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子供たちの心と体を育てる教育環境の在り方を問う

小豆島にて思う若者教育の理想と現実

　2016 年 8 月、一度は訪れ
てみたいと思っていた小豆島
を訪ねるチャンスに恵まれま
した。小豆島と言えば、春の
選抜高校野球大会において、
21世紀枠出場校として名乗り
を上げた小豆島高校（香川）
と釜石高校（岩手）との対戦
が思い起こされます。瀬戸内
海に浮かぶ人口 3 万人弱の小
豆島にある高校には今日も
300人近くの生徒が集い、多
くの少年が青春時代の情熱を
野球に注いで、日々練習に励
んでいます。惜しくも試合に
は負けてしまいましたが、大
観衆の声援に囲まれてプレー
した若者達は、甲子園という
大舞台で思う存分活躍できた
ことを誇らしく思っているこ
とでしょう。
　彼らが生まれ育った小豆島
は、瀬戸内でも淡路島に近い
離島です。島内では周辺の
島 と々同様に少子化と過疎化
が進み、野球少年が通ってい
る小豆島高校も来年には閉校
され、土庄高校と合併される
予定です。それでも小豆島と
いう海に囲まれた自然の中に
佇む小豆島高校の存在は、教
師と生徒の信頼関係が厚いだ
けに重要であり、家庭との連
携もしっかりと築かれている
ことでも知られています。
　小豆島は、著名な小説であ
る「二十四の瞳」の舞台として
も有名です。壺井栄が執筆し
たこの作品は、悲惨な戦争の
現実がもたらす様々な苦悩や
困難を背景に、1人の先生と
12 人の子供たちが離島で成
長する姿を描いたものでした。
子供たちの純朴な心に呼びか
けるように、人として生きるこ
との大切さを教えながら、共
に苦難を乗り越えていく姿に、
多くの人が感動を覚えたこと
でしょう。
　その「二十四の瞳」の映画
化を記念して、小豆島には

「二十四の瞳映画村」が開設
されました。実際に映画のロ
ケが行われた田浦地区の海岸
沿いにある、およそ1 万平方
メートルの敷地に建築された
ロケ用の施設を改築し、映画

村として一般に公開されたの
です。そこには木造の校舎や
茶屋、漁師の家などが佇み、
ちょっとした自然公園のよう
な趣があります。瀬戸内海を
見渡せることから、誰でも都
会の雑踏から逃れて、ほっと
したひと時を過ごすことがで
きるのではないでしょうか。
そのような「時間が止まる」空
間が、今日の小豆島には残さ
れています。

　現代社会に生きる多くの子
供たちの心が病んでいること
は周知の事実です。全国各地
で連日のように事件が勃発し、
子供が親族を殺害するような
事件はもはや珍しいことでは
なく、友人関係においても殺
傷事件が相次いでいます。の
どかで素朴な昔の日本社会の
様相は失われつつあり、今や
孤独と愛に飢えた多くの若者
は現実逃避に走っているよう
にも見えます。そして自らの
理想と現実のかい離を苦にす
るあまり、時には怒りを抑え
ることもできず、精神的なダ
メージを背負いながら歩んで
いるように思えてなりません。
　小豆島から穏やかな海を眺
める時、ふと、食べるものに
さえ困窮していた昔の方が幸
せではなかったか、という思
いが脳裏をかすめます。その
時代に舞い戻ることは不可能
ですが、それでも、時間の止
まる空間が与える心の癒しこ
そ、今日の現代人が最も必要
としていることなのかもしれ
ません。「二十四の瞳」に描
かれたような、離島という自
然環境の中で培われた純朴な
思いや友情を大切にする風土
の中で、ゆとりある教育プロ
グラムを提供することなど不
可能なことなのでしょうか。
若者が安心して学校に通い、
教師との信頼関係によって結
ばれた絆に支えられ、勉学に
励むだけでなく、共に心や体
も成長できるような学校環境

を、都会に住む子供達が体験
することはできないものだろ
うかと考える、今日この頃です。

アメリカ全寮制高校へのいざない

　もはや電気さえ無くても良
いのではないか？むしろ、物
質的には恵まれていなかった
昔の方が人間はもっと幸せで
はなかったのか？　そんな思
いが脳裏を駆け巡る中、ふと
現実に戻ると、筆者の一番下
の子供が運よく、アメリカで
もトップクラスの全寮制高校
に合格したことから、入学手
続きをするためにアメリカま
で同行することになりました。
全寮制の学校はアメリカでは
珍しくはなく、特に東海岸の
北部、ニューイングランドと
呼ばれる地域に多くの中学校
や高校が存在します。中には
小学校 5 年生から全寮制のプ
ログラムを提供している学校
もあり、また、中高一貫教育
をモットーにしている学校も
少なくありません。全寮制と
は言っても100％の生徒が寮
に入る学校は少なく、寮生活
をする各地からの学生と、学
校の周辺地域から通う地元学
生のミックスによって構成さ
れています。
　子供たちを全寮制の学校
に送る利点はいくつもありま
す。まず、公立の学校と比較
すると、一般的に学業のレベ
ルが高いことが挙げられます。
全米でもトップクラスの高校
は、そのほとんどが全寮制の
学校であるといっても過言で
はなく、米国大統領や著名人
の多くは、これら全寮制高校
の出身が多いことでも知られ
ています。二つ目の利点は、
全寮制という学校社会の中に
10 代の若者を隔離すること
により、多くの社会悪や誘惑
から子供たちを守ることがで
きるということです。今日の
アメリカ社会は未だに麻薬問
題が絶えず、中高生の麻薬乱
用率は一向に収まる兆しがあ
りません。子供たちを麻薬の
誘惑から守るという意味にお
いても全寮制の学校は、有効
な手段と言えるでしょう。ま
た、多くのクラスメートと共
同生活を営むことにより、協

