藤平：「あなたはわかりますか？」って（笑）そ
こで使っちゃダメだよね、素敵な言葉なのに～。 
全員：はははははは！ 
康佑：ちゃんとね、右下にね、「かいとう欄」も
つけましょうか（笑） 
全員：はははははは！ 
角田：やっぱ話すのって楽しいよね。考えを聞かせ
てもらいつつ、こっちも言いつつ。正解は見つか
らないんだけども、深めていく作業っていうのは
大事なことだと思うし。本当に我々の学校が抱え
ている問題っていうのは、社会が抱えている問題そ
のものだとすごく思うんだよね。子どももそうだ
し大人もそうだし、いろんな大人がやっぱりいる
よね。いろんな子どもがいるのと同じように。自
分で自分のことを分からない人って、当然人のこと
もわからない。だからまず自分を知っていくって
いう作業ってすごい大事だと思うし。……あと、
なんだろうな、自分が成長するのと同じように周
りも成長していくよね。だから小学校のままじゃ
ない。みんながいろんな経験の中で成長していく
んだけれども。本当に恵まれたかたちとしては、
うちの学校っていうのはホントにいろんな経験を
した子どもたちとか保護者とかが入ってきてくれ
る。̶̶ これは本当に、人生の大きな財産として
捉えられるような、視点の組み替えとか、視点を
たくさん持ってくそのための居場所みたいなものを
みんなが大事にしてくれてる。卒業してもこうやっ
て来てくれたりとか、ホントに保護者もいろんな
人が声をかけてくれたりとか。これはすごい恵まれ
ているなぁと。 
だから我々の学校の一つの使命みたいなものとし
ては、そういったみんなの経験を、今うまく動け
ない人たち、苦しんでいる人たちに、そのまんま
送り届けてあげたい。変な加工しないで、そのま
んま送ってあげたいんだよね。そんなふうな学校案
内になるといいなと思うし、そういった学校活動
がこれからもできるといいなっていうふうには思う
んで、また今後も是非よろしくお願いします！次
回、中盤か後半か、よろしく（笑） 
全員：ははははは！ 
二人：よろしくお願いします！　 
角田・藤平：今日はありがとうございました！ 
康佑・瑠夏：ありがとうございました！ 

（一日目終了） 
 17



（二日目） 

角田：じゃあ、最初の質問、ふじさんから。 
藤平：私から・・・！？ははは（笑） 
角田：この間の流れからでいいよ。出会いとか。
そのあたりで。島実との。ほら、なんていうの、ム
カデとかゲジゲジとかはい回っているようなしん
どい状態。ランドセル投げまくってたじゃない。 
全員：あはははは！ 
康佑：投げた本人じゃない（笑） 
全員：あはははは！（笑） 
角田：そうだよね。違うよね（笑） 

藤平：じゃあ、この間の続きからね。はい。中学
校違うなぁってなって、ひいていくわけじゃない、
朝起きられなくなったり、服の感覚とかさ。そこ
から、もう一回学校ってものに向き合ってくのは、
どうしてそこに結びついていったのか、完全にずっ
と引いちゃうっていう選択肢っていうのじゃなく
て、もう一回出会っていったのはどうしてだったの
かなっていう質問。じゃあどっちからでもいいん
だけど。 
康佑：じゃあ、僕。 
藤平：じゃあ、康ちゃんから。 
康佑：すごく覚えていることがあって。二人で兄弟
で不登校になったので、二人の時間がやっぱ増えて
いったんですね。部屋の中で過ごしたりとか、外
に出るにしても、誰かを誘うわけでもないですか
ら、二人で例えば運動とか、走りにいったりして
たんですけど。自分が、また学校に行こうと思った
のは、やっぱ自分のためって思うと、あんまり腰
が上がらなかったりとかしてたので、母親とか、近
くにいる家族がすごく支援してくれていたので、僕
は母親のために、っていうのが一番強かったんで
すね。親の気持ちになれたっていうか、切り替
わった瞬間がそこだったんですね。自分が、辛い
からというか、自分が洋服を着れないから、とい
う考え方から、それをみた母親はどう思うのか
な、圭佑はそういうこと考えているのかなって思っ
た時に、「あ、殻に閉じこもってなにも動けてい
ない状態をみたときに、きっと悲しむだろうなっ
て。母親を不安にさせたくなかったとか、それで
荒れるとかストレスを感じるってのが許せなくなっ
たっていうか。なるべく、自分っていうよりか
は、母親のことばかり考えて、学校へ行こうかな、
行くようにしよう、って心の変わりはそのタイミ
ングだったのかなっていうふうに思いますね。 
藤平：うんうん。お母さんに対しての思いっての
は、̶̶ 扉の向こうからの呼びかけのエピソード
のお話もあったけど ̶̶ やっぱりお母さんの存在
はあり続けたの？ 
康佑：やっぱどっかにあったんでしょうね。小さ
いときから双子で、同じように愛されてっていうの
がすごいなって部分もあったので信頼感とか安心

感とかあったので、自分が不登校になったときも
あり続けたんじゃないかなってと思います。 
藤平：なるほどね。お母さんの存在が自分が動き
出すひとつのきっかけや力になってたんだ。瑠夏
ちゃんはどう？ 
瑠夏：私も、そうですね、母への気持ちは多い
なってのは思って、…… 私が自傷行為をして、そ
れが見つかったときに私の部屋で二人で号泣しな
がら「何でこんな事しちゃったの」っていうのも
そうですし、「あなたが辛いんだったら、そのま
までいい。学校に行かなくてもいいから、生きて
てくれ」ってのもいわれて。で、その母の涙がすご
く心が痛くて、「あ～、なんで自分はこんなことを
してしまったんだろうか」ってすごく後悔して。で
そこから、母のために、くいとめてくれた母に対し
て、何が出来るんだろうって考えたときに、やっ
ぱり学校へいくことだったんですね。中学校の時
は、「ごめんだけど、あの場所にはもういけな
い。じゃあ、次のステップで学校に行くとしたら
どうするべきか」って考えたときに、高校だって
いうふうに思って。高校に行くためには、私を受け
入れてくれる学校があるのかっていうのを探したと
きに、大東の説明会で島実と出会って。それこそ他
の通信の学校も考えたりもしたんですけど、自分
の中で何か違う、私が行きたいのはそうではな
い。また笑える日を考えて、どこに行きたいんだろ
うかって考えたときに、島実と出会って、かくさん
と出会って、それが私の中でのターニングポイント
というか、そこで学校に行く理由がまた明確に出
来た瞬間だったなとは思います。 
角田：こんなにかっこよくて素敵な理事長がいる
学校に通いたいと思いました。by瑠夏！ 
全員：ははははは！（笑） 
藤平：そうだよね～（笑） 
角田：ふつうの服の延長で気楽だったっていう。 
瑠夏：覚えてます覚えてます！ホントに印象が強く
て！みんなしっかりとしたスーツで、僕たちの学校
はこういう学校ですって話していて、かくさんは、
「ね～ここまで大変でしたよね～」って寄り添って
くれる言葉からはじまって、がつんとした言葉じゃ
なくて、包み込んでくれる言葉が私の中ですごく印
象的でしたし、他の学校の方がは時間内に終わっ
て、かくさんだけは「ごめんなさい！時間が過ぎ
ちゃった！！！」、タイマーがなって、「時間が過
ぎちゃったけどこれだけは言わせてくださ
い～！！！」っていってたのも、また印象に残っ
て。あぁ、楽しそうな学校だなって。 
角田：でもさ、ネクタイのネタを仕込んでいったの
けど、誰も受けなかったよ！ 
瑠夏：もうだってみんな真剣なんですぅ～！！から
に閉じこもってる人で、もっと暗いような状態で。
島実の説明会に来るときは一歩出た状態で、この
学校に興味あって足を運ぶ人だから。 
角田：悪いことしてないのに、トーンがさ、全体的
に沈んじゃうし、なんちゅう～んだろうね。息苦
しくなっちゃうだよね。 
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角田：今のところで質問なんだけど、ちなみに
さ、父親ってのは何なんなのかね？流れの中で母
親との、いろんなところがあるじゃん。父親って
のいうは、康ちゃんにとってはどんなあれだった
の？ 
康佑：なんだったんですかね～。いや～……あ
の、僕の時は母にっていう切り替わりがあったん
ですが、きりかわりのきっかけっみたいなものが
あって。母親に対して暴言的なことを言ってしまっ
たりとかってのもあったんですけど、ホントにもう
なんか、作り話なんじゃないかって思うかもしれ
ないんですけど、̶̶ 朝起きて自室の扉を開けた
ら、手紙がはらって足元に落ちて、ただの紙切れ
だと思って、何気ななしに拾って中みたら、お父さ
んからの手紙で、そういうこと普段しないような
人で、寡黙で、ちょっとユーモアがあって、そうい
うことね、あんまり好まないような性格の人なの
に、わざわざパソコンで字を打ちこんでってのが
あって、̶̶一回持って来たんですよね？ 
角田：うんうん、持って来た、持って来た。読ま
せてもらった。 
康佑：そうですよね。その手紙が、内容が、『自分
が不安定で、それを表出しちゃって母親にぶつける
のってのも分かるし、実際お父さんも環境が認めて
くれなくて、自分が自暴自棄になったのもあった
けれども、それでも、そういう気持ちになるのは
わかるし、そういう気持ちになってもいいから、
とにかくお母さんにだけはその気持ちをぶつけな
いでくれ』っていってそれだけ書いてあったんです
ね。別にそういう気持ちになってもいいし、そう
いう状態にあってもいいから、なるのはわかる
し、そういう気持ちになってもいいから、とにか
くそれをだれかにぶつけない、誰かを傷つけないで
くれって。̶̶ それがあって、確かに僕がそれを
母親に伝えることによって何の解決にもならない
し、それが、母親の不安とかストレスになってるん
だったら、それはおかしな話じゃないかって。
やっぱ自分のなかでぐって押し込まれたんですね。
気持ちが。そういうきっかけがあって、父親のおか
げでそういう考え方が出来るようになったのがひ
とつあって。結局僕の中で父親ってのはそういう、
もともと、躾じゃないですけど、暴力チックなと
ころもあって、昭和っていうか、いかにも、そうい
うところもあって、恐怖とか畏怖みたいな対象
だったんですけど、そういう人間性とか、時間経
過でだんだん丸くなっていく様子を見て、まあ自
分も男なんで、こういう人になりたいなとか、こう
いう姿勢とか、たたずまいみたいなものって、憧
れるなって、そういう対象に切り替わっていったタ
イミングだったのかな、って思いますね。 
角田：家なんか行くとさ、手作りの物とかさ、
いっぱいあるよね。卓球場とか、だいたいおとう
ちゃんがやってくれてたんだよね。そういった意味
においては、厳しさもあったとは思うんだけど
も、男性性としての優しさ、みたいなものって直接
的ではないと思うんだけど、そういうのって感じ
てたりはするの？ 
康佑：やっぱ言葉で表すのが恥ずかしいという
か、そういうのは感じます。お酒もよく飲む人なの

