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副田義也名誉顧問追悼

何かに迷ったら空を見上げてみよう
つながる空の下で
きっとあしながさんがみていてくれる
未来への道のりは長くゴールは遠くても
一歩一歩楽しみながら進んでいこう
一緒に歩いてくれる
一緒に喜んでくれる
あしながさんの大きな愛情に感謝しながら

の心の交流の象徴ともいえる絵ハガキです。

将来の目標、あしながさんへの感謝の気持ちを１枚１

枚に手書きでしたためています。遺児とあしながさん

今年の残暑見舞いには、石橋凜花子さんの詩が採用

の強い想いが込められています。
父の進一さん（

）と、父を支

きから車いすで生活をしている

は、凜花子さんが物心ついたと

生から季節のご挨拶を毎年お送りしています。高校奨

）
、そして同じく受験生で中

じような状況の人たちを手助け

さ れ て い る 父 の 姿 を 見 て、
「同

いない。車いす生活を余儀なく

も少なく、難病にも指定されて

治療法がないうえに患者の数

肢が不自由な父の存在だ。

反射性交感神経性萎縮症で両下

が医師を目指したきっかけは、

をしている。そんな凜花子さん

に帰ってからも４時間以上勉強

で学校で課外授業に励み、自宅

の凜花子さんは、平日は 時ま

医学部合格に向けて猛勉強中

さんと暮らす４人家族。

学３年生の妹・紺花子（かなこ）

（

えながら働く母の正子さん

47

「ありがとう」と声にしてみよう
見上げた空は澄んでいるはずだから

ストをあしらった絵ハガキに、
奨学生が学校での様子、

大学受験を控えた凜花子さん

学生から寄せられた詩と「あしながさん」カラーイラ
51

こ

石橋 凜花子さん（18）

か

福岡県・高校 3 年

１週間に１冊以上本を読む読書好きな凜花子さん。自分の詩が載った絵はがきを手に持って

されました。この詩には凜花子さんのあしながさんへ
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あしながさん調査結果報告
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り
い し ば し
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いつもそっと支えてくださるあしながさんへ、奨学

