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今年で51周年を迎えた「香港柔道館」は銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅を出てスグ、銅鑼湾SOGO百貨店隣のビル12階にある。
今回は同館で館長補佐を務めている岩田龍馬氏に創立に至る経緯から柔道を通じて同氏が日本人に伝えたいに「礼節の大切さ」について話を伺った。

　香港柔道館の創立者で
あり岩見龍馬氏の父親でも
ある岩見武夫氏（現在の香
港柔道館館長）は元々、東
京で柔道の指導を手伝って
いた。当時、香港へ行く機会
があり、香港の地に足を踏
み入れた時、「香港はこれ

から益々発展する」という潜在価値を肌で感じた。そし
て香港で「日本の柔道を香港人に伝えたい」という熱
い想いで1966年、香港へ単身渡ったという。
　当時は日本人も少なかったが、香港人や西洋人の
生徒が武夫氏の道場に続々と入門した。意外にも柔道
を知らないで入門した生徒が多かったが「柔道
（JUDO）」は海外でも通じたため、生徒数も着実に増
えていった。1995年頃からは日本からインストラク

ターも招いて柔道を
指導するなど、日本と
香港間の交流も欠か
さず、柔道文化の普
及に力を入れて今年
で51周年を迎えた。
　今回、インタビュー
に応じていただいた
岩見龍馬氏（香港柔
道館館長補佐）は香
港生まれの香港育ち

で広東語も堪能。物心ついた頃から柔道を始めた同
氏は、20代になると子供に柔道の指導をするようにな
り、2012年から2年間、母校の香港日本人学校中学部
でも柔道を指導した経験を持つ。「現在、日本でも柔
道を知らない人は意外に多いですね。『（手でチョップ
の仕草をされて）柔道を指導されているんですよね？』
と聞かれることもあり、少し心配です。」と不安な顔も
のぞかせた。
　「五輪連覇した元柔道家、井上康生選手が活躍した
年は柔道ブームで生徒数も増えましたが、現在は日本
人駐在員も少なくなってきました。同館の生徒数で一
番多いのは世界でも柔道人口の多いフランス人。柔
道人口で比較すると日本の約20万人に対して、フラン
スは約50～60万人はいるはず。」とフランス人の柔道
に対する関心の高さも総じて、フランス人をはじめ、欧
州出身の生徒数は現在も増えているという。
　同館が掲げている指導方針について伺うと、「礼節
を重んじて相手をリスペクトする心が大切」だが時に
は厳しく指導することもあるという同氏が同館で取り
入れている「礼儀作法」は、「挨拶は何語でも良い」と
いう他道場にはない指導方針。日本語はもちろん、広
東語から英語、フランス語、北京語、スペイン語の元気
な挨拶が飛び交い、時にふざけて自国以外の言葉で
挨拶する生徒も少なくないと言う。「柔道ではまず自
分自身の身を守ることが大切で、先手必勝の技（わざ）
ではなく護身術」が基本の柔道に黙想も取り入れてお
り、精神統一を図る貴重な修行の場にもなっている。

「子供たちには黙想
がよくわかっていな
いようですが、それで
もちゃんとやってくれ
ます」「やんちゃな子
供が多いので、黙想
をすることで心を落ち着かせ、それが子供の健やかな
成長につながると思っています」と語ってくれた。
　練習内容については大人の部と子どもの部に分か
れており、大人の部は16歳以上から素人から玄人まで
一緒に切磋琢磨して練習に励んでいる。週に2回ペー
スで来る生徒が多く、子どもの部では火・木・金・土の
週4回クラスがあり、初心者は比較的金曜日のクラス
に来ることが多いという。入門後約1か月間は怪我を
しないよう、受け身の練習をしっかり行い、徐々に打ち
込みや、投げ込み、乱取り、寝技といった実践練習に
入っていくという。大人・子供の部では準備体操や練
習後の整理体操も行っていて、怪我のない練習内容
を心掛けながらも厳しい指導に熱が入ることも多々あ
るという同氏。基本的に英語での指導が多いが、日本
人には日本語で指導してくれるのでとても安心して練
習に臨める。技の名前は日本語というので日本人とし
ては少しホッとできる。
　初心者でも気軽に参加見学ができる同館では初回
のみ無料体験も実施しているので、今すぐ柔道がした
くなった貴方、カラダ一つで柔道で汗を流して香港の
暑い夏を投げ飛ばしてみてはいかがだろうか。

