
MY TRIP TO NARA & KYOTO  

Kaoru Fukuyama, Teacher of Class 5  

Have you ever been to Nara or Kyoto?  Most of you would say “Yes!”  There are many famous 

temples and shrines, so I think you have been to Nara or Kyoto on a school trip.  You may have 

seen a herd of deer in Nara Park or Kinkakuji Temple in Kyoto.  But I will introduce different 

places in the area to you.  

 

How do you get to Nara or Kyoto?  By bus?  By JR?  By Kintetsu?  

Have you ever gotten on the Kintetsu Sightseeing Limited Express 

“AONIYOSHI”?  For AONIYOSHI you have to pay extra in addition to 

the basic fare, but you can go to these places on a comfortable lounge 

sofa.  Kintetsu Railway debuted “AONIYOSHI” on April 29, 2022.  It 

connects Osaka, Nara, and Kyoto.  The train’s name is derived from an 

expression in classical poetry which is closely associated with the ancient 

city of Nara, and the train is decorated with colors and designs that 

celebrate Nara’s past.  The train feels luxurious.  In addition, you can 

buy several souvenirs on board.  For example, “Mahoroba Daibutsu 

Pudding”, one of the popular sweets in Nara.  Needless to say, Daibutsu is the great Buddha 

statue in Todaiji Temple.  Let’s try the pudding! 

 

My first destination was the former Nara Prison, which is near Todaiji Temple.  It was 

constructed in 1908 and was built as one of the “Meiji-era Five Great Prisons.”  It is now the only 

one left of the original structures.  This brick structure still retains its dignity and beauty even 

after more than 100 years.  I was impressed with the beautiful structure, but shocked to see the 

old cells.  If you close the door of a cell just for fun, you may be imprisoned because the door is 

broken.  If you don’t want to be a prisoner, don’t close the cell door.  The prison is now being 

renovated into a new hotel managed by Hoshino Resort.  The hotel will be completed in 2024.  If 

you want to see the original structure, you should go there quickly.  I think you can have a 

valuable experience there. 

 

My next destination was Kyoto City KYOCERA Museum of Art.  The exhibition “BOTERO 

MAGIC IN FULL FORM” is being held from October 8th to December 11th.  This exhibition 

celebrates the 90th anniversary of the birth of Colombian artist Fernando Botero.  You can see 

70 oil paintings, watercolors and drawings.  This is the first time 

in 26 years that a large-scale exhibition of paintings has been held 

in Japan.  I like Impressionist artists, so his works aren’t the kind 

of art I like.  But I thought his works were very interesting when I 

saw them on TV.  My favorite was “Profile of Mona Lisa,” which 

was completed in 2020.  I was moved by his energy into art. 

 

I told you about a new train, a 114-year-old former prison and a 90-year-old artist, but there 

are many interesting things and wonderful people in the world.  I feel some of you consider your 

smartphone as your world.  The world is very big.  I’d like you to take interest in as many things 

and people as possible.  

 

勉強は量ですか？質ですか？その答えは…！ 

これまで『ことなり』で何度か紹介した大学研究家・山内太地氏のYouTube動画から表題の動画を紹介

します。皆さんは勉強の量と質ではどちらが大切だと思いますか？山内氏の答えは下のリンクからどうぞ。 

➡ https://www.online-mega.com/koukousei/career_room/kokkouritsudaigaku/qualityorquantity 

 

記憶アプリMonoxerトライアルが始まりました 

 １１／７（月）のLHRで記憶アプリMonoxerトライアルの登録をしてもらいました。トライアル期間

は１か月間です。国語と英語の小テスト対策で使用します。しっかり活用して、小テストの得点アップを

目指して下さい。期待していますよ！ 
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人権LHRを振り返って 