「ありがとう」を胸に進む医師への道

する医師になりたい」と思うよ

す」
。

とばかりではないと思っていま

だちや妹にはオタクみたいだと

も 高 い 点 数 が 取 れ る ほ ど。
「友

健はテスト前に勉強をしなくて

た。その知識は、生物基礎や保

込んでいたのが、人体図鑑だっ

も特にボロボロになるまで読み

の本に囲まれてきた。その中で

い頃から読書好きで、たくさん

子さんは、つらい経験も次に活

この言葉に心を動かされた凜花

助けてくれる」という言葉だ。

も何かをつかめば、それが今後

で立ち上がりなさい。小さくて

の は、
「転んでも何かをつかん

く影響している。印象的だった

を作ったのは、母の教えが大き

凜花子さんの強く優しい人格

逆境も成長の糧に

うになった。

幼稚園の時から医師の夢を追

言われたりもするけど」と、は

かせるよう、悩みながらも一歩

い続けている凜花子さんは、幼

にかんで話す姿は、それまで大

ずつ夢に向かって進んできた。

の出会いにも深く感謝を

さ ん は、 あ し な が さ ん と

してくれたと話す凜花子

が出会いを素敵なものに

今まで出会った人たち

人びた印象だった凜花子さん

が、高校生らしい表情をの

ぞかせた瞬間だった。

恩師との出会い

凜花子さんが「患者の役

している。

「見守ってくれているあ

に立つ医師になりたい」と

思った理由の一つには、父

ます。自分のことのように一喜

し な が さ ん を、 も う 一 つ

小学２年生の時に、課題の一

一憂してくれる、素敵なあしな

を診てくれていた麻酔科の

環でその医師にインタビューを

がさんに支えてもらっているこ

の家族のように感じてい

し た。 そ の 時、
「痛みというの

とを胸に、大学入試も頑張りた

医師との出会いがあった。

は物理的な痛みもあるけれど、

いです」

将来はあしながさんのよう

精神的な痛みもあるんだよ」と

い う 言 葉 を 聞 き、「 病 気 を 治 す

凜花子さんが来年の春、
家族、

な、顔を知られていなくても誰

今では医師になるための道を

恩師である医師、そしてもう一

だけでなく、患者の心をプラス

教え導いてくれる、恩師のよう

つの家族だと話すあしながさん

かのためになれるような大人に

な 存 在 に な っ た そ の 医 師。
「私

に、笑顔でまた「ありがとう」

に変える手伝いがしたい」と、

は、自分を取り巻く環境を嫌だ

と言えるよう心から願っている。

なりたいという凜花子さん。

と思ったことはありません。だ

（瀬藤あおい記者）

強く思ったという。

から、父が障がい者でも悪いこ

本会は今年 10 月下旬から 11 月中旬にかけて、
全国の高校奨学生の保護者に対し、長引くコロ

は複合的で、何か一つを解決

これは私たちの使命です

学奨学生によるオンラインインタビューを実施

しました。今回のプロジェクトに関わった学生
たちの感想をお読みください。

を考え続けてきた４年間でし

た。

今回のオンラインインタビ

ュ ー の こ と を 知 り、「 こ れ が

私の使命だ」と感じました。

れているにもかかわらず、「頑

それぞれ大変な状況で生活さ

んあることを痛感しました。

が率直な感情です。自分には

うすればいいの？」というの

す。その現実に対しては、「ど

のではないことに気付きま

が勇気を振りしぼり、その声

現状を変えるためには、誰か

く困難は凄まじいものです。

の一人ですが、遺児をとりま

身も父を病気で亡くした遺児

が、絶対にあきらめません。

に募金活動ができていません

きます。コロナの影響で満足

け止め、世の中に発信してい

児家庭の現実をしっかりと受

このインタビューを通して遺

張れないとは言えない」
「頑

誰も救えない、自分では何も

すればうまくいく、というも

張るしかない」という声が多
の方へのアンケート調査に携

いるから頑張れる」という声

な り ま す。 ま た、
「子どもが

るのかと思うと、胸が苦しく

ず、いつも気を張っておられ

弱音を吐くことすらでき

とは少ないかもしれません。

ます。卒業も近く、できるこ

あきらめたくないと思ってい

生として、声を上げることを

それでも当事者として、学

動 力。 そ れ は、「 遺 児 や 遺 児

４年間活動を続けられた原

前線で活動してきました。

経験させていただき、常に最

募金事務局では様々な役職を

年で４年目を迎えます。学生

そ、
「 今、 私 に で き る こ と 」

な力はありません。だからこ

しかし、私にはまだそのよう

るなら救いたいと思います。

や困っている遺児たちを救え

す。私だけの力で自分の家族

学生は、とても弱い立場で

んでいきます。

きること」を常に考え突き進

す。これからも「今、私にで

ンパクトを残したいと思いま

合いを重ね、社会に大きなイ

られるのか、学生同士で話し

この状況下でどうすれば社会

わりました。アンケートの内

もあり、アンケート調査を通

ただ私は自分だけではなく、

家庭の声なき声」です。私自

を世の中に伝えるしかありま

変えられない、そんな無力感

私は大学１年生から「あし

く見られました。

容を考えるところから関わ

じて、親の想いに触れること

私の大切な人にも絶対に幸せ

に「遺児の声なき声」を届け

り、返ってきた回答を読み込

ができたような気がします。

でいてほしいです。そしてそ

せん。

みました。

街頭から「あしなが学生募

のためならいくらでも頑張る

ちを支援する方法は募金だけ

なのか、などの課題について

改めて考えてきました。

んなが苦しい、
みんなが大変、 ありません。

ような雰囲気を感じます。み

と言うことすらはばかられる

コ ロ ナ 禍 で は、
「苦しい」

今回の調査を通じて、コロ

なくても、決してひとりでは

仲間です。直接出会うことは

通項につながることができた

族も含めて「あしなが」を共

私たちは、奨学生もその家

今の遺児家庭が抱えている

で参加しています。

に発信したい」という気持ち

には「小さな声を大きな社会

今回の保護者インタビュー

あしながさんや多くの方に

て考える機会が増えました。

身が「あしなが運動」につい

募金の中止を経て、私たち自

２０２０年から３度の街頭

る私たちだからできることだ

会に訴えるのは、当事者であ

えたい」保護者の方の声を社

たたくさんのご苦労や助けを

います。今まで積み重ねてき

ど、感謝の気持ちであふれて

はなかなか口にできないけれ

っている保護者の皆様。普段

に生活を切り盛りしてくださ

会となりました。

とで見えてくる視点を得る機

振り返り、一度立ち止まるこ

あしなが運動考える機会

なが学生募金」に参加し、今

保護者の方々の回答に目を

金」が消えて２年。たとえそ

ことができます。
だから私は、

ちの「学びたい」声だけでな

年の歴史を

それはまぎれもない事実だと

ナ禍で聞こえづらくなってい

さまざまな問題は、コロナに

支えられて継続してきた街頭

必要とする声を、私たちが社

コロナ禍は、

思います。しかし、だからこ

た苦しい叫びだけでなく、前

よる影響なのか。コロナ以前

募金ができなくなった中、こ

会に訴え、支えていけるよう

すら覚えます。

通して、私たち「子ども」に

の存在が見えづらくなったと

今私にできることを精一杯頑

く、子どもたちの夢を「かな

（岡本蓮・大学４年）

は見えていない苦悩がたくさ

しても、ギリギリのところで

張ります。

そ弱い立場にある人や、声を

向きなパワーもいただきまし

から続くものなのか。将来に

れまでとは違ったやり方で遺

に訴えていきたいです。

上げる力を持たない人の存在

た。そういった声を、私たち

ついてどんな不安をもち、今

（市川朋佳・大学４年）

いつも私たち子どものため

は、より見えづらくなってい

はできる限り社会に届けてい

運動を続けていきます。

を模索したり、多くの遺児た

と思います。

る気がしてなりません。

児の現状を知ってもらう方法

実際に進学をする子どもた

をどう生きているのか。
アンケートの結果を見てい
ると、遺児家庭の抱える問題

（細井清花・大学４年）

きたいと思っています。

るということを、改めて社会

踏ん張っている遺児家庭があ

私は、高校奨学生の保護者

見えづらくなった苦しさ

大学奨学生が高校奨学生の保護者にインタビュー
ナ禍の影響についてのアンケート調査および大

インタビューは２０２１年度に採用された大学奨学生が中心となって
行い、上級生が司会進行役をつとめた。インターネットで保護者と学