で、酔った拍子に熱く語る、みたいなのがあって、
そこでなんとなく気持ちは察してはいたんですけ
ど。 
角田：あ～、うんうん。学校はいってから学校祭
の手伝いに来てくれたりとかものすごい協力的に
やってくれたよね。お母さんとお父さんと二人で一
緒にバスケットコートで体育座りをして話している
青春の姿が僕は忘れられないよ。 
全員：（笑） 
康佑：やっぱああいう姿をみて、こういう夫婦の
形ってのは憧れますし、僕の目標であり、大切な
人であり、そういう時期を一緒に乗り越えて来た
仲間みたいなものでもあるのかなって思います
ね。 
角田：なんとなく、男の子、から男と男に変わっ
てくるところだよね。まだ途中だもんね。今でも
ね。 
康佑：はい。 
角田：瑠夏ちゃんにとっては、父親ってのはどんな
存在だったの？ 
瑠夏：まずは、とにかく怖い、っていう印象です
ね。小学校の頃、母も不安定な時期で、父も栃木
から引っ越してきて慣れない環境の中で、かみ合わ
ない部分があって。中学になっても、何も話さな
い、自分の気持ちを話さないので、̶̶さっき康
ちゃんの話を聞いていて、男はあんまり話さないタ
イプって、聞いてやっぱそうなんだって思って
̶̶ 女性は感情的になったりするとば～っていっ
ちゃうタイプだと思うんですけど、物に当たった
りだとか、自分の中に押し殺すっていうようなのが
あるのかなっていうのがあって。唯一私が父の憧れ
を受けて、剣道を始めた時は親身に相談に乗っ
たってもらったり指導してくれて、先生でもあり、
協力的な感じなんですけど、でも、生活におきか
わってみると、俺は何も言わないぞみたいな感じ
で。何も受け入れてくれなかったりだとか、私が起
立性になったときも「なんであいつは起きてこな
いんだ」とか、名前も呼んでくれなかったりだと
か、そういう無頓着というか、そういう感じで
ずっと。怒りを押し殺しちゃうからいつ爆発する
のかと、母と二人で父の様子をうかがって気を遣
いながら、これを言ったら怒るかなと、様子をう
かがいながら生活するのが主になっているイメージ
だったので、私が病気になったってのも受け入れて
くれなかったし、不登校になったていうのも受け
入れてくれなかったり。剣道も、それが頼りだった
んですけど、自分の中で、剣道がやりたい、から、
やらされているに切り変わったので、そこで衝突
になって、こりゃだめだって。一回離れたいって
なって、祖父母の家で中学のころ父と距離を置い
た経験はありますね。 
角田：瑠夏ちゃんのお父さんも島実に入ってまた
大きく変化していってたよね。最終的に汗水垂らし
て、たこ焼き焼いててさ（笑） 
全員：はははは！！！（笑） 
角田：そこでね、はっしーのお父さんと一緒にも
くもくとたこ焼き焼いてて。 
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全員：あはははは！！！（笑） 
角田：で受付とかでもさ、「瑠夏パパ̶♡」とか
言われてさ、にこにこしててね。 
瑠夏：そうですそうです！（笑） 
角田：で、多分そうやって変化していくと思うんだ
ろうけれども。総称的に考えてったときにお父さん
は結局じゃあ自分にとってどういう存在になってく
るの？ 
瑠夏：怖い存在でもあり、頼りになる存在でもあ
り、やっぱり大黒柱っていう部分はすごく感じま
す。 
角田：なんとなく二人の話を聞いていったとき
に、ちょっと家庭によっては少し違ってくる部分も
あるかもしれないけど、母親という存在って、あ
るいは母親に代わるような育ててくれる人の存在っ
ていうのが、つつみこむようなイメージで受け入れ
ていって、でそこに、父親の存在、父的存在っても
のが、そこも見ていって、畏怖の念というか怖さっ
ていうか、正しい意味でのね。そんなものを降り
注いでいくっていうか。学校に行けない時期ってい
うのは一緒に悩んで考えていく部分ってのは、やっ
ぱり母性的なものと本人っていう関係性が一番強
いのかな。 

藤平：親子の関係って、ガラッと変わることもな
かなか難しいし、ゆっくり変化していくものでも
あるとは思うんだけど、親に対して、自分はこうし
たいんだって、言える関係だったの？ 
瑠夏：私は結構言う方でしたね。母は真ん中っ子
で、我慢が多かったから、我慢させたくないって
いうのと、私が一人っ子で、母親でもあり親友で
もありたいっていうのをずっと言ってて、親身に
なって聞いてくれるっていう部分があるから、話す
ことができて、結構私は話しましたね。父は話し
ませんでしたね。 
藤平：今はちょっとずつそのへんって変わってき
たの？ 
瑠夏：そうですね。小さい頃は母づたいに言って
もらって父との会話をしてたんですけど、今は父と
一対一で世間話だったりいろんな話をしてます
ね。あと、ちゃんと名前でも呼んでくれたりだと
か。ちょっとした「これどうしたらいい？」と
か、「お菓子ちょうだい」とかも ̶̶ 昔は母づた
いにお菓子もらって良いか聞いてってのが、今は直
接「瑠夏、お菓子ちょうだい」「うんいいよ」っ
てそういう会話が出来るようになりましたね。 
藤平：それってちょっとしたことのようで大きな
ことだよね。 
瑠夏：大きいですね。 
康佑：僕は伝えるには伝えるんですけど、伝えたい
と思うことが少ないというか。双子だから双子の
中で完結するものがすごく多いんですよね。話で
あったり要求であったり。話せる雰囲気とか空間
はあったんですけど。父親に対しては怖いっていう
か、敬語で話しちゃうような、背筋が伸びるよう
な感覚があって。できれば話すこともなく自分た

ちの世界の中だけで終われるんだったらそれが良
いじゃないかって、どんどんとじこもっていく感覚
がありました。島実に入ってからはやっぱ自分も
いろんな話をしたくなったりとか、三年生になる
といろんな責任とか、島実のことを親が知りたい
みたいな話にもなってくると、交流とか関わりを、
親が関わってくるより、僕たちから話しかけるとい
う、自発的に、自主的にってのが回数としては増え
て、双子同士の関わりっていうよりかは、そこもき
ちんと分裂して、自分の気持ちをそれぞれがお母
さんやお父さんに伝えるってのが機会として増えた
のかなって思いますね。 

角田：ちなみにね、ひきこもっていくときって
ね、学校から退場していくじゃない、そうなってっ
たときって、双子だと、二人でひきこもっていく感
じなの？それとも別のところにひきこもっていく
感じなの？ 
康佑：僕らだと一緒の場所にって感じですね。 
角田：きょうだいだとそういう感覚ってないよ
ね。 
瑠夏：わからないですね。 
角田：二人でこもっていく感覚って違うような気
がするよね。でもそれは康佑にとっては当然のこ
とじゃない。 
康佑：そうですね。 
角田：で、さっきさ、母親がひとつきっかけに
なったっていってたよね。こういう思いさせちゃい
けないなとか、自分のためっていうよりは、母の
ためにみたいなのって、いわゆる、母親と同一視し
ていくわけじゃない。そう考えてくとやっぱり僕思
うんだけど、不登校っていうのは、ある意味にお
いて、ひきこもっていくっていうのはどこにひきこ
もっていくかっていうと、いわゆるイメージとして
は、母親の胎内にひきこもっていくわけだよね。も
う一回生まれ直していくっていうか。もう一回人
生を作り直していく、すごいそういう過程がある
ような気はするんだよ。なんだろう、幼児期みた
いにけっこうさ、甘えていきたい部分とか、母親に
対して、康ちゃんなんかどうかわかんないけど、
ちょっと抱っこして欲しい感覚とか、一緒に寝て
欲しい感覚とか、̶̶あるでしょ？ 
瑠夏：あります。 
角田：うん。それからまた、当然双子だから母親
の胎内にいたとき二人だから、二人でいた方が
ぜったい安心するわけじゃんね。 
康佑：そうですね。 
角田：で、瑠夏ちゃんは一人で生まれてきている
から、きょうだいじゃなくて「一人」って感覚は
あるよね。その辺の生まれ直しとか、甘えていく
感覚とか、もう一回自分が作られていくんだって
いう感覚ってどれぐらい持ったりする？ 
瑠夏：そうですね、その甘えるとか、抱っこしても
らうってのはすごく分かって、それこそ、一人っ
子ってのは大きいのかもしれないし、味方はいな
いってなったときに、じゃあだれにってなった
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ら、母しかいないんですね。関係性を深く築けた
のは母なので。母に寄り添ってもらって一緒に、
やっぱりもう一度っていうような。また母も悩ん
でいた部分もあったので、そこも同じように、私
が記憶がある状態で、動ける状態でいるので、今度
は母の胎内にいるんじゃなくて、母の隣にいるよ
うな感じで寄り添いながらまた歩みを進めるよう
な、そんなイメージかなと思います。 
角田：胎内から出たばかりの赤ん坊にとって父
親って何かっていうと、特に必要ないもんね。逆
に言うと母親を奪おうとする初めての、「何この
人？」みたいな感覚じゃない。だから余計距離置
いたりとか、怖いなぁって感覚は多分あるよね。
そういう見方だとどう？ 
康佑：う～ん。お腹の中にいる赤ちゃんがお腹を
蹴って広げようとするのは、僕らもやっぱ実際引き
こもっているとき息苦しさってものはあるし、こう
いう場にいちゃいけないのかなって疎外感みたい
なのを感じたりってのは、自分の世界をどうにかし
て広げたいみたいなものも、通ずるようなところ
あるなと思いました。だれかとつながっていた
い、だれかに反応してもらいたいって気持ちって、
人との関わりを断ち切ったわけなんですけど、ど
うしてもお母さんが泣いてるって言ったら気になっ
ちゃうし、お父さんが怒ってるっていったら脅え
ちゃうし、より過敏になっていくっていうか。自
分から断ち切ったはずのに、自分からまたつなげよ
うと勝手に、動いていくっていうのは再構成、自
分があらためて何を感じているんだろう、考えてい
るんだろう、とか、何を欲しているんだろう、み
たいな、めちゃくちゃ細かなことに気づくため
に、何かいろんなものに過敏になっていくってのは
双子同士でも強く感じるところはありました。
ちょっと一触即発じゃないですけど、喧嘩した数
も増えていったので、そういうのって関係あるのか
なって思いましたね。 
角田：いろんなものは何ていうの、リセットでは
ないじゃないじゃない。リセットってのは一回ゼ
ロに戻っちゃうわけであってさ。それまでの流れ
もあって、生きてきたかたちもあって、そりゃ 
今まで上手くいかないこともあるし、上手くいっ
たこともあるし、ってう中で、もう一回再スター
ト、リスタートになってくるよね。お父さんからの
手紙なんかでもそうだし、いろんなことを知って
いく中で、ありがとうっていう感謝みたいなもの
をね、支えられてたみたいなことってちょっと
あったりしたけれども、やっぱりそういうことだ
よね。そういうことを感じていって謝る、ってい
うか。「あ～自分にはそういうところが足んな
かったんだな～」って。そういうところまでいっ
たりすると人間ってすごい強くなれるっていう
か。何て言うのかね、いろんなものを感じないよ
うにするんじゃなくて、感じていくことによって
「こんなにおれできないのに、こんなに支えても
らって」って。前言ってた、『弱さは人と繋がる鍵
である』って、そういうところのようなね気はし
ますよね。卒業文集読ましてもらったけど恩師の人
はいいこと言うね～！ 
全員：あはははは！！！（笑） 

瑠夏：良いこと言います！ 

角田：で、話す～ごく戻していくけど、康ちゃんは
そんな流れの中で、どうやって島実と出会った？他
にもいろいろ見ながら？ 
康佑：そうですね、いろんな学校をめぐって、通信
の高校とかももちろん考えたんですけど、制服が
あったりとか、人と関わりたいというみたいな意
欲がないわけではなかったので、こういう定時でみ
んな活動している時間に活動して、夜は眠って、み
たいな、普通みたいな、健常的な生活への憧れと
いうか、そうでありたいなという気持ちもあった
のでいろんなところを探していくうちに、パンフ
レットを母づたいにもらって、中身を見たら私服
だし、なんか見たらやたらと笑顔だし。 
全員：あははは（笑）ほんとだよね（笑） 
康佑：そうやって明るかったり緑も多かったり、
いろいろ要因はあったんですけど、まあ、なんか
気になるなと。だから、一度話を聞きに行こうと
なったときに、それがちょうど自分の生まれた誕
生日で。対応してくれた田口先生のことも事細かに
覚えているんですけど。あったかさとか、笑顔と
か。生徒たちの姿が、新鮮に見えたんですね。僕
からしたら。通信の学校もいったんですけど ̶̶ 
言い方悪いですけど、檻の中のような、冷たい雰
囲気も感じて、ここではないのかなって思ったんで
す。島実を実際みたりとか、関わったりしたとき
に、双子の意見は一致して、やっぱここじゃね～
かと。ここだったら僕たち変われるんじゃないか
なってあそこで決断したって感じですね。 
角田：あらゆる意味において田口先生もね、なん
となくね～、普通の学校にいなさそうなタイプだ
もんねぇ！ 
全員：あははは！！！（笑） 
角田：最初の出会ったところでは、聞きたいとこ
ろある？私が可愛いから入ったんじゃないのとか
（笑） 
全員：あははは！！！（笑） 