香港柔道館
住所：Rm1202, East Point Centre, 555 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2591-4570
ウェブ：www.hongkongjudokan.com
フェイスブック：香港柔道館 Hong Kong Judo Kan

香港で柔道
ココロもカラダも鍛えて
暑い夏を投げ飛ばそう！

岩見龍馬氏
香港柔道館館長補佐、主に
火曜日の子供クラスを指
導。香港生まれで香港育ち
の日本人。香港日本人中学
校を卒業してからはイン
ター校へ通い、その後は米
国と日本の大学に就学。
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　毎月、世界各地で出版されている「ミシュラン
ガイド」で星を獲得した各国のレストランのシェ
フを同紙の香港・マカオ版掲載レストランに招
き、毎月期間限定の特別メニューを提供するグ
ルメイベント「インターナショナル・シェフ・
ショーケース」。同イベントは、「ミシュランガイ
ド」とワインガイド誌の「ロバート・パーカー・ワ
インアドヴォケイト」が企画するもので、旅行せ
ずに、本場ミシュランシェフの味を香港・マカオ
で味わうことのできる貴重なイベントとして注
目を集めている。8月は、神戸の芦屋にある本格
京料理店で2010年より連続でミシュラン2つ星
を獲得している名店「たか木」の高木一雄シェフ
を招き、香港は8月9日（水）にミラホテルのヨー
ロピアンレストラン「Whisk」、そしてマカオでは
8月11日（金）、12日（土）に「アルティラ・マカオ」
の日本食料理店「天政」でそれぞれ開催された。
　高木氏は、京都の老舗料亭「京大和」で10年
修行し2005年に自身のお店「たか木」を芦屋に
オープン。芦屋の食通をうならせ、絶大な支持
を受け、強い信頼を受けている同店で、季節の
上等な素材を選び、作り置きは一切せずそのた
び出しを引いて仕上げる椀ものや、季節感を大
切に伝える八寸などの本格京料理と立派な器
でおもてなしをしてくれる。現在では、同店を経
営するかたわら、「インターコンチネンタル」な
どを運営するインターコンチネンタル ホテルグ
ループ（IHG）の「食の親善大使」として世界でも
注目度の高い一流シェフの5名のうちの一人に

選出されていて、台湾のレストランプロデュー
サーも手掛ける。さらには、海外ホテルのコン
サルタントやメニューの考案、国内でも企業の
商品開発やお弁当の監修など国内外で幅広く
活躍している。英語が堪能で気さくな人柄の高
木氏は海外でも多くのファンを持つ。
　今回のイベントでは、伝統的な京料理の調理
法と高木氏の素晴らしいプレゼンテーションを
用いて地元食材を取り入れながら同氏のアレン
ジも加えた京料理を披露。それぞれの料理に
は、日本料理の命ともいわれる「出し」でも鰹節
ではなく、あっさり品のある甘みが特徴で、希少
な国産まぐろ節を使用。季節の食材を活かしな
がら、上品で味わい深いの料理を披露した。
　10月には、ミシュランガイドおすすめのスト
リートフードフェスティバルをマカオのスタジオ
シティーで初めて開催する。詳細はミシュランガ
イドのウェブhttps://guide.michelin.com.hk/en
をチェックしよう。

たか木
住所：兵庫県芦屋市大原町12-8
電話：0797-34-8128
時間：ランチ 12:00～15:00、ディナー 18:00～22:00
ウェブ：www.kyotakagi.jp