生をつなぐという従来にない方法でも、学生は熱心に取り組んだ
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声なき訴え 社会に届けたい

義臣
玉井
編集長

第

回後藤新平賞受賞を祝う会で、握手を交わ

12

す私と副田名誉顧問（２０１８・ ・６、都内）

10 月８日、わが生涯の盟友が、この世を旅立った。

日本を代表する社会学者のひとりでありながら、学者の

枠を大きく超える破格の人だった。小説が芥川賞候補にま

でなった作家志望時代があった。マンガを社会学の研究対
象とし、マンガ評論の草分け的存在にもなった。福祉制度

12

にも目を向け、福祉社会学会をつくり初代会長になった。
組織をまとめる力も高く、筑波大学の副学長も務めた。

襲う中、「あしなが学生募金」

新型コロナ第５波が日本を

訳ない」といった保護者の苦

できず息子たちが不憫で申し

就職します。親としてなにも

を利用した大規模なインタビ

せてもらうため、オンライン

保護者から直接生の声を聞か

アンケート調査に加えて、

悩が数多く寄せられている。

のリーダーたちの間では１日

１日と危機感が高まってい

た。「 こ の ま ま で は あ し な が

運動の灯が消えてしまうので

は 」。 ４ 度 目 と な る 街 頭 募 金

の中止が濃厚になったことで

月初旬、

ュー調査をあしなが育英会と

して初めて実施。

査レポートにまとめ発表する。

の意見も含め、今後詳しく調

見えてきた現状や、学生自身

た。その言葉一つひとつから

語ってくれることにつながっ

ての不安など、本音を率直に

わり、お子さんの将来につい

していた保護者の眼差しが変

共感が生まれることで、緊張

多くみられた。当事者同士の

体験をもとに質問する場面が

いをもっていて…」と自身の

し て い て …」
「私の親も障が

生が「実は自分も父親を亡く

インタビューでは大学奨学

臨んだ。

生全員が受講した上で本番に

師となり、聞き取りを行う学

める研修会を開催。職員が講

について学び「聞く力」を高

た経験をもとに、「関わり方」

遺児の心のケアを通して培っ

志が務めた。事前準備として

あしなが学生募金事務局の有

インタビューの進行役は、

れて聞き取りを行った。

１０００人がグループに分か

保護者に対して、大学奨学生

２週間にわたり約１３０人の

11

後輩遺児のために行動する機

会が再び失われた。実践活動

の場が無くなり、次世代のあ

しなが運動の担い手となる仲

間が増えず無力感が大きくな

％となった。

は専門学校に行くのを諦めて

佐藤弘康・リーダー育成課長

あしなが運動の灯を消さぬために

る一方、それでも学生たちは

「今、自分たちにできること」

を模索し続けてきた。

社会全体が傷む中、コロナ

禍以前から苦境にあった遺児

家庭や障がい者家庭の「声」

が聞こえにくくなっている。

「今こそ保護者の生の声や胸

の内を私たちに聞かせてほし

い」という学生らの強い思い

が、大規模な調査プロジェク

トにつながった。

今回の調査では、あしなが

高校奨学生の保護者約４００

０人を対象とした。遺児家庭

や障がい者家庭の現状やコロ

ナ禍前からの変化を把握する

ために、２０１８年に使用し

の質問に

た調査票をもとに、学生と職

員が議論を重ね、

り、回答率は

を合わせ２６２１件が集ま

での回答と調査用紙での回答

集約させた。インターネット

25

「 長 男 が 大 学 を や め、 次 男
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副田調査なくして、あしなが運動なし

振り返ると、遺児を支える「あしなが運動」には、二つの推進力があった。ひとつは遺児の作文。もうひ

とつが調査だった。作文が「情」を伝え、調査は「理」を説いた。多くの人の心と頭に訴えるこの両輪があっ
てこそ、遺児 12 万人の進学の夢をかなえることができた。

この半世紀にも及ぶ調査をけん引してくれたのが、わが盟友だった。日本社会の暗部を照らし出す手腕には、
いつも感嘆した。書面でのアンケートや聞き取りだけでなく、保護者の家計簿も分析対象とした。交通遺児、
災害遺児、病気遺児、震災遺児、自死遺児、アフリカの遺児……すべての調査・分析を引き受けてくれた。そ
の結果、それぞれの遺児に、それぞれの悲しみがあることを浮き彫りにしてくれた。マスメディアに発表す

る際は、的確なキャッチフレーズもつけてくれた。調査の後は、私や職員と時にお酒も交わしながら、社会
問題などについて、熱く語り合った。

盟友の調査の魂は、あしなが育英会の若い職員や大学奨学生に受け継がれた。「コロナ禍を必死に耐えて

いる保護者の心の声を聞きたい」。彼らはアンケートとオンラインによるインタビューで懸命に探っている。
近々、発表の予定だ。

「あしなが運動」の歴史に、副田義也（そえだ・よしや）の名と、この言葉をしっかりと刻みつけておきたい。

副田調査なくして、あしなが運動なし。

（2021.11.18 記）
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残暑見舞い ありがとう

あしながさんからのお手紙
舞いハガキ」へのお返事が今年も届きました。例
年以上にたくさんのお手紙をいただき、特に「学

●●●●●●

生さんのハガキを読んで、自分も元気をもらった」
という声が多数ありました。コロナ禍で孤立する
人が増える中、奨学生とあしながさんの絆をあら
ためて感じます。心のこもったメッセージをぜひ
お読みください。

学生さんの言葉から喜びと力をもらいました

奨学生からあしながさんにお送りした「残暑見

あしながさんからのお手紙
特集

歳の公務員、学
生さんから見れば文字通りお

ます。僕は

おハガキありがとうござい

お便りにうれしい驚き

●●

いと思います。若くても無理

がんばっておられ、すばらし

付しました。これからも続け

足りなかったと思い、今回寄

て、国内の若い人への支援が

も今を乗り越える力は将来き

は大変だったと思います。で

まならず、コロナ禍での就活

心より祈っております。お元

った青空の下にあることを、

のスタートラインが暗雲の去

それは「みなさん」です。

っていくのかはわかります。

かりませんが、誰が未来を創

未来がどうなるか誰にもわ

あなたが未来を作る

は禁物、お体を大切に過ごし

し、あなたの卒業式と社会人

この未曽有の事態が収束

わりました。

間関係では心を使うことを教

の頃、仕事では頭を使い、人

私は昔、社会人になりたて

気で。

●●

っと役に立つはずです。
代後半からボランテ

てください。
僕は

お便りありがとうございま

仕事では頭、人には心
間をぬって献血や災害ボラン

した。先ずは就職内定おめで

ィアに関心を持ち、仕事の合
育英会さんへ寄付をすれば

ティア、少額の募金などをや

学生生活の大事な時間もま

とうございます。

こんなお便りがいただけるの

でもこれまでを振り返っ

ってきました。
思いました。いろんなことに

●●●
ていきます。

●●●
かと驚きましたし、うれしく

っさんです。

20

52
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私も若い頃、働きながら苦学した
●●●
●●●

●●●

勉強したことはなくならない

お便りありがとうございまし

た。コロナ禍の中、看護の実習

など何かと大変でしょうね。私

も奨学金（日本育英会）で大学

を卒業しました。子どもの時か

ら母に言われ続けたのは「勉強

したことはお金のようになくな

ったりしない」
ということです。

歳近くになり、この言葉が真

どうか健康に留意なさって国

実であったと思うこの頃です。

80

家試験を突破されますように。

せくつろいでいました。日中は気温が

〜

度

25

になりますが、夜には 度前後下り、虫が鳴い

24

にはキツネが家の前、私のすぐ近くでお腹を見

れてて、リスやキツネによく逢います。数年前

ここは札幌といっても外れに近いので山に囲ま

お便りありがとう！ とてもうれしいです。

素敵な絵ハガキありがとう

●●

イラストと詩も素敵ね。

ています。
お体に気をつけて励んでくださいね。

10

あしながさんからのお手紙
特集

172 号
NEW あしながファミリー
2021 年（令和 3 年）11 月 18 日
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つながる空の下でいつも見守っています

