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﹁ノーモアフクシマ﹂と︑海外での受けとめ方は国内での報じられか
たよりもっともっと深刻な福島原発事故︒
﹁それ見たことか﹂と思い
ながらふと気づく︒今の今︑いち早く回復したライフライン︑電気の
力を頼りに日常を取り戻そうとしている私たち︒文明のもたらすもの
の﹁背後﹂にあるものにしっかりと目を凝らしていきたい︒
震災前に戻すのではない︑私たちの暮らしのあり方を探し求めて︒

誰しも想定したくなかった人災

被災のあとの卒業式で﹁運命を受けとめて﹂と答辞した中学生の言
葉が痛々しい︒人知を試すかのような天変地異︒理不尽にも誰の上に
も等しいわけではない受難の中にある被災地の人々を想う︒ひとつひ
とつのいのちの重さを想う︒
大切な人を奪われた人々の悲しみや辛さや悔しさに到底及ぶべく
はないとは知りつつも︑ありとあらゆる想像力をかきたてて祈るばか
りだ︒そして︑犠牲となった人たち︑とりわけ︑明日目覚めることを
疑わなかっただろう子どもたちが生きるはずだった﹁未来﹂への責任
を︑自分の立ち位置からしっかりと果していこうと改めて心に誓う︒

誰しも想定しなかった天災

東日本大震災に言葉もないけれど⁝

ひと言
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表紙写真：千葉建夫

題字：江島隆二

１ 学校全員でのオペ レ ッ タ

の取り組み
宍 戸 保 子

前後。それでも、在校生のほとんどがオペレッタ経験者になる。

そろそろ全校でオペレッタに取り組めるかもしれないという思い

が膨らむ。そんなとき、地区小学校教育研究会音楽部会場校に決

まった。ぜひ全校児童でやりたい。その思いを前年度末に職員会
議で伝え、了承を得た。
２、なぜ﹁全校﹂で創作オペレッタ？

オペレッタを経験してきた子どもたちはみんなオペレッタが好

きである。自分の思いを表現し、伝えることが心地よいのだ。今

年度本校は、全校児童数が 名である。全校の子どもたちが歌・

私がオペレッタと出会った頃（１９８９年代）は楽器店をのぞ

いた。

で一つのものを創り上げていく基盤はでき上がっていると感じて

もたちが交わって遊ぶ姿がよく見られている。全校の子どもたち

縦割り班で行う日々の清掃活動。さらに休み時間も異学年の子ど

交流は日常的に行われている。縦割りで行う和太鼓への取組み。

台詞・表現にかかわることができる人数である。また、異学年の

58

﹁た れ き よ 川 の カ ッ パ ﹂

１、はじめに
オペレッタという教材に惹かれるのはなぜだろうか。私がこれ
まで携わってきたどんな学校の子どもたちもオペレッタに取り組
むことにより何かが変わった。教師までも。
本校に赴任して今年で４年目。秋の学習発表会では過去３回、
学年部でオペレッタに取り組んできた。学年部ではせいぜい 人
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作品を手がけることが多かった。
「かさこじぞう」
「手袋を買いに」

いても、あまり作品は見あたらず、白川小時代は梶山正人先生の
どもたちは驚くほどの集中力でシナリオ

った。暑さの厳しい日々が続いたが、子

夏休みを目前にした９日間を集中的に使

つくりにとりかかった。

「大工と鬼六」など。そんなとき、当時、宮城教育大学の垣内幸夫
先生（現 京: 都教育大学）の薦めにより、職員でオペレッタを創る
ことになった。私の担任する３年生 名が演じる「花咲き山」で
（１）シナリオの構成

語り部の話はカッパが子どもたちに捕
えた場合、起承転結の「起」の部分が欲

を創り上げる。実際に目の前にいる子どもたちのために創る喜び
を感じた。

しいと考えた。４年生には「カッパが捕

まるところから始まっていた。構成を考

「花咲き山」を演じてから 年たち、総合的な学習の時間で子ど

と、創ったものをすぐに演じてくれる子どもたちの姿を見る喜び

ある。職員みんなでシナリオを考え、作曲も分担して一つのもの

39

らしげな子どもたちの姿を見たいと思った。

地元の素材を使いたい。
「自分たちのオペレッタ」という意識で誇

るいい話があるに違いない。せっかく全校で取り組むなら、ぜひ

もたちに創作させる機会を得た。深谷地区にもきっと地元に伝わ

は考え出した。クライマックスはやはり

人に対する様々ないたずらを子どもたち

はないか」と投げかけ、過去に行った村

まるには、それなりの理由があったので

深谷に伝わる民話をどう探すか。これは大きな課題であった。

３、素材をどこから？

最後はハッピーエンドにすることで大き

ているが、村人との交流が欲しいと考え、

場面である。語り部の話はここで終わっ

カッパが捕まり、地蔵に諭され改心する

いろいろ話を聞いても素材となりうる話はなかった。素材探しを

く４場面構成で落ち着いた。

第２場面…子どもたちに捕まってしま

れる村人たち

第１場面…カッパのいたずらに悩まさ

しているうちに５月が過ぎようとしていた。
そんなとき、知り合いの語り部の方から「白石市はもともと民
話が少ないところ。深谷地区なら『たれきよ川のカッパ』ぐらい
かなあ」という情報を得た。
「悪さをしたカッパが子どもたちに捕