香港・マカオミシュランガイド
https://guide.michelin.com.hk/en
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季節感を感じさせてくれる見ても食べても楽しめる
上品な料理
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香港

マリリンのぶらグル巡り

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

　香港のショッピング、ダイニング、エン
ターテイメントの中心で数多くの大手
企業のオフィスが集まるオフィス街でも
あり国際色豊かで活気あふれる中環
（セントラル）。そんな中環にある
Pottinger St.は初代香港総監でヘン
リー・ポッティンジャーにちなんで名づ
けられた石畳街で、当時、天秤棒を担い
で荷運びをする人が多かったため、段
差の緩やかな石畳が敷き詰められた人
にやさしい造りになっている。歴史を感じる下町風情が残る
場所。今回は、そんなPottinger St.にある「The Pottinger Hong 
Kong」の3階にあるオシャレな落ち着いた雰囲気のカクテル
バー「The Envoy」を紹介する。
　同店は、「アジアベスト50バー」にランクインの常連である

「The Quinary」やジンのカクテルバー「Ori-Gin」の姉妹店。確か
な腕と経験豊富なミクソロジーの作る良質のカクテルを味わ
うことができる人気のお店。そんな同店が新しいフードメ
ニューと夏のカクテルを紹介。新しくなったフードメニューに
は、1800年代にヘンリー・ポッティンジャー氏が旅したといわれ
るイギリスの植民地であったマレーシア、インド、香港、イギリ
スの料理にインスパイアされユニークなアイディアでひねりを
効かせた料理が並ぶ。
　まずは、インドの定
番おやつで有名な、小
ぶりの丸い揚げ菓子で
上の部分を少し割って
マサラ味のジャガイモ
とひよこを中に詰めて、
グリーンチリ・チャート
マサラ、タマリンソース、そしてスパイスを加えたヨーグルトを
加えた食べる小ぶりの丸い揚げ菓子の「パーニープーリー」。そ
の他、スモークサーモン、アボカド、いくらなど3種のユニークな
組み合わせの詰め物も。ゆで卵の代わりに香港の漢方茶漬け
卵「茶葉蛋」を使用し半分にした卵の黄身を繰り抜いてつぶし、
マヨネーズやピクルスとあえて白身に詰めた「デビルエッグ」。
アメリカのシンプルで定番の卵料理にアレンジを加えた一品。
ほのかな漢方の香りを楽しんで。イギリスの定番料理で「バン
ガーズ・アンド・マッシュ」は、マッシュポテトの上に焼いたソー
セージとグレービーソースをかけたもの。食べ応えのあるソー
セージと滑らな口当たりのマッシュポテトをしっかりソースに
絡ませて食べよう。マレーシアの人気スパイシーソース「サンバ
ル」にかけてたべる「スパイス・ポップコーン・シュリンプ」はお
酒のすすむ味。

　夏の新カクテルに
は、夏にぴったりで、体
をクールダウンさせて
くれる「ピクニック・ス
ピリッツ」、甘酸っぱい
フルーティーな味と
ミントの組み合わせが
女性に人気の「ウォー
ターフォール」、そして
少し強めが好きという
人には、ジンベースのカクテルでパッションフルーツと卵の白
身、ビターをミックスし仕上げに七味をトッピングし刺激を加え
た「ストレンジャー・フルーツ」はピリ辛さが人気。
　さっそく、ノスタルジックな雰囲気も味わいながらフードド
リンクを味わいにでかけてみては。

The Envoy
住所：3/F., The Pottinger Hong Kong, 
  　　74 Queen’s Rd. Central, Central
電話：(852)2169-3311
時間：月～木 12：00～25：00
  　　金土 12：00～26：00
  　　日 11：00～25：00
ウェブ：www.theenvoy.hk

