
 

8 年前の 2007 年、30 回の出前授業を目

標にスタートしたこの活動でしたが、昨年度

は訪問校 80 校、授業回数はなんと 100 回を

超え、この授業の大切さを感じる年になりま

した。 

 当たり前のことだからこそ、丁寧に心を込

めて伝えたい！これからも、初心を忘れず、

学校や子供たちとの出会いに感謝しながら、

たんぽぽの綿毛を飛ばし、花を咲かせていき

たいと思います。今後ともよろしくお願いい

たします。 

たくさんの共感とご協力をいた

だき、また新しいスタートの 4 月を

迎えることができました。 

毎年増える依頼に、今必要な「自

尊心」を育む活動だと改めて感じて

います。 

その依頼に応えることができる

よう、全国の仲間、そしてご支援く

ださっている皆様と共に、しっかり

と根をはり活動していきたいと思

いますのでお力添えよろしくお願

いいたします。 

たんぽぽ 「十歳のきみへ いのちの授業」
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【昨年度の活動実績】

㊗１年間で 100 回以上！ 

授業回数    117 回 

・訪問学校数   81 校 

・子供     5,501人 

・大人    2,767人 

講演会他広報活動 10 回 

 

詳しくはホームページで。 

エフ・フィールド 検索 

 

 

 

 

❤初めての出前授業は、島原の全校生徒 203 名の小さな学校でした。子供たちは明るく元

気に応えてくれ、あっという間の 45 分間でした。私も授業を通して、いのちの尊さや使

い方を伝えていく意義を痛感いたしました。（長崎 M） 

❤4 年生の娘が通うクラスで講師をさせていただきました。幼稚園の頃から見てきた、全員

わが子のような子供たちが、まっすぐな目で DVD を見つめ、静かに自分やお友だちの心臓

の音に耳を傾けながら微笑みあって聴き入っている姿に感動しました。（大分 O）  

❤最初はちゃんと伝えられるか不安でしたが、子供たちの純粋な眼差しで不安は吹き飛び、

気づいたら楽しんでいました。子供たちの歌と感謝の言葉に涙が溢れました。この純粋な

心を大切にするためにもこの活動は本当に素晴らしい活動だと実感しました。(姫路 U ) 

❤子供たちの授業を聞く表情や心音を真剣に聴いている目から、私自身「大切な”“いのち”

の時間の使い方」を再確認し、励まされています。たんぽぽの綿毛のように大阪、奈良で

の活動が広がることを願い今後も頑張っていきたいと思います。（奈良 A） 

❤日野原先生のメッセージや聴診器を使用し、大切ないのちについて学ぶことができ、毎

回感動の連続です。関東でも「いのちの授業」をもっと多くの子供たち、保護者の方々に

お伝えしたいです。(東京 E) 

❤子供たちの素直な感想や表情に心打たれました。親子で一緒に学べ、心音を聴き合う時

間が好きです。もっとたくさんの方に、この授業を受けていただきたいので、今年は岐阜

で一校でも増えるよう行動します。私のいのち、大切に使っていきます。（岐阜 S） 

❤子供たちが、聴診器を使い心臓の鼓動を聴く時、空気がぴーんと張り詰めます。静寂の

中、瞳を輝かせながら自分の鼓動を真剣に数えるひと時が、ほんとうに素敵で、毎回感動

します。「いのちは時間」多くの子供たちに伝えていきたいです。(愛知 Y) 

❤子供たちに命の大切さを伝える方法を模索していた時出会ったのが「十歳のきみへ いの

ちの授業」です。鼓動を聴く時の真剣な眼差しに出会うたび、一生懸命に書いてくれた感

想文を読むたび、この授業に関われたことに幸せを感じています。(伊賀 Y) 

 

事務局より 
エフ•フィールドでは「いのち

の授業」の活動資金作りのた

め、年数回イベントを行って

おります。昨年度は講演会、

セミナー、バザー等たくさん

の方々にご支援いただきあり

がとうございました。今年度

もいろいろと計画中です。ご

意見ご要望ございましたらお

知らせください。お待ちして

おります。(佐藤) 

感動！私たち、講師デビューしました 



 

 

 

“いのちの授業”の応援は、例えば身近な自動

販売機からもできます。買う人、自販機設置

店、メーカーのどこにも負担をかけずに 勝

手に支援する仕組みで、エフ・フィールド支

援自販機は、三重・愛知・大阪で稼働中！！ 

新規でなくても OK！交換してくださる自販

機がありましたらご連絡ください。 

 

たんぽぽ 2016年４月発行 

各支部の活動 

★入会＆継続のお願い★ 

ご理解ご支援 誠にありがとうございます. 