った河太郎

第３場面…地蔵に諭され、これまでの悪さを悔む河太郎

まり、地蔵様に助けられて逃げ帰る」という単純な話ということ
だったが「もう、これしかない」と決め、６月中旬に語り部の方

第４場面…河太郎の話を聞き、村人にわびたい気持ちになるカ

（２）シナリオ創り

こうとする村人とカッパ

ッパたち鉄砲水の災害を乗り越え共に助け合ってい

に来校を依頼、ようやくスタートラインに立つことができた。
４、創作開始
創作は、４年生が総合的な学習の時間の中で行うこととした。
男子４名・女子８名の計 名である。この子どもたちは私が赴任

語り部の話を教務主任が一晩で原稿に起こしてきた。このとき、
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したときに担任し、オペレッタも２回経験していた。７月に入り
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「一人ではない、支えられている」と強く感じた。実は４月の異動
①歌の配置

（３）歌を作る

オペレッタにとって「歌」は大変重要な位置を占める。シナリ

で三分の二の職員が入れ替わり、新年度は不安を抱えたスタート
になった。しかし、これから取り組もうとしていることは一人で

リオ作りの段階で「ここには歌が入る」ということが自然に計画

はできない。全校児童を動かすには全教職員の力が必要である。

されていたようにも思う。まずはシナリオ全体を見通しながら、「こ

オの中に「ここは歌で表現させたい」という部分を見いだしなが

４年生には語り部の話を元に作った地の文を示し、会話文を考

こは村人たち」
「ここは子どもたち」というようにストーリーの展

今思えば転入した同僚は、私以上に大きな不安をもったことだっ

えさせた。会話部分が空いたワークシートに、子どもたちは村人

開に沿って誰に歌わせるのかを考えていった。挿入曲は次の通り

ら「歌」が入る部分を考えていった。しかし正確に言えば、シナ

や子ども、そしてカッパたちの台詞を黙々と書き込んでいった。
である。

たろう。

板を埋め尽くすほどに自分の考えた台詞を書き出した。それをお

「できた台詞を黒板に書いてごらん」と言うと、子どもたちは黒

第１場面…村人たちの歌（斉唱）
（３・４・５・６年生）
子どもたちの歌（斉唱）
（１・２年生）

互いに見ることで、次の台詞へのイメージもどんどん膨らんでい
ったようである。子どもたちが考えついた台詞を元に、私はその

谷川の流れの子守歌（女声・斉唱）
（３・４・５・６年生）

第２場面…子どもたちの歌（斉唱）
（１・２年牛→全員）

意図を汲み取りながらパッチワークのようにシナリオを組み立て
ていった。

地蔵の歌（独唱→斉唱）
（６年生→全員）

第３場面…河太郎の歌（独唱→斉唱）
（４年生→全員）
河太郎と地蔵の歌（二重唱→二部合唱）

第４場面「結」の部分は語り部の話にはない部分。フィナーレ
をどう盛り上げて終わるか、これについて子どもたちは「カッパ

員）

第４場面…カッパと村人たちの歌（斉唱→二部合唱）
（全

（４・６年生→全員）

と村人たちが仲良くなるといい」という考えを出した。では、ど
うやって仲良くなるか。
「カッパが水に溺れた子どもを助けたらど
うか」という子どものアイディアを生かし、
「鉄砲水により子ども
たちは溺れ、田畑も壊滅状態になる」ということにした。溺れた
子どもを助けてくれたカッパたちに心を許した村人たち、そして

②歌詞作り

えると、子どもたちは案外抵抗なくいろいろな言葉を

今までのいたずらの罪減ぼしに村の立て直しを買って出るカッパ

子どもたちの考えた台詞の数々が手元に集まり、シナリオが一

書き出した。また、台詞として考えられた言葉から歌

「作詞」では、
「だれが歌う歌なのか」
「どんな状況で

通りの完成を見たのは８月中旬過ぎであった。でき上がったばか

詞に拾うこともあった。全員に全部の曲の歌詞を作ら

たちという構図ができ上がり、めでたくハッピーエンドのシナリ

りのシナリオを中森孜郎先生に見ていただいた。中森先生からは

せる時間的余裕はなかったため、子どもたちには自分

歌う歌なのか」
「どんな気持ちで歌うのか」などを押さ

具体的にいろいろ参考になる話を伺ったが、中でも「結果よりも

が作りたいと思う曲から取りかからせた。

オ構想が完成した。

その過程を大切に考えること」という言葉が強く印象に残った。
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③曲作り