人権教育担当・橋本 美佳 

１０／２４（月）・３１(月)の２週にわたって LHR で人権学習を行いました。２４日は「SNS と人権

尊重」について学習しました。SNS は現代の私たちの間に深く浸透しています。Twitter や Instagram、

LINE、Facebookなど、ほとんどの生徒がいずれかのSNS を利用しています。昨今では友人同士の連絡

はメールよりもLINEを使うのが主流になっていますし、生徒の間で個人の Instagramをフォローする、

しないは友人関係のバロメーターになっているとも聞きます。 

SNSは大変便利なコミュニケーションツールです。上手に使えば楽しいものですが、節度を守った使い

方をしないとトラブルに巻きこまれる可能性があります。今回、NHK 教育テレビ『アッと！メディア～

@media～』という動画を視聴し、「深く考えずにTwitterに投稿したところ、鍵のかかったアカウントで

あるにも関わらず翌日にはクラス中に拡散されていた」という事例から、自分の意図と違う形で自分の投

稿が広がる可能性があり、大変危険であるということを知りました。また、動画の中で SNS トラブルの

専門家が言うには、インターネットに投稿するということは、「町中で自分の意見を書いたポスターを掲げ

ている」のと同じような行為であり、自分の発言に責任を持って発信しなくてはいけません。 

ワークシートを用いて、実際に自分たちの間で起こりうるトラブルについて考え、相手の許可なくSNS

に写真を投稿したりすることは肖像権の侵害といった人権問題とも関わってくる問題であるということ

を学びました。 

 

【生徒の感想より】 

☞自分の投稿に責任を持つべきだと思った。軽い気持ちで投稿せず、見ている人や相手の気持ちを考え 

る。自分がされて嫌なことはしないようにしようと思った。（３組女子） 

 

☞SNSのフォロワーは本当に信用できる人に限定するようにしたい。不特定多数の人に見られる可能性が 

あることを意識して、トラブルに加担しないように、拡散（リツイート、いいね）する前にその投稿が 

どのようなものかよく見るようにする。（３組男子） 

 

☞自分が投稿する時には、今一度投稿して大丈夫かを考えるようにしようと思った。拡散されたくないよ 

うなことは投稿しないようにすべき。拡散するときは内容を考えてする。（３組男子） 

 

３１日は「発達障害と合理的配慮」について考えました。世の中には様々な困難を抱えて生きている人々

がいます。病気やケガの人もいますし、障害にも目に見える障害と、発達障害のように目に見えない障害

もあります。いずれにしても障害を持つ人々に共通することは、何らかの困り感を抱いているということ

であり、同じ社会で生きていく上で、その困り感を緩和するために私たちができることは何かを考えまし

た。今回は発達障害の中でも、比較的認知度の低い「ディスレクシア」について学習しました。「ディスレ

クシア」とは、知的、視覚、聴覚に問題がないのに、生まれつき読み書きに著しい困難を持つ症状のこと

です。ドキュメンタリー動画を視聴し、ディスレクシアの診断を受けた小学生と、大人になって自分がデ

ィスレクシアであることを知った30代男性の苦悩を知りました。また、実際にディスレクシアの人には文

字がどのように見えているのか資料を見ました。ディスレクシアであっても、特技を活かして活躍されて

いる著名人がたくさんいるということも学びました。そして、自分がディスレクシアであったら、どんな

場面で困ると思うか考え、ディスレクシアの人が学校や社会の中で生きやすくなるために必要な支援や取

り組みを具体的に考えました。 

 

【生徒の感想より】 

☞ディスレクシアという言葉は初めて知ったけど、今考えるとあの子はディスレクシアだったんだなと 

いう心当たりがあって、あの時もっと力になってあげれば良かったなと感じました。今回知ることが 

できて良かったです。（１組女子） 

 

☞ディスレクシアの方達のために私たちができることは理解することだと思う。もしそういう人がいた 

ら、その人を否定せず、苦労が少なくなる生活ができるように、自分のできることをしたい。（２組女 

子） 

 

☞小学校の時にディスレクシアの子がいて、当時はあまり分かっていなかったけど、今回この授業で初 

めて詳しく知ることができた。知らなかったら何に困っているのかも分からないから、一人でも多く 

の人が理解できたらいいなと思った。（４組女子） 

 

☞ディスレクシアという言葉をこの授業で初めて知りました。映像に出ていた 13歳でプロの画家として 

活躍している人の存在は知っていましたが、ディスレクシアでたくさん悩み、不安を抱えていたことを 

初めて知りました。相手の立場に立ち、実際の人の声を聞き、自分が体験することで理解が深められる 

と思いました。（５組女子） 

 

☞日常の色々な場面で読み書きをする機会があるので、その分ディスレクシアの人は大変な思いをしてき 

たのだろうなと思いました。他の病気などと比べて気づかれにくいと思うので、映像の子が配慮された 

テストを受けているのを見て、学校や職場でそういった人たちを受け入れる取り組みが増えてほしいで 

す。（６組女子） 

 

☞15 人に１人もディスレクシアの人がいると知って、とてもびっくりしたけれど、差別するのは違うし、 

同じように接することが大事だと思いました。なぜみんなと違うのだろうと自分を責めてしまうことと 

か、分かってもらえないのではないかと思ってしまう気持ちはすごく共感できました。（７組女子） 


