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スペシャルコンテンツ「わたしの学び」

成瀬記念講堂
1906（明治 39）年建設。明治期の学校建築の

貴重な遺産としての評価も高く、1974（昭和 49）年、
文京区指定有形文化財となりました。
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まんきみこさんを京都よりお迎えし、定行まり
子通信教育課程長との対談が行われました。

あまんさんは通信教育課程第 11 回児童学科の卒業生
で、「ちいちゃんのかげおくり」「おにたのぼうし」な
どの絵本で知られている児童文学作家です。対談で
は、あまんさんから本学通信教育課程（当時は通信教

育部）に在籍していた当時のエピソードが披露されま
した。
　大学教育を通信教育で受けられることを知らなかっ
たあまんさんが日本女子大学通信教育部に入学したの
は、偶然目に留まった本学の新聞広告がきっかけでし
た。それは、学びたいというあまんさんの思いが実現
した瞬間だったそうです。
　そして、夏のスクーリングで受けた、「児童学概論」
のリポートを提出したことが児童文学作家の道へ進む
転機となりました。ご自身で創作した「赤いぼうし」
という童話をあまんさんのお子さんを含めた 5人の子
どもたちに読み聞かせ、彼らが描いた絵や会話をまと
めて、ご自分の考えを添えてリポートにしたところ、
科目担当者の高橋サダ先生から、児童文学作家で児童
学科講師も務めていた与田準一先生のもとへ伺うよう
にと紹介状と地図を手渡されました。与田先生は後

に、あまんさんの生涯の師となりました。
　あまんさんのお話を受けて、定行通信教育課程長は
「現代の大学教育では、能動的に学ぶアクティブ・ラ
ーニングが注目されていますが、すでに当時のリポー
ト課題において、自らの創作童話でそれを実践されて
いたことに感心しました」と表しました。

　あまんさんはご自身の経験から、「人生には様々な
見えない扉があって、学びたい、知りたい、こうあり
たいと懸命に願うことによってその扉の存在が見えて
くる」と、誰にも「願いの扉」があることを気づかせ
てくださいました。
　本学で学んでいた当時は、「子育てや家事など、日々
の生活の合間に学習時間を見つけて取り組んでいた」
そうです。このことが現在まで、児童文学作家として
の創作活動においても習慣となっており、そして本学
での学びは、知らないことを知る悦び、楽しい時間を
授けてもらったと、笑みを浮かべました。
　最後に、代表作「おにたのぼうし」をあまんさんご
本人が朗読され、その穏やかで優しいお声に改修を終
えたばかりの成瀬記念講堂には温かい空気と共感が広
がりました。

あまんきみこさんによる朗読

堀越栄子家政学部長あいさつ

もみの木会、縦の会に感謝状贈呈

　日本女子大学通信教育課程は、2019 年 1月に創設 70周年を迎えました。こ

れを記念して 2018 年 12月 15日（土）、目白キャンパスの成瀬記念講堂に於い

て、卒業生と在学生による創設 70周年記念シンポジウム「願いの扉」を開催し、

200名を超える方に出席いただきました。

児童文学作家

あまん きみこ

通信教育課程長／教授

定行 まり子

はじめに

私たちには様々な見えない扉があり
願うことでその扉は見えてくる

あ

第一部 対　談

　シンポジウム開催に先立って堀越栄子家政学部長よりあいさつが
あり、近代日本においていち早く多くの女性に通信教育という手段
で高等教育を供した本学創立者・成瀬仁蔵の実績を紹介し、通信教
育課程には、今後いっそう多様化する社会において経験したことの
ない様々な人生が存在することへの気づきを支援する役目があると
述べました。
　また長年に渡る通信教育課程へ
の支援に対して、通信教育課程卒
業生団体のもみの木会、児童学科
修了生団体※の縦の会に感謝状が
贈呈されました。

