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お父さん、
日本のことを教えて!
江口グループ

代表取締役社長

なさんこんにちは！いつも江口グループわくわく倶楽

江口

充

た」この女子高生とは、私の一人娘です。

部のニュースレターを読んでいただきありがとうござ
います！例年だと今頃は金沢マラソンや大阪マラソン、神戸マ

塚さんは本書の中で、日本の建国についてこう話をし

ラソンとフルマラソンを走り終えたり、大会に向けて準備をし

ています。

たりしている時期ですが、今年はコロナのために中止に!! 残念

『日本のなりたちについて、日本の現代の小学校や中学校の

ですが、その代わりに専用アプリを使ったオンラインマラソン

教科書では、触れられていません。だから多くの人は「日本は

でスポーツの秋を楽しんでいます。

いつ、誰が作ったか」を知りません。一方、アメリカで出版され

今月は、赤塚高仁さんの「お父さん、日本のことを教えて!」
という本を読みましたのでご紹介させていただきます。

た中学1年の歴史の教科書には、
「日本のストーリー」として次
のように書かれています。
日本の子どもたちは、学校で次のように学んでいる。イザナ

る女子高生の話です。彼女は高1のときにアメリカに留

ギという権威ある神が、その妻イザナミと共に「天の浮橋」の

学しました。アメリカの文化を学ぶためです。ホームス

上に立った。イザナギは、眼下に横たわる海面を見下ろした。

テイ先はカリフォルニア州にあるテハチャピという小さな村に

やがて彼は暗い海の中に、宝石をちりばめた槍を降ろした。

あるアメリカ人の家庭でした。日本人が住んでいない地域で

その槍を引き戻すと、槍の先から汐のしずくが落ちた。しずく

したので、知らない国からやってきた女子高生にみんな興味

が落ちると、次々に固まって、島となった。このようにして日

津々でした。学校に行けばクラスメイトが聞いてきます。
「ね

本誕生の伝統が生まれた。またこの伝説によると、イザナギ

え、日本って、どんな国？何があるの？」彼女は質問されるたび

は多くの神々を生んだ。その中に一人の太陽の女神があった。

になれない英語で全力で答えました。

女神は孫のニニギノミコトを地上に降り立たせ、新しい国土を

しお

まがたま

あるとき、ホストファミリーのお母さんが彼女に聞いてきま

統治することを命じた。ニニギノミコトは大きな勾玉と、神聖

した。
「日本はいつ、誰が作った国なの？」彼女は答えを知り

な剣と、青銅の鏡の3つを持って、九州に来た。これらはすべ

ませんでした。
「えっ、いつだろう？うーん、わからない。教え

て、彼の祖母から贈られたものであった。これら3つの品物は、

てもらってないし」ホストファミリーのお母さんは、驚き、そし

今日もなお、天皇の地位の象徴となっている。ニニギノミコト

て諭すように言いました。

はジンムという曾孫があってこの曾孫が日本の初代の統治者

さと

「そうなの。教わってないのね。でも、知らないのは日本に対

ひ まご

となった。

して、あなたの愛がないからじゃないかしら。自分の国を愛せ

それは、キリスト紀元前660年2月11日のことであった。何

ないで、ほかの国を愛せる？あなたは何のためにアメリカに来

百年もの間、日本人はこの神話を語り継いできた。この神話

たの？」

は、日本人もその統治者も、国土も、神々の御心によって作ら

「アメリカや世界を知りたかったから」

れたということの証明に使われた。現在のヒロヒト天皇は、ジ

「そう。でも、あなたが知るべきはアメリカや世界のことじゃ

ンム天皇の直系で、第124代に当たるといわれる。かくして日

ない」
「…。日本のこと？」

本の王朝は、世界で最も古い王朝ということになる。』
『これは、日本でもっとも古い歴史書、古事記のクライマッ
てん そん こう りん

「そう、まずは自分の国のことをわかったほうがいいわ。自

クス「天孫降臨」を元に書かれています。太陽の女神と書かれ

分の国を知って愛せなければ、アメリカで信頼を得るのは難

ているのは、
「天照大御神」のことです。九州と言っているの

しい。いえ、どこの国に行っても難しいでしょうね」

は、日向の高千穂の峰。現在の宮崎県のことです。』

あまてらすおおみかみ

ときは2002年。まだインターネットもいまほど普及してい
ない時代でしたから、日本の歴史について調べたくても、アメ

米の学校では子どもに新約・旧約聖書やギリシャ神話

リカにいる彼女には調べるすべはありませんでした。その女子

を必ず教えているという。それに引き換え、日本の授

高生は、うつうつとしながら1年を過ごし、アメリカから日本に

業では教えていないと言ってもいいほど、少ない時間しかそ

戻るやいやな、父親に涙ながらにうったえました。
「お父さん、

こに時間を割いていない。日本人なら…誰もが、日本の歴史

日本のことを教えて！何も答えられなくて、ほんとうに悲しかっ

を語れる国であってほしいなと願います。

４

代目の江口グループ現場だより

木広報大賞2020でCHIKACO姉さんがキャラク

口組飛翔会（若手社員の勉強会）で北陸新幹線の

ター・グッズ部門で優秀賞を受賞しました！土木

現場見学へ行ってきました！中には初めて新幹線

広報大賞とは、毎年土木学会が日本全国で優れた土木の

の現場に来たという社員もいて、初めて見る現場、またな

広報や作品を表彰するものですが、今年はコロナの影響

かなか見ることができない現場にみんな興味津々の現場

なのか中止となり、この土木広報大賞の常連で大賞を受

