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「不登校生を癒やす馬遼 J

篠崎

fなみあし学園 j 創設

文科省が発表ーした平成 21年度の“年間 30日以上

欠席した不登校の小中校生"が， 12万 7千人し、る。

厚労省発表のニ十代，三卜代の引き込もり者数が 17

万人。これらの数字は表に出たものだけで，実数は

約 2{音とも言われている。この他にもニートと l呼ば

れる無就学・無就業者がかなりの数がいて，政時や

県も数年前から対策に取り組んでいる。不登校生に

対しでも各市町村宇に小・中各々「相談学級j があり

専任の教員を配置して柔軟に対応している。

当闘は昭和 55fj:三P ここ t三川町鬼怒川河川敷地

で開催された栃木国体馬術競技会場から徒歩卜分

の所に開臨した。若者を日本の後継者と見た場合，

余りにも自己中心で意気地が無いのが多い。このま

までは日本の将来が心配だという危機感を持った

ことをきっかけに，ノト生の高校教員の経験を活かし

つつ， u乗馬を通して近所の子供を一人でも多く真

面目に育てたし寸との一心で，自宅に厩舎と馬場を

造りささやかな乗潟教家を始めた。

当初、乗用潟は同:校宇都宮大やの退後鳥 2頭だ、っ

た。全l日ヨ本学生F諦京寄飛越{箆;芸皇

馬パンジヨウJ号号o 2頭とも老齢ながら元気で，子供

達が安心して乗馬できるため地元の大会等で短勝

して自信ーを説ミめることができた。

そして開園から 3年後ぐらいの 9月のある日 ，IJ、

生の高校時代の同級生が中二の姪を連れて来た。新

学期から '13日しか登校せず，自宅に引き込もり夜

中起きていて昼間は寝ているという生活に，家中が

心配していると言う。

「馬に乗ってみたらj と言ったら，すっかり潟の

なり上手 だねj と皆に言われますます自

を持ち，大会等でリボン(1討を取れるまでになった。

半年が経ち 3月になると，ね月からこれまで、通っ

ていた学校には行きたくなしぜと言う。結局小宅

に住民票を移し，近くの中学校へ三年生として転入

した。小宅で

決死亡みあし学関 (Koji Shino四 ki)

1~ì筒 l}f]のお[!w

打壊さろj と言わなかったが，自分で、起きて笠校し

ていた。音15活はやらずに帰宅して馬に乗り，小宅の

米国人の安や子供ど回議して過ごすうちにすっかり

別人のようになったO そのキッカケは小生が将来

乗馬インストラクターになったら?そのためには

じゃないとな。 Jの一言であった。風邪でト日

ぐらい休んだだけで中三を終了，高校に進学できた。

そうした粁余曲折を総て，何と或る乗潟クラブの

術I r，~i 汗!と結婚し現在問先の母となっている。長男は

もう大学生である。

彼女のことがキッカケで，その後も不主主校生

かるようになり，厩舎の上に寮を建て現在まで約 27

年期「なみあし学|認j が続いている。

f 'Is'歩(なみあし)jとは馬がゆっくり歩く潟術用

語。小中学生の昨今は「販歩(かけあし)jモードの

ため，そのスピードについて行けないとすぐに溶ち

こぼれたり不宣校生になったりする。そんな彼らを，

じっくりと常歩で馬に乗ったり生li5させたりする

ための自律寮が「なみあし学園j である。

不登校とは

学校に行きたくても f行けなしリのを「不主主校j

と言う。現夜中学生では 30人lこ1人，ークラスに i

人ぐらいが不登校生。政接的な原因としては教師に

ひどく されたとか，学力的に皆について行けな

0369-5247/11/Y500/1 治文/JCOPY
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駐車場