※  通学課程、大学院家政学研究科児童学専
攻を含む
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石川 かおる さん（児童学科卒業生／首都圏在住／幼稚園教諭）
野本 尚子 さん（食物学科卒業生／首都圏在住／管理栄養士）
渡部 悦子 さん（生活芸術学科卒業生／首都圏在住／農業従事者）
菅野 真由美 さん（生活芸術学科在学生／東北地方在住／一級建築士）
小野 京子 児童学科特任教授
浅見 美穂 生活芸術学科特任教授

「願いの扉」を開いた先には
それまで見えなかった風景が広がる

 通信教育課程での学びは悦びに満ちていた

 「願いの扉」は自分自身で開くのです！ さあ、始めましょう。

第二部　卒業生・在学生パネルディスカッション

浅見美穂特任教授（以下、浅見）：皆さんの「願いの扉」
に至るまでのご苦労や喜びなどについて、第一部のあ
まんきみこさんのお話や、他のパネリストの発表も絡
めて聞かせてください。
石川かおるさん（以下、石川）：あまんさんが仰って
いた「知りたいことを知る悦び」が、「願いの扉」を
開く原点だと改めて思いました。児童学科の所属です
が、学科を超えて、食べる物のことを知るために食物
学科科目を、住まいや衣服を知るために生活芸術学科
の科目を学ぶことができました。このことは、「知る
悦び」を実現し、願いの扉を
開いてくれました。
野本尚子さん（以下、野本）：
「願いの扉」は社会人になっ
て明確になりました。社会に
出て、学ぶべき物事が見えて
きて、それを意識した時に
「学ぶ」意義がはっきりしま
した。私にとって働きながら
受けられる通信教育での「学
び」はすぐに仕事に還元で
き、仕事に貢献できる効率的
な学び方だと実感しました。

「知る悦び」は貢献できる喜びと言えます。
渡部悦子さん（以下、渡部）：「自分が知りたいことを
学ぶ」ことは、とても楽しいことでした。この喜びを、
まだ挑戦していない人に伝えたい気持ちでいっぱいで
す。私も、より一層頑張ろうと気を引き締めたところ
です。
菅野真由美さん（以下、菅野）：「願いの扉」の実現は、
大変なことだと思っています。あまんさんの「隙間時
間を見つけて創作活動に取り組んでいる」というお話
に、日常生活の中から学習時間を捻出している私を重
ね合わせました。入学直前に東日本大震災で被災して
いる私にとって学べる環境にあることはこの上なく幸
せなことです。その環境を守っていく大切さを噛みし
めています。
小野京子特任教授（以下、小野）：様々な思いで「願
いの扉」を目指し、日本女子大学通信教育課程に入学
された皆さんにとって意外だったこと、予想外のこと
は何でしょうか。
菅野：生活芸術学科では、主に住居学を学ぶと考えて
いました。石川さんが仰っていたように食物学、児童
学の科目も学べたのは予想外でした。家政学という括
りで広く生活に視点を置いて学ぶことができ、建築士
の私としては大きな収穫になりました。

渡部：知識を修得するだけで
はなく、スクーリングに参加
するなど、学習を通して卒業
してからも付き合える仲間が
沢山できたことは私には嬉し
い誤算でした。入学時には想
像がつかなかったことです。
彼女たちは私の大切な財産に
なりました。
石川：子どもの保育に活かせ

る科目はたくさんあって、どの科目も魅力的でした
が、特に「表現アートセラピー」※に出会ったことは
予想外の悦びでした。他の科目が手につかなくなるほ
ど熱中し、勤務先の園児たちに活かしてみるほどでし
た。
野本：私は卒業までに時間がかかりました。結婚や育
児、仕事などで時間が取れなくなった時は、休学制度
を活用しました。長い人生には色々なことありますが、
自分のライフステージに合わせて学びながら卒業でき
ることは、入学時には思いも寄らなかったことでした。

