
◆活動報告その23[２０１２年６月１７日] 

寺子屋活動第３期目に入る  
 東北地方が梅雨入りしたはずの６月17日、石巻は時折夏の日ざしがふり

そそぎ、まるで梅雨明けのような陽気である。第23回目のスクーリングは、第

２期の終了であるとともに第３期のスタートとなる節目である。というのも当活

動は第３期から私塾ネットの主催をはなれ、ＡＩＭ学習セミナーのボランティ

ア事業として継続することになったのである。私塾ネットには後援の形で

バックアップをお願いし、会員有志が参加できる震災復興支援活動として

位置付けていただくようお願いすることとした。 

 一方資金面の支援については、日本キリスト教協議会（ＮＣC)の震災対策

室（ＪＥＤＲＯ）に事業計画を提出していた。何度かのやりとりの結果、これま

での活動実績を高く評価いただき、６月１７日以降の活動を認定事業として

承認をいただくことになった。これですくなくとも、第３期の現地での活動資

金について見通しがたつことになり、胸をなでおろしている。 

 そんな記念すべき第２３回目の活動に参加したのは、谷村志厚、和枝そし

てＡＩＭの英語講師柳川啓子さんと、仙台からは村山薫さんの応援をお願

いした。薫さんはこれで４度目の参加である。ご主人はこのレポートでも

度々登場する村山達也東北大准教授。そしてまた彼女も首都圏の某私大

で講師を務められている。そして石巻では、漢字のスペシャリスト佐久間昭

一郎さんが加わり、心強い

陣営が整ったのである。 

 午前１０時、仙台駅前をレ

ンタカーに乗車した一行は

一路石巻へ向かった。個性

豊かな３名の女性が同乗し

ての運転である。女子会に

迷い込んだか弱き羊の運転

手は、おのずから言葉も運

転も慎重になる。この日も順

調に車を進め１時間後には

石巻市内に入る。柳川、村

山両女史が女川に行かれた

ことがないということなので、

女川まで足を延ばすこととし

た。 

 万石浦を過ぎ峠を越える

と、県内随一の良港として名

高い女川漁港が眼下に広

がってくる。が、それは震災

前の女川の姿である。かつて

は多くの漁船が出入りし観光

客であふれていた港町も、今

は何もない。高台に町営病

院が見える。多くの町民がこ

の病院の駐車場に逃れ危機

を脱したという。平地にこれと

いった建物が無くなった今、

この病院は女川の象徴的な

建造物となっている。意を決

してここに上ってみることとし

た。急坂を駆け上がり駐車場に車を乗り入れると、おやおや想像しなかった

光景が…。大型観光バスを含む多数の乗用車が列をなしている。かたわら

にはログハウス風の小洒落た売店まである。小さな道の駅の様相なのであ

る。そしてフェンス越しに見下ろす被災地の惨状と女川湾のみごとな景観。

そのコントラストはまさに天国と地獄である。天然の良港ゆえに、壊滅的な津

波災害を被った事実を、その地形から読み取れるのである。 

 