●●

●●

笑顔で毎日を過ごして

いつもがんばってますね！

苦しい時があっても、希望を持

って、できれば笑顔で毎日を過ご

し て く だ さ い。
「笑う門には福来

る」だと思っています。困った時

は人に頼って大丈夫。きっとあな

たも誰かを助けているはずです。

振り返れば人生は楽しい

お葉書ありがとう。がんばって

ますね。私は１９３１（昭和６）

年生まれの 歳です。太平洋戦争

）年は、私が旧制中学２年の夏

の 終 わ っ た 年、 １ ９ ４ ５（ 昭 和

90

す。よき人生を送ってください。

あなたにも未来は開かれていま

人生は楽しいことばかりでした。

難いことです。
振り返ってみると、

免除の恩恵に預かりました。有り

職に就き、奨学金の大部分を返還

受けて、幸いにも卒業後すぐに公

大学では日本育英会の奨学金を

て、
感謝の日々を送っております。

したが、今では周りから助けられ

き、職場を変わったこともありま

た。途中己の才能の乏しさに気づ

も恵まれ、長の人生をたどりまし

なが

もありましたが、結婚し子どもに

で、それからいろいろ苦しいこと

20

あしながさんからのお手紙
特集
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●
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あしながさんからのお手紙

夢への努力、それが今後の君を支える

感想を募集しています
今回の４～９面で紹介した「あしながさんからのお手紙」を
読んで、みなさんはどんなことを感じたでしょうか。手紙また
はメールで感想をお寄せください。保護者の方も大歓迎です。
あしなが育英会 広報部
〒 102-8639 千代田区平河町 2-7-5 砂防会館本館４階

pr@ashinaga.org

※お寄せいただいた文章は、お名前は出さずにあしなが育英会の広報活動
に使用させていただく可能性があります。

年 画家・天野聡美さん （奨学生ＯＧ）

）は４歳

自然の中で育んだ感性
天野聡美さん（

にしないよう、勉強や作品制

も母のくれたチャンスを無駄

して言わなかった。だから私

に、足の長い男性の後ろ姿の

校奨学生から寄せられた詩

に活かせるなら、と快諾。高

と自問したとき、制作に向き

進学した女子美術大学へ

「チラシだと受け取っても

イラストを添えたポストカー

せてもらったのね。でも私は

合う魁夷の姿がよみがえった。

は、遺児学生寮・心塾から通

すぐ捨てられちゃうけど、イ

作に精一杯取り組みました」

父が亡くなったということも

「大学で日本画を学びた

っ た。
〈あしながさんイラス

ラスト入りのポストカードな

父の死後は母と姉ととも

で し ょ。 そ れ か ら 残 暑 見 舞

ドは、道行く人々に喜ばれた。

わからなくて、ただはしゃい

い」
。 聡 美 さ ん の 願 い を、 母

ト〉を描き始めたのは、入学

ら家に持ち帰ってもらえる

でいたみたい」

は全力で支えた。昔から家計

して３年目のことだ。

下の入った段ボール箱を役所

「街頭募金で配るポストカ

を描くようになって。１枚き

キや機関紙にもあしながさん

い、年賀状、卒業礼状のハガ

期すらある。そんな中でも母

ードに、あしながさんを描い

りのつもりでＯＫしたら、気

から支給してもらっていた時

は少ない給料と内職をなんと

てくれないか？」

初めてあしながさんを描い

づいたら４００枚（笑）」

長（現・本会会長）に声をか

心塾の廊下で突然、玉井塾

「親戚からは大反対された

た年から、今年で 年。就職・

分の特技を遺児の仲間のため

けられた。面食らったが、自

能性をつぶすようなことは決

そうだけど、母は子どもの可

費を捻出してくれた。

かやりくりし、２人の娘の学

子どもの姿が「恩返し」

に余裕はなかった。下着や靴

に、都内から埼玉県越生町へ
移り住んだ。三方が山に囲ま
れた自然豊かな町。内気でお
となしい性格だった聡美さん
は、いつしかノートや画用紙
に風景の絵を描くようになっ
た。空に浮かぶ雲、
山の稜線、
季節の草花。小学５年生のと
き、図工の自由課題で描いた
神社の絵が絵画展で入賞し
た。いじめられることの多か
った日々で、初めて認められ
るうれしさを知った。
「絵が私の居場所なんだ！」
美大に進学し、心塾生に
中学に上がってしばらくし
た頃、テレビで日本画家・東
山魁夷の特集を観て、作品の
美しさに衝撃を受けた。高校

聡美さんが写っている。

晴れ着姿でポーズをとる幼い

ていない。
お葬式の写真には、

た。父のことはまったく覚え

のとき交通事故で父を亡くし

あしながさんを描いて

シルクハットの紳士の後ろ
姿と、
足下で遊ぶ子どもたち。
小説『あしながおじさん』に
着想を得たこの絵は、 年前、
当時美大生だった天野聡美さ
ん（現・本会副会長）が描い
て以来、遺児支援のシンボル

「 最 後 だ か ら『 お 父 さ ん に

として愛されてきました。あ

生 に な り、
「一生飽きないで

結婚・出産を経ても途切れる

ことなく描き続けたこのイラ

ストは、もはや聡美さんのラ

イフワークだ。

「イラストを通して伝えた

いのは『あしながさんへの感

謝』
。 だ か ら、 あ し な が さ ん

と一緒にいる子どもたちを生

き生きと描くようにしていま

す。子どもたちが楽しく、幸

せに、元気に生きている姿を

見せることが、いちばんの恩

ご記入ください。

aga.org

きれいな恰好を見せてあげな

者の方からもお待ちしています！

周

40

の利用を広めることだそうです。

しながさんイラスト誕生

を学ぶことを目標に猛勉強しています。

返しだから」（新元愛美記者）

リカ遺児高等教育支援 100 年構想候補

続けられるものは何だろう」

ッセージが添えられています。
「ありが

「季節やテーマに合わせて、いっしょに描く花や動物、子ど
もたちの服装などにも工夫を凝らしています」

さい』って、ご近所の人に着

、セネガル、コンゴ、モーリタニアなど

61

年を記念し、全国の奨学生か

り注ぎ、
「愛を分けてくれてありがとう」

ら届いた作品をご紹介します。

ラストが届きました～

聡美さんによる最初のあしながさん
イラスト（1981 年制作）

0）ブルンジ出身

40

40

花・神奈川県・高 2

絵筆に込めた「ありがとう」
沙羅・兵庫県・高 3

40
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奨学生が描いた「私

遺児支援運動のシンボル 誕

川田茉侑・埼玉県・高 1

西村奈乃佳・岡山県・高２

小林愛美・茨城県・大２

田中彩花

八木沢美月・茨城県・高２

山城沙

大原晃穂・奈良県・高２

ジョディ・ンガビレ（20

～アフリカの学生からもイラ

輝く太陽からあしながさんの大きな愛が降り

「あなたのおかげで夢がかないます」というメッ

辻野百美・兵庫県・高２

とう」と伝える学生の体に書かれているのは、
のアフリカの国々の名前です。

イラストを描いたのは、本会が進めるアフリ

「 私のあしながさん」

イラスト募集中！

廣瀬朱音・京都府・大 1

生のジョディさん。フランスの大学で生物学を

将来の夢は母国の医療整備と、医用生体工学の

あなたの思い描く〝あしながさん＂ のイラストをお送りください。現役奨学生はもちろん、卒業生や保護者
あしなが育英会 広報部

▶〒 102-8639 千代田区平河町 2-7-5 砂防会館本館４階 ▶ pr@ashina
▶︎お手紙またはメールにお名前と住んでいる都道府県、学生の方は学年をご