藤平：一回学校いいなってなって、また、いろんな
きっかけがあって、もう一回ってなったとき、学校
に対してもう一回踏み込んでいくのは勇気がいった
んじゃないかなって思うんだけど、どう？いくら
制服がなくて私服だっていったって、学校のイメー
ジっていうか、みんなでやっていくとか、そんな
にすごくがらっと変わることもないかもしれない
とか。なんだろ、覚えてる？そのときの、逃げたい
な、みたいな。 
康佑：もちろんありましたね。このままあんまり
動かずに生活できるんならそれが一番だなって
やっぱ思ってはいたんですけど、それこそ母親が
「ちょっと行ってみない？」って言って、父親も一
緒に車で運転してくれて、学校見に行ったり、入り
はしないところもあったんですけどね、実際足を
動かしてくれて、やっぱ僕もそのときはお父さんお
母さんがこんなに頑張ってくれてるんだから、僕が
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頑張るのは当然だろう、みたいな気持ちも当然
あって、がんばろうかなって。 
藤平：うん、そうなんだね。そういう支えの中で
ね。瑠夏ちゃんはやっぱり怖いなって気持ちには
ならなかった？出会って、ここで個別で話したよ
ね。良く覚えているけど。 
瑠夏：はい、私は個別の相談をさせてもらったと
きから、なんかもう結構決まってたような感じは
あって、なんでしょうね。不安がなくって、私の場
合は。なんか、逆に憧れました。学校の説明会で
もらったビデオをすっごいいっぱいみて、涙を流し
ている人もいたし、すっごい笑っている人もした
し、私の代では、ビデオで最後に三年生からの言
葉みたいなので、「今は辛いかもしれないけど大
丈夫だよ、待ってるね」そういうことばがあるシー
ンがあって。その時になんでそんなことが言えるん
だろうって、それが疑問にも思ったし、ここに個
別出来たときに、それがはてなからビックリマー
クになって、ここに来たからそういう言葉が出る
んだなっていうのを感じて。だから私は不安とい
うよりかは、私の明るい未来を守りたかったって
いうのもあわさって、ここなら私が笑っていられる
んじゃあいかなって。その期待の方が大きかった
なって思いますね。 
藤平：なるほどね～。当時のビデオのメッセージ
がちゃんと届いてたってそれがはっきりわかって、
やったかいがあったなって、届けたかいがあった
なって思いましたね～。瑠夏ちゃんや康ちゃん
も、学校説明会でインタビューでいろいろ届けて
もらったよね。 
角田：あの影響はでかいよね。本当に先輩たちが
話てしてる。だいぶ大人びてるねって。本当に不登
校の子たちなんですかって。良く聞かれるもんね。 
二人：うふふふふ 
角田：僕もわからないんですよって。嘘かもしれま
せんよって。 
全員：あははは！！！（笑） 

角田：で、そんなこんなで島実に入学しちゃった
わけなんだけれども、じゃあ、まず康ちゃんの方
から。入って実際にね、パンフレット見て、「なん
でこんな笑ってんの、すげ～」とか思ってて、まぁ
ある部分においてはでもホントかなぁとか、思っ
たりするわけじゃない。あたりまえだけどさ。 
康佑：そうですね～。 
角田：で、実際入ってみてどんな感じ？ 
康佑：やっぱ、担当の先生に見事に心を開かされ
まして。あったかさとか、自分を受容してくれて答
えてくれる先生との関係が初めてだったので、あと
は、周りの境遇が近い子が多くて、友達もどうな
るかなあって思って不安も多かったんですけど、始
めに話しかけてくれた子が仲良くしてくれて、そこ
から友好関係が広がって、自分が自分で知らな
かったような性格とか好きなこととかがが分かる
ようになっていって。そこから２、３年と、どんど
んどんどん自分を広げていくというか、自分が知

りもしなかったような世界にどんどん入っていく
ような感覚がして。そうやって、ゆっくりではある
んですけど変わっていったなっていうのはあります
ね。 
角田：入学式は覚えてる？ 
康佑：あ、めちゃくちゃ覚えてますね（笑） 
全員：あははは！！！（笑） 
角田：あの辺の感覚はどういうふうに捉えてたの？
新入生としては。 
康佑：う～ん、最初ビックリして、とにかく。それ
こそ、ちょっと一瞬怖かったんですけど。何だこの
男の人は！？って感じだったんですけど。 
全員：あははは！！！（笑） 
角田：あれ健先生だな！（笑） 
康佑：や～、でも、やっぱ、なんかちがうな～っ
みたいな。それこそ、そのときは、あんまり笑顔
がなくて、警戒というか、どうなっちゃうんだろ
う、みたいな、そういう気持ちの方が強かったん
ですけど。かくさんのお話とか、会全体の、規則
みたいなものがあんまりなくて、会はこういうお
話があって、って段取りがあるのに、そういうもの
を感じさせない、「校長先生の話」みたいな感じ
ではなくて、こう ̶̶ 伝えたいことが芯として
ちゃんとあって、で、僕たちはこの学校できっとこ
ういうふうに過ごしていくんだなって。ホントに一
番最初の原点ですけど、それが継続していくかの
ような。今ふり返ればですけどね。入学式ってい
うものが僕たちの始まりであり、ある種、さいこ
う地点というか、そこがもうスタートだったんだ
なあって思いますね。 
角田：瑠夏ちゃんは入学式とかそのへん覚えてる？ 
瑠夏：入学式は、̶̶ 紙吹雪ですかね。覚えてる
のは。それを三年間、ずっとカバンの中にしまっ
てあって。 
角田：あ～、そう、嬉しいね。 
瑠夏：母がお守りとして、この日を忘れないよう
に持っておきなさいっていうふうに言って、ちょっ
とした封筒に入れてくれて、それを持ち運んでて。
卒業式の日の紙吹雪も一緒にとっておいて、今もあ
るんですけど。やっぱ、私はどちらかというと、
心をオープンにした状態で人と会って、その子と合
わなかったら閉じる、というタイプなので、何で
も笑顔だったりとか、友達を作るために必要なも
のは笑顔だって思ってて。それが、人をつなげるた
めの一つの方法になってたのかなって、今思いま
す。 
角田：確かにそうだよね。入ったときからひまわ
りみたいな笑顔だったもんね。 
瑠夏：ずっと笑ってますね、ハイ。それも、楽し
いってのももちろんそうですし、小さい頃から友
達をつくるきっかけが、私が笑いかけて向こうも笑
いかけてくれたら、話しにいけるなっていうよう
な。一番最初が笑顔だったので、それがあります
ね。 
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角田：そういうのって聞いててどんなふうに感じ
る？ 
康佑：すごいって（笑）僕も笑顔が多い方っては
言われるんですけど。 
角田：多いよね。多いし、よく笑うよね。 
康佑：そうですね。ただ、心をオープンにって、難
しくて。最初は警戒して、話しかけて、ただ表情は
明るくみたいな感じなんで、一番たちが悪いんです
けど……。 
全員：あははは！！！ 
康佑：やわらかいようなイメージはありますけど、
自分のなかではすごく怖くて臆病で、しかも圭
ちゃんと過ごした時間が長いこともあって、他者
に対して警戒が強く当時はあって。自分からってい
うよりかは、向こうから話しかけてくれるのに対し
て受け答えるのが多くて。今の聞いててすげーなっ
て思いましたね。 
全員：あははは！！！ 
角田：そうだよね。でも、康ちゃんもだいぶやわ
らかい顔とかね、よく笑ったりとかしてたのと同
時に、いろんなものに対してまだ開けない自分み
たいなものもあったよね。 
康佑：そうですね～。 

角田：そういってるのすごいよくわかる。これ、も
う最終的な質問になっちゃうかもしれないんだけ
れども、この島実での三年間の中で自分が見つけ
たもの、っていうか、中学校、小学校いろんなこ
とありながらこうきて、入って実際にやってって、
卒業していったわけなんだけれども。一つに言え
るかどうかわからないんだけど、見つけたものっ
ていうのは、なんだかし？ 
瑠夏：つながり、です。 
角田：つながり、ね。あ～。 
瑠夏：小学校中学校の頃はそれこそ、ひとりの戦
いのようなそんな孤独感があったんですけど、こ
こでは、理解してくれる友達だったり先生だった
り、ていう、仲間と呼べるような関係性ができて
いくそのつながりが一番、明確にあったものです。 
角田：あ～。じゃあなんでそういうふうにいったの
かっていうところを聞く前に、康ちゃんがみつけ
たものっていうのは？ 
康佑：う～ん……。やっぱ僕も、そういう「わ」
ですかね。 
角田：わ？ 
康佑：「わ」ですね。いろいろあるんですけど。
人とのつながりももちろんそうですし、自分がな
るべく落ち着いて、平和的にというか、なごやか
な姿勢で人や物事にふれていくみたいなところっ
ていうのは、やっぱ中学の時の自分では考えられ
なかったことですし。いろんな特性をもった人と
接したりとか。先生方と接するのも、大人と子ど
もっていう、そこも、対等というか、目線を合わ
せて話してくれているので、初めてこういう考えに
ふれるこができたみたいなものって、「わ」のなか

で見つけられたことでもありますし、落ち着いて
穏やかに、っていうのは、先生の関わりの中で得
られたことも多かったかなって思いますね。 
角田：あ～、なるほどね。ちょうどじゃあ、中学
校の時に失いたくなかった、ある意味において
は、素直さとか、感じたときに感じたままいきた
いってのは、もう一度再発見というか、再獲得して
いるんだろうね。じゃあ、瑠夏ちゃんはどうして
そういうものを見つけられたっていうか、つなが
りみたいなものを、学校生活の中でどんなふうに
して獲得していったの？ 
瑠夏：う～ん……。そうですね……。ひとつは、
自分が変われたから、人の見方が変わって、それこ
そ、自分が正しいと思っていたことがそれが違う
と気付けたのもあるし、私が「いいよね」って
思ったことが、「いいよね」って共感してくれて、
それが広がっていったっていうのもひとつのつな
がりが作られていったきっかけでもありますし。
う～ん……。そうですね……。自分の言葉が生ま
れたから、つながることができたなって思います。 
角田：あ～、いい表現だね。「自分の言葉が生ま
れてくる」っていうね。どう、その「自分の言葉が
生まれてくる」って、康ちゃん。 
康佑：今まで自分の気持ちに答えを出そうとした
りとか、答えがないのに、答えを探そうとしている
から、それが見つからなくてストレスを感じたり
不安になったり、とかってのいうがすごく多く
あったんですよね。この学校に入ってから、答えが
ないってこともあるってのをそもそもまず初めて教
えてもらって、だったらどうすればいいのかって
なったときに、言ってくれたとおり、自分の言葉を
見つけて、それで、自分が納得して満足できるな
ら、それが答えだろうみたいな。さっき言った僕
のその「わ」ってのも、イコールのわってのもある
のかなぁって思って、正解みたいなものは、公式と
かに乗っ取るようなかたちではなくて、自分が生
み出したりとか見つけたりしたものが、自分が認
知して認められるのであればきっとそれが答えな
んだろうなって、聞いてて納得した部分はありまし
たね。 
角田：うんうん。そういうね、つながりの発見み
たいなものの連続の中でさ、何か見つけると
「わ！」ってなるよね。 
全員：ふふふ（笑）はははは！（笑） 
角田：「わぉ！」っていうか、「あ！そう
か！！」とか。そういうの、島実時代ではあっ
た？ 
瑠夏：ありましたね。それこそ、違う価値観が、ホ
ントに、いろんな色の人たちがいるので、……自
分が正しいと思っていたことが正しくなかった
り、違うかなって思ったことが、それが良いん
じゃないって思ってたことにもつながったりと
か。やっぱ、分からない中で答えを探すってのは、
う～ん……（笑） 
角田：うんうん。おもしろいことだよね。 
瑠夏：おもしろい。 
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角田：ホントにおもしろいことなんだよね。で、
いろんな人の意見が聞ける環境って、すごいねぇ、
大事だよね。ふじさんはさ、二人、一年生の頃の
顔と、卒業式迎えたときの顔と、また今の顔と、
ものすごい変化してるじゃないですか。学校生活
見てきて、聞いてみたいことや感じた部分って？ 
藤平：学年を追うごとに顔つきが変わっていった
なってのはすごく思ってて。でも、すごく変わっ
てった部分と、なんかこう、変わらない部分、そ
れぞれ二人が持ってる、その子の大切な部分は
持ってやってきたなって。全部隠してきているわけ
じゃなくて。瑠夏ちゃんはホントよく笑ってたし、
授業でも顔ですごい反応してくれるから（笑）島実
の子ってわりと表情が動かない子たちもいる中で
も、瑠夏ちゃんはすごい出してくるなって思いまし
た。康ちゃんも一年生の頃から自遊祭なんかで
も、ぐいぐいくるなって。この双子は！って（笑）
手品やってくれたりね。変わらずに持っている部分
と、変化してきた部分と両方あって。がらりと変
わったというより、付加されてきたような感じか
なって思います。自分の中に、みつけたものってい
うのもあったけど、変化していくきっかけ、どうい
うことで人は変化していけるのかって興味ひかれま
すね。 
角田：絶対そういうのはあるよね。母親のため
に、とか、父親の手紙、とか。なんかのキーポイ
ントってでてくるよね。 
藤平：島実の一年生の段階から三年生の段階でい
ろんな出来事がすごくあるから一概には言えない
と思うけど。 
角田：上ちゃんへの逆襲とか（笑）（康ちゃんが
二年生で実行委員をやっていたとき、自遊祭当日
に、ひとつ年上の実行委員長の先輩から「責任を
持って実行委員としての動きをしなさい」と厳しく
注意された出来事がありました） 
全員：あははは！！！ 
康佑：いやいやいや……！　あれはもう、むちゃ
くちゃきましたね。 
藤平：実際、本気でそうやって怒ってくれる人がい
るとか（笑）ぶつかったり、何かを得るときは楽
しいだけじゃなくて、っていう場面もあっただろ
うし。 
先週の対談で、自分の「分岐点」っていう言葉も
あったけど、自分が変化してきたときのポイント
みたいなものって思い当たるものある？自分を変
化させていった出来事とか、経験とか。 
康佑：僕、先週「ばかになる」っていう話をしたん
ですけど。二年生のときに目標を考えようみたい
な時間があったときに、「ばかになる」っていう
目標を立てたグループがあったんですね。僕それを
聞いたときに「ああ、確かにな」って。考えない
とかじゃなくて、その物事を否定するでもなくて、
素直に受け入れる、ちょっと、言い方わかんない
ですけど、いろんなものに対して、難しく考えない
で、理屈っぽくならないで、「あ～、これはこうい
うものなんだ、へ～」みたいに、寛容に、その人
がこう言うんだから、きっとそのものは、そうい