調性と人間関係の大切さを学
びながら、友達の大切さを学
ぶことができることも、魅力
です。俗に言われるオタクと
はかけ離れた世界が全寮制の
学校には存在します。そこで
は誰もがクラスメートと一緒
に暮らし、共に勉強し、スポー
ツを楽しみながら、日々を一
緒に過ごすのです。つまり、
全寮制の空間ではオタクにな
る暇も場所もなく、共同生活
を楽しむことを大事にしてい
るのです。もう一つ、忘れて
はならない利点は、子供達を
学校に預けることによって、
親が仕事に専念できることで
す。子供の教育をプロの教師
が揃う学校に一任し、子育て
から解放されるため、親は自
分の時間を持てるようになり
ます。
　こうして子供はしっかりし
た教育を受け、共同生活とい
う環境下で勉学に励みながら
も友達と過ごす日々を思う存
分満喫し、親も自らの仕事に
専念して充実した毎日を過ご
すことができるわけです。正
に一石二鳥とも言えるような
理にかなう生活環境ではない
でしょうか。
　ところが、何事も良いこと
尽くしなどありえません。全
寮制の学校にも、大きな落と
し穴が潜在しています。まず、
学費と寮生活の費用が予想外
に高額であることが挙げられ
ます。学費は大学と同一レベ
ルであり、生徒一人当たり年
間 400 万円前後が当たり前
のようになっており、それに
寮生活の費用を加えると、合
わせて 600 万円ほどになっ
てしまいます。アメリカでは
奨学金制度が整っていますが、
それでも全体の 2 ～ 3 割程
度しか補うことができず、親
の負担がかさみます。NMH

では 1940 年から黒人生徒
向けに独自の奨学金制度も導
入されていますが、それでも
十分ではありません。よって
借金をしてでも全寮制の高校
に、という強い意志を親が持
たない限り、子供達を全寮制
の学校へ送ることは難しいの
です。
　もう一つの欠点は、全寮制
高校の休みがとかく長いこと
です。ごく一般的に夏休みは
3 か月。11月にはサンクスギ
ビング（感謝祭）の休暇が 1
～ 2 週間、クリスマスを含む
クリスマス休暇はおよそ 2 週
間、そして 3 月にはイースター
の春休みが 3 週間ほどありま
す。その他、年間通してロング・
ウィークエンドと呼ばれる 4
～ 5 日の休みが複数回ありま
す。つまり、1 年を通してお
よそ 5 か月間は、学校が休み
なのです！サマースクールと呼
ばれる夏期講習は毎年提供さ
れますが、それも1か月程度
の期間です。よって、子供た
ちを全寮制の学校に預けたつ
もりが、1 年のうち、4 ～ 5
か月間は学校から放り出され
ることになります。無論、こ
うして家に帰るチャンスをふ
んだんに設けることにより、
家 族との 絆を保ちながら、
キャンパスライフからの息抜
きの場を与えているのも事実
です。
　それでも、これら全寮制の
学校には多くの生徒が集まり
続けています。それだけ、学
校教育の内容そのものが魅力
的であり、メリットは十分に
あると、親子共々考える人た
ちが多いのでしょう。そこで
今回、筆者の子供が入学した
N o r t h f i e l d  M o u n t 
Hermon（NMH）という著
名校を例に、全寮制の学校に
ついて学んでみることにしま