お名前をたずねたが、笑って

作文集でも送らせてほしいと

礼を述べ、せめて子どもらの
務も負担も感じさせずに、毎 〝 奨 学 金 制 度 〟 が で き な い も

できるのは、子どもに何の義

援できませんが、いまの私に
バイスを合わせて、夢のある

ャマの陰徳と樋口さんのアド

親〟というのはどうだ。一方

がいる。〝教育養子〟
〝教育里

り、他方に教育費に困る遺児

がおじさん〟だ！

のだった。そうだ！〝あしな

ポッとそれが飛び出してきた

どこかの誰かが遺児の誰か

卒業するまでの三年間そっと

には母親がいるから、お互い

月奨学金を出すぐらいのこと

のか、と思った。

答えられなかった。想ってい

世の中には、子どもがほし

になる。

に奨学金を、その子が高校を

です。それを制度に考えてみ

くてももてない人がいる。養

名乗りあうと人間関係が複雑

たとおり、品のいい、教養の
られては……」といってくだ

贈りつづけ、お互いに名乗り

あ わ な い。
〝あしながおじさ

ん〟
（現在は「あしながさん」

年

日の朝刊各紙で発表す

という）の奨学金制度は

４月

ャ・アボットが奨学金を贈っ

を聞く段階で「あの森さんで

話で申し込んでこられ、名前

女優の森光子さんも自ら電

ご覧ください

遺児を支える「あしなが運
動」の土台となった寄付制度
「あしながさん」
。その誕生は
遺児を想う人々の無償の愛の
物語だった。当時の私（玉井）
あふれる、優しいオバアチャ

も、もちたい。またご自分の

このとき私の頭をよぎった

子を迎えるには壁も多い。で

どうすれば支援者の心が素

子の養育のほかに余裕がある

さった。

月、身内の墓参りに行き、近
直に通じ、受ける方でも心か

のは、貧困と過労でカリエス

マだった。老婦人は一言、「毎
くの郵便局から送るんです

ので他人の子も育てたい、と

亡き姉の愛読書

よ」
とさりげなかった。「陰徳」 ら感謝するものになるか、こ

いうキリスト者も知人にいた。 を患い、若くして逝った読書

るや、ものすごい反響をまき

れは以前から私のテーマでも

好きの姉の愛読書、ウェブス

おこした。育英会の電話は鳴

という言葉が私の心に浮かん

一方、交通遺児には母親が

ターの『あしながおじさん』

りっぱなしだった。

あった。

いるが、貧しくて高校へやる

だった。少年の私は字は読ま

だ。私は感動し、それ以上き

のも大変だ。奨学金でせめて

なかったが、孤児のジルーシ
願望だけでなく、国の責任で

てくれるあしながおじさんに

すか」とたずねるまで名前は

年の春、交

通遺児育英会は創立十年目に

高校へ進学させるのは母親の

アイディアを授けてくださる。 おりで資金は底をつき、奨学

あり、社会の願いでもある。

書き綴る手紙のなかで描くイ

三年前の昭和

ありがたいことに、私には

当たり、インフレと不況のあ
金は向こう半年分しかない状

この両者の願いを結びつけ

くことができなかった。
〝 応 援 団 〟 が 多 く、 い ろ ん な

態で、局面の打開をはかるア

出したくなかったご様子だっ

〝応援団〟の一言

ラストの断片が、妙に頭にこ

イディアが必要だった。

帳」で紹介されるや、その日

のうちに全国から百人以上の

電話での申し込みがあった。

主人に内緒なので領収書は

送らないで、という奥さんも

おられた。貧乏で高校へ行け

なかったから、せめて見知ら

ぬ交通遺児の君が……とか、

母子家庭なので奨学金で夜間

高校を出たその恩返しに……

とか、聞いていて胸がつまっ

た。お金持ちというより、ご

くふつうの〝庶民〟が圧倒的

だった。

こうして一か月で一五〇〇

人もの篤志家が申し出てくだ

さった。電話を受け、申込書

を読みながら、私たちは感動

ホームページも

「永遠のあしながさん」になっていただけませんか

の文章から経緯をご紹介した
い（『 あ し な が お じ さ ん へ の
手紙』サイマル出版会）
。
◇
遺児への定期便
この何年間か、毎月一度定
期便のように届く現金書留を
心ひそかに待つ自分に気づく。
「菜種梅雨もやっとあがり
六日ぶりに青空がみられまし
た。扨（さて）五千円同封し
ました。物価高の折増額した

54
ることはできないか。一方に

ある日、評論家の樋口恵子

金に立つ森さん（右から 2 番目）

いと思ひ乍（なが）らも出来

恩人だった。写真は 1991 年、東山紀之さん（左端）とともに募

た。また読売新聞の「編集手

参加。街頭で遺児支援を訴えてくださるなど、あしなが運動の大

びりついていたのだろうか。

遺産はすべてあしなが育英会に遺贈された

私はふと、本所のオバアチ

森光子さんは「あしながさん」になるだけでなく、街頭募金にも

子どもがほしい人びとがお

さ ん が、
「 玉 井 さ ん、 何 も 応

2010 年 7 月 9 日に亡くなられた。享年 88。歯科医を続けられ、

ず僅少で何のお役にも立ちま
せんでせうが、よろしくお願
ひいたします」
和紙の便箋一枚に、水茎の
跡も鮮やかに書かれ、文型は

19

の涙にむせんだ。

（平日９～ 17 時・年末年始を除く）

十年寸分も違わぬが、馬車馬
の私に日本の雪月花を想い起
こさせてくださる風物詩であ
る。遺児たちへの淡々たる愛
情がうれしい。
送り主はわからない。ただ
東京本所局の消印があるだ
け。文章にみられる漢字、仮
名づかい、表現の繊細さから
して、かなり老齢の教養豊か
な女性であろうか。
ある日、一本の電話を偶然
私がとった。本所局消印のご
婦人からだった。簡単な問い
合わせだった。私は何度もお

定期便の筆者で「元祖・あしながさん」ともいえる上田都美さんは、

legacy@ashinaga.org

☎ 0120-971-546

不動産などのご寄付もうけたまわっております。
お気軽にお問い合わせください。

遺贈相談室を開設しました

54

玉井 義臣

無償の愛の物語
「あしながさん」誕生
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あしなが育英会の遺児支援活動を支えていただいて
いる「あしながさん」は、どんな動機で寄付を始めて
くださったのか。寄付を続けることで、どんなお気持
ちになっていらっしゃるのか。本会は社会学者の副田
義也名誉顧問（筑波大学名誉教授）の研究グループと
共同で、昨年初めに「あしながさんの経験と意識にか
んする調査」を実施。アンケート用紙を約１万人にお
送りし、５５４６人から回答をいただいた。

％でトップ。約５割が寄付を継続する中で
「社

学生さんは皆、私の子どもと思っています

生きている限り「あしながさん」でいたい

ながら四苦八苦し、

数年か

けて完済した息子を見ていた

ら、いい職業につきながらわ

ざと返金しない人もいると知

り腹立だしく思っていました。

忘れません。遺児を支援する

ほしいと痛烈に感じたことは

いるのだろうか。そうあって

援します。お互いに頑張って

だと思います。これからも応

入したことはとてもいいこと

なくてもいい奨学金制度を導

今回あしなが育英会が返さ

ことが、当時の自分の大きな

いきましょう。

歳で父を亡くし母の

手でなんとか高校までは出ま

悲しみを癒やし続け、自分を

私は

した。しかし強く望んだ大学

歳・女性・長崎）

（

歳・女性・愛知）

救っている部分があります。

その経験から、学びたい学生

を支えたいとの思いが、今ま

で「あしながさん」を続けら

東北津波、泣くことしか

子ども達、学生達は皆、私の

ながさん」で支えられている

は私の喜びです。私は「あし

どもの進学の一助になること

ささやかな私の助けで、子

その間主人の実家からは援

行かせることができました。

させてもらい息子を大学まで

死して親子２人で実家に居候

に恵まれましたが、主人が病

若くして結婚、すぐ子ども

は、東日本大震災での被害の

とても幸せだと強く感じたの

もにも恵まれ、普通の毎日が

とができました。結婚し子ど

が、困らない程度に過ごすこ

ました。贅沢はしていません

ごくごく普通の家庭に育ち

子どもと思っています。今私

しなが」の学生を支えるつも

すが、
これからも死ぬまで
「あ

に生活でき教育をうけさせる

実家の両親のおかげで人並み

から私も働きに出ましたが、

子どもが小学生になったとき

んを失った方、こんな私でも

親を亡くされた子、子どもさ

ことしかできませんでした。

りでした。テレビの前で泣く

当時、３人目を生んだばか

（

歳・男性・北海道） 我が家のような母子家庭で学

とができればと思ったのが、

少しでも何かの役に立てるこ

社会貢献しているという気

校に行けない子どもたちの助

あしながさんになったわけで

年生でした。生活費の不安、

かな金額でも生きているかぎ

今は両親も亡くなり、わず

けたいと思っています。そん

でも自分が無理せずに長く続

いくらいの少しの金額です。

持ちはありません。恥ずかし

進学など将来の不安は大き

りはあしながさんでいさせて

す。

く、
「大丈夫心配しなくて良

います。
（

歳・女性・佐賀）

広く知っていただければと思

な気持ちを持っている方に、

いけないと思いますが、働き

借りた奨学金は返さなきゃ

もらおうと思っています。

手を差し伸べてくれる大人は

い」と、
この国の中で励まし、

い、人生をあきらめなくて良

昔父を亡くした際、中学２

支援することが癒やし

あしなが育英会でした。

皆さん、学生さん

＂ガンバレ＂
「あしなが」の

りです。

ことができました。この恩を

状況を見てからでした。

助は一切ありませんでした。

夫を亡くし親子２人で

（

進学は出来なかったのです。

私は進学断念 皆は学んで

20

は高齢、 歳の年金暮らしで

れた理由です。

40

寄付を始めたきっかけは、
「遺児と保護者を支えた
い」
が
会の助け合いが大事」
「人に知られず誰かの役に立て
ることがうれしい」と感じていらっしゃった。また、
多くの方がご自身も「奨学金の支援を受けた」
「家族
と死別した」
「母子、父子家庭で育った」といった経

あしながさんの声
多くのあしながさんが手書きでご意見を寄せてくださった

験をお持ちだった。
調査にご協力いただいたあしながさんに心より御

● 性別（男女比）

14

けに少しでもなればと思い、

!!

