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子どものための日本文化教室 菅井洋子

母校を誇りに思うとき

河内

報

「子どものための日本文化教室」は「あらゆる感覚の成長期である子どもたちに本物を
味わってもらいたい」との願いのもと伝統芸術振興会創設者南部峯希が始めた活動であ
り、第14期生（平成30年度）の教室が４月から始まりました。
土曜日の午後、幼児・児童が和室に集まり「能楽（謡、笛、小鼓、大鼓、太鼓、狂言、鑑
賞）
」を中心に、多様な伝統芸術（茶道、文様、長唄・三味線等）の世界へ、一流の師に導
かれながら参加します。１回限りの特別な出来事ではなく年間を通して繰り返し参加する
ため、日本の伝統芸術や文化、豊かな行事や四季、風土等を知るのみならず、社会で生き
ていくための力である他者への思いやりや礼儀作法（心のコミュニケーション）をも自然に
培う場となっています。大人でも難しいという印象があり、日常生活ではなかなか触れる
ことができない伝統文化の世界ですが、直接師や楽器、道具と関わることにより、子ども
たちが変わっていきます。例えば、様々な形で本物の世界に触れ続け文化・歴史的な意味
を知ると、子どもなりに日常生活とのつながりを楽しみながら発見し、興味を持ちそれを
他の場へ生かしていこうとする姿や、周りの人（親、友だち等）へ伝えていく姿も見られ
るようになります。
これからを生きる子どもたちが、豊かな経験を積み重ね、少しずつ自分のものとして吸
収し、好奇心を育み、新たな時代を生きていくための本当の力をつけながら、多様な人や
物と関わり発達していくことを願っています。

和子

五十数年前、卒業を控えた英文学科の私たち数人は学長室に呼
ばれ、上代タノ先生からお言葉をいただいた。
「今の時代、あな
たたちが社会で活躍するのはまだ難しいかもしれない。まずは、
水もしたたる主婦を目指しなさい」
。
結婚して母となり、忙しい日を過ごしながら、水もしたたる…
という言葉がいつも頭の隅にあった。極めて美しいという意味、
主婦業を究めるだけでなく、自分を輝かせる何かを持つことでは
ないか。その何かは、夫の駐在先アメリカ中西部で見つかった。
婦人クラブの活動である。寄付を募る仕事を組織化して、社会に
役立つ何かをする…ボランティアであるから、自由時間を提供す
ることで束縛されず、羽ばたける実感があった。
帰国し、婦人クラブの仕事を懐かしく感じていた、そんな時、
海外生活の長かった同級生に誘われて、参加したのが、CWAJ
（College Women s Association of Japan）である。
1949年、米国留学を志す日本人学生への渡航費援助を目的に数
（平成12年児童学科卒・新50回 平成14年大学院家政学研究科児童学専攻修了・平成21年大学院
人の日米女性が始めた活動、それが今や、約30カ国の女性500人
博士課程後期人間生活学研究科人間発達学専攻修了 （一財）伝統芸術振興会幼児教育担当講師）
の会員を有する一般社団法人となり、国内外の大学院女子学生、
視覚障害男女学生、若手版画家、福島支援プロジェクトとしての
講座情報
福島医科大学の女子学生に奨学金を支給するプログラムを持つ
「夏休み親と子の能楽教室」
（８月） 夏のひとときを親子で能や狂言の世界に触れ、能楽堂で
までになった。奨学金の資金は、CWAJ現代版画展の純益と法人及
の鑑賞を楽しむところから始めてみませんか。
び個人からの寄付などによって賄われるが、版画展は毎年開催さ
「子どものための日本文化教室」
（４月開講） 次回は第15期生を募集いたします。
れ、国内外で高い評価を得、版画界への登竜門と言われている。
＊いずれも詳細は、伝統芸術振興会のホームページ（http://iptpa.jp/）をご覧ください。
団体内の公用語が英語であるので、活動に参加するには英語力
も必要となる。あの「水もしたたる主婦」という表現が納得でき
るような女性たちの存在に圧倒されながら、版画展の企画委員や奨学生の選考
Ｈ.Ｔ. 通信９回
委員などを務めた。
を語る
同窓生も徐々に増え、しかも優秀な人たちが目立つようになった。そしてつ
昭和36年 食物学科卒
いに、2018年の会長に大島令子さん（新19英）が選ばれたのである。就任にあ
第24回
たっての挨拶は、個性的で主張のはっきりした、説得力あるリズムの美しい英
語で、「信念徹底」し、
「自発創生」を実らせ、
「共同奉仕」を呼びかける心が
あらわれていて、誇らしく感じた。
思い返せば、女子大が自分探しの時でした。私は、戦後、物の乏しい子ど
日々の生活の質を少しでも高めようとする主婦の努力は、何ごとかを成し遂
も時代を過ごしましたが、料理上手な母の元で、いつも幸せな食卓を囲む家
げようとする全ての道に通ずるのだという、あの時の上代先生のお言葉の真意
庭で育ちました。そんな中、通信教育課程で学ぶことになり、迷わず食物学
をつくづく噛みしめるこの頃である。
科を選んだのでした。スクーリングで、実習や実験を重ねるうち、将来は食