二十四の瞳村の「せんせあそぼ」像

雄大な丘陵に広がるNMHのキャンパス風景



した。

NMHの学校教育が著名になった所以

　マサチューセッツ州西方の
コネチカット川沿いにある
NMH は、宣教師として活躍
されたドワイト・ムーディ氏に
より、1879 年、神学を習得
す る た め の 女 子 高、
Northfield 神学校として設
立されました。その直後の
18 81 年、N o r t h f i e l d 
Mount Hermon という男
子高も併設されています。創
始者の思いは、貧しいが故に
学校に行けないような若者が
勉強にいそしみ、キリスト教
の宣教に携わることができる
知識と教養を身につけるため
の教育機関を創設することで
した。その後、NMH は宣教
師を輩出する学校として、徐々
に知名度を上げていくことに
なります。
　NMH は 137 年あまりの
歴史を誇ります。今日では45
か国前後の国々から集まる
650 名ほどの生徒が在籍し、
そのうち約 8 割の生徒がキャ
ンパス内の宿舎に住んでいま
す。留学生の割合は、全校生
徒のおよそ 25％です。NMH
はこれまで 27,000 人の卒業
生を世に送り出してきました。
それら卒業生の中には有名人
も多く、歌手のナタリーコー
ル、テレビキャスターのデビッ
ド・ハートマン、CitiCorp 会
長のウィリアム・ローズ、そし
て多くのプロスポーツの選手
などが名を連ねています。
　設立当初から NMH では、
生徒が仕事に携わることが義
務付けられ、多くの生徒はボ
ランティア的な活動もしてき
ました。例えば女子生徒は毎
週10 時間、学校のキャンパ

ス内にて様々な仕事に携わる
ことが義務付けられ、男子生
徒も同様に、トイレ掃除から
キッチンヘルパー、洗濯、農
業も手伝うことが求められた
のです。さすがに今日では、
そこまでのワークプログラム
を強要することはできなくな
り、勉学により重きを置く必
要もあることから、キャンパ
ス内での奉仕は週 4 時間に
まで減少されています。それ
でも、農業の手伝いは重要視
され続け、来訪者のキャンパ
スツアーや食堂の片づけをは
じめ、学校の事務にも生徒は
携わっています。つまり寮生
活を通して、キャンパスという
コミュニティーの中で、様々
なことを一緒に学ぶことも、
教育目標の一環として捉えら
れているのです。
　1971 年、NMH は女子校
と男子校が統合されて共学校
となり、その後も学校は名声
を維持しています。2016 年
では教師の数だけでも107
名になり、その結果、教師に
対する生徒の割合は1 対６と
大変低い数値に抑えられてい
ます。教師の教鞭経験年数は、
平均が 19 年と長く、また、
大学院卒の教師の割合は全
体の 65％にも及びます。高
校ではありながらも、優秀な
教師が集まっている様子が窺
えます。
　多岐にわたる教育プログラ
ムを積極的に導入し、それら
を統括するために多くの教師
を 雇 用 してい ることから、
NMH の運営予算は今日、年
間で 48 億円にまで膨れ上
がっています。650 人の生徒
数を前提に計算すると、一人
当たり、年間およそ 738 万
円の費用が掛かっていること

になります。その莫大な運営
費用を支えるのが、高額な学
費と寄付金です。前述したと
おり、学費のみで年間 400
万円、寮費として更に約 200
万円を生徒から徴収していま
すが、それらで補えない分の
コストを寄付金によって賄っ
ています。寄付金は年間 10
億円前後にまで及ぶこともあ
り、NMH の基金規模は135
億円を超えています。その基
金から例年 8.5 億円という巨
額の奨学金が提供され、全校
生徒の 3 分の１が、その制度
の恵みにあずかりながら学校
教育を受けています。基金の
総額を高く維持することは学
校の活力化と成長性に直結し、
ランク付けにも大きな影響を
与えることから、極めて重要
視されています。

羨ましいほど優秀なNMHの施設

　アメリカの全寮制の高校が
競っているのは、学校のラン
キングや、ハーバード大学、
イェール大学などのアイビー
リーグ校に受かった生徒数、
そして基金の総額だけではあ
りません。どの学校も、自ら
の敷地内に保有する施設の多
様化と近代化においても競っ
ています。その結果、全寮制
の高校の中でも今日トップ
20 にランキングされている著
名校のほとんどが、日本の大
学でも持ち得ないような最新
の施設を有しています。NMH
もその例に漏れず、とても素
晴らしい施設を誇っています。
　まず、高校の敷地が 1565
エーカー（約 634 万平方メー
トル）、192 万坪、つまり6.34
平方キロメートルもあること
に注目です。その大自然に恵
まれた敷地の1 平方キロメー

トルほどを有
効活用して、学
校のキャンパス
が造成されて
います。そこに
は教室や図書
館、体育館や
宿舎をはじめ
とする 35 棟も
の建物が並ん
でいるのです。
また、特筆すべきは屋内外に
ある運動施設の数々です。ま
ず、7 面もあるサッカー場と
2 つの野球場に驚きを隠せま
せん。そしてテニスコート12
面、ラクロース場 4 面、フィー
ルドホッケー場 2 面、バレー
ボール・コート2 面、バスケッ
トボール用のコートも 3 面あ
ります。また、レスリング用
の練習場や、本格的なウェイ
トトレーニングの施設だけで
なく、綺麗に整備された陸上
競技用のトラックや、6 レー
ンのプール、そしてアイスス
ケートリンクまで保有してい
るのです。これらの施設をフ
ルに活用して、NMH の学生
は 60 のスポーツチームで活
躍しています。
　また、一般的な高校に普及
しているスポーツに限らず、
自然の環境を活かした特殊な
スポーツも盛んです。中でも、
マウンテンバイク、カヌー、ヨッ
ト、トライアスロンなど、若
者が興味を持てそうなスポー
ツの普及にも努めていること
は、学生にとって大きなプラ
スです。そして余暇を活用し
ては、生徒達が、ハイキング、
トレッキング、ボートによる川
下りやスキー旅行などにも積
極 的 に参 加 できるように、
様々なプログラムを取り入れ
ているのです。