警墨る議長、

抗主主写真で見る当鴎の配霞

卒、外篤場

県道

いとか，友人にいじめられたとか，身体的に太って

いるとか背が低いとかで、友人にパカにされたとか，

風邪で 2，3 B休んだとかで，そうしたことが気に

なってしまい考えすぎて朝起きられない。これが

拐期兆候である。ここで親兄弟、友人が気づかずに

放っておくと，さらに数日欠席が続いてますますひど

くなる。休み始めの頃は仮病だったのが，本当に

腹痛になったり発熱したりするようになる。この

あたりからようやく異変に気づき，今度は親が

パニックになる。すると子どもは余計に気になって，

I1畏れない起きられないの悪循環が続き、やがて肉体

的にも精神的にも金縛り状態となる。

不登校生はほとんど鬼怒川の鮎のようにせん絢!

な子が多く，些細でも不用意な言動ですぐに傷つく O

神経が鋭敏になり被害妄想や対人恐怖症になり

易く，周りや近所の人の自が気になり家から出られ

なくなる。不主主校生が鬼怒川の鮎とすれば，反対に

何を言われも平気な婆領の良い子はドブ池の鯉と

いうか，生命力に溢れ，現代の汚れた社会でもたく

ましく適応してし、く。中でも親や先生の言うことを

「ハイj と聞く子が良い子とされているが，実は主

体性がなく抵抗力のない f意気地無しjである子も

案外多い。優等生の息切れタイプが不登校生になる

のはそのためで5ある。

不登校になり引きこもりになると，精神が疲弊して

寝付きが悪くなる。しかも外に出なし、から体は疲れ

ていなし、。結果，夜遅くまで、起きていることになる。

ところがテレげは 24時間やっているし，コンビ

ニも夜中ずっと開いているので夜更かししてい

ても退詔や不使さがなく，それが夜型になって

いくのに説家をかけていき，ついに完全な不登

校となる。不登校も若葉マークのうちは罪悪J惑

があるが，だんだんぬるま湯状態になって慣れ

てくると罪悪感も薄れてくる。

引きこもりが長くなるとイライラし出し，す

ぐに切れたりどなったり家人に暴力を援ったり

する。特に~5Jい母親に対して暴力がエスカレー

トし，I!Jり果てて大学続院とか心療内科の医師

に相談することもある。一般的には安定都を服

用するが，薬は毒物で異物が体内に入る訳だか

ら，並行して作業や運動をして体力をつけない

と， けてしまうことになる。

なぜ不景校!こ

十代になってから発症する不登校症のその根椋

(ルーツ)を辿ってみたい。戦前，戦中，戦後まも

なく日本が貧しく紫楽な生活さとしていた頃は，不登

校などは皆無で、あった。符本が良く学び良く働き

秀な技箭でバイク，時計，カメラ，テレビ，ビデオ，

自動車などを生産し世界市場に打って出る基盤を

作った時期であった。経済も上昇の一途であり，皆

が一丸となって頑張っていた。

しかし賠題はこの後，つまり過去 30年ぐらいの

陪，世界第二の経済力を持ち国民生活にもゆとりが

きかなし

反抗する

生活が豊かになった

ように「放縦病j

、ブレーキとハンドノレの

とるようになったO 積梅的に

段立ってきた。暴走族，

もある。

不登校はこの反対で治権問反抗でき見笑逃避である。

サッカー選手やテレビタレントの真似をして茶髪

にし，ツ

はいたり

が東京と

で下げて

つまるとこ

(毅)の責務



たとえば父性の欠如10 残業や付合いの飲み会で

帰宅は深夜子供が寝てから，たまの日曜 ~I もゴ、ルフ，

に居ても粗大ゴミのように疲れてテレビの前で

ゴロゴロしていたのでは，子供にとって父親がし、な

いのと

同様に肝心の母親もパートで、こと!こ|も仕之江キャリア