う意味をもっているんだろうみたいな。自分の中
でごちゃごちゃ変えずに、その物事をそのまま
ポッて受け入れてあげる、みたいなものって、その
言葉を聞いたときに、自分の中で芽生えたものっ
ていうのがすごいあって。 
実行委員長とかみんなを引っ張っていく立場って
なったとき、自分から生まれる言葉って、僕だけ
の要因ではないんですよね。生まれる言葉っての
は、必ずしも。例えばかくさん、ふじさんと出
会って得た言葉もありますし、ま……、る、る、
瑠夏（笑）とね、出会ってね、得た言葉、伝える
力に感化されて僕も伝えたいなって思ったりとか
もあったし。他のいろんな僕を取り巻く全ての環
境が僕の言葉になって、僕の性格になって、僕だけ
じゃないんだなってのはすごく思ったんですね。僕
の考えをそこに無理矢理ねじ込む必要もないし。
周りがきっと僕を変えてくれるし、周りがきっと僕
になるんだなって思ったら、なんですかね、深く考
えないようになりましたね。僕は。だから、そう
やって笑顔になれるし、自分の気持ちとか経験と
かってものを周りに伝えられるし、ていうのにつ
ながっていったきっかけは、「ばかになる」みた
いな言葉がはじまりだったんじゃないかなって思
いますね。 
角田：まわりが僕になるってのはいい表現だ
ね～。 
藤平：うんうん。自分の中にいる自分はひとり
じゃなくて、さっきの「わ」が広がっていくみた
いに、「それも含めて自分」みたいな感覚って確
かにあるよね。 
康佑：そうですね。 
藤平：二人とも実行委員長をやった経験があるけ
ど、やるってなったとき、̶̶さっきも島実に入
るときの勇気はどうだったって話があったけど、
̶̶その立場になる時って、大きい出来事だったと
思うんだけど、すんなりいったの？ 
康佑：（笑）いや～。僕の身の回りには佐野とか
いう奴がいて（笑）やっぱ、伝えられるかとか、
実行委員長としてやってみんなをひっぱっていける
か、とか自信がない状態で二年生が入ってきたり
して、僕が自信満々に何かできるか考えたとき、難
しいなって思っちゃったんですね。でも自分がそ
う思っただけで、佐野ちゃんとか、たくちゃんと
か、まわりの同級生が「君しかいないでしょ」っ
て言ってくれて、「康ちゃんなら大丈夫だよ」って
言ってくれたんですよ。だから、あぁ、きっと、こ
うなる運命だったんだろうな、みたいな。ある
種、自分でも納得して、じゃあ、やらせてくださ
いって、二人に言いにいったのはありましたね。 
藤平：そうなんだ。さっき途中、瑠夏ちゃんすご
い言葉豊かで、ってのがあったけど、瑠夏ちゃんは
康ちゃんの言葉に憧れて、あんなふうにすごい大き
なこと言えないって最初苦しんでたことがあって
ね。康ちゃんの言葉ってのは、個人的な感覚ってい
うよりかは、いろんな人の考えとかいろんなもの
にふれて聞いて、吸い上げてお話してくれてたか
ら、いろんな人に共感される言葉だったんだろう
なって思うし、いつも優しい感じでホントに素敵
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だなって思ってました。じゃあ、瑠夏ちゃんに同
じ質問なんだけど、自分の中での分岐点とか、変
化していくターニングポイントはどうだった？ 
瑠夏：そうですね。それこそ、いっぱいいろんな経
験をさせていただいたので、私はひとつに絞るこ
とはできないんですけど、卒業文集のあの物語が
その通りで、きっかけの全てじゃないかなって思っ
てて。いろんなターニングポイントとして共通して
いるのは、「言葉」であって、その言葉があわさっ
た ̶̶ ホントに康ちゃんがいってくれたように、
̶̶ その、あわさった全てが私になっているんだ
なっていうのは、私が卒業文集で表現した、いろ
んな色のひまわりの花びらが最終的にはひとつに
なって、大きなひまわりになるっていう、それが私
のきっかけの全てだったんじゃないかなって今思
いますね。 
藤平：言葉っていうものが瑠夏ちゃんを作ってい
く大事なキーワードになってくるんだね。 
瑠夏：はい、そうですね。 
角田：康佑なんかはさ、なかなか、かくさん、ふ
じさんって呼べなかったもんね。 
康佑：呼べなかったんですよ。 
角田：三年なるまで呼べなかったもんね。 
康佑：呼べなかったです。まわりがやっぱかくさ
ん、ふじさんって呼んでる中、僕だけ、角田先生、
藤平先生って言ってて、やっぱまだ、先生に対する
怖さもあって、「ホントにいいのかな」みたい
な、ね。 
角田：すごいよくわかった。途中言ってた、にこに
こしているんだけど、でもちょっとまだ距離が
あってっみたいな。そのまんまだなって思ってね、
やっぱり。 
康佑：やっぱその距離感みたいなものって、恐怖も
ももちろんあるんですけど、かくさんとか、ふじ
さんのような表現力というか、憧れみたいなポジ
ティブなイメージもあって、自分がそこにいくと悪
影響を与えてしまうとか、自分がまわりからいろ
いろ吸収しているって言ったんで、まわりに僕がい
ると、僕っていう要因を吸っておかしくなってしま
うのかなって考えてしまっていたので、やっぱそう
やって、誰かに近づいていくみたいなものが、怖
いっていうか、怖かったんですね。やっぱ呼べな
かったっていう……。 
角田：そのへんの、壁を越えたあとの成長って
さ、また全然大きくて、すごいよね。おもしろい
もんなんだけど。ある意味においてさ、なんだ
ろ、人間っていろんなものを汎化（はんか）し
ちゃうから、例えば学校で学校の先生と嫌なこと
があったときに、当たり前だけど、「学校の先
生っていうのは」って捉えてったりとか、「学校っ
ていうのは」ってこういくじゃない。本来的には
この考え方ってさ、すごく実は危険な考え方で、
それを大きくしていくと、じゃあ、なんだ、日本
人はとか、中国人はとか、白人はとか、こうなっ
ていくじゃん。でも、いや、そうじゃなくて、な
んだろ、人を単体として見ていったときに、当た
り前だけど、いい人もいればヤな人もいるし、自

分にとって、同級生でもそうだし、年齢とか性別
とか関係ないんだよね。ホントに自分がしんどい
思いをしちゃったときって、そうは考えられな
い。というところがひとつとしてあるよね。あと
もうひとつ、言ってたなかで、自分が自分のことを
正しく評価できればいいけど、やっぱり不安が
あったときに自分がいくことによって、そこを下げ
ちゃうんじゃないかっていう感覚って、人間やっぱ
り持ったりするよね。それって多分必要な感覚な
んだよね。だけど、そこを超えていったときの世
界の広がりってガーッといくような感じはするけ
ど。 
瑠夏ちゃんは二年生の時から、かくさん、ふじさ
んって呼べてたんだっけ？ 
瑠夏：呼べてましたね。 
角田：そういった意味合いにおいては、あまり壁
を作らないかたちでいくだよね。 
瑠夏：はい、後から作るから（笑） 
角田：（笑）ああ、そうか。そうそうそう、だか
ら今角田先生って呼ぶんだよね。 
瑠夏：……？？？ 
角田：いや、うそうそ（笑） 
全員：あははは！！！ 
瑠夏：今ちょっと思考が一回止まりました（笑） 
角田：止まったね、顔で語ってたね。あれ？みた
いな。 
瑠夏：顔に良く出るんですよ（笑） 
藤平：なんか懐かしいよね。 
康佑：そういえばそうだったなって思いました
ね。 
藤平：実行委員やっていくなかで、いろんなことが
あって、関係の深まりがあったって話を聞いたけど
̶̶。やっぱ、いろんな出来事があって、生きて
いるといろいろ問題も起きてくるんだよね。いろ
んなかたちで。すごくそれが、後々になって、とい
う場合もあるけど、転換することもあるな～っ
て。自遊祭なんていろんな問題の宝庫みたいなね
（笑）いろんなぶつかりやできごとがあるじゃん
ね。そういうのがすごく人を成長させるのかなっ
て思ったり。うん。 
角田：みんな真剣だもんね。生きてくことにね。
たぶん、ぶつかっちゃうって、生徒同士もそうだ
と思うし、職員と生徒っちもそうかもしれないけ
ど。今までの中での、権威の押しつけであったり
とか̶̶先輩なら先輩としての権威の押しつけと
か、学校の先生としての押しつけみたいなものの真
剣さとはまた違った意味の真剣さっていうか。
ね～、申し訳ないと思うこともいっぱいあったけ
どね！（笑） 
康佑：いえいえ（笑） 
全員：あははは（笑） 
角田：じゃあ、いったんこのへんで、お楽しみの島
実Radioにしようかな～（笑） 
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角田：学校案内の対談になるもんで、好きな女性の
タイプとか、そういうのじゃなくて（笑） 
全員：はははは！！（笑） 
角田：学校に関するところで、聞いてみたいこと、
特に今子どもと関わっていて多分これから教育関
係に行きたいっていうところもあったりするか
ら、そういう視点からでもいいし、学校生活をし
ていった中での疑問とか、なんでこういうことを大
事にしているのか、というそういう視点でもいい
んだけど。̶̶ この間対談ときに、私の出番が少
なすぎるって。今日わりかし多めにお話してもらえ
れば。 
藤平：いやいやいやいや、いいんですよ～。そんな
こと言ってませんし！ 
全員：はははは！！（笑） 
角田：似たことは言って……怒ってはないよね？ 
藤平：怒ってないです、怒ってないです、何にも
怒ってません（笑） 
全員：あはははは！！（笑） 
角田：じゃあ、ここは先輩から、ねぇ。 