　スポーツに限らず、アーティ
ストの育成にも熱心であり、
劇団に関わるプログラムも多
彩です。校内には舞台芸術に
関わる12 のグループが存在
します。それらのグループを
サポートするために、劇団アー
ト専用の建物の中に、各種ス
テージ施設やトレーニング場、
ダンスレッスン場などが設け
られています。こうして練習
を積み重ねた学生は、年間を
通じて 50 回ものパフォーマ
ンスやショーを繰り広げてい
ます。
　これだけのバラエティーに
富んだ生徒活動を支える優れ
た施設がキャンパス内に構築
されてきたからこそ、学生達
は思う存分、やりたいことを
成し遂げることができます。
こうして学問だけでなく、ス
ポーツや芸術が巧みに取り入
れられたカリキュラムを提供
してきた NMH は、今日まで
多くの芸能人やプロ選手を輩
出してきました。

徹頭徹尾の受験校としてのプライド

　 N M H は C h o a t e 校 
( チ ョ ー ト ) や Phill ips 
Academy 校（フィリップスア
カデミー）など、米国大統領
を輩出してきた著名高等学校
８校から成る Eight School 
Association のひとつとし
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BASIXのリクライニングチェアで

www.furniturehouse.co.jp ※ショールームは現在準備中です。何卒、ご了承下さい

スマホ・携帯電話からはコチラ!

この他、多数商品を取り揃えております。お得なセール情報も満載！
是非ファニチャーハウスのWEBサイトをご覧下さい。
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ゆったり身体を包み込む
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読書の を秋 満喫
優れたデザインと高い品質で世界70ヵ国で愛される

北欧デンマークの老舗家具メーカー

●ダークウォルナット

●幅121.7㎝×奥行30㎝×高さ101.9㎝

●組み立て式 ●デンマーク製
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●メイプル

●幅47.2㎝×奥行40㎝×高さ221.5㎝

●組み立て式 ●デンマーク製

●メイプル

●幅47.2㎝×奥行40㎝×高さ221.5㎝

●組み立て式 ●デンマーク製

●クラシック・チェリー

●92.4㎝×奥行35㎝×高さ181.8cm㎝

●組み立て式 ●デンマーク製

●クラシック・チェリー

●92.4㎝×奥行35㎝×高さ181.8cm㎝

●組み立て式 ●デンマーク製

棚 間 隔は自由に設 定可能の
本棚。お気に入りの小物や絵画
などを飾って、ディスプレイラック
としてのご使用もオススメ!