④補作・編曲
せっかく異学年で取り組むのであるから、

曲の続きを作らせることにした。子どもたちは教室内に散らば

いっても無理な話である。まず、出だしの１フレーズを与え、

かった。子どもたちに、いきなり「さあ、作曲しましょう」と

「創作オペレッタ」である以上、曲作りも子どもの力を使いた

直前まで入れてくれた。

４年生担任に頼み込んだら、快く総合的な学習の時間を夏休み

年だけでは得られない変化に富んだ歌声の

らかい声、全員による二部合唱など、同学

ない歌声、谷川のせせらぎの女声だけの柔

態の曲となった。村の子どもたちのあどけ

終的には①に記した場面のように様々な形

態もいろいろと取り入れようと考えた。最

えた。また、ソロ・重唱・合唱など演奏形

などバラエティに富んだものにしたいと考

下学年の子どもの声・上学年の子どもの声

り、それぞれに歌詞を口ずさみながらメロディを考えた。そし

夏休みが目前に迫り、正直焦った。まだ、曲ができていない。

て、何か一部分でも思いついたらオルガンの所に来て歌わせた。

仕上がりを目指した。
今回のオペレッタで、どうしてもやって

メロディらしきものができている子どももいれば、歌詞にリズ
ムだけが付いて唱えているだけのような子どももいた。しかし、

に歌ってきれいに合う曲に仕上げること。

みたいことがあった。それは、パートナー

これは二部合唱を仕上げるより子どもにと

そのリズムだけでも貴重な素材である。むしろ、無理に音の高

私は、子どもたちが口ずさむメロディやリズムを記譜してい

ソングを作ること。つまり、２つのパート

ったが、オルガンには４～５人の行列ができていた。
「子守歌」

っては歌いやすいと考えた。１年生から６年生まで一緒に歌っ

低を付けようとしていないので、言葉のもつリズムを素直に表

は音楽の堪能な教務主任に応援を頼んだ。
「子守歌」は、曲の

てハーモニーの幅を出すにはパートナーソングにするのがいい

がそれぞれ違うメロディを歌っても、同時

イメージを考えた後、それぞれが考えたメロディをつないでい

と考えた。理由はもう一つ。この民話は「カッパ」と「地蔵」
、

現したものが多く、後の補作の時には大いに役立った。

き、１つの曲に仕上げていったそうである。

つか残ってしまった。オペレッタ後半の数曲は、すでに台詞の

たいところであったが、夏休みが終わっても未完成の曲がいく

み中に曲を完成させ、まず歌を教えるところから練習開始とし

的にでもリズムやメロディを作らせ、記譜した。本来なら夏休

どの曲にも子どもたちの思いを少しでも入れたいと考え、部分

の民話の中でも特にこだわりたいと目を付けた「人の助けを喜

ートナーソングにしたことはよかったと思っている。また、こ

イン優先とはならない部分もあったが、上の２つの理由からパ

考えた。同じ和音進行にしなければならないため、メロディラ

のメロディを重ねて二部の響きを作るのがふさわしいのではと

ならば、それぞれに違うメロディを与えて、最後にはその２つ

「カッパ」と「村人」という相対する対象が顕著である。それ

練習が開始してからようやくでき上がるという苦しさになって

びに生きていく」という歌詞の部分は、パートナーソングであ

時間がない中で曲全てを作るのは無理だと考えた。しかし、

しまった。

っても、あえてユニゾン（斉唱）で歌わせることにして、２つ

5

ちに読み聞かせることにした。役のイメージがつかみやすいよう

に、教師４人で役割読みをした。教頭は地蔵役、教務主任は河太

郎役、他の２人が村人役・子どもたち・語り手などを分担した。

語り部の話に登場するのは１匹のカッパだけであったが、表現

学年の発達段階や人数、そして子どもたちの個性。これらのこ

が難しいと考え、急きょ「泣き」の表現

上の迫力で台詞を語った。これでは選考

みんなの前で語った。どの子も思った以

6

の対象の歩み寄りや統一感の効果をねらった。
初めは村の子どもたちだけに歌わせるつもりであったが、部
分的に全員で歌わせた方がよいと考えた曲があったり、村人た
ちの歌には台詞を挿入した方がいいと思いついたりなど、練習
（３）公開オーディション（９月 日）