主婦だと産体が終るや保育園とか組父母に預け，本来

自分でやるべき二子育てが他力本願で、人まかせになっ

ていたりする。子育ては実の親が責慌の第一入者と

なることがもっとも重要である。

アメリカに比べて日本は親や兄弟と家で過ごす

時!日]が少ない。せ一めて小学校に入るまでは手元にお

いて，いっぱい子供といっしょに退ーんだり本を読ん

だり歌ったりスキンシップで抱きしめたり，愛情を

たっぷり与えるべきだ。日本のように 3歳， 4歳の

子fJbをl人で、パスや電11工で、通院|させるようなことは

ない。アメリカで、は幼稚悶は小学校の;1芸術のため 4

年間だけ，しかも半日だけ行く。ほとんどの家庭の

母親は子供が家に居るときはー絡に居る。そして時

にはキビシく艇をし，鉄は熱いうちに打つことも殺

の役自である。すぐに保育|丞!とか 3才ーから幼稚院と

か集団生活に未完成のまま出すのではなく，少なく

とも生産工場で、ある家庭でちゃんとした製Ifhにす

る責任がある。

中学生までは徹底的に厳しくするが，高校入学か

ら親離れし，小遣いが欲しければ近所の芝刈りとか

子守りをさせる。金持ちの家でもバイトで貯めた金

でボンコツの車を買う。すぐこわれるので修1迎とか

勉強になるし自分の小使いで民うので大切にする。

今の日本では「泣く子には勝てぬj と甘やかし，

駄々をこねれば借金をしてでも買い与えてしまう

親がいる。そんなふうに財布のヒモが緩めで，簡単
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に小遣いがもらえてしまうと，子供は自制心という

ブレーキが 11-くなってわがままになる。

ブレーキついでに加な例を出そう。自動司王教習所C

予れも超日本的で立派なビジネスになっている。

小生の長男と次男は日本の中学卒業後，すぐアメリカ

の高校に入った。 高校の授業でガソリン代 100ドソレ

(約 l万円)分の練習をし，試験場で学科と実地試

験を受けた。試験代は無料で合格すると 15 ドル

(1，500円)で免許証をくれる。だから自動車の教

習所なんて間売にならない。ところが日本にいた長女

が近くの自動車教習所で免許を取った時は 30万円

近くかかった。尚三三になると皆が同じように教習所

に通って運転免許を取るから，日ff~ も r:~IJ し、と思わない。

当たり前だと患っている。アメリカに比べるとそれ

こそ手取り足取り懇切丁寧に運転技術を教え，それ

以外にも駅までの送泊やパソコンによる学科試験

の絞首，教習司王もいつもどカピカにかれているな

どサービスは至れり尽くせりだ。見方を変えれば，

これも iナやかしの一端といえる。

学校を出て就職すると，大体殺は子供にねだられ

て何百万円もする新車を買ってやる。親がだめだと

言うと，次は実家のおじいちゃんやおばあちゃんに

ねだる。大抵はそれで取が手に入ってしまう。ノト生

は 30 年間定m~'¥I]lj iz:i i交の教員をしていたが，バイト

の<i売を全行1¥:rt:に注ぎ込んでいる生徒が大分いた，し

かも教訓の夜、より長!?おし、11てばかりであっ

!とl本はオギャーと生れてから仕事を始める会人

liちになるまで何と金のかかることか。幼稚IliIlから

教習所まで，何でもかんでも府売だから，まるで子供

に金を与えるのがの仕事みたいである。

秋111から来た Sちゃんはチョコブラウン号が大好き!
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得議議論3書務懇鎗議議霧議懇懇談