高品質でモダンなデザイン
が特徴の本棚。リビングの
キャビネットとしてもご利用
いただけます

書籍のサイズに合わせ棚板を
移動させることが可能。ディス
プレイコーナーとしてのご使用
もオススメです。

MONACOシリーズ

PRIMAシリーズ

RC33
39,800円39,800円（

税
別
）

RC22
23,800円23,800円

（
税
別
）

RC17
15,800円15,800円

（
税
別
） 81242

13,800円13,800円
（
税
別
）

80429
14,800円14,800円

（
税
別
）

79705
15,800円15,800円

（
税
別
）

RC18BK
19,800円19,800円

（
税
別
）

RC37
39,800円39,800円（

税
別
）

RC35
35,800円35,800円（

税
別
）

600plusシリーズ

～トゥヴィルム スキャンバーク～

●本体：幅76.5cm 奥行き88-118cm 高さ102-87cm
＊360度回転機能　＊ヘッドレスト調整可

お手入れ簡単

ソフトレザーモデル

側面に便利な
ミニテーブル付

省スペース設計の
オットマン一体型

レトロモダンな
コンパクトモデル

組立

組立

組立

組立

組立

組立

組立

組立

組立

●本体：幅90-107㎝テーブル含、奥行き79-110㎝ 高さ106.5-94.5㎝　
＊360度回転機能　＊リクライニング10段階調整

●本体：幅75㎝、奥行き80-145.5㎝ 高さ98.5-85.5㎝
＊リクライニング無段階式

●本体：幅81.5cm 奥行き約80-125cm 
　　　 高さ78-96cm 座高42-45cm
＊リクライニング無段階式

●本体：幅82cm 奥行き約90-114cm 
　　　  高さ88-100cm 座高45-50cm
＊リクライニング無段階式

●本体：幅63㎝ 奥行き79-107㎝ 高さ104-92㎝
＊リクライニング無段階式

ブラック カーキ

ブラック カーキ

ブラック カーキ

ブラック アイボリー

ブラック カーキ

本 革の張り地と、ゆったり身体を包み込む
デザインにより、極上のリラクゼーションを
堪能できる高級感あふれるモデル

しっとりとした本革の
張り地とナチュラルな
色合いの脚部のさわや
かな佇まいが魅力

耐久性に優れた高級感
あふれるモデル。快適
な座り心地を堪能して
ください

送料・お支払い方法・発送時期などについては、お問い合わせください。
お客様のご都合によるキャンセル・返品は承っておりません。

TEL：0476-24-5111
FAX：0476-24-5112　〒286-0825千葉県成田市新泉14-3

www.furniturehouse.co.jp
ご注文・お問合せは、WEBサイト・電話・ファックスから

平日10:00～18:00
土曜12:00～17:00

営業時間

※掲載している価格は2016年9月現在のものです。 最新の価格はファニチャーハウスWEBサイトにてご確認下さい。

ダンススタジオと劇団用のステージを備えたビル



て、その名を連ねています。
俗に言う難関校のトップリー
グに属しているだけに、学校
側が公表するミッションも、
シンプルかつ大胆です。
　「私たちのミッションは普
通ではない！人間性と目的意
識をもって行動する力をみん
なが持つことだ。」　
　この考えは高校生活だけで
なく、大学、そして社会人に
なってからも通用するものと
して謳われています。そのた
め、「学ぶことの喜びを教え
る」ことに注力し、カリキュラ
ムは高校でありながら、大学
と同等レベルの努力が求めら
れ る C o l l e g e  M o d e l 
Academic Program が 採
用されています。簡単に言え
ば、学校の授業が終わってか
ら、日々のスポーツ活動に参
加し、それから夕食をとって
寝るまでの間、各自が日々の
宿題に 3 時間かけて勉強する
ことが求められているのです。
よって、毎日、長時間勉強す
ることに慣れていない生徒は、
入学直後から脱落してしまい、
途中でやむを得ず退学する生
徒も出るほど、その内容は厳
しいものとなっています。
　生徒は全員、194 にわた
る教科からガイドラインに
従って、自らが勉強したい科
目を選択し、学期ごとに 3 教
科、1 年 2 学期を通して年間
6 教科を取ります。各授業の
平均人数は11 名と大変少な
く、この少人数制を実現する
ことにより、先生と生徒のコ
ミュニケーションをより密に
取ることができるようになっ
ています。また、1日の授業
が終わった後は、全員、スポー
ツ関連の部活に参加し、生徒
の希望によってはアート、課

外活動などの参加も許され、
これらの部活を通して、スキ
ルと自信、そしてコミュニケー
ション・スキルの重要性など
を学んでいくことになります。
　こうして 3 年間の高校生生
活を、クラスメートと共同生
活を送りながら、みっちりと
勉強にも打ち込んでいく訳で
すから、卒業時には大学に進
学し、勉学に励む基礎がしっ
かりとできるようになっていて
も不思議ではありません。そ
れだけの要求や精神的プレッ
シャーに耐え得る生徒を選り
すぐるために、面接や試験を
行ってきていることから、実
際に脱落して中途退学する生
徒の数は、それほど多くない
ようです。いずれにしても、
素晴らしい施設に恵まれ、多
くの経験豊かな教師のサポー
トを日 、々身近に受けること
ができるだけでなく、大勢の
友達にも囲まれながら高校生
活を送れる訳ですから、羨ま
しい限りです。筆者も人生を
もう一度やり直すことが可能
ならば、NMH のような学校
でスポーツを満喫しながら、
勉学に励んでみたいものです。

現代の若者に相応しい教育の在り方

　前述のように、海を眺めな
がら、時間をふと忘れてしま
うような小豆島での体験は、
自然の恵みに満ちた、心休ま
る素晴らしいものでした。島
国での素朴な生活に、一時
感動を覚えたと思いきや、そ
の 1 週間後には、物質文明
の象徴とも言えるアメリカへ
と旅立ち、マサチューセッツ
州にある著名受験校にて、究
極の学校施設の在り方を見
せつけられることになりまし
た。それもまた感動的であり、

子供達が好きなことを自由に
何でも学ぶことができるキャ
ンパスの素晴らしさは、言葉
で言い尽くせません。
　そんな時、ふと、近代的な
設備など皆無に等しい小豆
島高校で、野球に打ち込む青
年たちの姿が思い起こされま
した。例え運動施設はさほ
ど整えられていなくても、自
然の恵みに支えられるだけで、
若者は大地を駆け回り、野球
に打ち込むことができます。
ひたすら甲子園に出場するこ
とを夢見て頑張る若者の姿は、
時には美しく、感動を与えて
くれます。同様の環境下にあ
る高校は、全国各地に多くあ
ることでしょう。そして地方
の高校からも多くの優れた
野球選手がドラフト会議で指
名を受けてプロ野球選手にな
り、時には大リーグ級のス
ター選手が誕生することもあ
ります。
　確かにアメリカの学校施設
は素晴らしく、スポーツに打
ち込む若者も多く、海の向こ
うからも多くのプロ野球選手
が輩出されています。素晴ら
しい環境に恵まれていること
は、大いに結構なことです。
しかしながら日米野球を見て
も分かるとおり、今日では投
手、バッター、野手共 、々日
米がほぼ同じレベルで競い
合っているところを見ると、
例え練習環境はアメリカのよ
うに恵まれていなくても、若
者が真剣に取り組むならば、
世界に通用するスポーツ選手
に育つことが可能であること
がわかります。
　フィギュアスケートをとって
みても然りです。アメリカの
著名高校はNMHのようにア
イススケートリンクの施設を