植民地時代の文化にインスパイアされた新メニュー

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴8年の日本人女性ライター。

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴8年の日本人女性ライター。

エグゼクティブシェフの
Chetan氏

夏にぴったりな爽やかスピリッツカクテル数々

インドの定番おやつの「パーニープーリー」
コロニアル時代の食文化に
インスパイアされた料理の数々
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カラダにヘルシーな

全粒穀物パンの選び方
（ホールグレイン）

　全粒穀物（ホールグレイン）とは精製前の粉砕されていない、本来の栄養素を残したままの穀物の
ことを言います。全粒穀物を摂ることは健康的なダイエットをするための一歩にもなります。
　キーポイントはどのような種類の全粒穀物パンを摂るかを学ぶことで、簡単なことではありません。

全粒穀物（ホールグレイン）について
　原材料表で全粒小麦と全粒穀物を見てみ
ると、高栄養素の小麦粉と小麦粉で表示され
ています。全粒穀物で作られたパンは胚芽と
ふすまを残しているので、これらの部分はよ
り多くの栄養素が含まれています。

パン表面を指で押してみる
　パンを指で軽く押してみるだけでそのパン
の良さを図る指標になります。より密度の高
いパンはパンから指を離した後、すぐに元に
戻る弾力性があります。

5つの成分表で柔軟に対応する
　食べ物に含まれる成分が少ないほどいい
と言われることもありますが、パンを買う時
は自分に相応しい成分が見つけられるかも
しれません。パンにはナッツ、種子、穀物、ドラ
イフルーツなどが含まれています。

名前だけに騙されない
　多種穀物（マルチグレイン）パンやオール
ナチュラルパンのラベルは必ずチェックしま
しょう。これらのパンにどのような成分が含ま
れているのかを確認して、カラダにとって健
康なのかどうかをしっかり確認してください。

地元で食べるパンはオススメ
　もし、家の近くにいいパン屋さんがあれ
ば、そこのパンは全粒穀物で作られたパン
なのか確認してみるのも良いでしょう。

理解しやすい成分表を探す
　パンを作るのに小麦粉や水、酵母に塩は必
要な要素ですが、多くのブランドではブドウ糖
からなるコーンシロップ（トウモロコシ）、添加
物、着色料を使用しています。ラベルに書いて
ある成分表を確認してみると、意外な成分が
含まれていることに驚くかもしれません。
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 ショッピング（香港・広東共通）



第25回 

協力：日本ボディスタイリスト協会
参考文献：食品成分表、新エステティック学

こちらのレシピは一例になり、過度に同じ
ものを摂取するのはバランスの偏りとなり
返ってお肌にも悪影響がありますので、そ
れぞれの栄養素をひとつの食品に偏らず
取り入れてください。

川島 令美 （かわしま れみ）プロフィール
フードコーディネーター/料理家/モデル 
女優・モデル業と並行し、現在はフードコーディネーターとしてテレビドラマ、広告などのフードコーディネート
やスタイリング、雑誌や書籍、WEB媒体にレシピやコラムを掲載、飲食店店舗のメニュー開発や監修、そして料
理系のセミナーやイベントへの出演など幅広く活躍中。美食同源を提唱しており、日本ボディスタイリスト協会
の食学科顧問を務めセミナーなども行っている。

公式HP：www.vivienne.co.jp/remi

キレイを
つくる
レシピ帳

キレイを
つくる
レシピ帳

皆さんこんにちは。フードコーディネーターの川島です。

美容を絡めた日本のトレンドを基に、

「キレイをつくる」レシピを皆さまにお届けしていきます。

メイクや服装で見た目を変えることはできますが、

本当のキレイは身体の中から。

これから紹介していくレシピを日々の生活に取り入れて、

心も体も美しくなりましょう！

美
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く
キ
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イ
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う

                           