私

（昭和35年英文学科卒・新10回）
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品分析のような仕事をしたいと思うようになりました。一方、自分の性格も
見えてきて緻密な仕事には向いていないことも分かってきました。
その頃、小学校の図書館でアルバイトをしながら勉強を続けていました
が、この図書館で小学生と競うように子どもの本を読む機会を与えられまし
た。そして、子どもに本を手渡していくことの楽しさ、大切さに気付いて、
図書館員を目指すことになりました。
卒業後、司書資格を取り、公務員として公共図書館で司書として仕事をす
ることになったのです。昭和40年のことでした。石井桃子氏が『子どもの図
書館』
（岩波新書）を出版された年でもありました。その記念講演が有楽町
の朝日新聞社の講堂でありましたが、講演の前に、松岡享子氏（現東京子ど
も図書館名誉理事長）が「ユルマと海の神」というお話を語ってくださいま
した。私は、この語りに感動し、その時から「お話」の虜になり、子どもに
本を手渡す一つの方法としてお話をするようになりました。
後日、東京子ども図書館「お話の講習会」８期生を修了し、語り手として
今に至っています。少し回り道をしましたが、自分探しの原点となった女子
大での学びに感謝しています。
〜進学相談会のお知らせ〜
日本女子大学の進学相談会です。高校生
のお知り合いの方にぜひご案内ください。
【オープンキャンパス】
6/17(日)10:00 〜 15:00 目白キャンパス
7/22(日)10:00 〜 15:00 西生田キャンパス
8/ 5(日) 9:30 〜 16:00 目白キャンパス
【全国各地進学相談会】

桜楓学園

教養講座

俳画 『万葉集』及び短歌実作（通信含）
茶道（表千家・裏千家）
書道・ペン習字（通信含）
ピアノ ヴァイオリン
リトミック＆ダンス
準会員特典 入学金免除・受講料20％割引
講座体験受付中 詳細はこちらから
子ども講座も開講
英会話・美術造形・囲碁・書道・そろばん・ピアノ・ヴァイオリン・バレエ
問合せ

TEL 03-3943-0052 ofugakuen@atlas.jwu.ac.jp

6/17(日)新宿：ベルサール新宿セントラルパーク
（理工系・グローバル系）
池袋：サンシャインシティ
6/24(日)池袋：サンシャインシティ ワールド
インポートマートビル（食物系）
名古屋：吹上ホール
7/ 2(月)高崎：ビエント高崎
いわき：いわき産業創造館ラトブ
7/ 3(火)郡山：郡山商工会議所会館
7/ 4(水)福島：ネクストホール
7/ 8(日)池袋：サンシャインシティ ワールド
インポートマートビル
池袋：サンシャインシティ文化会館
（留学生対象）
広島：NTTクレドホール
7/ 9(月)宇都宮：東武ホテルグランデ
7/11(水)新潟：新潟市産業振興センター
7/14(土)東京：東京ビッグサイト
7/15(日)つくば：つくば国際会議場
（理工系・グローバル系）
7/16(月・祝)名古屋：名古屋国際会議場
7/17(火)横浜：パシフィコ横浜

問合せ…入学課

℡03-5981-3786