たときと、子どもたちが目の前で演じたときとの違いは大きい。

の効果と教育的配慮から、
「カッパたち」として複数のカッパを登

の過程でいろいろなアレンジを加えていった。紙面だけで考え
子どもたちの声や動きに触発されて、思いついたことをいろい
場させることにした。

公開オーディションの目的は２つ。１つはカッパの中でも中心

となる河太郎役を決めること。２つ目は公開オーディションをす
ることで全校児童の意欲を高めること。
オーディションが始まった。河太郎役に

体育館に全校児童が集まり、いよいよ

学年あるいは学級で取り組む場合は、すぐに配役の希望を取っ

立候補したのは４・５・６年男子の 人中

とを考えながら配役を分担していった。動きはほとんどないが台

８人が名乗り出た。同じ台詞を１人ずつ

詞が多い地蔵役は、６年生男子がふさわしいということにすぐ決

蔵様に脅され「そりゃあ、あんまりだ」

をさせることにした。子どもたちに捕ま

１・２年生は村の子ども役、いつも活発な３年生男子は村人役が

と泣きだす場面である。２人が候補とし

まった。カッパ役は４・５・５年生男了に与え、オーディションす

適役となった。３・４年生女子は、体の柔らかさによる表現を期待

て残ったが、結局、ダブルキャストにす

った河太郎が、石碑にくくりつけられ地

して谷川のせせらぎ役をあてた。５・６年生女子は村人役とし、語

ることで意見がまとまった。
子どもたちの心に火がついた。私が担任

この公開オーディションをしたことで、

しかし、このオペレッタで重要な役となるカッパ役は、公開オー

そして、配役が決まったところから廊下

級オーディションも大いに盛り上がった。

りたい」
「私はこの台詞を言いたい」と学

している１年生でも、
「この役はぼくがや

オーディションに入る前に、でき上がったシナリオを子どもた

（２）全校児童に読み聞かせ（９月８日・朝会にて）

ディションをすることとなった。

学年の分担が決まり、次は学級ごとに希望を募ることにした。

り手も女子が担当することとした。

ることにした。

そこでどの学年をどの役に当てるかを相談した。

てスタートするところであるが、今回は全学年に役を与えたい。

（１）配役の分担（９月６日）

５、キャスティング（配役決定）

あった。

ろと試しながら入れていくことは、この上もない楽しい作業で
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と、悩んでいること、見ていて気付いたことなどを率直に

単な話し合いをもった。自分の担当したパートで迷ったこ

オペレッタは、確かに中心となる人物はいるけれど、一人一人が

言葉に出し合った。そのまま体育館で話し合ったので、表

の掲示板にその名前を貼り出していった。
主役という思いで参加しなければ、いいものにはならないと思って

の表現を高めていくのに大変役立ち、１回ごとの練習が充

もったことは、次の練習内容をはっきりさせ、子どもたち

ながら話し合うことができた。このように振り返る時間を

いる。その意味で「自分がやりたい役をオーディションで勝ち取る」 現の場所やパートごとの動かし方など、イメージを共有し
という手順を踏むことは大切である。
６、いよいよ練習開始
配役が全て決まり、練習がスタートした。本番まであと１か月と

全体の様子をビデオで見ることは、今まで気付かなかった

に撮り、その映像を見ながら検討会をもつこともあった。

全体の通し練習ができるころには、練習の様子をビデオ

実したものになった。

少しである。それぞれの役の練習を同時進行でやらなければ間に合

（１）教師の分担と子どもへの働きかけ

わない。練習には毎日１時間を当て、教師も分担してパート練習を

ことにも目が向き、たいへん有効であった。
（３）指導時間の確保

担当した。校長も教頭も学級担任も、毎日１時間のオペレッタ練習
に総掛かりとなった。学校全体がオペレッタでいっぱいになった。
シナリオの読み合わせをしているうちに、子どもたちは自分の演