月８日に亡くなられた副田名誉顧

60代
26.0%
50代
27.8%

84

84

10

70歳以上
24.2%
40代
17.1%

■あしながさんの経験と意識にかんする調査
対象：継続的に複数回ご寄付いただた方 1 万 50 人
回答数：5,546 件（回答率 55.2％）
調査時期：2020 年 1 月、2 月
調査方法：
アンケート用紙を郵送し同封の返信封筒にて回収
調査実施者：
副田義也・筑波大学名誉教授、株本千鶴・椙山女学園大
学教授、時岡新・金城学院大学教授、加藤朋江・福岡女
子短期大学准教授、遠藤惠子・城西国際大学准教授、富
井久義・社会情報大学院大学准教授
不明 0.4%

礼申し上げます。

不明 0.8%

30代以下
4.1%

73

46

女性
56.0%
男性
43.6%

76

問への感謝も込めて、
調査結果の要点をご報告します。

● 年齢（年代別）

回答 5546 人
あしながさん大調査

172 号
NEW あしながファミリー
2021 年（令和 3 年）11 月 18 日
（ 13）

副田義也・筑波大名誉教授グループ共同プロジェクト

172 号

NEW あしながファミリー

2021 年（令和 3 年）11 月 18 日
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「あしながさん」大調査

「遺児や保護者を応援したい」76％
● あしなが育英会を寄付先に選んだ理由
遺児やお母さん、お父さんなど応援できるから

75.5%

教育を支援する団体だから

63.5%

信頼のおける団体だから

47.4%

運営の仕方がわかりやすいから

10.8%

新聞やインターネットでよく見る団体だから

5.3%

何かしようと思ったとき、よびかけがあったから

4.4%

生きることに苦労している親子がいるなんて…
私のまわりにも「あしなが育英会」を知る人は少ない
です。メディアを通じて活動を発信していけば良いので
すが…。あしなが新聞を読んでいつも涙が出てしまいま
す。これほど生きることに苦労している親子がいるなん
て。少しでも子どもたちの希望に添える手助けになれる
ならと思い続けております。その中立ちをして下さるあ
しなが育英会には感謝しております。 （60 代・女性）

●「あしながさん」になった動機
だれか他人のために役立ちたい

74.2％

いまの自分の幸福に感謝してその一部をわかちたい

42.8％

社会のために役立ちたい

33.8％

かつて受けた恩返しをしたい

13.6％

身内に不幸があったので供養・追善をしたい

4.0％

未来をになう子どもたちのため
少額ですが毎月させていただいています。私自身、体
調不良で仕事を退職し今無職ですが、未来をになう子ど
もたちのため、なにか役に立つための仕事をしたいと思
っています。そのためにもわずかでもがんばらなければ
という意欲をもたせてもらっています。これからも子ど
もたちのために尊い愛の支援への手助けよろしくお願い
いたします。

（49 歳・女性・兵庫）

●「あしながさん」になって感じたこと
社会の助け合いが大事だと感じる

53.8％

人に知られず誰かの役に立てることがうれしい

53.2％

あしながさんを続けられることはありがたい

48.4％

あしながさんをやっていることを誇りに感じる

22.9％

人間的なつながりを実感する

12.8％

生活の中で楽しみがひとつ増えた

4.6％

息子が『助け合い』を学んでくれた
長男が就職するにあたりいろいろと話す機会があり、
その中であしながさんを続けている親を陰ながら誇りに
思っていたと聞きました。まったく意識していなかった
ので正直おどろきましたが、同時に少しうれしく思いま
した。長男は恵まれていますが、社会には様々な境遇の
人たちがいて協力し合い、助け合いながら生きていくこ
との大切さを感じてくれたようです。これからも生涯続
けられるよう、頑張っていきます。
（52 歳・男性・新潟）

●「助け合い」について、あなたのお考えは？
ボランティアや援助が「日常」にない日本

私は周りの人たちに支えられてきたので、だれか別
の人の支えになりたい

63.2％

私はとくに誰かに支えられてもらったわけではない
が、誰かの支えになりたい

20.3％

私は周りの人たちに支えられてきたので、その相手
の支えになりたい

6.8％

に…と思ってやっとここ数年、本当に少ないですが（教

誰かの支えになりたいとはおもわない

0.7％

れしいです。まだまだ日本では、ボランティアや援助と

自分が助けていただいてから、もうじき 30 年たつと
ころです。父が亡くなり、お先まっくらで夢をあきらめ
かけた時、あしながさんに助けられました。今では夢を
現実にして幸せにしています。いつか私もあしながさん
育費がかかる子どもが３人いるので）行うことができう
いうものが「日常」の中にまで入ってきていないと思い
ます。もっと認知度が上がってほしいです。続けるって
ことは、本当に難しいですね。私にできることは小さい
ですが、できることを続けていきたいと思います。


あしながさんの思いが詰まったアンケート回答

（44 歳・女性・神奈川）

（ 15 ）
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172 号

NEW あしながファミリー

「あしながさん」大調査

「後輩遺児を助ける街頭募金」賛成 83％
●「あしながさん」になったことに関係した経験がありますか？
奨学金や学費の支援を受けたこと

16.8％

大事な家族、親せき、友人と死別したこと

13.5％

貧しい家庭で育ったこと

11.1％

父亡くし奨学金で進学
私があしながに参加したのは、中学２年生のときに父
が病死し、父や母の知人が個人的に奨学金を募ってくだ
さったことに元があります。日本育英会の奨学金も受け
ましたが、多くの方のおかげで４年制大学に進学し、教

母子、父子家庭で育ったこと

8.0％

苦学したこと

6.0％

希望する学校にいけなかったこと

5.7％

と心が温かくなり、人にも優しくなると信じています。

大病、大ケガをしたこと

4.8％

収入が少なくなって、あまり寄付できませんが、少額、

大事な家族、親せき、友人が大病、大けがをしたこと

2.7％

職に就きました。
私は「北風と太陽」の話が好きで、人は優しくされる

単発でもよければと思っています。
（70 歳・女性・神奈川）



● 奨学生らが毎年春秋に行っている街頭募金について
後に続く遺児を助けるのはよい

83.0％

奨学生が社会参加できてよい

45.2％

奨学生の勉強になってよい

26.1％

奨学生は募金をしなくてもよい

6.0％

わからない

5.4％

「応援してます」と声を掛けたい
街頭募金をする若者たちの姿を見て、支援することを
始めました。年２回、いつ、どこでやっているか調べて
出向いたりしていましたが、会えないことが増えたこと
からカード払いに変更しました。でも頑張っている人た
ちに一言「応援してます」と声を掛けたくて、運良く見
掛けたときは、少額ですが募金しています。大変だとは
思いますが、街頭募金は続けてもらいたいです。
（50 代・男性）



● 遺児の仲間づくりなどを目的とした「つどい」について
仲間づくりができるのでよい

78.4％

心のケアにつながるのでよい

78.1％

将来や人生のことを考えられる機会なのでよい

70.4％

つどいはしなくてもよい

0.8％

わからない

3.3％

奨学金のみならず心のケアも
私は豊かではないにしろ眠る場所と食べ物を両親から
与えられ、
そのことに何の疑問も感じていませんでした。
しかし事故などで親を失い生活に困ったり、学ぶ機会す
ら失う子どもたちが多くいることを知りました。子ども
のいない私が、子どもたちが育ち、勉強する助けになれ
ばとささやかながらあしながさんを始めました。あしな
がさんの良いところは、奨学金のみならずレインボーハ
ウスなど子どもの心のケアにも取り組んでいることで
す。