康佑：じゃあ、早速なんですけど、あらためて、こ
ういう島実っていう場所っていうのは、いろんな
特性を持った子が集まったりとか、ちょっとした
挫折があって、学校に行けなくなった子が集まる
場所なんですけど、こういう島実っていう場所は、
どういう場でありたいか、みたいなものを、あら
ためて聞いてみたいと思いまして。どうですかね？ 
藤平：私は人が希望を持って変化していく物語を
見ていくのが本当に感動するんだよね。最近、結
構かくさんがね、いろんな場面で発信しているこ
となんだけど、「安心してしていく」とか、そうい
うことかな。私ちょうど20周年なんです。 
康佑・瑠夏：おお！ 
藤平：島実きてから、節目なんだけど。安心し
て、人がその人らしくいられる場でありたい、って
いう、かくさんが経営理念で伝えて発信しているこ
の言葉が、すごくそれが実感として腑に落ちている
というか。ずっと生徒たちを見てきてそう思うし、
保護者を見てきてもそう思う。保護者のみなさん
も安心してその人らしく。職員もそう。今までは
ね、職員の視点が自分の中では抜け落ちていたと
ころがあって、視点が全部生徒たちにいってたんだ
ね。わかいうちはね、そうだったんだけど、̶̶
まぁ、今も若いよ（笑） 
全員：あっはっはっは（笑） 
角田：飲んでる？ 
全員：あっはっはっは（笑） 
藤平：関わる人たちにとってのすごく安心感があ
る場所でありたいなってのはすごく思うんだよ
ね。学校の理事会とか、評議員会とか、いろんな
方が島実に関わってくださっているんだけど、学校
の考えとか様子をいろいろ伝えていったときに、
みなさんが、学ぶというとおこがましいんだけ
ど、島実の事を知っていったり、いろんなことを

吸収して、その人が生活していくときに、生きてく
力をもらったよとか、子育てで考えていく自分の
中での指針がわかったよ、とか、こういうふうに
見てけば良いんだって分かったよ、とかそういう
の聞くと、今目の前にいる生徒たちとの直接的な
関わりだけじゃなくて、いろんなところにつな
がっていける、学校の役割が広がっていけそうなの
かな、ってのはすごく思って。キーワードは、みん
なが安心して、豊かに伸びていける場だったらいい
な。って。うん。希望とか、憧れとか感化されて、
自分の中でも憧れが生まれてっていうサイクルがで
きてくようなそんな場だったらいいなって。̶̶ 
長いね！話が！はい！ 
康佑：いやいやいやいや（笑） 
角田：あっはっはっは！ 
康佑：今聞いてて思いだしたのは、かくさんが話
してくれたことだったんじゃないかって記憶してる
んですけど、人って安心した環境でないと自分を
表現できない度合いがあるんですよね。入学式の時
も安心してないから、そういう「アチョー！！」
とか急にきても、まあ笑えない、とか、びっくり
してしまうとかってあるんですけど。 
全員：ははははは（笑） 
康佑：安心して、この人たちは大丈夫だなっていう
場で急に「アチョー！！」ときたら、笑みがこぼ
れたりとか、こういう先生ってこういうことだった
んだって発想をとばせたりとか、いろいろ能力が
広がっていくと思うんですよね。そういうこどもた
ちが安心するってことが、保護者も、子どもが自
分を表現できることで安心すると思いますし、い
ろいろつながっていくのかなって、すごい聞いてい
て思いましたね。ありがとうございました。
ちょっとどうですかって、この流れで……（照れく
さそうに角田にふる） 
角田：良い感じだねぇ。うん。右に同じです
（笑） 
全員：あっはっはっはっは！！（笑） 
角田：基本的に学校なんだよね。病院じゃない
し、相談する場所でもないし、塾でもないし、学
校なんだよね。学校って、やっぱり本来的になん
ためにあるかっていうと、人が豊かに生きていく
ためにあって欲しいと。そこが一番大事なんじゃ
ないかね。豊かさって何かって考えていくと、自分
らしさ、みたいなものっていうか。あくまでも経
済的にとか、名誉とか、そういうものではなく
て、自分らしく呼吸できていられて、たまに笑えた
り、好きなように勉強できたり。学校に行けない
とか、発達障がいとか、っていうのって、病ではな
いじゃない。だから我々の学校って特殊なことをし
ているわけではない。そういった中で、自分らし
くいてもらえたら。だから、さっきの、自分の言
葉をみつけたりとか、自分のつながりが広がった
り、わができあがってったり、わぉ！っていう経験
をいっぱいしていったりっていう。 
康佑：ふふふふ（笑） 
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角田：今のままの学校であってほしいなっていう
か。こういう学校でありたいなって、うん、そこは
感じますね。 
康佑：はい、ありがとうございます。ふふふふ
（笑）らしさ、ですね。 
角田：らしさ。自分らしさって自分では説明出来
ないんだよね。 
康佑：あ～、そうですね～。 
角田：でも、それがなくなっちゃうぞ、っていう
ときに、まずいなってのは本能的に感じるんだよ
ね。それが息苦しさだったりとか、何らかの違和
感だったりとか、頭痛とか、腹痛とか。そういう
のを出来るだけ感じないようにしてもらえる、そ
ういう学校になれれるといいなって感じがすごい
するね。 

角田：瑠夏ちゃんどうですか？ 
瑠夏：私が質問したいのは、もし先生が島実に通
おうってなったとしたら、どんなふうに変わってい
けるような気がしますか？ 
藤平：私は、自由っていうものを知らない子ども
だったから、̶̶ 心はわりかし自由だったかもし
れないんだけど、̶̶ 先生がこうしましょう、っ
ていうとすごく、真面目すぎて、しっかりその通
りにやります、ってなっちゃうから、先生が言うこ
とに対して、決まった枠からはみ出せなくなっ
ちゃうタイプだったんだよね。大人になって、島実
に来て、考え方が今までにない角度のものがすご
くたくさんありすぎて、瑠夏ちゃんも言っていた
ように、正しいと思い込んでいたことがそうでも
ないとなったり、今までダメじゃないかなって思っ
ていたことが、大切ってなったり、考えが180度変
わるまではいかないんだけど、掘り起こされて
いったのを経験したから、自由に自分で考えるこ
とはもともと好きだから、考え方の発展があるか
な～っていうふうに、期待するかもしれない。制
服がないとか、規制がないとかっていうのは、衝
撃っていうか。 
瑠夏：まず、固定概念があるんですよね。その中で
の殻のはずしかたっていうのがやっぱり、ここに
出会ってないとわからないことでもあるし。それ
がすごくありますよね。 
藤平：働いてから、かくさんに、どういう子ども
たちを育てたいのって質問されて、う～ん……って
思って、「前向きで～……」って言ったら、「後ろ
向きじゃダメなの？」って言うわれて、「ん？」っ
て。問いかけてくれるんだよね。「それじゃあだめ
なの？」とか、「これはどうなの？」とか言われ
たときに、人生前向きがいいって思い込んでいた
んだけど、後ろ向きってことは立ち止まること、
ふり返るってことで。考えたこともないことを考え
て、そういうのって大切なんだなってことをいろい
ろ知っていった感じでしたね。 
角田：まったく想像できないね。そう。全然想像
できないっていうか。ただ、わかることとして
は、高校卒業して学生になって、あぁ、初めて自分
がこういうことが好きなんだなってのを少しずつ

知っていったんだよね。だから、本を読むってのも
授業で課題だから読む、うん。絵を描くのも美術
の時間だから描く。音楽を聴くってのもそうだけ
ど。あ、自分てギター好きなんだとか、あ、旅が
好きなんだとかって、知りはじめたのが二十歳過
ぎてからなんだよね。ある意味においては。そう
いうもっと自分の好きとか、自分って何なんだっ
とかっていうのを、15歳ぐらいから向き合えるっ
てすごい贅沢だなあと。うん。そうなってたら、
俺どうなってたんだろうと思って。総理大臣になっ
てたのかなあ（笑） 
全員：あはははは！（笑） 
角田：ちょっと考えたこともなかったんで、高校生
でここにいたらどんな感じなのかっていう。俺い
ないってことだから、ふじさんの魅力にノックア
ウトされて、国語の勉強始めたかなあって。だじゃ
れってこんなすげーんだなあって（笑）あははは
（笑） 
全員：あはははは！（笑） 
角田：そんな感じかねぇ。で、ほら、学校祭とか
の経験ってむちゃくちゃうらやましいんですよ。あ
とね、感情を素直に出すっていうこと。怒ったり、
笑ったり、喜んだり、泣いたり、その感情をスト
レートに出していくって、すごいなんていうか豊か
なことだと思うし、そういうところって、許され
るんだったら高校生の時に感じたかったなぁっ
て。そういうのはね、想像の世界でしかないけ
ど、すごい羨ましい感覚。やってみたいなってい
うか。そんな感じがすごいする。形じゃなくて、真
剣に議論するとか。違った考え方の人を受け入れ
ようと努力するとか。なかったからね！そんな。
議論っていうのをしたことがないし。 
藤平：ないですね～。 
角田：ないよね。うん。 
藤平：すっごいうらやましいのは、学校祭の時に
真剣に自分のこと語るとか、なんだろ、私はずっ
と人にうんうんってなんとなく人に共感しながら
生きてきてたから、それこそね、話し合いで、真剣
にね、僕は違うと思います！って、人があらわれ
るとか衝撃っていうか。なんかその真剣さってい
うか。自分を内面を語るっとかってなかなかない
よね。こういうふうに自分は生きてきたとか、こう
いうつまずいた経験があるとか。うん。 
角田：だからかもしれないけど、高校生のときの
友達って誰もいないもん。ずっと付き合ってる人っ
て。中学校もいない。 
瑠夏：中学は……（笑） 
角田：地元離れちゃってるってのもあるけど、全然
ないよね、深く話した人とか、学生のころのつな
がりってのは数名残ってるけど。うん。共感した
り、共有したって経験っていうのは、つながりだ
よね、つながったって感覚の人とは多分一生付き
合っていけるような感じはするけどね。 
瑠夏：それはわかりますね。それこそ、先輩とのふ
れあいとかっていうのに対しても、中学の時にはし
てこなかったことであって、島実で初めての経験
で、すごい優しくしてくれて、それでも強くもあ

 27



り、そういう人と出会うってのは、出会ったってい
う自分の再確認できたってこともすごく多くある
から、それが欠けてたら、経験できてなかった
ら、ていうのを考えるとまた違ったものになってく
るんだなっていうのは思いますね。 
角田：すべて運命だよね。この年齢、この学年で
会ってるって。これが逆でれんれんとかが先輩だっ
たらさ、とんでもないことになってる（笑） 
全員：あはははは！ 
角田：「しずるぅ～」みたいな、巻き舌で「るぅ
かぁ～！」みたいな（笑） 
全員：あはははは！ 
康佑：僕らが後輩で良かった（笑） 
藤平：必要以上にかわいがりそうだよね（笑） 

角田：あと、もういっこなんかない？ 
康佑：じゃあ、ストレートというか、横フックな
攻撃（質問）なんですけど、それこそ、今、共感と
か共有する機会がまずなかったとか、自由がな
かったとかっていうふうに聞いたんですたけど、今
の現代社会というか、自由はあるじゃないです
か、自分が自己選択できて、どういう職業につこ
うっていうのも、ある一定の人を除けば自由に選
べるような世の中になったし、SNSが普及して、
共感とか共有とかっていうのが、すごく簡単にで
きる時代になったじゃないですか。そんな中、子
どもたちって選択肢がありすぎて、何をしたらい
いかわからない、自分が何が好きなのか分からな
いっていう問題が今、めちゃくちゃね、多くあ
るっていうふうに僕は聞いたんですね。だから、仮
にぼくたちが、ふじさんかくさんの子どもだった
として、ちょっとお聞きしたいんですけど、（こち
らを見つめながら）「父さん母さん。」 
藤平：うふふ（笑） 
康佑「父さん母さん。僕たちはこれから何をすれ
ばいい？」って聞かれた時に何て声をかけてあげ
ますか？ 
角田：もう、単純だよね、康佑明日家から出ろ！ 
康佑：！？（笑）おぉぉぉぉ！！ 
角田：瑠夏はず～っと俺が面倒見る！ 
瑠夏：うっはっはっはっは！（笑） 
全員：あはははは！（笑） 
康佑：ゲラウト！だぁ～（笑） 
全員：あはははは！（笑） 
角田：さあ、お母さん、どう思います？ 
藤平：どうしたらいいの？って聞かれたら、だよ
ね。そうだね～……。 
康佑：そうですね。 
藤平：多分、どうしたらいいのって、なってるって
ことは、まだいろいろ自分の中でこれだっ！ての
が見つからないってことだから、見つかるのって、
考えていても見つからないから、いろいろ経験して
いくしかないと思うし。いいことも、嫌だなって