いるのかな」などと役になりきらせ、表現を引き出すようにした。

んな時だったら、どんなふうに動くかな」
「どんな気持ちで叫んで

分で表現を考え出すように仕向けた。
「こうしなさい」ではなく「こ

の湧かない子どもには、その時の周りの様子や情況を考えさせ、自

○谷川の流れの子守歌の練習

○河太郎のソロ、地蔵のソロの歌の練習

放課後を使い、次のような練習も取り入れた。

活用した。９月中旬から始めた毎日１時間の練習の他に、昼休みや

ていた。もちろんそれだけでは足りず、国語・音楽・体育の時間も

学習発表会練習として教育計画には、８時間が設定され

ただ、子どもが考える動きだけでは動きに広がりがなかなか見られ

○せせらぎの表現の練習

じる役のイメージを少しずつ膨らませていった。なかなかイメージ

ない。時には、教師がいくつかの動きをして見せ、自分のイメージ

が死にそうなのに、そんな声では必死さが足りないぞ」
「本当に気

に、
「せせらぎと濁流は同じ動きではないはずだよ」
「自分の子ども

ただくことになった。その研究会の前に、中森先生と北村信子先生

しての役目がある。そこでは、練習の様子を会員の先生方に見てい

学習発表会の前に、大河原地区小学校教育研究会音楽部会場校と

７、より良い表現を求めて

に合う動きを選択させることで豊かな表現に変わっていった。さら

持ちよく泳ぐには、どんなふうに泳ぎたいかな」
「もう溺れて沈み

（青葉女子学園専門官）のお二人に来校していただき、第４場面を

そうなのに、そんな顔じゃだめ」こんな働きかけを重ねていくうち
に、子どもたちの表現はより質の高いものに変わっていった。

中心に１回目の指導を受けた（ 月 日）
。研究会までにやるべき
ことははっきりした。

19

28

29

２回目の指導が研究会の日（ 月 日）である。第４場面の手直

7

（２）練習内容を振り返る
２時間目の練習が終わると、業間休み時間を使って、そのつど簡

19

しした部分を見ていただいた。会員の先生方には、実際にお二人

れていた。子どもたちに読み聞かせると、みんな身を乗り出すよ

た朝だった。子どもたちの配役一つずつに、お褒めの言葉が綴ら

うにして聞き入った。どの子どもの顔も晴れがましく心からうれ

の先生が子どもたちに話しかけ、指導を受けているところを見て
しそうであった。

今は一つの山を乗り越えた充実感と安堵感が強い。しかし、こ

いただいた。フィナーレの歌は、会員の先生方にも一緒に歌って
本番の学習発表会まではあと１日である。中森先生が言い残さ

の山を一緒に越えた子どもたちに、次の山を用意してやることも

いただき、子どもたちは満足げでもあり、誇らしげでもあった。
れた「せせらぎの表現の房の色は、鉄砲水の濁流では色を変えた

我々教師の仕事かとも思う。今回の仕事を振り返り、ゆっくりと

ふさ

方がいいのではないか」という指摘を見過ごすことはできない。

次の山のことを考えてみようと思う。

（深谷小学校）

渡 辺 孝 之

教職員の協力協同をベースに

２ 今、私の学校では

その日の夕方には、校長室のテーブルの上に新たに求めた色で作
られた房が積み上げられていた。
業務員は河太郎が結びつけられる石碑を見事な仕組みで作り上
げた。事務職員と養護教諭は、あっという間に谷川の流れの表現
に使う房をたくさん作り上げた。文字どおり総力戦であった。
「こ
れで全員がかかわれたわね」という言葉に校長の思いが表れてい
た。
８、終わりに
全校創作オペレッタをしようと思い立ってから、完成まで１年
以上が過ぎた。

日本の教師は、ＯＥＣＤ加盟国の教師たちより１年間で４か月

１．１年に４か月多く働く日本の教師とは

師もひとかたまりになって、子どもたちの一生懸命さに応えよう

も多く働いている（表１）
。１年は か月しかないのだから、この

全校児童が１つのことをやり遂げようと必死になった。我々教
としていた。目に見えない何者かにぐいぐいと後押しされるよう
に、毎日少しずつ目指すものに近づいていく実感があった。みん

２０４時間、ＯＥＣＤ平均より７９９時間多い。換算すると４か

数 字 は に わ か に は 理 解 し が た い。 日 本 の 教 師 の 月 労 働 時 間 は

さん集まり、子どもたちの熱演を温かいまなざしで見守ってくれ

運び、見届けてくださった。保護者や地域の方も例年以上にたく

特休４日、有給休暇（年休） 日は付与されているが年休はほと

夏季休暇や有給休暇もほとんどとられていない（制度的には夏季

その違いの原因は表２から読み取れる。慢性的な残業に加え、

月多いことになる。

た。

中森先生と北村先生は、学習発表会当日もわざわざ学校に足を

なで同じ体験を共有することの心地よさを感じた。

12

たち宛に心のこもった丁寧なお手紙をいただいた。全校児童が集

たかいにより、厚労省は月 時間の超過勤務をした労働者は医師

過労死など働き過ぎによる労働災害の多発に対する労働者のた

んど消化されず繰り越され、霧消する）
。

まって、当日のビデオを見ながら打ち上げをしようと予定してい

数日後、今回貴重なご指導をいただいた北村先生から、子ども

20

80

8

実には統計に現われない「かばんいっぱい」の持ち帰り残業や、

による面接指導をする通知を出し、文科省もこれを追認した。現

金は 万２８９９円、多くの教師の超過勤務分で

員を増やすことである。初任者（２級５号）の賃

在する。日本の教師は、まさに自己の体と心を削るようにして働

平均をはるかに超える激務をこなしている学校・教師は数多く存

ＥＣＤ加盟国対ＧＤＰ比最低の教育予算を引き上

によれば 万人の教師が不足しているという。Ｏ

もう１人の教師を雇うことができる。全教の試算

17

いている。
22

私の試算では、月 時間の超過勤務は月 万円もの賃金に相当

４４６
１７３３

２２９

１９３２

４８７
１７４９

１２５

１８７４

５７５
１５３８

１５３８

９１１
１５３７

１５３７

９１２

OECD 教員平均

１６５０
日本

１７９４
アメリカ

イギリス

ドイツ

フランス
造 業

※厚労省労働基準局推計（
「データブック国際比較 2009」）をもとに全教作成
※日本の教員の所定外労働は、平日および休日の平均残業時間、持ち帰り仕事は含まず。
学校を出る時刻