校内に保有しています。学校
の周辺にもスケートリンクは
各地に建てられており、コー
チ陣の層も厚いことから、い
つでも練習する環境が整って
います。その恵まれた環境と
は異なり、日本ではスケート
リンクの数が大変少なく、羽
生選手ら多くのスケーターが
声を大にして、スケートリン
クの増設をお願いしていると
ころです。それでも日本のス
ケート熱は収まるところを知
らず、フィギュアスケートの
層は今では世界で一番厚い
だけでなく、実際に多くの世
界トップレベルのスケーター
が日本から輩出されるまでに
なりました。
　スケートリンクに恵まれた
環境にあるアメリカよりも、
練習する場所と時間が限定
されている日本の方が、何故
かしら実力が上になったので
す。その理由は、まさにリン
クが足りないことに起因する
ハングリー精神から生まれる
スケートに対する強い情熱と、
ひたむきな練習に尽きるので
はないでしょうか。日本では、
スケートが練習できるリンク
タイムが限られていることか
らいったん、リンクに足をの
せると、その時間を十二分に
活用して必死になって練習し、
オフリンクでも様々なトレー
ニングをします。また、練習
するためにはどんな遠いとこ
ろでも時間をかけて出向き、
朝の 4 時でも夜中の 11 時
でも、親に付き添われなが
ら時間に関係なく練習して
いる子供達の姿を見ること
も稀ではありません。それ故、
スポーツにかける情熱という
点においては、むしろ施設に
恵まれていない日本の若者

の方に分があるようにも思え
るのです。
　多くの近代的な施設に恵
まれ、猛烈な勉強というハー
ドルを乗り越え、さらに自分
の好きなスポーツを選りす
ぐってスキルを極めながらエ
リートへの道を歩むアメリカ
の全寮制高校における学生
生活は、一見、格好良く聞こ
えます。しかしながら、物質
に恵まれるばかり、すべてが
当たり前に捉えられ、感謝
の気持ちを忘れがちになって
いるようにも思えます。まし
てや心が病んでいる昨今の
社会情勢を振り返ると、エ
リートを目指してひたすら勉
学とスポーツに励むことが、
高校生活の在り方として本当
に相応しいかどうかも疑問
です。最高の施設は何でも
あって当たり前という環境下
で、やりたいことを自由に思
う存分学べることは素晴らし
いことですが、例え施設は
劣っていたとしても、人との
心のつながりを大事にしな
がら今、できることに一生懸
命チャレンジしていくことの
大切さを学ぶことの方が、子
供達の教育にとってより重要
なのかもしれないと、ふと考
えるこの頃です。若者たちの
心が、美しい日本の自然に
よって癒され、一人ひとりが
本当に大切なものに目をとめ
て、心豊かな10 代の学生生
活を満喫することを願ってや
みません。  （文・中島尚彦）
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NCJ編集長  中島 尚彦
1957 年東 京生まれ。14 歳で

米国に単身テニス留学。ウォートン

ビジネススクール卒業後、ロス

アンジェルスにて不動産デベロッ

パーとして起業、ビジネス最前線で

活 躍する。1990 年に帰 国 後、

成田にサウンドハウスを立ち上げる。

現在ハウスホールディングス代表、

日本シティジ ャーナル編集長を

兼務。趣味はアイスホッケーと

読書、ここ数年は「日本とユダヤの

ハーモニー」の執筆に勤しむ。

編
集
後
記

昨今のニュースは殺人事件があまりに多く、聞く
ことさえも嫌になってしまうことがあります。生命の
大切さを忘れ、人の命を奪うという暴挙は決して
許すべきことではありません。これらの凶悪な事件
からわかることは、現代社会において多くの人々 の
心が病んでいるということです。何が人々 を犯罪に
駆り立ててしまうのでしょうか。特に若者の犯罪
には心が痛みます。それを防ぐことはできなかった
のでしょうか？素朴な昔の時代の方が犯罪も
少なく、みんながもっと幸せではなかったかと、
ふと、昔が恋しくなるのは自分だけでしょうか。

WEBサイト案内
日本シティジャーナルをご覧いただきありがとうございます。
本紙のバックナンバーはWEBサイトにてすべてご覧頂けます。
連載中の歴史に関するコラムは最新情報に随時更新して
スペシャルサイト「日本とユダヤのハーモニー」にまとめて
あります。ご意見・ご要望等をお待ちしております、FAXや
ホームページからお寄せ下さい。

日本シティジャーナル：http://www.nihoncity.com/
日本とユダヤのハーモニー：http://www.historyjp.com/

カリフォルニアのおいしい水 アクアヴィル

フィットネスハウス

ご注文は、お電話またはWEBサイトへ!