見学になりました。この北陸新幹線の現場は小松駅を中

賞したことがある「噂の土木応援チームデミーとマツ」さ

心に全長2.6㎞にわたり高架橋の工事をしています。奥

んが主催となり、土木学会が後援し行われました。

村組、加賀建設そして江口組の3社のJVによる工事を進

口組もSNSなどを通じて土木の広報を頑張ってい

めています。

ます。FacebookやTwitter などの SNS、子ども

の日の現場見学会ではこの現場で頑張る下原さん

現場見学会、ニュースレターなど。たくさんある中でここ

と畦地くんから、現場の説明を丁寧にしてもらい

最近の活躍が著しい CHIKACO 姉さんを土木広報大賞

ました！飛翔会のメンバーでもある畦地くんは同世代の

に応募したところ、数ある企業、団体の中からキャラクタ

社員がたくさん現場に来てくれたのが嬉しかったのか、

ー・グッズ部門で優秀賞を頂いちゃいました！嬉しいです

予定の工区以外の隣の工区まで連れて行ってくれ、説明

が、ビックリです！そしてキャラクター・グッズ部門での表

も熱が入り30分延長し話をしてくれました。見学前に説

彰ということが面白いですね(^^)

明頼むよってお願いした時は、ちょっと照れ気味やった畦

優秀賞とはいきませんでしたが、受賞された企業

地くんでしたが、現場に行くと楽しそうに一生懸命説明

や団体を見ると日本の土木業界の中ではそうそ

をし、みんなからの質問もしっかりと答えてくれました！

うたるメンバーが揃っています。その中で石川県江口組

元新聞に北陸新幹線の工事が遅れ気味という記

「CHIKACO姉さん」という名前が残っただけでも有難い

事が掲載されたことがありました。でも現場は一

ことですし、恐縮してしまいます。今月11月18日の土木の

致団結し全力で2023年3月の開業に向けて頑張ってい

日には表彰式が行われる予定ですので、楽しみです!!

ます！久しぶりに新幹線の現場に来ましたが、これまで
歯抜けだった高架橋が繋がっていて「金沢〜福井までつ
ながっている!!」ということに感動しました!!

ん
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ンバー
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もなかった所に北陸新幹線ができました。そして

ボロボロです。これが細かくなって海洋プラスチックゴミ

まだまだ工事は進んでいます。2023年3月開業に

となって、魚が食べてしまうという問題になっています。

向けて現場は一致団結全力です！そして完成が楽しみで

ミはゴミ箱に！」この気持ちがあればきっと海はキ

す。早く北陸新幹線に乗ってこの場所を通りたいですね！

レイになるはずです。このようなごみ拾い活動は

た
つながっ
高架橋が 線
幹
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大事ですが、そもそもゴミを捨てない！この気持ちがもっ
と大事です！
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月24日に江口グループの海岸清掃ボランティア活
動を行いました！夕焼けに照らされながら社員の
みんなで草野海岸のごみ拾い頑張りました！もちろんこの
海岸清掃ボランティアを仕切ってくれるのは江口グループ
若手社員の 江口スマイルプロジェクト 略してESPです！
てごみ拾いをしてビックリしました。めちゃくちゃ
ゴミが落ちているのです。砂浜にも、そして草むら
にも!! ちょっと悲しくなるくらいのゴミの量でした。流れ
着いたのもあるかもしれないけど、この付近にポイ捨てし
たゴミが沢山あって、ゴミを捨てるのはほんと止めて欲し
いと思いました!! ゴミを捨てるのは、ちょっとした気持ち
のペットボトル1本、タバコのポイ捨て1つかもしれないけ
れど、それが積み重なって莫大な量のゴミが散乱してい
ます。
れと今問題になっているのが、プラスチックのゴミ
の問題。このままいくと2050年には海の魚の数
より多いゴミが海に浮かぶことになるそうです。ゴミに対
する意識、もっと高めて欲しいです！ずーっと放置されて
たであろうレジ袋や発泡スチロールのゴミは触るともう
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大好き
アルバが子
カレー王

カレーの市民アルバが高校生の
時から大好き過ぎて、お店に許可
なくFacebookページを作って投稿して
いたら、いつの間にか「カレー王子」と呼ばれる
ようになりました。アルバのカレーが大好きなカレー王子が
メニューを紹介するコーナーです。よろしくお願いします。

今月ご紹介するのは
「レディースホームランカレー」
で
す。以前に満塁ホームランカレーをご紹介しましたが、
そ
の妹分のようなカレーライスです。
トンカツ、
ハンバーグ、
ク
リームコロッケ、
ウインナーがトッピングされた美味しいカ
レーというのは満塁と変わらないのですが、満塁はご飯
が大盛りでレディースはご飯が普通盛りでカレーの山の
高さが違います。昔ほどたくさ
食べて
が近頃よく
カレー王子 スホームランカレー
んの量を食べることができなく
いるレディー
なったカレー王子的には最近
レディースホームランカレーば
かりを美味しく食べています!!

こんにちは。秋も深まり、そろそろこたつが恋し
い季節ですね。今月のスタッフ通信も 人生で

一番ドキドキした瞬間 です。
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