週の勤務時間

休憩時間

就寝時間
日本

１９：３２

55 時間 30 分

１９. ９分

２３：２５

５．７日
フィンランド

１５：２９

31 時間 20 分

４５. ７分

２２：４２

６３．２日
スコットランド

１７：１０

38 時間 00 分

４９. ６分

２２：５５

３６．２日
イギリス

１７：３６

42 時間 30 分

４４. ７分

２２：４０

２９．７日

なただ働きで
金までもむし
り取られてい
る。
教育は子ど
もたちの人格

げ、教員を増やして欲しい。最低の予算でＰＩＳ
Ａランクだけを上げろというのはあまりに虫が良
すぎる話である。

年度から、私は学校で教務主任となった。私

２．今学校でできることは
のテーマは、学級担任が子どもたちと向き合い指
導に専念できる条件をいかに作るか、である。

して行われる

や日直等業務作業の見直しなどに取り組んできた。

教師による指導体制、必要時数の精選、校内研究の見直し、会計

そのために、専科による空き時間の確保、複数

営 み で あ る。

の完成をめざ

15

務所長もこれを推進すると公言するようになった。学校は教頭ま

専科教員は宮教組の働きかけで全県に広がった。いまや教育事

３年生以上の算数には、教頭・教務がＴ２として入り、つまず

それは教師と

いている児童のサポートに入る。東松島市では緊急雇用と特別支

いう人格を持

なしには成立

援で２人の支援員を学校に派遣しており、担任の要望を聞きなが

でが授業をする教員として算定されている。授業をするとは教師

しない。学校

ら学級に入ってもらっている。高学年の家庭科では地域からミシ

った人間が子

が学校となる

として自分で教材研究をして子どもの指導に当たることであり、

ためにはなん

ンボランティアを募り手伝っていただいている。また、校長も書

どもと向き合

と い っ て も、

写指導を積極に行っている。体育の水泳や器械運動など技術習得

担任の補欠ではない。本校では５・６年の理科を専科とし、週３時

子どもたちに

が必要な単元では担任が「お手伝いをお願いします」と声をかけ

い、真剣に働

働きかけるこ

てくれ、私としても有難い。

間の空き時間を確保している。

とのできる教

きかけること

2007 － 2008 年度「教職員労働国際比較研究」：2010 年教育総研報告書より

夏季休暇

する（２級― 号の場合）
。日本の教師は体と心だけでなく、膨大

２００３

２４４９

２０４. ０（9.03）

計
４８９

10

80

２０９

19

７９９

１３７. ５（6.25）
１６５０

月（１日）当たり
所定外労働時間
１９６０

教員との差
所定内労働時間
日本の教員

製

9

日本とフィンランド・スコットランド・イギリスの教員の違い
表２

年間総実労働時間の比較
表１

次年度から２年生でも６時間授業が生じるなど、時間割は満杯

が奪われたとみるか、多くの教師が理想と現実のハザマで悩んで

師が横道にそれにくくなっている。これを安心とみるか、創造性

くなる日が続いている。

３ 今、私は

る。
「学力向上サポートプログラム」
「志教育」……。
「心のノート」

教育行政は次々に新しい施策を思いつき現場に押しつけてく

鶴 岡 孝 則

伝えたいことを一つもつ

（浜市小学校）

そのために何の仕事を具体的に削るか名案が浮かばず、帰宅が遅

毎週水曜日を、持ち帰りなしの定時退庁デーにしたいと思うが、

いる。チャレンジできるゆとりが欲しい。

である。標準時数を超える「余裕時数」は必要な時数に精選し、
放課後子どもたちの指導に当てることもできる時間を確保するこ
とにした。
時数増は、会議の設定も困難にしている。そのために校内研究
の見直しを図った。校内研究は同僚として目の前の子どもたちへ
の指導力量を向上させるためのものである。日々の授業に役立つ
ものをしようということを職員で確認した。そのために従来の
「授
業研究」を「授業を見合う会」とし、事前研・事後研・指導案を
なくした。授業に対する感想・アドバイスは研究主任がメモを集
めてコピーして配る。合わせて「研究全体会」を「授業カンファ
レンス」とし、毎月１回程度、研究テーマに基づき教師がわかっ
たこと・悩んでいることを出し合う「しゃべり場」のようにした。
紙数の都合で内容には触れないが、背伸びせずにみんなが一歩ず
つ進む楽しさを感じている。
の負担を軽減したい」と言ってくれる事務職員が大いに力を発揮