0476-89-3111

（1ケース：500㎖PETボトル×24本）

調理スタッフ
正社員 募集

0476-89-1777
〒286-0841千葉県成田市大竹1630

e-mail： info@yamatonoyu.com（担当：採用係）

お
問
合
せ

0476-89-1777
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

e-mail： info@soundhouse.co.jp（担当：採用係）

お
問
合
せ

［業務］天然温泉施設内レストラン調理スタッフ
［資格］実務経験者優遇
［時間］9：00～22：00（シフト制）
［休日］4週6休（シフト制）有給あり
［給与］月給20万円〜30万円
［待遇］駐車場あり、家族を当館へ無料優待
［応募］下記へ電話連絡の上、履歴書を持参

正社員・パート募集 福利厚生も充実

左記は一例、担当部署・業務により勤務時間は異なります。

国内最大規模の楽器・音響機器ネット通販会社

① 通販事務スタッフ

② 物流倉庫管理・ドライバー

③ 技術スタッフ

④ 社員食堂の調理スタッフ

⑤ 守衛・清掃スタッフ

平日9：00～19：00／土曜11：00～17：00 平日・土曜7：00～18：00
平日9：00～16：00 平日・土曜6：00～21：00（シフト制） ［休日：日祝日、隔週土曜］パートは週4日以上、1日4時間～応相談

正

パ

パ

正

パ

［待遇］社保完備、年 2 回賞与、
駐車場完備、社員食堂ほか

［応募］履歴書（写貼、メールアドレス
記載）を郵送又はメールにて送付。

2ケースセット! 

アクアヴィル

☎
お気軽にお問い合わせください

1,760円
（税込）送料

無料

http://www.fitnesshouse.co.jp

計48本

①③ ②

④ ⑤

時給1,050円

時給1,050円

月給20万円〜

正 月給20万円〜

月給20万円〜

時給1,100円

お客様からの電話・メール等による注文や問い合わせに対応。タイピングスキル必須。

最新鋭の設備が整った物流倉庫にて、入出荷管理業務を行います。大型免許取得者優遇。

音響機器・楽器・照明機器の修理メンテナンス。家電製品をはじめ弱電機器関連の修理実務経験者。

社員食堂内での調理、配膳、食器洗浄、清掃など。飲食店調理経験者優遇。

会社の正門受付、監視、構内巡回、施錠、及び敷地内の清掃業務を行います。未経験者歓迎。

自由に利用できる本格的なフィットネスセンター
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全商品
送料無料

日本全国
どこへで

も

FAX

単1
単2
単3
単4
9V
9V

単1
単2
単3
単4
9V
9V

CPB1
4本パック 

CPB2
4本パック 

CPB3
10本パック 

CPB4
10本パック 

CP9V Mn
マンガン 1コ
CP9V ALK
アルカリ 1コ

乾電池乾電池

激安!激安!
市場最安値へ挑戦!

¥3,980＋税

¥15,800＋税 ¥83,800＋税

¥24,800＋税

¥29,800＋税

MoniOneMoniOne KOK500 カラオケデラックスセットKOK500 カラオケデラックスセットPAeZPAeZ

¥19,800＋税¥35,800＋税

PA-BOXPA-BOX

CWM801S PLUSCWM801S PLUS

WEBサイトまたはお電話
にてお申込みください
WEBサイトまたはお電話
にてお申込みください

最新カタログ最新カタログ

無料進呈

■豊富な入出力端子

¥298＋税

¥198＋税

¥148＋税

¥148＋税

¥65＋税

¥98＋税

KOK500 カラオケデラックスセットKOK500 カラオケデラックスセットKOK500 カラオケデラックスセット

マイク

スピーカー

パワードミキサー

音響機材ならお任せください! サウンドハウスがプロデュースする音響機器ブランド。コストを
極限まで抑え、驚異的な価格を実現しながらも、「機能」「操作性」
「音」にこだわりぬいた商品を数多くラインナップ。

PA10/4

国内最大規模 楽器・音響・照明機器の通販サイト

サウンドハウスwww.soundhouse.co.jp

～クラシックプロ～

運動会や秋のイベントにPAセット!
簡易PAセット

小型・軽量で様々な用途に 自宅カラオケの本格派セット！野外イベントなどに最適機動性にも優れた簡易PA

オリジナルブランドだけでなく
各種有名メーカー品も衝撃価格
にて取り扱い中! まずは弊社
WEBサイトへ!