〜
米
麹
甘
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　最近「飲む点滴」として注目されているのが、日本で昔から親しまれてきた
発酵食品の＜甘酒＞。
　冬の飲み物というイメージが強いですが、＜甘酒＞は夏の季語で江戸時
代には甘酒売りが夏バテ予防にと売り歩いていたのだとか。
最近ではストレス抑制の効果や、お肌に対する健康・美容効果があるとして
注目されています。

　「酒かすで作られた甘酒」と「米麹で作られた甘酒」の二種類があり、美容
観点で注目したいのは、砂糖を使用しなくても自然の甘さが楽しめる米麹の
甘酒。

　今回は、残暑で疲れたお肌を潤す甘酒を使用したレシピをご紹介します。

甘酒パインのシャーベット（２人分）

甘酒スパークリング  （２人分）

 
● 甘酒（米麹）　　　　　 

150g

 ● パイナップル　 

1/8個

 

 
● 甘酒（米麹）　　　　　 

200g

 
● 炭酸水 　 

200ml

 ●フルーツ 　 

お好みで

 

甘酒パインのシャーベット（２人分）
❶パイナップルを0.5～1センチ角にカットする。

❷甘酒、パイナップルをそれぞれジップロックに入れ、
バットに乗せ薄くし（凍りやすいよう）冷凍する。

❸2時間ごとに袋ごと軽く揉むのを繰り返し、固まった
ら器に盛り付け、好みでミントを添える。　

甘酒スパークリング  （２人分）
❶炭酸水、甘酒の順にグラスに注ぎ、好みのフルーツ
を添える。

飲む点滴＜甘酒＞。
夏の終わりのお疲れ肌に、ぜひキレイをチャージしてく
ださいね。
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毎週バドミントン終了後は飲茶しながらお酒飲んでます。
他、飲み会・イベント盛りだくさん
経験者の方々が優しくレッスンしてくれますのでご安心を。

連絡先：kowloon_bado@yahoo.co.jp

未経験者大歓迎

毎週土曜日　朝8：00位～

　銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅C出口徒歩1分の好立地
に店を構える「PORTO」。経験・知識ともに豊富なスタイ
リストが5名在籍し、「人や笑顔が行き交う賑やかな大人
の集い場。」をコンセプトとする実力派サロンだ。店内は
明るくスタイリッシュな空間で、誰もが心地良く過ごすこ
とが出来る。最新の流行りを一早く察知し、ニーズに合
わせた技術力に定評がある。

PORTO Hair Designing
ポルト

住所：9/F., L`hart, No 487-489 Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2834-5566
ウェブ： porto.com.hk
フェイスブック： www.facebook.com/porto.hk

　ラグジュアリーな雰囲気とデザインセンスで本物志向
の女性たちを魅了し続ける「SOZO Hair Design」。扱う商
品にもこだわり、美容における最先端のプロダクトが
揃っている。同店おすすめの「OLAPLEX」は、米国の科学
者によって発明された、髪の「修復」を可能にする新しい
タイプのトリートメントだ。その効果は絶大で、ダメージ
ヘアに悩む女性から支持を得ている。

住所：3/F., World Wide Commercial Bldg., 34 Wyndham St., Central
電話：(852)2353-5025
ウェブ：www.sozohairdesign.com/
フェイスブック：www.facebook.com/SozoHairDesignHongKong/

SOZO HAIR DESIGN
ソーゾー・ヘア・デザイン

　銅鑼湾（コーズウェイベイ）のタイムズスクエア裏に店
を構える「ベル・ジュバンス」。スタイリスト歴27年の経歴
を持つ菅尾さんが営む同店は、弱酸性美容法を基につ
くられた、髪や地肌に配慮された薬品を使用しているブ
ランド「ベル・ジュバンス」を香港内で唯一取り扱ってい
るサロンだ。

住所：6/F., 15A Matheson St., No. 2 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2881-0811
ウェブ：http://db.soknet.com.hk/thehk2000/living/belle/index.html