平成２４年度第１回漢検、１６名中１１名合格か！？ 
 この日のスクーリングの漢検講座は、先に実施した第１回漢検の自己採点

である。すでに内部採点をすませ概要はつかんではいるだが、そのあたり

の情報は伏せたまま皆さんに採点をお願いした。その結果、全受検者１６名

中合格が見込める方が１１名でその内訳は、２級７名、準２級２名、５級１名、

６級１名である。皆さんの平均点はおそらく１７０点（２００点満点）を超えるの

ではと予想される。過去２回に続いてまたしてもすばらしい成績が残せそう

である。ところで、漢検２級合格者は自動的に卒業ということになるのだが、

今回２級合格見込み者のうち３名が英検講座受講を希望されている。した

石巻 出前寺子屋  「検定合格講座」の仕組み 

活動期間：第Ⅰ期 2011年８月16日～2012年２月４日 

  第Ⅱ期 2012年２月19日～６月17日 

  第Ⅲ期 2012年6月16日～11月10日 

①スクーリング（漢検・英検学習） 

 2011年８月16日、９月４日、18日、１０月２日、16日、 

 １１月５日、20日、12月11日、2４日、2012年1月8日、 

 22日、2月４日、１９日、３月４日、18日、4月１日、15日、 

 29日、5月13日、27日、6月2日、９日、17日、７月１日、 

 22日、8月5日、26日（以上終了および会場確定済） 

②会場 仮設開成ささえあい拠点センター集会所 

③検定受検（第Ⅲ期）  

 平成24年度第２回英語2012年10月13日 

 平成24年度第２回漢字2012年11月10日 

④受講対象者 仮設住宅、借上げ住宅等に居住する被災市民 

⑤受講者特典 教材費・スクーリング受講費・検定料の全額が無料 

がって４名のみが第

２期をもって卒業さ

れる方となる。すで

に新規の受講希望

者が２名申込まれて

いるので、さして受

講生の減少がなく、

出前寺子屋の第３

期目もスタートが切

れそうである。 

 さて、第 ２ ３回ス

クーリングの出席者は漢検講座が登録者２５名中１４名、英検講座が登録者

１１名全員、それに新規の受講希望者２名を加え２７名であった。漢検講座

に欠席者がめだっているが、このうち５名は１つのファミリーで、欠席理由が

自宅新築のため引っ越しとのこと。仮設住まいからの脱出である。震災から

１４カ月を経て、石巻においても徐々にではあるが、復興のつち音が被災者

の身辺にまで聞こえるようになっている。今回第２期の終了にあたってアン

ケートをとらせていただいたのだが、被災者の方々の生活の状況と意識の

変化を見極めながら、支援活動の方向性を考えなければならない。アン

ケートの報告は裏面に掲載する。              （報告：谷村志厚） 

 

英検講座は全員出席、３級講座を新設 
 通い始めて一年が経過する石巻、本日６月17日午後１時30分、定刻に２

つの英検講座が始まる。５級と準2級である。中学1年生が参加する５級の

講座では、久しぶりに全員が揃った。本日の学習テーマは助動詞can。毎

回のことだが、全員が宿題をきちんと仕上げているので授業は順調に進

む。子ども達の目が輝き、指導する私

(谷村和枝)は楽しいことこの上なし、と

いう気分で授業が終わった。  
 一方、準２級の講座は、個別指導で
の２次試験対策が行われた。指導する

のは村山薫さん(大学講師)、受講する

のは高校３年生のHさんである。Hさん

は先週(6／9)実施の準2級１次試験

で、内部採点ながら75点満点中67点

という高得点を出していた。そこで2次

試験対策が開始されたのであるが、２

時50分からの後半講座では、彼女の

女川病院の駐車場の一隅に置かれた仮設の震

災慰霊碑。 

駐車場のフェンス越しに見下ろした被災した町

の中心街と女川湾。横転したビルが放置された

ままだ。 

真剣な表情で自己採点に取り組む漢検受検者の皆さん。 

高３のＨさんには村山先生の個人指導 



ご支援ありがとうございます 
当活動は支援参加者個人の負担と、ご援助をいただいた皆さんの浄財で

運営しております。第１期・２期の活動資金をご援助いただいたのは、私塾

ネットおよび会員有志（15塾、１私学）、同業者有志、知人・友人、東北ヘ

ルプ（日本キリスト教団被災支援ネットワーク）の方々です。これらの支援

金は、検定料、教材費の直接費用と県内移動交通費、通信費、スタッフ昼

食費の間接費用に活用させていただきました。、引き続き第３期からは、

あらたに日本キリスト教協議会・震災対策室（ＪＥDRO)の支援をいただくこ

とになりました。今後とも皆様のご理解とご支援をお願いいたします。 

２３年度第２・３回漢字検定合格者４０名の内訳 

 ２級‐５名、準２級‐１２名、３級‐１２名、４級‐４名、５級-３名、 

 ６級‐２名、７級‐２名  （小中学生15名、一般25名） 

２４年度第１回漢字検定受検者１６名の内訳 

 ２級‐10名、準２級‐３名、３級‐１名、５級-１名、６級‐１名  

第一目標である２級の勉強に取り掛かって

もいたのである。東北の人らしく寡黙ではあ

るが、被災を跳ね除ける頼もしさが彼女に

はある。彼女を見ていると、こちらまで元気

になる。 

 後半の授業は2つのグレードで行われ

た。ゆっくりコースの4級と、速習コースの3

級である。4級は祖母と孫ほどの年齢差の

あるCさんとAさんが柳川講師(AIM学習セミ

ナー)の指導を受け、なごやかに授業が進

められていた。一方３級は、４級の総仕上げテスト(2012年―第１回の本

物テスト)を私が抜き打ちで実施した。65点満点中、2名の方は60点、55

点と高い結果を出し、中学3年生の１名が38点でぎりぎりではあったが、

全員が合格ラインを超えてくれた。2月から指導をしてきた私には一安心

の結果となった。この3名の方は、テスト終了後、新しい3級のテキストと宿

題を受け取り、家路についた。 

 この日(6／17)、４つのグレードの授業が行われ、英検講座は出前寺子

屋の中で、本格的に軌道が敷かれた。それ故、指導者の陣容整備が急

がれる事態となっている。                  (報告：谷村和枝) 

