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私 の最 近思う こと
第４回ロボットコンテスト終了！
ス マホ、ゲ ー ム の付き合 い方 で、 子供が変わ ってく る。
最 近、ス マホやゲ ー ムに ついて、大 人側が、ち ょ っと慣れ てきすぎだなと感 じ て
います。 それをさ せ て いたら こ っち は楽だ し、と いう安易な雰囲気 も感 じられ、そ
れ で いいのかな、と思うと ころがあ ります。小学校 の間だけ、と思 って いたら中学
生 にな ったら もう、自 分 の子供 を制御 でき る、 と は思 っては いけま せん。気 が つ
けば 手遅 れ にな って います。 そ の例を次 に挙げ ます。
つい先 月 の話 ですが、中 ２の女 の子が お母さ んと入塾 面談 に来ま した。成績 が最
近落ち て いて、悩 ん で いると いうご相談 でした。話を して いく内 に、そ の女生徒が、
一日 ３時 間 以上、 ス マホゲ ー ムに没頭 し、 そ の上、就寝時 間が夜 の１時 過ぎ 、学
校 も朝 は いけ てな い、と いう事実 にたどり着 きま した。お母様 も、色 々と手は尽く
してる様 子 でそ の事 に ついてはかな り心配なご様 子 でしたが、自 分 の子供 に つい
て”気が ついたら中 ２です でに制御 不能な状態” であ るご様 子 でした。 私 は、” １
日 ス マホ １時間、寝 る時間を １０時 にしたら成績 は必ず上が るよ ！。そ の後また来
て！”と い って半ば追 い返 しま した。まず は火 元を消さねば火事 は絶 対消え ません。
そ の後 そ のお母様 からご 丁寧な連絡 を頂き、私 の指摘を大変 に感謝 して いただき
ま したが、
”残念ながら娘 は行動を変え る こと はなさ そう です。”とご連絡頂きま し
た。文面に後悔やら残念さが感 じられ る内容 でしたが、私 にはどう にも できません。
私が ここで彼女 に対 して ”必ず”成績 があが る、と言 った のには根拠があ ります。
今 日はそ の話が メイ ンです。
ス マホ、でもな ん でもそう ですが、
”没頭 して いる”、と いう状態 と は、自分 以外
のも のに、自分が占領さ れ て いる、 つまり、自分が自分を コント ロー ルでき て いな 第 ４回目 の ロボ ット コンテ ストを ルピ ア １階 のオープ ンスペー スで行 い
い、制御 不能状態、と いう事 であ ります。自分を制す る事が できな い状態 と は、別 ま した。皆さ ん大変 よくが んば りま した ！次 回 は ４月 １２日、 日曜 日、
な言 い方 では”自 制心が働 かな い状態” であ る事 を意味 します。
逆 に、自 制心があ る状態 と いう のは、大 人 で言えば、毎 日飲 む大好きな お酒 でも、 ２時 から 羽村 ゆと ろぎ 地 下 １階 ホー ルに て １５教室、約 １００名が終結
週 １回は自分 の健康 の為 に控え る ことが でき る、と か、ス マホだと 日 １時間 の制
して行 います ！ みんなが んば れよ～
限を ”自分 でかけ る”事が でき る状態、 です。 （
機械的な制限を かけ て時間を コ
ント ロー ルす る のは自 制心 の末 にや め て いる、と は言え ません） つまり、自分が大
好きな も のでも、 それ以上 に大事な も のを意 識 し、 い つでも止め る事 が でき る状
態、を意味 します。
冬期講習 に ついて
自分 で自分を制御す る事が自然 にでき る状態、と いう のは、なぜ それを制御 しな
冬期講習 はす でに １２月 １日から スタート しており、１月 ３１日ま で
いと いけな いか、と いう のが自分 の中 で浸透 して いる状態 です。それが自 己を大事
に思う根拠、とな り、そ の状態が自然 と でき るよう にな ったそ の考え は概念 へと変
続きます。 そ の期間中 に普 段 の塾 の時間 にプ ラ スして小学生 ８時間、
わ りや が て”自尊 心” に変わ って いきます。
中 １， ２年生 １２時間、中 ３生 は １８時間を取 って いただきます。料
自尊 心があ る状態 の子供 は文字 通 り自 分 へ尊 敬 の概念 を持 つ事 を実感 でき てお
”今、何をす
りそれが、
”今 の自分を大事 にす る行動”に つなが ります。すなわち、
金 は春 の面談 の際 にお伝え し皆様 にご 理解頂 いており、今 月 ４日に引
る べき か、 よく考え て行動す る人間”
、 へと変わ ります。 もち ろん勉強す る べき時
き落ち ております。予約 システムにて予約 いただきます様、よろ しく
には必ずや るでし ょう。勉強 はや れば できます。そして勉強 と は自分 の行動 の中 に
お願 い致 します。 （
冬休 み中 は時 間が通常営業時 間と異な ります ので
発生す る現象 のた った の１ つです。それだけ でき ても屁 の役 にもたたな い事 は大 人
が 一番わ か って いる事 です。今 を大事 に生き行動す る事 を教え る事が大 人が 子供 に
ご 了承くださ い）同様 の状況 は次 回春休 みにも発生 します ので、ご 了
教え る べき 一番 の事 ではな いでし ょう か。書 く場所がもうな いのでこ の辺にします
承を お願 い致 します。
が、こ の様 に ス マホ の付き合 い方考え方 を大 人が少 し変え る こと で、子供 のこれか
ら の生き方 をよりよく でき る方法があ る のではな いか、と最 近考え ております。
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