知るのも経験だし。そこも、どういう環境がいい
のか、学校という場が必要なのか、学校っていう
場が必要ないのか。学校がすべてじゃないと思う
し。学校じゃないところで見つけてくるものもある
と思うし。……そうだね。……お話しするかな。
何をその子が望んでいるのかなっていうのって、も
しわからなかったらいろいろ聞いて。話していく中
でとっかかりを。何一つやりたいこともないし、
好きなものもないってのもないと思うし。興味あ
ることって何かしらあると思うし。すぐに答えを出
さなくてもいいんじゃないかなっていうのもある
し。うん。すぐに答え出したかったらお父さんの
言っていたように旅に出なさいってのも（笑）ふふ
ふふ（笑）自由すぎてわかんないとか、それこ
そ、三年生で進路でどうしていいかさっぱりわか
らないってのもたくさん聞いてきて。知らないって
のもあるしね。語るっていうこと、いろんな知
るっていうこと、経験するってことを通して何かう
まく一緒に探していけたらいいよね～。康ちゃん
♡　瑠夏ちゃん♡ 
康佑：分かったよ、お母さん！ 
全員：あはははは！ 
康佑：瑠夏ちゃんお父さんにちょっと聞いてみてく
ださいよ。 
角田：なんだい瑠夏？ 
瑠夏：お父さん、私はこれからどうしていけばい
いの？ 
全員：はははは！ 
角田：まずね時給としてはいくら欲しい？ 
全員：あっはっはっはっは！（爆笑） 
角田：まあまず一点としては、SNSを中心とし
て、人のつながりがあるって話がさっきあったよ
ね。SNSを中心とした人のつながりが広がれば広
がるほど、個人としての壁は高くなるって言われて
るんだよね。つまりさ、やっぱりさ、リアルじゃ
ないんだよ。うん。前回の「場」っていう話が出
てたけど、どっかで言ったかもしれないんだけ
ど、言葉ってのは場で生まれていく。それがやっぱ
りバーチャルな世界になっていっちゃうんで、
SNSって。だから、そこで自由度が高くなった
り、人との距離が縮まるかっていうと、全然そん
なことはなくて、かえって壁が高くなってくるっ
て、こういうふうに言われてるんだよ。だから、す
ごいわかるもん。なんだろ、壁がなかったら、別
に返信しなくたって、気が向いたときにさ、返信
すりゃいいんだけど。既読がついたら返さにゃい
かんだ～、こう言ったらああだとか、陰口言って
んのにこの人がこう言ってただ、全然自由じゃな
いじゃん。 
康佑：そうですね。 
角田：そう、どんどん人に対するホントの本音が
言いにくくなってくっていうか、そんなふうになっ
てっちゃうんだよね。で、あとその、進路選択の自
由みたいなものも、一見あるように見えて、自由の
めまいっていうのか、自由だからこそのめまいって
いう表現があるんだけど、リアルにそのことを知ら
ないので何を選んだらいいかわからない、ってい
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うそういう状況には社会としてはなっていると思
うんだよ。で、別にさ、なんだろ、明日食うのに
も困るっていうような状態じゃない家庭の方が多
いんで、その中で絶対こうしなきゃいけない、みた
いなものは感じないで済んだりするよね。そう
いった社会背景がある中で、その子が何したいの
かなってのを一緒に探っていくってなると、やっぱ
りこう、なんだろう、好きなものが人のみちを照
らしていくと思うんで、いろんなものを一緒に経験
していきたいっていうか。そんなかで見つかりゃい
いだろうし。見つかんなかったら見つかんなかっ
たで。吉野屋行ってきなよ！みたいな、自分の分
は自分で稼ぎなよ。みたいな、そういう部分では
感じなくはないけど。でも、やっぱり、社会に出
るまでの間のモラトリアムの期間みたいなものって
すごく重要なんで。うん。自分でも経験あるけれど
もさ、自分自身が探してた過程を、多分、瑠夏
ちゃんも、康ちゃんも探していると思うんで。極端
な話をすれば、見守ってる。うん。だから、直接
的に、こうしな、ああしな、こうした方がいいん
じゃないかっつーのはない。うん。とりあえず、炭
でもおこしてみるか、とか、薪割ってみるか、と
か、なんか、やっぱそういう経験みたいなものを
一緒にやってく。学校祭なんかはすごいそういった
意味では、そういうこと伝えているような気がす
る。 
うんうん。どうだい？母さん。 
藤平：そうね、父さん（笑） 
全員：ははははは（笑） 
藤平：見守るってすごい必要かなって。つい、口出
したり、手を出したり、こうがいいんじゃない
か、ってアドバイスしちゃうみたいなると、自分の
中で人の言葉ばっかり入ってきちゃって。瑠夏ちゃ
んがさっきいってたみたいな、自分の中に言葉が
生まれてくるっていうものに、なりにくくなっ
ちゃったり。確かに学校祭ってそうですよね。何や
りたいのか分からない中に、楽しいって感じると
か、できないって感じるとか、自分を知るってい
うものがすごいたくさんある。経験としてね。生
の体験っていうのがすごい大きいですよね。 
康佑：なるほど。 
角田：うんうん。販売してみたら、意外におれ接
客できるじゃん、とか、結構聞いたりするもん
ね。 
康佑：なるほど～。 
藤平：そうですね～。息子よ、どうですか（笑） 
全員：はははは（笑） 
康佑：いや～。ホントにありがとうございます。
実際に、保護者の方がどうやって声をかけようと
か、今落ち込んじゃってる子たちが何を僕はした
らいいのかみたいなところって、どっちも通じる
ところがあるなあって思ってちょっと今聞いてみた
んですけど、やっぱりそうやって、いろいろな答え
があって、いろいろなやり方があって。で、もちろ
んね、そういう環境も違いますしね、家族構成と
か自分のたとえば病気とか、発達の具合とかって
いうのも、様々あって、それを先生としてとか、い

ろいろ関わってきたと思うんですけど、そういう
中で見つけた答えとか言葉って、今実際悩んでいる
人たちに届きやすいと思いますし、僕たちもそう
やっていろんなこと経験してきてこうやって成長で
きたっていうふうに、僕は実感できているんですけ
ど、できたので、やっぱ、やってきたことは間違
いじゃないんだなって、とにかく伝えて欲しいとこ
ろではあるんですね、僕は。自分が失敗したなと
か、子どもたちも僕ダメなんだなっとかって思って
いることは、決してそうではなくて。なんていうん
ですかね、自分が歩いてきた道があるからこそ、こ
れからも歩いていけるし、̶̶ その、向き直るっ
てね、ふじさんもおっしゃってたんですけど、
̶̶ 前ばっかり向いてると大変だし、そもそも見
ている方に体を向けちゃえばそっちが前になるん
だって、すごく伝えたいんですね。だから、保護者
の方であっても、子どもであっても、今自分が向い
てる方向はきっとそれは前だし、それにちょっと
躊躇（ちゅうちょ）して大変だなって思う時間
も、それすらも大切な人生の宝になるはずだと思
うので、そういう時間を味わって欲しいなっていう
のは僕はすごく思います。 
角田：いいですね～。 
藤平：すごいいい質問してくれましたね～。二人と
もね。 
康佑：えへへ（笑） 
角田：なんかさ、そういう考え方とかもそうだ
し、今話していることの根源にあんのって何かって
言うと、本来人間の持っている自らの生きていく
力みたいなものを信じるってことなんだよね。そ
こを信じていかないと、自分の経験を話すのもそ
うだし、見守ったりもそうだし、こっちが前だ
よ、じゃなくて、あなたが向いてる方が前だよ、っ
て言えないと思うんだよ。だって、それは人の力
を信じているから、ちゃんと言ってあげられるっ
ていうか。それってすごい重要なことだよね。
人って心から信じてもらえたときにさ、すごい嬉
しいし自分でがんばろうって気持ちって出てくると
思うんだよね。不登校の時なんかもそうだけど、
こうしなさい、ああしなさい、どうしたの、こう
したの、みたいなものが過ぎていって、じゃあい
いよ、って任せるよ、ってなって、これはある意
味、信じてもらえるっていうか。それはみんなの
持っている回復力とか伸びていく力みたいな、そ
ういうところってすごい大きいよね。人を信じら
れる人であって欲しいね。教育者にもしなるとす
るとね。うん。 
どうすか。なんかあと質問的なものとしては。 
瑠夏：そうですね、私が欲しかった質問でもあっ
たし、答えでもあったので、それでまとまっちゃっ
てるから～（笑） 

角田：宇宙飛行士の野口聡一さんってご存じ？去
年民間のロケットで宇宙ステーション行ったんだ
よね。民間機だから宇宙船に名前をつけることが
できるんだけど、そこにね、何て名前を付けた
かっていうと、「レジリエンス」って名前を付けた
んだよね。4カ国ぐらいの人がいて、一人女性がい
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て、野口さんって24年ぐらい宇宙飛行士やってる
みたいなんだけど、初めてだったんだって、宇宙飛
行船に名前付けるの。それが「レジリエンス」って
言葉をつけたんだけど、どういう意味かっていう
と、困難があっても、そこから回復していく力を
レジリエンスって言い方するのね。しばらく前か
ら、東北の震災とか、ああいうのがあってから、
心理学の中では結構注目を浴びてる言葉だったん
だって。僕もこのあいだ、全然その話とは別で、調
べてまとめ直しているんだけど、日本語にすると
「回復力」、困難があったときにそこに立ち向
かっていけるような、しなやかな力のことを「レ
ジリエンス」っていって、今こういったコロナの環
境の中、これから宇宙に行く中で、いろんな人に
支えられてる、逆境に負けないでみんなで知恵を出
し合って乗り越えていきたいっていうような想いを
こめて、そういう名前をつけたっていう、話なんだ
よね。で、みんなはそう考えていったときに、いろ
んな逆境がやっぱりあったじゃんね、今回話聞い
ていく中で。生まれてきて、幼稚園があって、小学
校があって、中学校があって、島実があって、今の
位置に立っているわけじゃない。たくさんの困難
とか、たくさんのいろんなことがあったけど、そ
こをしなやかに最終的には超えて、今ここにいる
じゃんね。大きくふり返った時に、どんなことを
感じたりとか、どんなことが言えるだろう？「し
なやかな力」。生きてると絶対いろんなことが
あって。 
康佑：そうですね。 
角田：それはたとえば、学校に対する不信感なん
かもそうだし、家族関係なんかもそうだし、友達
関係とかもそうだし、何にもないってことは多分
ないよね。何か起こってくる。そこに対して、そう
いうものと、出会わないとか、それをはじき飛ば
す力、って意味ではなくて、そういうのがやってき
ても、そこをしなやかに、竹のように、こう、返
していけるようなことをレジリエンスっていう、そ
ういう言い方するんだよね。だから、これから未
来がどうなるか全然わかんない。僕らの未来もそ
うだけど、もしかすると第５波みたいなものがデ
ルタ株ですごいことになっちゃうかもしれない。
あるいは、もうなくなっちゃうかもしれない。
で、そういった中で、何が起こってもそこと対応し
ていける力みたいな。うん。すごく重要な力だと
思うんだけどね。そういうのをどんどんつけてい
きたい。すごい漠然とした質問でもあるんだけ
ど、自分自身をふり返ってみたときに、どう？ 
康佑：それこそ、子どもって、生まれてきたときに
泣くじゃないですか。たとえば、最初のころもお
腹が空いてるとか、おむつが汚れたからとか、い
ろんな要因があって、主張するように赤ちゃんは
泣くわけですけれども、その泣きって、何で泣くの
かっていうと、急に生まれてきて少ししたとき
に、「ちょっとお腹空いたからミルク作って
よ」って急に言ったらびっくりするわけですよ。言
葉を持ってないだけなんですよね、赤ちゃんって。
だから泣くっていう自己主張をして、まわりの大人
に伝えてくるわけですね。だから、その泣きってい
う主張を、そういうストレスとか不安を解消してあ