（51 歳・女性・愛知）

● アフリカなど海外の遺児への支援活動について
現地の貧困問題の改善に役立つのでよい

52.8％

母国の将来に役立つ人材を育てるのでよい

42.9％

国際社会で活躍する人材を育てるのでよい

47.2％

海外遺児支援はなくてもよい

10.8％

わからない

10.3％

世界を見るあしながの存在
ふとしたきっかけで始めた援助ですが、次々と世界中
で起きる災害を知るにつけ、止められなくなってしまい
ました。教育の必要性は感じますし、世界に目を向ける
あしなが育英会の存在がますます大きくなってくるでし
ょう。

（73 歳・女性・東京）

アンケートへのご協力と日頃の温かいご支援に心よりお礼申し上げます。

父さんを亡くした久我理亜

東日本大震災の津波でお
つ、次の進学の準備をして

ら音楽や絵画の創作をしつ
分があるかなと思います。

んでいる。追いかけてる部
久我

に違うの？

いたよね。日本とどんな風

バリアみたいなのができち

も人に対して知らない間に

のだったんだろう。

いくプロセスはどういうも

ったので、お父さんについ

さんへの気持ちに変化はあ

―震災から

何となく追いかけていたの

弾き始めたので、直後から

後からお父さんのギターを

てないんです。でも、震災

ていたのか、あんまり覚え

久我

震災直後は何を考え

れとも時間がたってから。

るのは、震災直後から、そ

し、友だちと社会問題を話

本だと好きな服も着れない

方が面白いと思われる。日

て当たり前で、違っていた

フランスは、人と違ってい

たりするじゃないですか。

とか、道が大体決まってい

して、みんな働いていたり

て、大学を卒業して、就職

―作品作りはセルフケアで

つくれる感じです。

ちにいるほうが良い作品が

作ったりする上でも、こっ

たり。絵を書いたり、詩を

えたり、色がきれいに見え

久我 音楽がきれいに聞こ

感じがする。

―すごくいきいきしている

ほうが生きやすいです。

ゃうんです。私はこっちの

理解したときに、死がある

ぬっていうことをちゃんと

ですか。自分もいつかは死

と、前に進めないじゃない

き込まれてしまったりする

いたり、暗いイメージで引

対していつまでも悲しんで

入れたことですかね。死に

ど、やっぱり「死」を受け

けはないと思うんですけ

久我

ビュー記事が、ＮＨＫホー
ムページ・みんなでプラス

～」に掲載されました。久

～東日本大震災あの日から
久我

る？

◇
年経ってお父

歳の時に震災があ

あまり明確なきっか

―お父さんを追いかけてい

我さんは宮城県出身。自宅
て知らないことが多い。で
かもしれません。

せないとか、みんな殻に籠

ことは悪い事じゃないと思

歳っ

います。記事の一部を再構

は内陸部で無事でしたが、
もそのときまで見ていた父

―フランスにいるほうが

もあるのかな。

日本にいると

）

父・正春さん（当時 歳）
親は、音楽と本と釣りが好

もっている感じがする。私

ーで歌を作りたいなって思

くなってから、自分もギタ

ともと好き。お父さんが亡

たので、音楽を聞くのがも

ンサートに行ったりしてい

とき、お父さんと一緒にコ

ったり、小学校・中学校の

お父さんのギターが家にあ

久我 そうだと思います。

い人、たとえば移民とか難

ど、日本で暮らす生きづら

久我

い」って聞いたけど。

るような居場所を作りた

―「多様性を受け入れられ

たんです。

うなって思えるようになっ

か、すべて贈り物なんだろ

の関係とか自分の考え方と

父さんからの贈り物だって

が、最近になって「全部お

と言っていたよね。ところ

方々に罪悪感を抱きます」

お父さんとか亡くなった

びたい。そのため、社会学

性とか人種差別について学

なりたいと思います。多様

近くでちょっとでも支えに

にはもうない。そのぶん、

があるように思う。でも私

ぜひ、お読みください。

（ く が・ り あ ） さ ん（

は沿岸部で仕事をしていて

きな人だったから、釣りに 「 自 由 で い い 」 っ て 言 っ て

お父さんの死があったから

って、弾き始めました。

民とか…そういう人たちの

思えるようになった」と話

に関心を持っています。

久我さんの記事が掲載されています。

成し紹介します。

帰らぬ人となりました。彼
対するロマン、音楽に対す

◀︎久我さんが大事にしている父の形見のギター

への本会職員によるインタ

女は震災後、あしなが育英
るロマン、そして本を読む

手前の女の子が久我さん

えた。
今あるものすべては、

会のケアプログラムに参加

こそだし、お父さんがたぶ

― 以 前、
「お父さんとの死

力になれたらいいかなと思

ん残してくれたもの。人と

別なしに自分の人生をこん

います。
日本の多くの人は、

してくれたけど、変わって

う。
それに気が付くたびに、 外国人に対してちょっと壁

多様性もそうですけ

なにも愛せなかったと思

あの日からの人生は父の贈り物

ことの大切さは、父から学

▲ベースを弾く父・正春さん。

10

後編

◆◆◆

前編

25

したあと、世界を旅しなが

仙台レインボーハウスで歌う久我さん

14

「いま言葉にしたい気持ち

東日本大震災で父を亡くし、世界を旅している久我理亜さん

25

43
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生きづらい人の力になりたい

NHK ホームページ

いま言葉にしたい気持ち ～東日本大震災 あの日から～

「１００年構想生」
）の交流

アフリカ遺児奨学生（以下

京都すばる高校生と本会

つり」の出し物として、学

す。今回は地元の「向島ま

企画を合同で開催していま

化を紹介しあう特別授業や
しおりは「向島まつり」の来場者にも配布

ト加工すると、個性豊

ワーを重ねてラミネー

り貼りし、ドライフラ

伝統のプリント布を切

で感想を語りました。

は大切に使います」と笑顔

楽しかった。作ったしおり

なと一緒に過ごせてとても

いわお

◇

は同社顧問に就任した。

会長代行に 川村 岩 氏

２０１９年以来あしなが

育英会の理事を務めている

川村氏の就任により、本

日

り、貧困や飢えや人身売買

人たちの悲劇を取材、報道

っていたのです。クリス

自分の郷里で悲劇が起こ

のアメリカ国内、しかも

している最中、豊かなはず

いたからです。

なり、自殺して

ルコール中毒に

薬依存やア

かな）んで麻

が世を儚（は

しました。竹馬の友たち

リストフ記者は愕然と

て知らされた事実にク

故郷の小さな町に戻っ

十数年ぶりに生まれ

ストを辞めました。

馬するため、ジャーナリ

オレゴン州知事選に出

クリストフ記者（ ）が

ク・タイムズのニコラス・

を報じてきたニューヨー

世界各地で苦しんでいる

大学奨学生によ

日 「長引くコロナ

14

日、京都

川村岩氏が、今年９月 日

会の会長代行は樋口恵子

９月

会

月

30

19

月１日

10

11

月

交流会終了後は参加者全

活用し、多文化共生の場となることをめざしている。

イベントが

かなしおりが完成しま

に通う、国内の遺児大学生のための寮「心塾」としても

生たちが一緒にオリジナル

の臨時理事会で会長代行に

歳。交通遺児育英会の大学

ための基礎教養を身につけてもらうこと。関西圏の大学

市伏見区向島にある京都す

員で、日本とアフリカの遺

氏、堀田力氏と併せて３人

島二の丸小学校跡地を見

奨学金を利用して大学に通

した。

選任された。

進〉
、コスモスには〈調

学。京都すばる高校企画科

い、３年生のときに新規開

アフリカの遺児に祖国へ貢献する「志」と、大学で学ぶ

の「花のしおり」を作る様

児のための教育施設・京都

和〉という花言葉があ

長の小川建治先生は「さま

塾した学生寮「心塾」に入

2019 年 3 月閉校）の跡地を利用する。施設の目的は、

ばる高校で行われました。

素材として使ったガ

り ま す。
「コロナに負

ざまな制約がある中で、ど

寮、一期生として心身共に

の影響 高校奨学生保護者

校（ 統 廃 合 に よ り

子をオンラインで配信しま

けず、日本とアフリカ

んな形ならばイベントが成

鍛えられた。大学卒業後は

調査 ２０２１」について、

となった。

の調和をめざしたいと

功するか考え続けた生徒た

米国に留学してＭＢＡ（経

調査対象者への依頼状発送

設。向島二の丸小学

同校とは２０１９年から複

志塾の建設予定地である向

いう思いを込めて企画

ちを頼もしく思います。京

営学修士）を取得。帰国後

川村氏は岩手県出身の

ーベラには〈希望・前

を考えました」と説明

都志塾の視察もできたの

キッコーマン株式会社に入

る高校奨学生保護者インタ

め の 教 育・ 宿 泊 施

あゆみ

してくれたのは、企画

で、今後は空間を生かした

社。海外部門を中心に様々

フリカの遺児のた

回臨時理事

班の代表として参加し

アイデアも提案していきた

ビューを開始

進めている日本とア

第

た林大道さん（京都す

な経験を積み、今年６月に

向島二の丸小学校跡地

本会が開設計画を

世界数十か国を飛び回

いです」とコメント。若者

ばる高校２年）
。

◆ 京都志塾（きょうとこころざしじゅく）

した。

30

63

ものです。

たちもそうであってほしい

んが総選挙で選んだ政治家

ては絶対条件です。皆さ

確かです。政治家にとっ

社会正義を見つめる目は

手管は知りません。でも

決したい」
。政治の手練

を摘出するのではなく解

ために尽くしたい。問題

「残りの人生を郷里の

クを受けました。

トフ記者は激しいショッ

クリストフ記者のこと

62

しおり制作を企画・実行

人以上の遺児が採用され、世界の大学に進学している。

同士の相互理解と、地域と

する。2014 年のプログラム開始以降、現在までに 200

１００年構想生のナルタ

でなく、彼らがリーダーシップスキルを磨く機会を提供

してくれたのは、同校企画

100 年構想生が海外の大学で学ぶためのサポートだけ

の連携を深めることのでき

ダーとして活躍するという「志」を胸に学ぶ。本会は

ーヤ・レイチェルさん（立

と呼ばれ、将来アフリカへ戻り、母国の発展を担うリー

科の２年生と１年生。日本

グラム。各国から選抜された学生は「100 年構想生」

た有意義な１日でした。

選抜し、世界の大学に留学させるリーダーシップ・プロ

命 館 大 学 ２ 年 ） は、
「みん

サブサハラ・アフリカ地域 49 か国から優秀な遺児を

の和紙や折り紙とアフリカ

◆ あしながアフリカ遺児高等教育支援 100 年構想

24

数回、日本とアフリカの文

京都すばる高校生が奨学生と交流イベント
プロジェクト

10

自作の「花のしおり」を手に（撮影時のみマスクを外しています）

アフリカと日本をつなぐ花言葉
京都志塾
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あしなが運動の大恩人
副田義也（そえだ・よしや）名誉顧問
略歴

副田名誉顧問が監修・寄稿・執筆した主な「あしなが運動」関連書籍

1934 年東京生まれ。1959 年東京

大学大学院社会科学研究科修士課程修
了。日本社会事業大学、東京女子大学
を経て 1977 年筑波大学社会科学系教授。
1995 年同大学副学長、のち名誉教授。
1999 ～ 2010 年金城学院大学教授。1974
年以来、あしなが運動の各種調査に継
続的に関わった。2004 年福祉社会学会
創立、初代会長。
主な著書に『日本文化試論―ベネデ
ィクト
“菊と刀 ” を読む』
『あしなが運
動と玉井義臣―歴史社会学的考察』
『生
活保護制度の社会史