Belle Jouvence Beauty salon
ベル・ジュバンス

　銅鑼湾駅（コーズウェイベイ）を出てすぐという便利
な立地にもかかわらず、都会であることを忘れてしまう
ような落ち着いた静かな店内。窓から海が覗く心地良
い空間で、高い技術をもったスタイリストがあなたに
ぴったりのスタイルを提案してくれる。「ヘアスタイルを
通して自分自身をもっと好きになってほしい」、そんな願
いが込められたサロン。

住所：22/F., Shun Hei Causeway Bay Center, 
　　  492 Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2573-1077 ※要予約
フェイスブック： www.facebook.com/luishairhk/

Lui's Hair Salon
ルイズヘアサロン

　世界各国で20か国、店舗数500以上を展開する世界
的にも有名なヘアサロン「TONI & GUY」。世界で唯一美
容業界で”SuperBrand”や“Cool Brand”として称された
会社でロンドンのファッションウィークのヘアケアの公
式スポンサーも務める。高い技術と熟練の腕で実用性と
ファッション性を兼ね備えたヘアスタイルを提案する。

住所：G/F., 15 Wyndham St., Central
電話：(852)2801-7870
ウェブ：www.toniandguy.com.hk/
フェイスブック：www.facebook.com/toniandguyhongkong/

TONI & GUY
トニー・アンド・ガイ

Beauty Salon
Information
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は、月に2度お届けしています。前回を見逃した
という方は、こちらから動画をご覧になれます。

Beauty Salon
Information

アンド

注
目
サ
ロ
ン

店
内
動
画

　ヘア、ネイル、アイラッシュ
の施術が一軒で受けられる
「Carte Blanche」。2フロアに
わたる同店では、いずれも世
界各地で経験を積んだ、実力
派の日本人プロフェッショナ
ルが揃う。幅広いスタイルに対応できる彼らの確かな技
術、行き届いた接客はもちろんのこと、同店で使われる
シャンプーやラッシュ、グルーなど施術に使われる商材
は髪や肌にやさしい日本の製品を使うなど、プロである
彼らの目と経験によって厳選されたものばかり。さらに、
専用の機材を導入し日本と同じ軟水を使うなど、常に高
いクオリティーを保っている。この日本と変わらぬクオリ
ティーを求めて、新界地区や深圳など広東省からも足を
運ぶ人も多いのだとか。「来る人を綺麗にしたい」という
シンプルで徹底した高いプロ意識に裏打ちされたCarte 
Blancheのサービスに身を委ねて、トータルな美しさを
手に入れてみては。

高いプロ意識の実力派トータルビューティーサロンで、ワンランク上の美を！

カルトブランシュ

住所：1/F. & 2/F. Mody House, 30 Mody Rd., TST
時間：10:30～20:00
電話：ヘア：(852)2739-1960　ネイル&ラッシュ：(852)2739-1966
ウェブ：www.carteblanche-hk.com
フェイスブック：CarteBlancheHKフェイスブックへはこちらから

　東京・青山の有名サロン出身で、雑誌やテレビで活躍した長谷川コウ
氏率いるヘアサロン「ボイボイラッカウス」は、中環(セントラル)と銅鑼
湾（コーズウェイベイ）に店を構える。実力のあるスタイリストが揃って
おり、なりたいスタイルになれると評判だ。肌色から似合うカラー剤を
選んで調合したオリジナルカラー提案も人気の高い理由のひとつだ。

〈中環店〉
住所：10/F., The Loop, 33 Wellington St., Central
電話：(852)2801-7755
フェイスブック：www.facebook.com/Voi-Voi-Rakkaus-Hair-salon-117266408377126/ 
〈銅鑼湾店〉
住所：3A, Prosperous Comm. Bldg., 54 Jardine’s Bazaar, CWB
電話：(852)3565-0015