第２期の終了にあたり、６月１７日に出席されていた方々にア

ンケートをお願いしました。アンケート実施時点で在席されて

いた有効回答者は22名でした。以下質問と回答です。 

①出前寺子屋「検定合格講座」を何でお知りになりましたか。 

ア、チラシ イ、新聞 ウ、家族から エ、知人から オ、その他 

3 11 5 0 2 

14.3% 52.4% 23.8% 0.0 9.5% 

②検定講座に参加されていかがでしたか。 

ア、たいへん満足 イ、満足 ウ、普通 エ、不満  

18 3 0 0  

85.7% 14.3% 0.0% 0.0%  

③自宅学習についてお聞きします。 

ア、よくできた イ、まあまあできた ウ、ものたりなかった エ、反省が多い 

1 15 5 1  

4.5% 68.2% 22.7% 4.5%  

④スクーリングの回数についてお聞きします。 

ア、月3回以上がいい イ、月2回 ウ、月1回 エ、必要ない 

2 16 2 0  

10.0% 80.0% 10.0% 0.0%  

⑤6月の第1回漢検を受けられた方にお聞きします。 

１.合 格 の 自

信は？    
ア、自信がある イ、なんともいえない ウ、自信がない 

4 5 5  

28.6% 35.7% 35.7%  

2.合格した場

合、次はどう

しますか？ 

（除く2級）  

ア、次の級に挑戦 イ、今回で終わり ウ、わからない 

3 1 2 

50.0.％ 16.7％ 33.3% 

ア、次の検定を目ざす イ、今回で終わる ウ、わからない 3.不 合 格 の

場 合、ど う し

ますか？ 
5 0 2 

71.4% 0.0% 28.6% 

⑥英検講座を受けられている皆さんにお聞きします。 

１英検の講

座について

お聞きしま

す。 （実数）     

ア、やさしい イ、むずかしい ウ、よくわかる エ、わかりにくい 

3 6 6 0  

オ、たのしい カ、おもしろい キ、たのしくない ク、つまらない 

4 6 0 0 

2.自宅学習

のために必

要なものが

あ り ま す

か？ 

ア、ある イ、ない  

2 7 

22.2% 77.8% 

・例文付き英検のドリル ・英語学習、カードの勉強 

⑦現在の生活でお困りのことがありますか。 

ア、とくにない イ、ある  

17 3 

85.0% 15.0% 

・今後、住まいをどうするか？資金は？と考えることは沢山ある。生活面の困り

ごとより現在は精神的に不安である。・各地区へ移動の場合、車移動の為、現

在は軽車の為遠方へ行くことが出来なくなり困っております。・だんだん物が増

えて来て、整理がつかない。かと言ってとても捨てることが出来ない。・やはり交

通の便の悪さが一番の困り事です。 

⑧支援ボランティアに期待することは何ですか。 

・これからもどうか被災された皆さんのため、ご支援願います。復興のためがん

ばりますので、お力添えをしてください。・今、仮設や民間アパート、借家で過ご

している方々もこれから自立にむけ大変だと思います。孤立するお年寄りや周

りと関わりをもちたくない等人々の孤独死などもあり精神面での支えが必要に

なると思います。・いつも明るい対応にはげまされます。・今後に向けて交流の

場を多く作ってほしいです。・「コツ」を教えていただきたく思います。まちがい易

い例題。・何か勉強の機会がもっと欲しいです。・多忙中にもかかわらず私達の

ために一生懸命行動なさっている事に対して感謝の念でいっぱいです。・せま

い。家から学校まで自転車がとても大変。 

⑨出前寺子屋についてご意見、ご要望をお聞かせ下さい。 

・毎回千葉県や他の所から出張していただき、もっとたくさんの人がこういう機会

にふれあい勉強して元気になってほしいと思います。私も友人等に勧めている

のですが。・本当に感謝しています。あたまが下がります。終了しても一生忘れ

ないです。・この講座がなければ、検定を受けることもありませんでした。ありが

とうございました。・今後も引き続き講座をお願いします。・末永く継続して頂けた

らいいと思っています。・被災にあたり、色々な意味で字を書く事が多くなるにつ

けて、自分の書く能力が低下している事に驚き、これではいけないと思い勉強し

ようと思っていた所に漢検の勉強会を知り本当によかったと思います。感謝の

念でいっぱいです。・母が認知症で寝たきりが３年程続き非常に心を痛めました

ので、何か頭を使わなければと思い、たまたま仮設の新聞で漢検の事を知り参

加。結構勉強して思い通りの成果が上がったと思いました。御礼申し上げます。 

・出前寺子屋講座に参加して楽しく学習することができました。自身頭の体操に

なったと思います。先生方のご指導に大変お世話になりました。・遠路、漢検だ

けでなくﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄやｺﾝｻｰﾄ等感謝しています。（はがきによる連絡ありが

とうございました）・検定の支援はとても助かっています。これからも続けてほし

いです。・今回の検定は、自主学習が足りなかった事もあり160点には届きませ

んでした。10月の検定では学習に力を入れて、合格できるように努力したいと思

いますので、皆様のｻﾎﾟｰﾄをお願いします。 

柳川先生指導の４級コース 