なみあし学関付脱線設として米国ミネソタiこ篠附が所有していたイーストウインドブアーム
策E主主〉数札、滞在した

つまりは親や学校や地域社会の教育カのなさが

今日の子供の諮問題を生んだと寄っても過ぎでは

ない。カミナリ続父，先生の体罰，近所の恐いおじ

さんが皆無で，親と先生が潟}昆呼ばわりされ尊敬さ

れない国になってしまった。昔は聖職と呼ばれ，女

中も震えた先生も，今は PTAや教育委員会に怯え

るただのサラリーマン。金八先生みたいに話の分か

る友達並になってしまった。先生が生徒に畏敬され

ない場合「教育j は存立しない。日本では最近恐い

親父も尊敬する先生も仏もt'11もいない。これでは子供

は好き勝手になってしまう。

やる気とか様性とかはハングリーでなければ

生れて来ない。 背はハングリーだったから，いじめ

られればいじめられるほど強くなった。今は何一つ

不自由はなく，平和で、瀧たされているので危機管理

能力がなくすぐ負けてしまう O

が現実逃避だ。

しい対処方法

世の中は皮肉で，貧しくハングリーだと一生懸命

努力しガマンするから子供述の問題行動は表われ

ない。ところが景気が良くなり生活にゆとりが出る

やアングリーでわがままになる。

その臼暮しの貧困諮とか質素倹約を旨とし家庭

の手料理で、家銭揃って夕食をしているような家l廷

に発生しにくいのは，そのような理由からだろう。

もう一つの理由

不登校の理由としてあまり組上に上がらないが，

家庭料理にも原因がある。一つは過糖。小生が子供

の頃は甘い物は小遣いで、やっと買えたキャラメル

やアイスキャンディーぐらいであった。ところが今

は『美味し、』は『甘い』で，菓子，チョコレート，

アイスクリーム，弁当，ファーストフードと手に取

るもの全てにわんさと砂糖が入っている。たとえば

2リットルのベットボトルのドリンクには，角砂糖

が 15俗lも入っているのを知っているだろうか。

砂糖はカルシウムを食ってしまう。もう少し正確

に言うと砂糖を代謝する|祭にカルシウムとどタミ

ン BIを消費してどルビン般を産生するということ

だ。まして火山沃土壌のお本では，石灰岩質の欧米

と違い動物は骨量が少なくカルシウム不足である。

しかも糖質の取り過ぎで体震が噌え，駿性体質にな

ると疲れ易くイライラの原因となる。現代人の過415
は喜怒哀楽を加速し切れ易くする。

小生の実は米関で、以前から糖容がl斗ばれていた

ので，資い食いをさせなかった。自分の子供には，

/¥チミツなど自然出来の食品を使った手料理を食

べさせてし

なく，

米国では全食品に成分の種類だけで

も表示してある。

なお糖は脳の活動をはじめ，体の活動にとって

必要なものだから摂取しなければならない。ここで

は摂り過ぎ(j品糠)はけるべきということで，決し

て砂糖ゼロという極論を推奨している訳ではない。

次に肉食化。もともと日本人は魚介類が主で，肉

は主!三に何毘も iコにすることはなかった。ほとんど菜

食主義でガマン強く温!績で細身，余り日巴満は見られ

なかった。ところがこの二十数年，日本の経済成長

と洋食fとのあおりで肉の摂取翠;が急激に増大し

草食動物の牛が肉骨粉を食し狂牛病になったよう

に，ネだ、った日本の過去の子供は，皆ライオンの

ようにどう猛になったのである。
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ウマ大好き

実際に家庭内暴力をしていた子に 1ヶ月間野菜だ

け食べさせたら大人しくなったというデータも

ある。肉料理が中心の欧米では，その長い歴史の仁1"