煩雑なわりに公正さを求められる会計事務の軽減には「先生方
し、
「日直業務は管理職の仕事」との私の主張に応えて教頭は先

なんて遠い昔話のようだ。予算はつかない、人員は増えない、時

間は保証されない。その中でいったい何ができるのか。内容もさ

生方に「校舎を回らなくてよい」と言ってくれている。
学校が働く人間の組織体として機能するためのベースにあるの

ることながら発想自体が大いに批判されるべきだ。しかし、同じ
私の勤務する学校では、二年前までは「PISA

が「同僚制」である。職員室にはいつでも淹れたての珈琲の香り
休み時間、チョコを口に入れ、
「よし！」と気合を入れ教師は教

型読解力」を身につけさせるためにはどうしたらよ

ような思想傾向が我々にもあることを認めなければならない。

室に向かう。少し時間があれば愚痴も言い合う。ほぼ全員が参加

いかと研究していたが、
今年度（平成 年度）は「算

が立ち、みんなの好きなお菓子が器にあふれるように置いてある。

する月に１度の親睦会主催の飲み会、職員旅行、泊付きの忘年会・
同僚がいることを実感する。それなしには働き続けることは困難

送別会、そして過半数の組合加入率。それらを通じてささえ合う

型読解力」は雲散霧消、今や誰ひとり口にする者は

数的活動」を校内研究で取り上げている。
「PISA

履の如く捨て去って顧みない。常に新しいもの、他

かけ、新しいものが出てくれば、以前のテーマは弊

いない。充分な理解もないまま流行のテーマを追い

新教育課程は、内容が増えたのと同時に方法までも規定し、教

なのが学校の現状である。

22

10

た時期、
「子どもたちに意欲をもたせ、より活気のある学校にす

次のようなこともあった。児童が落ち着かず問題行動が目立っ

育課程にない？ いや、国語の教科書（東京書籍）

った俳句を句集にしようと考えている。そんなの教

ちなみに私は２年生担任、
「俳句病」
。１年間に作

みつかるのではないだろうか。

るための手だて」が話し合われた。出てきた意見。
「持久走大会

に「
『きせつの思い出ブック』をつくろう」とちゃんとある。俳

とはちがったものを追い求めなければならないのだろうか。

に向けて、業間か昼休みにみんなで走る」
「クラスのイベントを

今後とも、行政は教師が情熱をもてないように、自分で考えな

句こそ季節の詩。一年間計画的に取り組んできたのだ。

入れていく」など。結局は挨拶運動をすることになったのだが、

いようにいろいろと押しつけてくるだろう。自分の中に理論と実

工夫する」
「たてわりとは別に、異学年交流などを工夫して取り
私はこれらの意見に違和感を覚えた。何か新しいことをすればい

（涌谷第二小学佼）

践をもつ重要性がますます高まっていると思う。

中学校の教員は頑張っている。自分で言うのもなんだけど……。

大 木 一 彦

現状を﹁マシ﹂に

子どもたちと協力して

４ 中学で私たちは

いんだ。これこれをしましたという形が残ればいいんだという類
型的な思考方法に、私は「授業の充実、そのための教材研究の時
間の確保」と記したが一顧だにされなかった。
「センターつうしん 」の座談会の記事を読むと、よい授業をし
たい、そのための教材研究の時間が欲しいという若い先生方の切
実な思いが伝わってくる。担任をしている教師なら皆同じ願いを
抱いている。
今、大切なことは何だろうか。子どもに情熱をもって伝えたい
ものを教師が何か一つもつことではないかと思う。文学でもよい。
合唱でもよい。版画でもよい。歴史でもよい。教育課程にあるから、
教科書にあるからではなく、どうしても子どもに受け渡しておか
さんは、周囲を説得して中学校の宿泊学習で「わらび座体験教室」

今の学校は駄目だみたいに言われてしまうが、何をもって駄目

なければならない熱いもの、そうした核をもつことだ。瀬成田実
を実施した（
「カマラード」№ ）
。瀬成田さんは「わらび座病」
をおくりたい。一人ひとりの教師が「〇〇病」になり、それを伝

