学生生徒修養会 高校の部 受講生・カウンセラー感想文
GAKUSHU for high school students
親神様︑教祖のことを学べました︒
︑ろ
︑づ
︑よ
︑八首︑仲間・
うこと︒親の思い︑よ

はじめ︑本当に多くの人の支えがあるとい

自分が今︑ここまで成長できたのは親を

う思っているのだろうということを話し合

年の子が天理教について悩んでいたり︑ど

学修を受講して︑ここでは自分と同じ学

●受講生感想文

そして︑班のみんなと生活していくなか

ーティングを通して話すことで天理教の教

ができたり仲良くなったり︑誰かのためを

班のみんなと天理教について考えること

来て良かったし勉強になりました︒

ったり︑一緒に学んでみて感じたことをミ

︑こ
︑り
︑を掃除するということ︑か
︑し
︑
自分のほ
︑の
︑・か
︑り
︑も
︑の
︑について学ぶことができま
も
えを一から学ぶことができたので︑本当に

で︑班のみんなと出会えたことは本当に奇
跡だし︑仲間がいることの大切さを知った
した︒
男子︶

︑︑︑︑
おさづけの大切さ︑教祖のご守護のあり

二(年生

一週間でした︒
みんなと離れるのはさみしいけど︑また
いつか会えることを信じています︒
男子︶

自分は生まれたときから天理教だったの
ここで学んだことは︑また戻っても︑こ

一(年生
思いやって行動することの素晴らしさに気

で︑初めて信仰した人たちが︑どこから天
こでなくてもできるはずだから︑みんなに

がたさがとてもよく分かりました︒
親神様︑教祖の心の広さや凄さを改めて

理教を知って︑信仰をするようになったの

づけて良かったです︒

知ることができました︒
︑つ
︑と
︑め
︑の手振りも一つ一つしっかりで
お
は続けていってほしいと思います︒
男子︶

かを知ることができて良かったです︒
三(年生

生などのお力で︑この学生と二人で涙しな

した︒

ある一人の学生を通して︑私の癖性分をま

がら和解し︑最終日を無事迎えることがで

女子︶

ざまざと見せられた︒この学生には︑初日

きたが︑皆で作り上げてきた学修を台無し

二(年生

もっと天理教のことを知りたいと思いま

きるようになりました︒
あとは︑友達や家族︑学校の先生︑教会

の人などたくさんの人に支えられて︑あた

りまえのように生きていることの喜びを感

一年生から三回とも参加してきて︑三回

から自分と似ているところが一番あるなと

にしてしまうところだった︒自分が良けれ

女子︶

とも全部毎日楽しくて元気に過ごすことが

感じていたが︑実際その通りで︑誰よりも

ばいいのではない︑周りに心を合わせよう︑

一(年生

できて︑教祖のお引き寄せとご守護に感謝

気にかかり︑誰よりも接する時間が多く︑

と言いながら︑最後に皆に大変な迷惑をか

じることができました︒

しないといけないなと思いました︒
︑︑︑
おぢばで出会う人は本当にみんないい人

終わってみれば︑私にとっての今年の学修

に思いを伝え︑少しでも心の向きが変わる

で困ったときは助け合って︑身上の人には

私は事あるごとに﹁心を合わせる﹂とい

ように接していたが︑肝心の自分のことを

はこの学生を中心に動いていたように思う︒ けたのはカウンセラーの私であった︒学生

うことを班の学生全員に伝え︑この学生に

振り返れていなかった︒学生に放った言葉