で多量の野菜やサラダや果物を食べることで体が

ならないように仁IJ和することを知っている。

当闘では小生が3食鵡理し和食中心。砂糖，塩分，

肉類を少なくし， {.本を酸性からアルカリ性に改良し

ライオンから羊に戻している。

最後に人工乳。生れて数時間後には歩き出す牛の

ミルクを， 3ヶ月間寝たきりの人聞の赤ん坊にガソ

リンスタンドの給油みたいにゴクゴク飲ませれば

カロリ一過多になるのは当たり前。幼児期!に味覚は

作られるので，将来味の践し、物をi鳴好し肥満，糖尿

高血圧症に移行し易い。肉親の胸に抱かれ愛情

とスキンシッブ一杯でほ乳を飲むことで，初めて健

育つし，安心して精神も安定する。

不登校の原~は思春期に受けたショックが引き

金になるだけでなく，幼少時からのスキンシッブや

食事など，さまざまな要悶が遠縁となっていること

を忘れてはいけない。心と体のバランスが

あって，片方だけ直しても真の治癒にはならない。

乗馬の効用

普通の馬の体高は1.6mぐらい，プラス騎手の座

高で目線が 2mを超え偉くなったような錯覚になる。

不登校でいつも下を向いてコソコソ現実逃避で生

乾}主やり作業

きている子供にとっては革命的な短越感である。ど

ちらかと言うと炭耕民族の日本人は作物が気に

なっていつも下を向いているので，生き物を追う狩

猟民族になったような気分になる。

500キロもある巨体を意のままに野外を疾駆したり，

障害物を飛越できたりするようになれば，快感と共

に自信が出てくる。背中もピッとまっすぐになり自

信がつくと共に|ヨ線も下向きから上向きになる。

入院は大体乗り物は好きで特に生き物である馬

は究極の擁隣l味。 H寺速 90kmも出るし路島J惑は他に

類を見ない。不主主校で入寮や通設:の二子供も最初は恐

怖心から乗れない。皆が楽しそうに乗っているのを

横目で凡ていれば必ず乗ってみたいという願望が

否が応でも大きくなる。「乗れJと言われれば「否J

と言うのが人間の常。当閣では逆心理法を使い，直

接話法は避け，絶対に命令はしない。自分で決める

事が肝要。追えば逃げ，逃げれば追し、かけたくなる

のが人の心理。

馬は続手の心を見抜き，子供や女性が乗れば危苦手

を加えないのでf豆しくしてく jもるし，カで征服しよ

うとすれば反抗し抵抗する。
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も必ず自分の好きな潟が出来て仲良くなる。

馬の発するオーラが痛んだ心を癒す。厩舎の上に寮

があるので斡腹がへって馬遼がノtタパタすれば寝

坊もできない。報絶対に「起きろjとは含わないが，

大体起きられる。

不 登校症を解決するには

馬は生れて一年間母親と一緒に過ごす。 母親が

神経質でキョロ(キョロ)なら小茂腕になるし，

逆1ニオットリしていれば潟)1演になる。ゼロックス

コピーのようで殺に酷似。「親にff)、ないのは鬼っ子J

ともぎい，白紙状態で生れる赤ん坊は親の模倣で、

絵柄ができる。育った家庭や環境や友人や先生から，

した通り性格が形成される。

母:源説とも 子供の問題行動の原因は大半

母親にあるとの説です。我が子が不主主校になると

まず母殺がパニックになり，あの手この手でご機織

をとったり脅したりするが逆効果。相談もできず，

一人で錨み，円形脱毛症になったり，ノイローゼ、に

なる。母親は一家の太陽。沈んでしまっては家中が

っ暗になり悪循環となって当事者の子供だけで

なく，その兄妹まで路頭に迷うことになるのです。

ここで普段忙しい事を理由に去:に家事や育児を

押しつけている父親の存在が重要性を持ってくる。

平和な持の父親は，仕事人潤で f母子家庭Jだの f父

性の欠如j と篤られようとも，いざ家庭の一大事，

危機存亡となったら立ち上がらなければならない。

1941年紛木Yi"i，!J三亥れ。 1964年宇都宮二五二学卒業。

高校の英語教部の傍ら， 15 
を務める。 1981年自宅;こ粂賂数怒と三111*-スパーク

を創立し，今おにヨきる。 1996 手英国にて ß~nどされたジャ

パン・ブエスティパル(流銭潟三返済等)では，エリザベス

女王に通訳として接見した合

、同

} 

ても最重姿です。やはり大黒柱が無い

と家が壊れてしまうのと同じで，

は不可欠。火花を数ら

かつて行く
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