げることによって信頼につながって、信頼する大人
が声かけしてくれることでその言語を獲得して、言
葉につながって、どんどん表現できる幅が、泣きか
ら増えてくるわけです。その、解消とか、問題をし
なやかにうけながしていくって、その問題の立ち向
かい方とか、よけ方ってものを知らないと、どう
しても、固執した考え方になっちゃうし、一点的
な進み方になってしまうと思うんですね。やっぱ
り、不登校になった人とか、もともとそういう問
題を抱えてた人っていうのは、そういう力がやっ
ぱ、すごくあるんじゃないかって思うんですね。
もともとそういうのにふれてきて、考えて、周囲に
いる人もそうだと思いますが、̶̶たとえば、酷
い扱いをうけた子も中にはいるかもしれないんで
すけど̶̶ そうやって、いろんなやり方を人生の
中で学ぶっていうことがあると思うんです。僕もふ
りかえると、そうやって「失敗してきて、自分がこ
うしたから、次はもっと大胆に」、言葉を変える
と「もっとしなやかに動ける」っていうことが今
までの経験の中であって。新しい問題が生まれてき
たときに考えられる力は、小さい頃から泣くと
か、問題とぶつかってくっていう経験が必要なん
じゃないかって僕は思いますね。 
角田：うん。そうするとやっぱり自分自身生きて
きた中でホントにいろんな「いい経験」をして
たってことになるね。 
康佑：ええ。そうですね。人との付き合いもそう
ですし、まあ実際そういう問題もそうですし、本
当に、そういう経験がなければ、僕はもっと早く
に死んでたかもしれないし、くじけてたかもしれ
ないけど、そういう̶̶まぁ「死ぬこと以外かす
り傷」って言葉、僕結構好きなんですけど、そう
いうかすり傷が、たくさん受けてきたからこそ、次
はその問題に対して向き合える、みたいなものっ
て、やっぱ大切ですね。大事だと思いますね。 
角田：うんうん。そのね、今学んでいるだけあっ
て、その「泣く」っていわゆる欲求を出す、それを
受け止める、その繰り返しの中で、信頼関係が出
来上がる、そして、真似ていく、で、言葉を獲得す
るっていう話があって。その、受け止めてくれるっ
てのがあるじゃん。それはでも、ある程度の年齢
になってもさ、自分がつまずいていったり、何か
出来事があったときに、やっぱり、受け止めてくれ
た人が、特に̶̶話ここまで聞いていくと母親
が、受け止めてくれて、で、そこに対する対処を少
しずつ学んでいって、しなやかになっていくってい
うと、特に保護者の人たちなんかにね、これを
やってあげたか、あげなかったか、じゃなくて、
どういう気持ちでその子を受け止めようとしてい
るか、そこがすごい重要だよね。だから、悩んで
いる保護者の人たちって、悩んでいること自体がも
のすごい意味がある。 
康佑：めちゃくちゃ意味がありますね。 
角田：ね、そんな感じにはなるよね。瑠夏ちゃん
はどう？ 
瑠夏：う～ん……。私の人生の中でいうと、環境
の変化が心の変化を生むんだなあっていうのは
思って。やっぱり、環境が変化していくから、良い
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意味でも悪い意味でも、心が変化していく。イ
コールとしてつながっているものだと思うので、そ
れがじゃあ、環境が悪くなってしまったら、心の
状態も悪くなってしまう。環境が良くなったら心
の環境も、変化も大幅に変わってくるっていうその
部分で、それこそ言葉だったり、つながりとか、
いろんなものを経て生きていくからこそ、環境が
変わっていくし、心の変化も変わっていくし、言
葉の変化も変わっていく。変化していくからこそよ
り豊かになっていくかなっていうふうに思います。 
角田：そうやって考えていくと、この地球が、宇宙
の中の誕生からって、授業とかでもやったけどさ、
ず～っと変化していくわけじゃない。だから、環
境はず～～っと変化し続けるじゃん。これって、生
きてく中でのおっきい希望だよね。うん。必ず環
境は変わってく。今もしかすると苦しいところにい
る人も、しばらくすればそこは過ぎていくわけだ
よね。そうなったときに、じゃあ、どういうふう
に心境は変化していくのか、何と出会って、だれが
それを受け止めてくれて、どんなふうに変化してい
くのか。保護者のさ、この間読んでもらったアン
ケートなんか見ていくとさ、必ず受け止めてくれる
人がそばにいるから、なんていうの、ちょっと安
心していいんじゃないかっていうか。うん。明日
は明日の風が吹くっつーのは、本当だよっていう
か。うん。「変化は明日への希望です」って好き
な言葉なんだけれども。うん。そんなふうに感じ
たりするよね。二人とも本当にしなやかに成長し
てきてると思うんだよ。ほんっとに、いろんなこ
とがありましたよね。話聞いてく中でもそうだ
し、学校の中でもそうだけどね。こういった二人
の成長なんかを見てて、藤平先生は̶̶話もクラ
イマックスになってきましたが̶̶どうですか？ 
藤平：そうですね。本当に言葉が、ただただ借り
てきた言葉とかじゃなくて、経験してきてる中で
本当に実感として自分でつかんだ言葉っていうの
を今日もすごく感じました。いろんな問題が起こ
り続けて、いろんな傷を受けながら、転んで、かさ
ぶた作ってこういく中でじゃないと得られないも
のっていうのも、向き合えないもっていうのもあ
るしね、̶̶それでやめちゃう場合もあるかもし
れないけど̶̶   そういう痛みみたいなものを経
験してきているからこそ、そういうのってのはなく
したら、その人がその人じゃなくなっちゃうよう
なものっていうのもすごくたくさんあるんだろう
なって。いろんなやり方を試行錯誤しながら、問
題とかに向き合っていく中に何かがあるんだろう
なってすごく思いました。 
瑠夏ちゃんが言っていた環境の変化っていうの
も、物理的な環境っていうのもあるだろうし、心
の環境っていうのも両方あるのかもしれないけれ
ども、どういう環境に自分をおくのかっていうのっ
て、すごく大事で、自分がそれを選んでいくってい
うこともあるだろうし、でも、居続ける中で見え
方が変わって環境が変わっていくっていうこともあ
るから、単純に合わないから違う場所に、違う場
所にって行って見つかる場合もあれば、最初はこう
だったけど、変わってくって場合もあるだろうし、
環境をどう自分が作っていけるのかなっていうの

も、すごく大事だろうし、出会っていけるだろう
かっていうのもすごく大事だろうって思いました。 
本当に二人の成長を感じました。すごい。質問力
にも。うん。 
角田：三年生の学校祭の説明で、いろんな考え
方、いろんな視点があって、「すべてを肯定した
い」って書いたと思うんだよね。肯定していく力っ
て二人ともすごい持ってるよね。あんまり、否定
的じゃないよね。 
二人：う～ん……。 
角田：そんなこともない？ 
二人：うん（笑） 
瑠夏：否定的な部分はありますね。 
角田：うんうん。なんかね、この考え方違うん
じゃないか、とかこれこう違うんじゃないかとか
̶̶なんかあんまりそういうふうには感じないと
かね。そういうのって、なんていうんだろうな、い
ろいろやっぱり怪我してきているからかなあって
いうね、ちょっと感じを受けたりはする。環境な
んかの今の話もそうなんだけど。なんだろ、環境
関係ないって言ってさ、どぶがわの上でさ、生活し
てて健康になれるかって言ったらなれないと思う
んだよね。そういう場合引っ越すべきだと思う
し。そうじゃなくて、環境がまだわかってないと
か、それによっていろんなものは変わってくると思
うんだけど。否定からはいまいちいろんな良いも
のが生まれないような。 
康佑：そうですね。 
角田：うん、やっぱり肯定して。康ちゃんだけ
に。こう～ね（笑） 
康佑：あっっ（笑）ふふふふ（笑） 
角田：ちょっとだけ一服してくるんで、最後のまと
めは、これを読んでくれている人へ向けてのメッ
セージで、まとめていこうかなと思います。ちょっ
と頭を軽く整理しておいてください。 

～　読んでくれている人たちへのメッセージ　～ 

角田：読んでくれている人たちへ伝えたいこと、
メッセージをお願いします。じゃあ、康ちゃんか
らいきますか。 
康佑：そうですね。僕は、やっぱこの島田実業高
等専修学校が、僕にとっての「かえる場所」だった
と思うんですね。自分の課題みたいなものを、あ
らためて生み出す場所でもあったし、もともと自
分が嫌いだったところから、いろいろなところが
変わっていって、……̶̶だめ！リセット。 
全員：はははは（笑） 
康佑：ちょっと難しいですね～。 
角田：いいよ。じゃあ先に妹からいこうか。 
康佑：がんばれ。 
全員：はははは（笑） 
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瑠夏：そうですね。届けたいものとしては、今も
過去も未来もすべてを否定しないで欲しいなってい
うのは一番に思いますね。肯定するっていう言葉
があったように、何もかも否定するっていうのは
違くて。私の場合もそうですけど、辛い過去が
あったから、ここに出会うことができて、島実に
会うことができて、で、また、あらたな未来への
扉に出会うことができたので、今苦しくてもその
今を否定しないでほしいし、歩いてきた過去を否
定しないでほしいし、これから飛び立つ未来を自
分から閉ざさないでほしいなって思います。 
角田：うんうん。いいですね～～。ちなみに保護
者の人たちには何かある？ 
瑠夏：保護者の人たちには、…… 保護者の人たち
にも、「みなさんはみなさんのままでいい」って
いうのを伝えたくて。どれだけ苦しんでも、子ども
に寄り添えるのはみなさんだし、支えてあげるの
も、助けてあげるのもみなさんしかいないと思う
ので、今支えられるすべての力を愛するこどもたち
に注いであげていってほしい。もっともっと、保
護者の方々自身の気持ちも自分で寄り添ってほし
いし。保護者の方々が余裕が持てるようになれ
ば、子どもにもいろんな接し方が変わってくると思
うので、自分をまずは癒やしてあげて、治してあげ
て、そこから子どもたちに寄り添ってあげること
が一番いいんじゃないかって思いますね。 
角田：そうだね。反省したりさ、あ～できなかっ
たな～とか、悩んだり迷ったり、ってそれも含めて
何にも無駄なことはないからね。 
瑠夏：そうですね。 
角田：うん。ホントにこう、自分を癒やしながら
ね、うん、受け止めながらね、肯定しながらね、
やっていけばね、こういうふうにやっぱりどんどん
変化するし、成長するし、安心感みたいなものは
やっぱり大事ですからね。 
…… お兄ちゃんは整理されましたか？ 
瑠夏：お兄ちゃんがんばって！ 
康佑：がんばります（笑）そうですね。自分の過
去をふり返ったときに、「これがぼくの道である
んだ」っていうふうに思えたのはこの学校へ来て
からだし、たとえ今自分がどれだけひどい環境に
いるかもしれないし、将来のことがわからなく
なって不安になっている人ももしかしたら、いる
かもしれないけど、そこがリスタートできる場所
なんじゃないかって思いますね。僕は。「して
ん」って言葉があるんですけど、物語がいろんな
ところから始まっていく始点であったり、あなた
でしか見られない視野的な視点だったり、……
くっ……急に整理が出来なくなってきた……
（笑） 
角田：すごいいいこと言ってくれてるけどね。最初
のかえる場所ってのも大事なことだし。 
康佑：うん……ただ、今僕は、「今」のために生
きているんですね。未来とか、過去とかっていう
ものも、僕の中の要因となって、ただ結局は自分
が何をしてるのかとか、自分が何をやりたいの
かっていうところにつながってくると思うんです。

で、僕はそういうところを島田実業高等専修学
校っていう「かえる場所」でいろんなものを「ふ
か」して、自分なりに変えてったんですね。気持ち
として。だから、ただいまのためにっていう……
ちょっと掛けたんですけどね（笑）「ただい
ま」。 
う～ん……。え～……。ホントに……。……助け
てくださ～い～……。 
角田：じゃあ、ここはさ、文章化してもらってい
い？ 