Voi Voi Rakkaus hair salon
ボイボイラッカウス

　日本・海外合わせて280店舗
以上を展開する日系ヘアサ
ロン「REBEAUX」。香港では、紅
磡（ホンハム）と西湾河（サイ
ワンホー）に店舗を構えてお
り、確かな技術を持つ日本人ス
タイリストが在籍している。木
のぬくもりが感じられる店内
で、フレンドリーなスタイリス
トらと寛いだ時間を過ごすこと
ができる。日本のようにハイクオリティなカット、カラー、
トリートメントなどを受けられるが、日系サロンの中では
カット料金もシャンプー込みでHKD350と手頃。さらに、
キッズやメンズメニューも充実しているので、家族で定
期的にヘアメンテナンスできる。日本では感じなかった
ヘアストレスに悩まされる方々の救世主。アットホーム
なリラックス空間で、極上のキレイを手に入れよう。

実力派＆コスパ抜群の日系サロンで くつろぎ、楽しみながらヘアメンテナンス

レビュー

店内動画はこちらから

〈紅磡店〉
住所：Shop 25, G/F., Hung Hom Bay Ctr., 92-112 Baker St., Hung Hom
電話：(852)2303-0773
〈西湾河店〉
住所：Shop GD37, Lei King Wan, Site D, 25 Tai On St., Sai Wan Ho
電話：(852)2399-7898
ウェブ: www.ribis.net

HAIR SALON
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お母さんからよくあるご相談。
お友達との関係性。

「うちの子友達と上手くやれないんです。」
「仲間外れにされているみたいです。」
「友達が少ないんです。」
「お友達にキツい言い方をするので嫌われないか心配
です。」

まず、親の問題なのか子供の問題なのかをハッキリさ
せましょう。
お友達と上手くいっていなくても、お友達が少なくて
も、キツい言い方をしてしまっていても、
お子さんが悩んでないなら、それは問題ではない。
お母さんの問題です。

人間関係は一生をかけて学んでいくこと。そしてそれ
は経験からしか学べない。

人と人はいくつもの価値観の違い、考え方の違いがぶ
つかる場所。こうしたら良いという正解はない。
いくらお母さんが「こうしたら？」「ああしたら？」と言った
ところで、それが正解とは限らないし、
本人に「気づき」がなければ変わらない。
人とぶつかることを恐れてはいけないと思います。
できれば、親の私たちが見守れる時期に、たくさんの人
と交わる経験をしてほしい。
親はそのたび、寄り添い、一緒に考えていきたい。

先回りをして、相手の親御さんに話をしたり、先生に伝
えたりするお母さんも少なくありません。

一見解決したように見えても、お子さんが自分で解決
できなかったことはまた同じような問題がやってくるも
のです。
お子さん自身が気づき、解決するまで、同じステージで
同じ問題が繰り返されるのです。
問題が来るたびお母さんが手を差し伸べることはでき
ません。

友人の娘さんが、仲間外れにされていたことがありま
した。
クラスの誰からも口を聞いてもらえない。
周りの友人が「先生に言ったら？」という中、
「先生に言ってもね、解決しないの。チクッたよね？とま
たやられる。何より避けたいのは、娘が私に言わなくな
ること。私にできることは、娘に寄り添うこと、一緒に考

えること。娘が結論を出して、一歩成長するのを見届け
ること。」凛として答えました。

素敵な親子だなと思いました。

お母さんは見守りましょう。
いつでも話を聞ける人になりましょう。
そして、子供が一つずつ、成長し、上のステージに上が
る姿を見届けましょう( ◠‿◠ )

Kyou氏 プロフィール
海外で３兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。現在上海ママたちに心理学、
統計学、コーチングなどを基にした「ままサプリ」展開中。香港
にて講座開催中♪

zets_PPW@pocketpage.com.hkまでお問い合わせください。

ラジオ、コラム、無料動画公開中～♪
ままサプリ公式HP：https://mama-supple.com/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第41回 闘う子供を見守る

ライフ（香港・広東共通）
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