ぜひ会員になって NPO 法人エフ・フィール

ドを応援してください。会報誌「たんぽぽ」

にて活動の様子をお伝えします。 

今後の予定 ご参加ください！ たんぽぽ  
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 岐阜 

 

岐阜でこの活動をスタートさせて、丸５年

になろうとしています。新しい講師も増え、

これからの活動が楽しみです。今年こそは

岐阜での講師育成研修を開催できるよう、

繋げていきたいと思っております。 

 

 
講師育成 

研修 
 

79 名の方が受講。活躍を期待しています. 

第 16 回  6／ 7 桑名 17 名 

第 17 回  9／20 姫路 14 名 

第 18 回 11／ 7 桑名  17 名 

第 19 回 12／ 6 伊賀 21 名 

第 20 回  1／31 長崎 10 名 

 

坪田信貴氏講演会 

11 月２９日 1,000 人以上

ご来場に感謝いたします。 

三重 
 
 

 

 

       ハッピースマイルセミナー 

講師：木村悠方子さん 

第１～５回開催（三重・東京） 

煮え
三重
重三
重 

 

三重 
 

正 会 員：   5,000 円／年 

応援会員：１口 1,000 円／年 

法人会員：１口１0,000 円／年 

 

 

―東京― 

◆4 月２日（土）木村悠方子さんセミナー 

◆4 月３日（日）第 21 回講師育成研修   

―桑名― 

◆6 月 25 日（土）<桑名市民会館＞ 

  第 22 回講師育成研修＆2016 年度総会 

◆第３回ハッピースマイルバザー 

 

 

支援型自販機設置場所募集

中！ 

 

 

 

三重 

桑名市では 10 校以上のリピート校があ

り、昨年度は伊賀市、名張市で講師が誕

生し新しい地域での広がりもありまし

た。今後も足下をしっかり固めつつ、要

の三重から活動発信していきたいです。  

 

 関東 

昨年度は、小学校での出前授業のほか、

初めて、関東支部主催で木村副理事長の

セミナーを開催でき、区教職員対象の講

演も依頼をいただきました。これから広

報にも力を入れて、いのちの授業を皆さ

んに知ってもらえるように頑張ります。 

 

 長崎 

地元の TV 局で、授業の模様を特集して

いただいたり、市社協の市民活動にエン

トリーし奨励賞をいただいたり、活動が

地域に根ざしていくのを実感できた１年

でした。これからもコツコツと取り組ん

でいきたいと思います。 

 

 

 愛知 

動き出して２年。校長先生から繰り返し呼

んでいただく学校が増えてきました。何よ

りも、十歳という大切な節目の子供たちと

過ごす時間が嬉しく、感想の手紙を読ませ

ていただくと自分のいのちも輝いていき

ます。愛知にも根付きますように。 

 

 

 

 

 大分 

２年目の大分、今年は別府市に実績を残す

ことができました。 小さな一歩でも確実に

根付くような活動を行っていきます。県下

一円の子供たちに届く活動であることをま

ずは知ってもらえるように頑張ります。 

 

 

 

 

 

 兵庫 
 

9 月 19 日、木村副理事長の姫路初『い

のちを想い合う』講演会を開催させてい

ただき、温かい内容が好評を得て、仲間

の結束力もできました。翌日に講師育成

研修を開催し、２年目講師と初めての方

とで、仲良く授業を行っています。 

 

 

 

  

 深イイ話 

 

美智子皇后陛下が T シャツの言葉に目を

留められ、エフ・フィールドのロゴ “いの

ちのたんぽぽ”を「可愛い！」と褒めてく

ださいました。嬉しいできごとでした。. 

 

 

 

 

 

 

 
小林勇輝 作 