浅見：4 人のパネリストの方にも学ぶご苦労があった
かと思いますが、思うように学びが進まない在学生や
入学をためらっている方に向けて、アドバイスをお願
いします。
石川：入学するか否かで迷っていたら、迷うよりも考
え込むよりも、まず一歩踏み出すと良いと思います。
踏み出してから考えればいいのです。学習相談があり
ますし、仲間たちもいますので、私の経験から言えば、
何とかなります。
野本：困ることや壁が現れても、自分だけが悩んで工
夫するのではなく、大学に相談することで、乗り越え
ることができました。乗り越えられたことは、自分自
身の財産となり、結果的に自信につながりました。よ
り大きな「願いの扉」を開く力を得られたと思います。
ぜひチャレンジしてください。
渡部：忙しく働いていている人が多いと思いますが、

「学びたい」と思うと、不思
議と隙間時間は生まれるもの
です。その時間を活用してリ
ポートを作成したり、試験勉
強にあてることができます。
学習する時間がないなどと言
わずに、あなたの「願いの扉」
を開いてください。
菅野：全国に「学習友の会」
という通信教育課程ならでは
の組織があります。私は、そ
こに集い共に学ぶ学友や先生
方に助言と勇気をいただき有

意義な時間を過ごせました。
近くに「学習友の会」があれ
ば、新入生の皆さんは入会す
ることをお勧めします。
浅見：迷っていたら一歩を踏
み出す、壁は自信につなが
る、隙間時間は生まれる、学
習友の会の活用などアドバイ
スをいただきました。ここ
で、会場の皆さんから、何か
ご質問はありますでしょう
か。
質問者：開いた「願いの扉」
の先にはどんな景色が見えていますか。
浅見：パネリストの皆さん一言ずつお願いします。
菅野：震災復興の途上にある福島のために役立つ仕事
をすることです。
渡部：私は“食と農”の仕事を通じて環境の大切さを
訴え、社会に貢献したいです。
野本：大学院の博士課程に進んで、さらにより重く大
きな扉に挑戦します。
石川：私も大学院を目指します。子どもをもつ母親に、
子育てが自分自身を豊かにすることを伝えたいです。
浅見：学びが、皆さんの「願いの扉」を開き、限りな
く広がっていくそれぞれの思いが伺えました。日本女
子大学通信教育課程は、生涯を通して学ぶ場を提供し
新しいライフステージへ挑戦する皆さんを応援し続け
たいと思います。

　卒業生 3名と在学生 1名が、入学のきっかけや現在取り組んでいること、さらに未来に思い描くビジ
ョンを発表しました。その後、教員 2名が加わってそれぞれの「願いの扉」に至る苦労や喜び、そして、
在学生やこれから学ぼうとしている方へのアドバイスなどをお話しいただきました。

※　表現アートセラピー： 絵や粘土、ダンス・ムーブメント、音楽、ドラマ、詩や物語など様々な表現を用いる芸術療法。アート表現がどのように人を癒し、心理的成長を促
し、共感力や協働する力、コミュニケーション力を高めるかを学ぶ。

石川かおるさん

野本尚子さん

渡部悦子さん

菅野真由美さん



当日は成瀬記念館分館（旧成瀬仁蔵住宅）を特別公開

 あまんきみこさん、
きょうはありがとうございました

　穏やかで優しいお声のあまんきみこさん

シンポジウム、スタート
総合司会は工藤千草特任教授

計量カップ・スプーンなど本学ならではの
大学グッズ販売コーナー（桜楓会）
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あまんきみこさんの作品を手に取る来場者
目白キャンパスへようこそ、はじめまして

第二部のコーディネーターは
小野京子特任教授、
浅見美穂特任教授

会場から「願いの扉の先に
見えたものは？」と質問

会場を移しての
懇親会
司会は浅野雅子
特任教授

開会のあいさつをする堀越家政学部長
胸像は本学創立者・成瀬仁蔵

来場者を待つ成瀬記念講堂

2018.12.15

photo report

あまんさんご本人による朗読
ぜいたくな時間が流れます

登壇する卒業生・在学生の紹介から第二部はスタート

あまんさんを囲んでの楽しいひととき

司会は浅野雅子司会は浅野雅子

ぜいたくな時間が流れますぜいたくな時間が流れます

記念品