増補版』などが

ある。

副田名誉顧問による主な調査
1974

交通遺児家庭の生活実態

1985

あしながさんの生活と意見
災害遺児家庭の生活実態

全国のガン遺児家族の喪失

自然災害や労働災害によっ

交通遺児家庭を対象にした

体験を主題にした調査を実

て親を亡くした遺児家庭の生

調査では「貧困、母親の健康

施。副田教授は遺族の苦しみ

活実態調査を実施。災害遺児

破壊、遺児の進学の断念」な

や悲しみ、怒りについて語っ

の奨学金制度設立の大きな後

ど遺児家庭の困窮の事実を明

た（1997 年）

押しになった（1987 年）

らかにした（1977 年）

1977 遺児家庭の母親の職業と生活
1984・1998・2011

病気遺児家庭の医療体験と生活
実態
1995・1996・2000・2004
1994

阪神大震災遺児家庭の生活実態
追跡調査

1997
1999
2011
2013

ガン遺児家庭の喪失体験
自死遺児数推計

東日本大震災「特別一時金申請
書」の分析
東日本大震災遺児家庭実態調査

自死遺児の心の傷とケアに

阪神大震災遺児家庭に調査

よる
「あしなが運動 40 年史」
。 関する調査・研究を実施し、

を実施し、遺児たちの心の傷

玉井義臣とその周辺の人物像

国内において初めて自死遺児

や家族の変化などを聞き取っ

が、緻密な資料を中心に分析

の深刻な心の傷を浮き彫りに

た。レインボーハウス建設の

構成されている（2003 年）

した（2002 年）

礎のひとつ（1995 年）

研究者としての副田教授に

2014 「あしながウガンダ」総合調査

やはり「調査」だ。行政を

いしたのは、１９７０年度か

副田義也さんに調査をお願

玉井 義臣
らだった。以来１年に１本、

時には２本、３本という年も

あった。

副田さんは調査学者とし

て、超一流だった。

調査が始まると、副田さん

動かすのは調査に勝るものは

ない。

私がこの信念を持つに至っ

日、テレビの大人気ワイ

た「事件」は、１９６８年４

月

歳の中島

とお弟子さんが５、６人で組

んで議論を重ねる。授業はい

つもサボっていた私にとって

は、この調査の質問づくりの

話し合いと教授と弟子たちの

やりとりは、第二の大学であ

った。私も副田教授の弟子の

一人と思っている。

調査は質問用紙によるアン

ケート、大学奨学生がやる面

接調査、時には家計簿を対象

とした調査もあった。発表時

には新聞やテレビで大きく取

り上げられた。遺児問題を通

して、社会の暗部をくっきり

切り取る業が見事だったから

だ。調査が発表されると募金

は急増した。

歳を超えパーキンソン病

を患った私が、アフリカの遺

児支援のため、車イスに乗っ

て欧米やアフリカへ協力者探

しの旅を重ねていた時は、長

年の戦友である副田さんも見

かねたのであろう。同じくパ

ーキンソン病を抱えながらア

フリカ遺児調査への参加を申

70

ドショーで起きた。父親を交

通事故で亡くした

穣君が自作の詩「天国にいる

おとうさま」を朗読した。名

物司会者の桂小金治師匠は号

泣した。スタッフも皆泣いて

いた。

コメンテーターとしてレギ

ュラー出演していた私は、そ

の場にいた田中龍夫総理府総

務長官（当時）に迫った。
「交

通遺児の全国調査をしてほし

い」「わかった。
やりましょう」
。

権威ある機関が実態調査を

すれば、あとは施策あるのみ

である。これで「勝った！」

と思った。反響は各方面に広

がり、
翌１９６９年５月２日、

財団法人交通遺児育英会が設

立された。

すべては調査から始まった
し出てくださった。

▲２０１４年 月、アフリカ・ウガンダで
遺児の調査を行った副田名誉顧問。保護者
会に参加し、様々な訴えの声に耳を傾けた
8

10

15
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そ え だ よ し や

神・ 淡 路 大 震 災（ １ ９ ９ ５ 年 ）。

ボランティアの力を痛感した阪

本会が「心のケア」の必要性と

）を悼む

筑波大学
名誉教授

社会調査を通して半世紀にわたり遺児を支えてくださった社会学者の副田
義也本会名誉顧問（筑波大学元副学長・名誉教授）が、 月８日夜、多臓器

震災遺児調査チームを率いた副田

。ご葬儀は近親者で済ませておられま

が、震災体験、親やきょうだいの

遺児家庭の親や子ども、親族など

てである。ここで、はじめて震災

る震災遺児家庭の真実の姿につい

第一は、本書であきらかにされ

三つの感想を記しておく。

修 者 と し て、
『黒い虹』について

体の監修の役割を引き受けた。監

私は震災遺児作文集『黒い虹』全

る。
そのようないきさつがあって、

えて一足先に発表するものであ

そのデータ自体の社会的意義を考

術的分析を行っているが、本書は

る研究グループがそのデータの学

の調査を企画立案し、私が主宰す

要な内容となっている。私は、そ

児の作文とともに『黒い虹』の主

活と心理の実態の報告が、震災遺

きらかにされた震災遺児家庭の生

査を行った。その調査によってあ

震災遺児家庭二百四世帯の訪問調

員して、阪神・淡路大震災による

会はボランティア八百十二人を動

一九九五年八月、あしなが育英

◇

改稿して掲載します。

済堂出版、
１９９６年）より抜粋・

ものであり、
監修本「黒い虹」
（廣

た。私たちの活動の指針ともなる

い思いと期待が込められていまし

名誉顧問の総括には、本会への熱

表します（３面「共生」もお読みください）
。

涯の盟友ともいえる方でした。本会の大恩人に対し、心よりの感謝と哀悼を

玉井義臣会長にとっては、遺児を支える「あしなが運動」の同志であり、生

差などの問題は日本全体の課題であることを訴え、
社会を動かしてきました。

知らせいたします。副田名誉顧問による調査は、遺児が抱える貧困、教育格

す。来春、
「偲ぶ会」開催の予定。詳細は後日、本会ホームページなどでお

不全のため亡くなられました。享年

10

86

2011 年 1 月に行った「あしながさん 1 万人調査」の記者発表に臨む副田名誉顧問（右）
。
左は玉井義臣本会会長（2011 年 3 月 7 日東京本部）

義也
副田

あしなが育英会は日本社会の貴重な財産

副田義也名誉顧問（

遺児家庭調査 半世紀

えられなかったものであった。わ

コミ報道によっては、けっして伝

いる。それはステロタイプのマス・

で例がないほど多面的に示されて

あるが、その被災者の実態がほか

襲った自然災害の代表例の一つで

震災は、この半世紀の間で日本を

に生々しく語っている。今回の大

の生活の苦しさなどを率直に、時

死、残された家族の心の傷、現在

長の機会であった。

この調査の体験は大きい学習と成

アも参加したが、彼らにとっても

ら募集した一般学生のボランティ

った。なお、この調査には全国か

苦労などを考え、学ぶところがあ

その話からあらためて自らの親の

聞き手の遺児のボランティアも、

かってくれると思ったのだろう。

持ちになったのだ。この人ならわ

からぬ者が不幸の体験をも心の糧

が互いに支え合い、遺児達の少な

に、震災遺児家庭の残された家族

双方の必要性を認識するととも

家庭への経済的援助と心のケアの

は常に先導的な役割を果たした。

る社会的救援活動において、同会

震災による震災遺児家庭にたいす

在意義についてである。今回の大

を成し遂げたあしなが育英会の存

第三は、本書で報告される調査

＊

として成長しつつあることに感動

これまでの活動記録で具体的に紹

れわれはこれを読んで、震災遺児

するのである。私はこれを読みな

で見てほしいが、震災遺児家庭を

がら、何度も人間は立派な存在だ、 介されているので詳しくはそちら

家族は良い集団だと思った。

ある。これは次でふれる。いま一

れまでの実績にもとづく信頼感で

が育英会にたいして持っていたそ

と思う。一つは、各家庭があしな

った。その主要な理由は二つある

はじめて震災遺児家庭は真実を語

意義についてである。この調査で

に参加し、働いたボランティアの

第二は、本書で報告される調査

ことができたのは、同会の中にこ

動から今回の実態調査までを行う

る。あしなが育英会がそれらの活

たいする信頼感を形成したのであ

先に言った震災遺児家庭の同会に

展開していった。
これらの活動が、

必要な活動を適切な時期に次々と

特例措置や激励募金など、同会は

つどい活動、震災遺児への奨学金

児の心のケアのための訪問活動や

発見するためのローラー調査、遺

つは調査に従事したボランティア

の三十年近く展開されてきた交通

＊

の主力があしなが育英会の大学奨

分達と同じ経験をした人間である

は、訪れてきたボランティアが自

ことである。震災遺児家庭の親子

悲哀や苦悩を共通して持っていた

震災遺児家庭の人々と親を失った

っていると思う。

自体が日本社会の貴重な財産とな

注目が高まる中、あしなが育英会

う。ボランティア活動への社会的

ハウが蓄積されているからであろ

活動を通じて得られた運動のノウ

学生で病気遺児、災害遺児であり、 遺児、災害遺児、病気遺児の救済

のを知って、はじめて心を開く気

大阪府

日、その

き で ら

まさゆき

木寺 正幸 さん
２０１８年に胃がんを発
症。抗がん剤治療もしたが、

護のさなか、佳織さんは「こ

の」と思いを伝えた。在宅看
っと一緒に、隣で子どもたち

息子。運動会、キャンプ。ず

て い る。
「お母さんはこうし

夕飯時の家族時間を大切にし

とみんなで仏壇に顔を向ける。

らお母さんに怒られるで～」

「そんなに塩かけた
の成長を分かちあいたかった。 て た で 」
３人での生活

れから先に生きていく中で、
思い悩んで行きづまり、逃げ
ようと考えたとしても、命を

亡 く な っ て １ 年 は 疲 労 困 「 ３ 人 だ け ど、 こ ん な 風 に ４
「子どもがいなければも
憊。

たらと思うんです」
。

人の時間を持って生きていけ

大切にしてほしい。自分を大
切に生きて」と子どもたちに

ういいかな」と思う時もあっ

ぱい

思いを託した。

たが、子どもたちのおかげで

２０２０年５月

生きてこられた。夢で佳織さ

佳織さんが旅立った１か月

心を開放する場所

「子どもの小さな靴下を干

んに「子どもたちは成長して

年春、家
す時に幸せを感じる。毎日幸

いるから大丈夫よ」
と言われ、 後、レインボーハウスのリビ

コロナ禍となった
族で最期の時を家で過ごし
せすぎて怖い」
。子どもが一

ングで「佳織」というサイン

日は心地良い風が吹く日だっ
た。正幸さんは毎日の看護記
番の愛情豊かなお母さん。「こ

頑張らねばとガチガチだった

が入った絵が目に入ってき

。最愛の妻であり

子どもたちの母である佳織
録、点滴、注射、できること
れからのあなたの判断は私の

肩の力が少し抜けた。

た。享年
（かおる）さんが旅立った。
はすべて自ら行った。２週間
判断だから大丈夫」と正幸さ

ほとんど眠らなかった。

育児と仕事の両立には悩む

ここに来ると子どもたちの

最期の「家族の時間」
んの不安に寄り添い、どこま

が、会社の仲間の理解に支え

た。「妻の導きかな」
と思った。

娘は「お母さん、産んでく

でも家族の幸せを願った。現

眼が違う。自分の心も解放さ

年のお付き
れてありがとう」
、
息子は「僕

られ、食材の宅配も利用し、

佳織さんとは
合いを経て結婚。娘と息子に

在小学６年生の娘、４年生の

◀︎
「妻もこの写真なら OK 出すかな」
子どもたちの大好きなお母さん

のハーフ成人式に来れない

▲︎息子さんの周りを温かい「お母さ
んの風」が包んだ

も恵まれ、正幸さんは仕事に

あしながアフリカ遺児教育支援

れ、
穏やかになる。同時に
「ど

5 00150-3-734125

励んだ。今の子どもたちのベ

supporter@ashinaga.org
supporter@ashinaga.org
supporter@ashinaga.org

（東日本大震災遺児の支援に使わせていただきます）

あしなが東日本大震災遺児支援募金

その他活動全般については「総務課」info@ashinaga.org へ

奨学金の返還については「返還課」henkan@ashinaga.org

本紙のご感想は「広報部」family@ashinaga.org まで

Eメール

4 00130-7-776732

うしようもなく気分がふさぐ

虹のかけはし会員
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３人だけど気持ちは４人

3 00140-6-98241

詳しくはウェブサイトへ
詳しくはウェブサイトをご覧ください
詳しくはウェブサイトへ
https://www.ashinaga.org/support/donation/
https://www.ashinaga.org/support/donation/
https://www.ashinaga.org/support/donation/

（アフリカ遺児の奨学金や教育支援に使わせていただきます）

（寄付課直通）
（寄付課直通）
0120-916-602
0120-916-602
0120-916-602
Eメール

（国内遺児の心のケア活動に使わせていただきます）

あしなが育英会あしながさん奨学金係

ースを作ってくれたのは佳織

あしなが育英会

◆◆お問い合わせ
◆ お問い合わせ
お問い合わせ
フリーダイヤル（寄付課直通）

（国内遺児の奨学金として使わせていただきます）

2 00180-0-15595

時もある。でもそうなって当

然なことを経験している。そ

れでいいと思っているんで

す 」。 他 の お 父 さ ん た ち に そ

う伝えたいと、今回の取材を
引き受けてくださった。

木寺さん一家がレインボー

ハウスに来館される時、温か

な風を感じる。佳織さんも一

（あしなが育英会の活動全般に使わせていただきます）

00140-1-541731

緒に訪れてくださっているの

だろうか。レインボーハウス

が、佳織さんが愛してこられ

た大切なご家族の伴走者であ
れたら、そう思う。

（峰島里奈記者）
◇
ホームページに
も保護者インタ
ビューを連載し
ています。

◆郵便局（ゆうちょ銀行）備え付けの青色の用紙でお振込み
される際は、こちらの口座番号をご利用ください。ご寄付の
使いみちは次の 5 つからお選びいただけます。

20

13

10

さんだと思っている。
「生まれかわっても妻と結婚したい」今年10月、神戸レインボーハウスで

◆ゆうちょ銀行以外の銀行やコンビニエンスストア、また、ウェブ
サイトからはクレジットカードと Pay-easy( ペイジー ) もご利用
いただけます。ゆうちょ銀行専用振込用紙やコンビニ振込用紙の
ご請求、銀行口座のご案内につきましては、寄付課までお気軽に
ご連絡ください。また、遺贈のご相談も承っております。

1

みなさまの継続的なご寄付のおかげで私たちの活動が続いています

ご支援ありがとうございます。

41
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