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子どもたちが主体的に学ぶデモクラティックスクール

新田サドベリースクールニュースレター
こんにちは。朝夕めっきり冷え込むようになりました。新田サドベリースクールでも、毎
日薪ストーブの火が揺れています。さて、最近のスクールの様子をご紹介します。

◆◇◆

大阪ユニバーサルスタジオ・ジャパンに行ってきました！

◆◇◆

自分たちだけで企画した日帰り旅行にチャレンジした子どもたちが、旅行の様子を作文にまとめました。本人の許可を得た上で、
ご紹介します。（裏面の、スタッフさとちゃんの USJ 報告もぜひお読みください！）
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USJ 日帰り旅行 同行レポート

新田サドベリースクールスタッフ

佐藤陽子

先日、「修学旅行」と銘打って子どもたちが企画した USJ への日帰り旅行に同行した。同行、というよりむしろ連れて行っても
らったのだ。大人だから引率者だろう、などという雰囲気は、サドベリースクール育ちの子どもたちからは一切感じられず、だい
ぶ年の離れた友人として、心地よく一日を一緒に過ごさせてもらった。当日、集合時間の午前 6 時に高速バス乗り場に一番遅れて
着いたのは、私だった。その出来事が象徴しているように、終日一貫して子どもたちは時間を常に気にしながら行動し、何かに乗
り遅れるとかいったトラブルは一切なかった。わからないことがあればすぐに近くの人に聞いたり、看板などからヒントを得て解
決したり、本当に私なんかがいなくたって、彼らは十分自分たちで USJ まで行って帰ってこられただろうと思う。そんなことは大
方想像できていたので驚かなかったが、彼らとじっくり一日過ごすことで、あらためて気づかされた大きなことがひとつあった。
当日、彼らは USJ だろうが新田だろうがまったく変わらない態度で、個性全開で過ごしていた。
常に自分が最優先の A。やりたいことには徹底的に集中して周りを巻き込んで取り組むが、気の向かないことは絶対にしない。
USJ でも、持ってきたお菓子を周りに分けるでもなくほぼ独り占め、自分の行きたい場所にはみんなを引っ張って行くくせに、ど
んなに誘われても自分が行きたくない場所には頑としていかない。
「もうちょっと、周りに優しくしたら？」という言葉を、私はい
つも飲み込んでいる。
天真爛漫、人生には楽しいことがいっぱいだといつも感じているかのような B。何かに怒ったり徹底して反発したりということ
はあまりなく、新田でもわりとにこやかに過ごしていることが多い。USJ でも、最初から最後まで「あ～、楽しいなぁ！次はどれ
乗る？あれにしようや！あ～、帰りたくないなぁ！」と、素直に自分の気持ちを周囲に伝えていたが、他のメンバーは彼の思いを
知ってか知らずか自分の希望に沿わないリクエストは頑として受け付けなかったので、B がしぶしぶ引き下がる場面も少なからず
あった。「受け入れがたいことがあったら、しっかり伝えてみたら？」という言葉を、私はいつも飲み込んでいる。
友達が大事、彼らが困っていたらいつも助けてあげたい心優しい C。マイペースで他人に左右されずに自分ひとりで行動するこ
とも気にならない一方、身なりや外見にあまりこだわらないため衣類やお顔が汚れていることも多い。USJ でもひとりで「俺、待
ってる。」とアトラクションに乗らずに人間観察をしながら過ごしていたり、汚れを気にすることなく楽しそうに過ごしていた。
「き
れいにしたら、もっといい男になるよ。」という言葉を、私はいつも飲み込んでいる。
しかしその日、早朝から夜までびっしり彼らと一緒にくっついて過ごしてみて、気が付いた。言葉を飲み込んでいるのは、私だ
けではなかったのだ。A の悪いところ、B の苦手なところ、C に直してほしいところ…子どもたちはみんな、私が感じているのと
同じように感じている。そして、私と同じように言わずに飲み込んでいる。
「もっと優しくしろよ。
」
「嫌だったら言えばいいのに。」
「少しきれいにしたら。」といった言葉の数々を。なぜなら、そのマイナスを補って余りあるほどの、その子のいい面をたくさん知
っているから。そして口に出さずとも、「あいつのここにはかなわない。」とお互いに思っている一面があるから。大人だって、そ
うではないだろうか。ちょっと苦手なあの人のあんな所に目をつむって、直接指摘するよりは全体としての調和を保つことのでき
る関わり方を試しつつ過ごす。子どもたち同士でも、全体としての毎日が楽しいものとなることを優先して、その時々での自分の
態度や発言を決めているのだ。常々子どもたちと接していると、ついついこの子のあんなところ、あの子のこんなところが…とい
うように個人に目を向けてしまう。しかし USJ での濃い一日を通して、子どもたち同士がどのように、どんな社会をお互いに形成
しているかを見守っていくことも重要なのではないか？と思い直した。サドベリースクールでは、年齢も興味も様々に異なる子ど
もたちが、日々一緒に過ごす。その中で起きるいざこざやできごとを、大人から一方的に修正されたり指示されたり強制されたり
することのない環境の中で、ひとつひとつ自分たちの力で解決していく。そしてそこで起こる喜びや楽しみを共有しながら、より
幸せな場所になるように協力しながら作り上げていく。これは、世間の縮図そのものではないだろうか。
USJ を去る直前、子どもたちが楽しみにしていたパレードが始まった。B と C はまだパレードが遠くに見えるうちからニコニコ
と大きく手拍子をはじめ、その隣に A が無表情に斜に構えて立っている。いよいよパレードが自分たちの目前に来て、ダンサーが
「一緒に踊ろう！」と呼び掛けた。私は後ろから 3 人の背中をどんと押して、紙吹雪が舞い散るパレードの熱狂の中にみんなで飛
び込んだ。華やかなパレードの真ん中で、B と C はもちろん、A も音楽に合わせて手を上げて踊り始めた。
「パレード、最高だったなぁ！」「待った甲斐があったよなぁ！」と口々に話しながら USJ を後にする彼らについて歩きながら
明日からスクールの子どもたちに対する見方を変えなくては…と、私を同行者に選んでくれた 3 人への感謝の気持ちでいっぱい
になった。