高品位ドライバーユニット
ステンレス製スライダー採用
装着感に優れたイヤーパッド

優れたサウンドを追求！

首都圏当日配送

代引手数料無料

ポイントサービス

CPH3000CPH3000

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
野毛平工業団地内（ショールームあり）

0476-89-1111
0476-89-2222

☎

箱を開けてセッティングすれば
すぐに音出し可能。マイクは合
計4本まで接続可能。各種ステージ
用途に最適な簡易PAセットです

対応規模
40～50人
（室内会場）

ケーブル

CWM801S PLUSCWM801S PLUSCWM801S PLUS

同一エリア内で、
4セットまで同時使用可能な
ワイヤレスマイクセット

カラオケアンプ（180W×2）、
カラオケ用スピーカー、
マイク×2、ケーブルのセット

●サイズ：29×21.5×17cm　●重量：2.8kg

19,800＋税

●サイズ：W36×H42×D31cm　●重量：13.7Kg●収納時サイズ：W70×H60×D40cm　●重量：28kg

マイク・ケーブル付属
ハンドルキャスター付

コンパクトに収納
できる簡易PAセット

充電式
バッテリー

搭載!

●サイズ：W36×H42×D31cm　●重量：13.7Kg●サイズ：W36×H42×D31cm　●重量：13.7Kg●サイズ：W36×H42×D31cm　●重量：13.7Kg●サイズ：W36×H42×D31cm　●重量：13.7Kg●サイズ：W36×H42×D31cm　●重量：13.7Kg

搭載!

簡単操作のワイヤレスセット

マイクスタンドに
マウント可能！

出力150W

出力
75Wx2
（4Ω）

エコー搭載

カラー: ブラック、シルバー、レッド、ブルー、アイボリー

35,800＋税

出力
150Wx2
（4Ω）

出力
150Wx2
（4Ω）

●収納時サイズ：W70×H60×D40cm　●重量：28kg

パワードミキサー
スピーカー
マイク
ケーブル

※別途、カセットデッキ等の
プレーヤーが必要になります

ミニライブ
イベント
運動会
お祭りなどに

  キーチェンジ、エコーなど
多彩な機能を搭載

《営業時間》
平日10:00～18:00
土曜12:00～17:00

日曜／祝日 休業

カラオケ大会やスピーチ等にも

T EL www.yamatonoyu.com0476-28-8111 千葉県成田市大竹 1630
●

●サンクス ●イオン成田

JR成田線

成田安食バイパス 空港通り
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未就学児の入館は
ご遠慮ください

※小学生の入館料：300円（大人同伴の入館の場合）

入館料［平日］800円／［土日祝］1000円

営業時間10:00-22:00
※年中無休（全館禁煙）

腰痛、神経痛、筋肉痛、関節痛、アトピー、五十肩

うちみ、運動麻痺、関節のこわばり、肌あれ、くじき

痔症、冷え性、慢性、消化器病、後回復期、切り傷

疲労回復、健康増進、やけど、風邪の予防など

大小合わせて4つの内湯と、天然岩やジャグジー、樽風呂
などの8つの露天風呂。極上の湯に浸りながら心身がほぐれる
悠久のひと時をゆっくりとご堪能ください。

12種類の内湯・露天風呂
食事もお楽しみいただ
ける、限定3室の露天
風呂付き個室。 特別な
時間と空間をお過ごし
いただけます。記念日や
家族との貴重なひと時
に・・・

1～2名様　1時間……2,800円　3～4名様　1時間……4,000円
　　　　　2時間……4,800円　　　　　　2時間……7,000円
　　　　　3時間……5,800円　　　　　　3時間……8,500円

温泉と食事を楽しむ 個室露天 寿司御膳…1,800円
刺身御膳…1,350円

黒豚たっぷり塩つゆそば 牛冷しゃぶ御膳
980円 1,380円

さんま塩焼き… 650円

和
食
か
ら
洋
食
ま
で
、
吟
味

し
た
旬
の
味
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数
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の
空
間
で
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の
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3F

♦ジム …………… 1,000円
♦ジム + プール … 2,000円
♦ジム …………… 1,000円
♦ジム + プール … 2,000円

《ご利用料金》《ご利用料金》

YAYOI スパ

1Fフィットネスセンター

1F

極
上
の
天
然
温
泉

ゆったりと至高の時間を満喫

3F

体のケアと癒しをプライベートな空間で体験

できるリゾート風スパ。至高のひとときを

約束いたします。 ♦ボディ ………（30分）3,200円～　
♦フット ………（15分）1,800円～
♦アロマ ………（30分）4,500円～　
♦フェイシャル （30分）4,000円～

♦ボディ ………（30分）3,200円～　
♦フット ………（15分）1,800円～
♦アロマ ………（30分）4,500円～　
♦フェイシャル （30分）4,000円～

国産ワイン70種以上
日本各地の名のある
ワインや名産地で育
まれた希少なワイン
を70種類以上取り
揃えました。

眺望と共にいただく
極上の寿司・刺身

成田の命泉 大和の湯

全国トップ20
ランクイン!