︑さ
︑づ
︑け
︑をして︑この一週間はかけ
真剣にお
がえのない時間だし良い経験になっている

は特に強く促していた︒すぐに変わること

女子︶

頑張っているつもりの自分に酔って︑自分

悩みを聞き︑アドバイスをしている内に︑

また他の学生が︑涙ながらに相談してくる

という姿は見受けられ︑そのことが嬉しく︑

きている︒今回︑神様からいただいたメッ

今も班の学生とも連絡を取り合うことがで

だいた︒ありがたいことに︑こんな私でも︑

の尊さや︑親神様の親心を感じさせていた

︑ぢ
︑ば
︑でのご用
今年の学修では︑改めてお

が全て自分に返ってきたように思う︒

︑さ
︑づ
︑け
︑の力やお
︑つ
︑と
︑
と思います︒身近でお
︑の大切さを感じて︑よりいっそう励んで
め

三(年生

はしっかりカウンセラーができていると高

三(年生男子担当︶

ありがとうございました︒

いきたい︒

さを周りに伝えられるような行動をとって

セージを常に心に置き︑どんなご用も勇ん

十四日の最後のプログラムを終えた後︑

慢になっていたように思う︒そして神様か

えさせられるものになった︒カウンセラー

私は一番気にかけていたこの学生に対して

でつとめ︑そして少しでもお道の素晴らし

のご用を頂戴したが︑毎年︑引き合わせて

つい感情的になってしまい︑家に帰るとま

ら大きなメッセージをいただいた︒

お道を通らせていただきたいなと思います︒ は無理だが︑それでも自分なりに変わろう

●カウンセラー感想文
今年の学生生徒修養会も︑私にとっては
自分と向き合い︑自分の日々の通り方を考

いただいた班の学生に︑自分の心が投影さ

れているように感じる︒特に今年は顕著で︑ で言わせてしまった︒最終的には︑寮長先
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学生生徒修養会 高校の部 一年生講師感想文

めに︑講師控え室にカウンセラーがやって

と︒登校してきた学生の引き継ぎをするた

生徒たちが学校で過ごす最終日の朝のこ

不安ばかりであったが︑期間を通して多く

これまで学修高校の部と全くの無縁で生

生徒たちはその節を通して︑昨日よりも︑

ご用をいただいた︒教務が重なり準備不足︒ ちも加わって続き︑無事解決へと向かった︒

きてきた私が︑今年もったいなくも講師の

より仲良く一つになってくれた︒教祖の親

は女子だけにとどまらず︑心優しい男子た

しい思いにも応えたいと思った︒話し合い

GAKUSHU for high school students

きた︒
の方と関わる中で︑得られた学びもまた多
心をあらためて感じた瞬間だった︒

いつものように挨拶するが︑女子カウン
かったように思う︒

徒の間でトラブルが起こってしまって⁝大

い詰めたような深刻な表情だ︒彼女は﹁生

員長が﹁生徒には教祖の御心で接してあげ

研修︒朝づとめ後に講話に立たれた松村委

私が初めて学修に触れたのは六月の事前

をした後は一人︑廊下に出て蚊帳の外だっ

ない﹂という生徒の訴えにより︑数点指示

ちなみに私は﹁大人がいると本音で話せ

セラーの様子がどこかおかしい︒なにか思

変申し訳ないんですが︑授業のお時間を少
てください﹂と話された︒その言葉の通り︑ たことを付言しておく︒生徒たちは任せる
ことで︑より成長してくれた︒その成長は︑