新田サドベリースクール

鳥取県八頭郡智頭町西谷 0858-71-0831

◆◇◆

新田サドベリースクール 説明会を開催します！

◆◇◆

サドベリースクールに関する基本的な説明に始まり、こんな時ってどうしているの？というディープなご質問にもお答えします。

開催日時：12 月 4 日（日）14:00～16：00
場所：新田サドベリースクール

※日曜日のため、在校生の活動の様子をご覧いただくことはできません。

参加費：一世帯 1,000 円

申込締め切り：2016 年 12 月 2 日（金）

申込：電話 0858-71-0831（新田サドベリースクール）またはメール info@shindensudbury.org にて
内容：☆サドベリースクール紹介 DVD 鑑賞
☆現役在校生保護者による経験談紹介

☆スタッフより新田サドベリースクールの理念、特徴、日常の流れの説明
☆質疑応答 （スタッフ、生徒保護者、在校生が皆さんのご質問にお答えします。）

お問い合わせとご要望の多かった送迎バスの運行を、12

◆ご利用料金
◆運行日
◆ご利用対象

月 1 日よりスタートします。

1 回利用 片道 500 円
往復 1,000 円
1 か月
片道 5,000 円 往復 10,000 円
新田サドベリースクール開校日に準ずる
①新田サドベリースクール在籍生
②新田サドベリースクールへの見学者
③新田サドベリースクールへの体験入学者

送迎とあわせてご要望の多かった延長預かりサービスを、12

月 1 日よりスタートします。

◆ご利用時間 月～金曜日 15：30 ～ 17：15
◆ご利用料金 1 回利用 500 円
1 か月
5,000 円
◆ご利用可能日
新田サドベリースクール開校日に準ずる
◆ご利用対象

①新田サドベリースクール在籍生
②新田サドベリースクールへの見学者
③新田サドベリースクールへの体験入学者

♪

詳細は、スクールまでお問い合わせください！

新田サドベリースクール

鳥取県八頭郡智頭町西谷 0858-71-0831
info@shindensudbury.org