　～後日メールで送ってもらったメッセージ～　 

いまこの文章を読んでいる皆さんは、どんな環境
に居るのでしょうか。 
ぜひ宜しければ周りを見渡してみてください。 
どんな家具があるのでしょうか？どんな景色が見
えるのでしょう？ 
もう少しだけお付き合い下さい。今度は目を瞑って
ください。 
貴方の周りに音はありますか？機械の駆動音や動
物の鳴き声、静けさを感じることが出来るはずで
す。 
僕らの身の回りには、普段気が付かないだけで小
さな小さな幸せが所狭しと並んでいます。 
記念日、プレゼント、大切な人との思い出、どれ
も素敵なものだと思いますが、僕が島実で見つけ
たものは、そんな小さな幸せが積み重なってでき
た、数え切れない「日常」でした。 
素直でありたいと願った僕には、ぴったりの場所
だったんです。 
僕は島実を『かえる場所』と表現するのですが、
皆さんはどんな漢字をこの『かえる』に入れます
か？帰る、変える、替える、孵る、「みかた」を
少し変えるだけで景色は大きく変容します。 
過去や未来に怯えて、その瞬間を生きることに必死
だった非力な人間が、「みかた」を変えるだけで
今度は過去や未来のために、その瞬間を生きてい
るんです。 
ゆっくりで大丈夫です。躓いても問題ありません。
時間をかけて、今ある課題と向き合っていきましょ
う。 
前を向く理由が見つからない人には、僕から押し
付けがましくプレゼントをしたいと思います。  

ただ「今」のために、「ただいま」のために。 

　̶　　̶　　̶　　̶　　̶　　̶　　 
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角田：じゃあ、ホントの最後の最後に、この第二
回にわたった、ものすごい長い時間になってしま
いましたけど、協力いただいて、その感想を四人
言い合って、̶̶ じゃああの、朝の会議で「今日
自分の車が点検なんで、ホンダがくると思いますけ
ど、って、日産の車乗ってんだけど̶̶ 
全員：あっはっはっは！（笑） 
藤平：素で間違えちゃったっけ！（笑）　 
全員：あはははは（笑）　 
角田：どうですか？感想としては。 
藤平：そうですね。いや、なんかホントに楽し
かったです。なんかこう、語れる人がいるっていう
のは。今日、康ちゃんが「わ」って言葉を言ってく
れたけど、私たちも年齢も違うし、もちろん立場
も違うけど、なんかこう、一緒に語れるって、ホン
トに自分が思っていることをすごい真剣に考えて、
作られたものじゃなく、何だろうなって、思いな
がら今日も問いかけしてもらったことに答えた
り、聞かせてもらったりして、仕事していて喜びの
一つだなって。言葉を届け合える幸せな時間を過ご
すことができたなって思いました。 
最後瑠夏ちゃんの「否定をしないで」って言った
のも、響いたな～って思いました。肯定するって
ところまでいかなくても、否定はしないってこと
はできると思うんだよね。そういうふうにして、す
べてがいろんなかたちでつながってるって後でわ
かることもあると思うんだけど 、そういう言葉っ
ていうのがなんかこう、̶̶ いっぱいすぎてもう
まとめきれないんだけど ̶̶ すごいたくさん出会
えて良かったな～って思いました。 
康ちゃんが最後ひねりだそうとしていたけど、あ
の、すぐに出なくていいと思うし。（二年生の）
クリスマス会の終わりに、「ぼくのみちは良かっ
たのかな？」って問いかけていた時あったんだけ
ど、「本当に良かったんだよ」って。ホントに今
もまた思い出すね。 
康佑：あ～、ちょっと泣いちゃいそう（笑） 
全員：はははは（笑） 
藤平：ホントに康ちゃんが康ちゃんで、瑠夏ちゃん
が瑠夏ちゃんでね、いろんな葛藤の中で生きてき
て、出会えた奇跡を、心から幸せに感じた対談で
したね。ありがとうございました。 
二人：ありがとうございました。 
角田：ホンダです。って来てほしいね。このタイミ
ングで（笑） 
全員：あはははは（笑） 
角田：瑠夏ちゃん感想としてはどうですか？ 
瑠夏：そうですね、やっぱりホントに年も違う
しっていう中で、すごく勉強になることも多かった
し、こういう話すことができるっていう、家族以
外で話すことができるっていうのは今の時間では
ホントに少ないので、そう考えた時に、言葉って
すごいなって思ったり、なんか、自分がどれだけ
成長することが出来たのかなぁっていうのも、ま
たあらためて考えることにもなったし、いろんな

それぞれの物語がある、それを聞くことによって
自分に付加されていくっていう意味がすごくわかる
時間だったなあっていうのは、すごく思いまし
た。 
角田：うん。はい。どうすか。 
藤平：いや～、何かホントに「いろんな人と出会
うのが財産」ってね、この間かくさんが言ってた
けど、すごくいろんなものを二人とも「ふか」
（付加・孵化）してきたんだなって。大切なものが
中心にあって、素敵だなって思いましたね。 
角田：なんかね、その自分の人生ふり返りなが
ら、あるいは、人の人生を聞きながら、そして、
保護者の想いとか、自分とは違ったね、そういう
ものを聞きながら、̶̶ さっき、今を生きるって
話がちょっとあったんだけど ̶̶ 今いろんなとこ
ろで悩んだりとか、心が波打ったりとかしていった
りするじゃん、そこんところになんか、今回の時
間を通して何かが「ふか」（付加・孵化）された
りすると、すごくいいよね。 
瑠夏：そうですね。やっぱりこの時間のこの言葉
があるから、やっぱり私は私のままでいいんだっ
ていうのは再確認できる時間でもありますし、今
は、充電期間だ、今はいろんなものを考える時間
だっていう、その、今自分がおかれている時間の
軸っていうのは、自分でしかわからないし、それ
をコントロールできるようになれればすごくいい
なあって思いますね。 
角田：ある意味で考えると一生の中でさ、一番こ
う、贅沢な時間として使えるかもしれないもん
ね。ここに行きたくないから、行けないからこ
う、という訳ではなくて、自分って何なのかな、
自分はなにやりたいのかな、やれるのかな、調子
は良くないけどなんでかなって。こうしなきゃいけ
ないっていうのから距離をとれる時間ってすごい
重要だよね。思う存分今その時間を味わったらい
いよね。うん。「今を生きる」ってね。今です
よ～！林修先生の「今でしょ」ってのはその通り
なんだよね。感想としてはどう？康ちゃんは。 
康佑：やっぱ、こうやって自分たちの話を聞いてく
れる大人がいるって、こんなに恵まれた環境はない
ですよね。もう。一般的な社会からしても。こうい
う機会があって、時間があって、ってのは、すごく
恵まれたことだと思いますし、ホントにこう、島
実に帰って来る度に、小さな幸せみたいなもの
が、自分の目にすぐこう、入ってくるようになっ
て。こういう今日みたいな雨の中も、ふつうの生活
だったら憂鬱で濡れちゃうし、嫌だなって思うよ
うなことでも、耳に入ってくる雨の音とか、それを
通ってくる車の音とか、人の呼吸の息づかいと
か、っていうのも、もう、何もかも、いろんなこ
とに気付けるようになるんですよね、ここにかえっ
てくると。そうやって、自分が幸せだな、恵まれて
るなって、すごく充足している気持ちになれるって
いうのは、この学校が、僕が信頼できて、安心で
きて、僕が僕でいられる場所なんだなっていうふう
にすごく思いますし、こういう話を聞いてて始めて
知ったこともあったし、なんか僕にとって、これ
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からの人生の中でも、とても意味のある有意義な
時間だったなってすごく、強く思いましたね。 
角田：嬉しいこと言われちゃったね。 
康佑：はははは（笑） 
藤平：嬉しいですね～。かえってくる場所 ̶̶
「ただいま」って。「おかえり」ってね、そうやっ
て迎えていける、っていう、つながりがず～っと持
てるっていうのはすごい幸せですね。 
康佑：そうですね。 
藤平：私たちにとってもこういう時間っていうのは
本当にまったく同じで、人生の中ですごく有意義
な、自分の中で何かが深まっていったり、力をも
らえる、すごくそういう時間だったなって思いま
す。すごく嬉しいコメントを聞けましたね。あり
がとうございます。 
角田：単純にすごく楽しかったですね！この時
間っていうのがたまらなく楽しいし、愛しい時間
ですね。そういうのはなんでかっていうと、大好
きな卒業生とですね、大好きな島実でこうして安
心して話ができるっていうのが、ホントに恵まれて
いるし、すごくありがたいなぁって心から僕は感
じます。 
読んでくれている人たちって、なんだろ、途中で、
トイレとかこもっているときにね、「自分の心はこ
うしたいってのは決まっているんだ、それをどう表
現するか、ですごい葛藤する。」そこに対しては
まわりの気持ちがあったりとか、っていう中で葛
藤が起こってくるわけじゃない。人間って、多分自
分の中で、ホントはこうしたいなあとか、こうあっ
たらいいなぁっていうのは、持っていると思うん
だよね。どんなに苦しい状態でも、苦しいからそ
こから離れたいなっていうのも大切な感情だし、
ちょっと今は充電したいなっていうのも大切だ
し。で、なんか、なんでこの仕事やってるかってい
うか、この学校でやっているかっていうと、そう
いった人の想いみたいなものに、人ってもっと素
直に生きていけるような、「だいじょうぶですよ、
だってこんな卒業生もいるんだもん。」って。どん
なに辛いことがあったてさ、怪我したってさ、な
んだっけ、生きてるだけでまるもうけ、じゃなく
て、「死ぬことに比べればかすり傷」ってほんとに
そうだと思うんだけど、「だいじょうぶだ
よ。」って。「自分の思ったように、自分の信じ
たままに、たとえネガティブな結論でも、ポジ
ティブになれなくたって、そしたらそのままいれば
いいんだよ」っていうことを伝えられるような、
今回の対談がそいういった話になったらすごくい
いなと思うんですよね。で、私たちの学校って、
やっぱり意味があって多分ここにあるとは思うの
で、ホンットに瑠夏ちゃんが学校祭の時に「これ
から私たちが守っていきませんか？」っていう、
そして、「守っていきましょう」っていう想いを
ね、ものすごく嬉しく聞いたんだけれども、やっ
ぱり大事に守っていく。で、守っていくためには、
我々職員だけがやってりゃいいってわけじゃなく
て、みんなみたいな卒業生が、どういうふうに生き
ていくのか、そう、そして、自分の言葉で、自分を
どう豊かにもっていくのか、どこに就職すると

か、どこで何学んでいるとかもちろん大切なんだ
けど、そういうことだけじゃなくて、人としての幸
せ、自分の豊かさ、みたいなものを、こう、なんて
いうの、見つけていってくれるってことが、多分こ
の学校を守るってことにつながると思うし、あな
たがそこにいて、にこにこできるから、今苦しんで
いる人たちが未来に希望を見出すことができる。
みんなが多分DVDを見てすごいなって思ったのと
同じように、あなたを見て、そこにいるあなたを
見て、保護者の人たちも勇気をもらえる、こんな
ねぇ、素晴らしい勇気の恩送りみたいなものに
なってるなっていうのが、この学校のホントに一
番素晴らしいことだと思うし。これからもね、是
非、学校にもね、我々個人的にもね、力をいっぱ
い貸してもらって！先程も言ったけど、君たちが
君たちらしく生きてるってことが、すごい励みに
なるんでね、うん、僕らも僕ららしく生きて生き
ますんでね、痛風治ったら飲みましょうね！ 
全員：あはははは！（笑） 
康佑：是非お願いします（笑） 
角田：意味分かんないよね、最後痛風で終わった
ら（笑）じゃあ、あとなんか付け加えあります
か？ 
藤平：いや～、もう、ホントに二人が素敵すぎ
て。本当に大好きです、もう。話せるって言うこと
が最高に幸せだね、ホントにね。言葉っていうも
のを、二人はすごく持ってるし、ホントに豊かな
心から生まれる言葉っていう ̶̶ 言葉ってそうい
うものだと思うんだけど、心が豊かな人に育って
いったっていうことがもう本当に嬉しいです。 
二人：うふふふ（笑） 
角田・藤平：ありがとうございました。 
二人：ありがとうございました。　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（完） 

長時間にわたる対談、卒業生の安達康佑君、　　
吉野瑠夏さん、ご協力ありがとうございました。 
愛のこもった言の葉、心から感謝します。 

対談日　2021.5.17.（月）、5.24.（月）
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いつもあなたが 

ひまわりのような笑顔でありますように