﹂と告げてきた︒
︑ぢ
︑ば
︑で教祖の懐に抱かれるよう
学修ではお
声をかけ︑裏方で準備し︑サポートしてく

し頂けませんか

な温かさ︑親が子を導くような︑優しく寛

ださった皆様方の真実のお陰に他ならない︒

どういうこと！？﹂という心

の叫びを必死に押さえ︑年下の女子カウン
容な心を持った諸先輩方の姿が印象的だっ

﹁えー！

セラーさんに大人の余裕を見せたい見栄っ

学修は素晴らしい﹁成長の場﹂だった︒

生を見送り︑和やかな雰囲気で交流会を終

のため︑なんとかしてあげたい﹂という優

だから︑女子カウンセラーの﹁生徒たち

た︒

動揺が伝わらないよう︑努めて笑顔で答え

た︒

ォーマンスが披露され︑終盤には日本の学
生たちもダンスに加わり全員で盛り上がり

八月二十一日︑台湾学生会と親里に学ぶ

え︑今回の交流会も大変有意義なものとな

ました︒最後には︑日本の学生が台湾の学

学生との交流会が天理大学杣之内第二体育

りました︒

十三名と日本の学生十六名が参加し︑﹃キ

かった雰囲気も︑協力して取り組む中で︑

はじめは互いの言葉が通じず︑ぎこちな

はじめにウォーミングアップを行い︑参

せ︑互いの親睦を深める充実した時間とな

も起こり︑競技を終えるころには心を通わ

自然と声をかけ合い︑随所に笑い声や歓声

加者の緊張をほぐした後︑学生担当委員会

りました︒

台湾と日本の四つの混合チームに分かれて

挨拶があり︑台湾学生会から日本の学生に

プレゼント交換︑それぞれの代表者からの

れぞれの代表者が順番に選手宣誓を行い︑

競技が繰り広げられました︒

交流会の最後に行われたセレモニーでは︑

春野委員の挨拶がありました︒そして︑そ

た︒

ンボールスポーツ﹄などで交流を深めまし

本年は交流会の年にあたり台湾学生会二

行っています︒

参加と︑天理教学生会との交流会を交互に

こどもおぢばがえり学生ひのきしん隊への

会は長年行われており︑昨年より隔年で︑

館にて行われました︒台湾学生会との交流

台湾学生会交流会
開催報告

向けて中国語で﹁希望の花﹂のダンスパフ

張りな私は︑﹁大丈夫ですよ﹂となるべく

?
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大学生の集い

Work & Talk開催報告
の中に喜べるところがなかったかを話
し合いました︒学生達は︑グループワ

●九州ブロック
八月十二日から十三日にかけて大分

同世代の仲間と互いに打ち解け合いま

ークなどを通して︑同じ道につながる

Work & Talk 2017 in大分﹂

教務支庁を会場に﹁九州ブロック大学
生の集い

●東北ブロック
八月二十九日から三十日にかけて東

Work & Talk 2017

八甲田家族旅行村を会場に 東
｢ 北ブロ
ック大学生の集い
in青森﹂が開催され︑五名の学生が
参加しました︒
まずは飯盒炊爨でカレーライス作り

また二日目には︑自身の喜びを行動

ていました︒夜に行われたキャンプフ

のご守護のありがたさを改めて実感し

たり前に使っていた電気やガスの有り

らのご飯作りを体験する中で︑普段当

を行い︑薪割りや火おこしなど︑一か

に移すということで広島城周辺で路傍

ァイヤーでは︑焚き火を囲みながら今

した︒

︑
講演︑リーフレット配り︑ごみ拾いひ
︑き
︑し
︑ん
︑を実施しました︒
の

回のテーマでもある﹁ご守護を身近に﹂

が開催され︑六名の学生が参加しまし

学生達は期間を通して︑素直に喜ぶ

について話し合い︑昼間の飯盒炊爨を

た︒

八月二十八日から二十九日にかけて

とを学びました︒そして︑今回のプロ

Work & Talk 2017 in 姿勢とその喜びを行動に移すというこ

広島教務支庁を会場に︑﹁中国ブロッ

グラムを通して感じたことを大切に︑

通して感じたことや親への感謝の言葉

ク大学生の集い

参加した学生は︑今回のテーマであ

難さ︑また火︑水︑風といった親神様

広島﹂が開催され︑二十一名の学生が

日々を通ることを誓い︑会場を後にし

を述べ︑日常生活に散らばる小さな喜

●中国ブロック

参加しました︒

ました︒

る﹁よろこび﹂に沿って︑日常で喜べ

今回は飯盒炊爨やファイヤートーク

た︑二人一組になり一人が目隠しをし︑ 二十二名の学生が参加しました︒

い︑コース内の交流を深めました︒ま

いました︒その後︑自己紹介などを行

九月二日から三日︑繁藤大教会を会

●四国ブロック

学びました︒

びに気づくきっかけとなりました︒最

初日は︑全体でウォーミングアップ

たこと︑喜べなかったことを発表し合

今後自分はどのように通っていくべき
をし︑開講式を行った後︑本部学生担

後は﹁明日へのメッセージ﹂と題して︑

﹂ を終
Work & Talk

当委員会 冨松基成委員より基調講話

いました︒また︑喜べなかった出来事

えた後も日々のご守護に感謝し通るこ

があり︑学生たちは真剣に耳を傾けて

など自然の多い東北ならではのプログ

もう一人が誘導するブラインドウォー

各班に分かれ︑グループワークや講話

なのかを考え︑﹁

とを決意しました︒

ラムが組み込まれており︑参加した学

クや︑学校生活や日常で不足に思って

を実施しました︒はじめは緊張してい

また二日目には種崎海水浴場のごみ

学生お互いがつながりを深めることに

み行事などを通して徐々に打ち解け︑

今回は﹁つながり﹂のテーマのもと︑

& Talk 2017 in高知﹂が開催され︑

Work

生は大自然の中でリラックスした気持

︑ん
︑の
︑う
︑でき
いることを︑どうしたらた

た参加者もレクリエーションやお楽し

九月二日から三日にかけて︑嶽東大
教会を会場に﹁東海ブロック大学の生

場に﹁四国ブロック大学生の集い

ちで期間を過ごすことができました︒

るかなど︑教理に触れるプログラムも

なりました︒

●東海ブロック

行いました︒
︑︑︑
二日目には︑コース毎に清掃ひのき
︑ん
︑に汗を流したり︑教理を勉強した
し

Work & Talk 2017 in静岡﹂

りしました︒昼食後には︑全体で各コ

の集い

が開催され︑六十二名の学生が参加し

︑の
︑き
︑し
︑ん
︑を実施しました︒
拾いひ
参加した学生たちは同年代との交流

ース内容の報告を行い︑二日間を通し
て学んだことや感想を発表しました︒

を深め︑今回のテーマである﹁つなが

ました︒

﹂を通して︑
Work & Talk

り﹂を確かなものとし︑大変充実した

今回は﹁心の基準〜素直に喜べる自

教理について考え︑学校生活や日常に

時間を過ごしました︒

今回の﹁

スに分かれてプログラムが進められま

戻っても教理を実践していく大切さを

分へ〜﹂のテーマのもと︑六つのコー

した︒
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立教180年

「育成に役立つ研修会」募集要項

日々は学生層育成の上にご丹精くださり誠にありがとうございます。
この度、下記の通り「育成に役立つ研修会」を開催いたします。本研修会
は、人材育成に役立つプログラムについて、現場のニーズに即して学べる内
容になっております。なお、本年は一泊二日にて開催いたします。各教区、
直属において学生層育成に関わる方はもちろんのこと、この機会に婦人会、
青年会、少年会に携わる皆様にも幅広くお声がけいただき、道の将来を担う
人材の育成・丹精の一助としてご活用ください。
記
◎

日

時

立教180年11月27日(月) 〜 28日(火)
集合：27日

9時00分

第7.8.9母屋

解散：28日

16時00分

第7.8.9母屋

◎

会

場

第7.8.9母屋

◎

定

員

150名

◎

受 講 費

◎

携 行 品

2,500円
・ハッピ、保険証、その他合宿で必要なもの
・女性の方はズボン着用でご集合ください。

◎

注意事項

・研修会の性質上、遅刻・早退を含め変則的な受講はご遠慮
ください。

９
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◎

コース内容
◆プログラム体験コース
ねらい：学生層育成行事で使用しているプログラムの有効性を体験する
とともに、その心得を学ぶ。
内 容：プログラムの体験、講義
こんな方におすすめ …
・新たに学生層育成に携わる方。
・学生とのコミュニケーションの取り方を学びたい方。
・学生が学修やまなびば、その他学生層育成行事でどんなことを体感
しているのか知りたい方。
◆プログラムサポートコース
ねらい：各種育成行事のプログラムに役立つウォーミングアップや様々
なエクササイズの習得。
内 容：ウォーミングアップ、エクササイズの体験及び解説、講義
こんな方におすすめ …
・直属アワーやその他の学生層育成行事、また各会の育成行事（あら
きとうりよう入門塾、こかん様に続く会など）のプログラムの一コ
マに活用できるウォーミングアップやエクササイズを学びたい方。
◆プログラミングコース
ねらい：各種育成行事の企画、立案、プログラム作成、運営について学
び、行事開催の意識を高める。
内 容：エクササイズ体験、プログラム構成の模擬実践及び解説、
講義
こんな方におすすめ …
・教区、直属において各種育成行事を企画、運営される方。
・プログラムの組立てについて学びたい方。

◎ 申し込み
・申込用紙に受講費を添え、学生担当委員会事務局までお申し込みください。
・11月17日（金）締め切り(定員になり次第締め切ります)。
・キャンセルの場合、必ずご連絡ください。11月25日以降のキャンセルにつ
いては受講費の返却はできませんのでご了承ください。

８

場所

担当者
熊本

10月7日14時30分〜8日15時

東肥大教会

長瀬
群馬

10月14日13時〜15日17時

教務支庁

番場
佐賀

10月14日14時〜15日14時

教務支庁

河野

日々は学生層育成の上にご丹精いただき、誠にありがとうございます。
さて、来る11月25日、学生担当者の総会ともいうべき「学生担当者大会」
を下記の通り開催いたします。本年は、表統領 中田善亮先生よりご講話を
いただきます。
教務ご多忙の折とは存じますが、教区・直属の主だった方、支部担当者の
参加はもちろんのこと、学生生徒修養会スタッフなど、広く学生層育成に携
わる方々にも何卒お声がけくださいますよう、ご案内申し上げます。

開催日時

連絡先
教区

記
☆実施計画書は２ヵ月前までにご提出ください。

(受付12:30〜)
日

時

11月25日(土)13:00開始
会

場

第二食堂
対

象

教区・直属担当委員長、委員、支部担当者、
学生層育成に携わる者
内

容

表統領 中田善亮先生ご講話
委員長挨拶
ビデオ上映
引き続き、11月例会

青

空

昨年までの三年間︑我が教会のＡ君は毎年︑
学修・高校の部に参加した︒発達障害の症状が
あるＡ君は︑受講にあたって親は非常に心配し
た︒私は講師の経験をふまえ﹁きっと大丈夫﹂
と勧めてはいたものの︑彼独特のこだわりや集
団行動が苦手といった不安材料については前も
って関係者に相談していた︒そんな中︑担当す
る寮長が高校時代からの友人であることがわか
り︑直接相談を持ちかけた︒﹁しっかり対応す
るから心配せず送り込んでくれ﹂との頼もしい
︑ぢ
︑ば
︑の理を頂いてもらえるよ
言葉︑さらに﹁お
うに精一杯やるから﹂との言葉にハッとした︒
どんな仲間やスタッフに巡り合うのか︑どんなこ
︑す
︑
とをするのか︑それも大事だが︑あくまでもた
︑の主は教祖︒だからこそあれほどの感動があり︑
け
高校生は変わる︑改めてそう確信し︑﹁何も心配
せずに学修に送りましょう︒でも送る方の理づく
りも忘れずに﹂そう親に話しながら自分に言い聞
かせた︒
二度目の夏を終え︑二学期が始まってまもなく︑
彼が通う特別支援学校の先生から﹁夏休み中に何
かあったのですか︒Ａ君の成長ぶりが職員の中で
話題になっている﹂とのうれしい問い合わせがあ
った︒
︑ぢ
︑ば
︑でお待ちくだ
後継者講習会が始まった︒お
さる教祖にお喜びいただけるよう︑旬を逃さぬ丹
精につとめたい︒
八木学生担当委員会前委員長 樋口敦徳

１０
１１

学生担当者大会のご案内
《１０月開催分》
「まなびば」開催会場一覧

立教１８０年９月２５日

学生担当者報
立教１８０年９月２５日

学生担当者報

※会場周辺は大変混雑いたしますので、車でのご来場はご遠慮ください。
引き続き例会がございますので、ご参加ください。