と自潮気味に語っているが、
「わらび座病」大いに結構とエール

ラインを大きく越えるオーバーワークをして、必死で中学生と向

学生の生活環境）の中で、私は、中学校の教員の多くは、過労死

だというのだろう。率直に言って、これだけ駄目駄目な社会（中

まりにも、きちんと認知されな過ぎであると感じている。うまく

き合い、学校作りに取り組んでいると思う。そのことが、今はあ

自分なりの「〇〇病」がまだ見つからないならば、とりあえず

えていくならば、
子どもは必ずやその熱意に感応するだろう。「〇〇

読書することを勧めたい。どんなに疲れていても、寝る前に十分
でもよいから本を読む。現実に流されっぱなしではなく、自分で

ことである。

いかないと悩んでいる多くの中学校教師に伝えたいことは、 あ｢
なたは充分頑張っているから、無理しすぎないようにね と
｣ いう

病」は文化の継承であり学問の発展である。

22

考える習慣をつけたい。考えていく中から自分のやりたいことが

11

61

むことがかっこいいこととして、学校文化として定着し『上中魂』

予餞式では１・２年が自らを高め合唱やＹＯＳＡＫＯＩの文化を

という言葉で伝承されてきているように思う。そして、エール・

居直るつもりはないが、駄目なのは社会全体のあり様に起因す
だと思う。また、かつての経験をそのまま語っても、状況や環境

３年から引き継いでいくことなど、何でも一所懸命全力で取り組

が違えば、ユートピアみたいな話としてしか受けとめられないこ

校歌にもきちんと校歌を歌いエールをするということにも繫がっ

ることが多く、一学校・一教師に多くのことを期待されても無理

とになってしまう。従って、
ここでは、
私が今まで勤務した学校で、
てきているように思う。

学校を立て直していくきっかけとなっていたように思う。

生徒が、学校行事だけは楽しみにしていて本気で取り組むことが、

非行文化が広がってしまっていた時も、問題行動を多く起こす

学校作りをしていく上で、共通して考えていたことを、少し述べ
てみたい。
中学校は「集団の中の『個人』としての生活の仕方」を身につ

幸い、私は教師生活の大半を、生徒会の担当として過ごし、生

そのことに自覚を持つことは難しい。高等学校になると、集団自

行事をつくっていくということに関わってくることができてきた

が得られるかを考えて、できる限り生徒自身の手で充実した学校

徒の状況を見て、また、どの程度なら教師集団のコンセンサスと

体が『輪切り』された集団となってしまっている。その点、公立

と思う。

勿論、
小学校だって同じ側面を持つのだが、
成長段階から言って、

けていく場である。

中学校は、原則として地域の子どもがみんな所属する集団の中で

人間であることを強く意識させることが、私の考える学校づくり

が、自分は自分であるだけでなく、学校の看板を背負った一人の

一人ひとりの子どもに着目することを否定するつもりはない

反発から、教師・生徒間のトラブルが、時には保護者も入る形で

そして、きちんときまりを守らせようとする指導とそれに対する

集団生活である以上、
学校生活には『きまり』はつきものである。

②生徒自身の手で、きまりを考えさせ、規範意識を高めること。

生活できる貴重な３年間である。

の基本に位置している。
学校づくりのポイント

多々ある。

ルの当事者となってきたことが

発生する。私も、きちんときまりは守れという方なので、トラブ
①生徒自身の手で、学校行事を充実させ、達成感を味わうこと

いいよ と
｣ いうのではなく、 き｢
まりを教師や学校が一方的に決

私は、 き｢まりは守らなくても

めて守れというものではなく、

ができるようにすること
りを持ち、自分を高め成長していくし、その機会が保障されるこ

集団でイベントに取り組んでいく中で、子どもは他者との関わ
とを通して学校への信頼感を増していく。集団生活ならではの良

生徒自身の手で決めて守るもの
にする た
｣ めにエネルギーを注
いできたように思う。

さを実感できるチャンスである。
し唱いきること、大樹祭（文化祭）を３年生中心に盛り上げてい

例えば今年上杉山中では、生

現在の勤務校である上杉山中では、合唱祭で大曲にチャレンジ
くこと、その際３年はＹＯＳＡＫＯＩをかっこよく踊りきること、

12

徒会の目安箱に 膝｢掛けの使用を認めて欲しい と
｣ いう投書があ
った。生徒指導部で話をすると、 せ｢っかくだから生徒達自身に
考えさせたら と
｣ 取り扱いが生徒会担当に回されることになった。
執行部の生徒が使用上のルールを含めた原案を作成するが、学級
委員や委員長の参加する全校生徒委員会では、 こ｢れまで使用し
なくてもやってこれたのだから膝掛けはいらない と
｣ の意見の方
が一票多くて可決されず、目安箱や生徒会便りに 認｢めて欲しい
と
｣ いう意見が多く集まり、再度委員会を開いて可決。職員会議
では、生徒達が議論した様子が高く評価され、生徒案をよりゆる

５ 親としての願いは

その子らしく

のびのびと過ごせる学校

織 田 紀代子

私は現在、アメリカ東海岸にある地方都市の郊外に住んでいま

小学校に勤めました。宮教大で知り合ったアメリカ人と結婚し、

す。 歳の息子が一人います。私は大学卒業後、宮城県で６年間

ども達の き｢まり を
｣ 守る事への自覚を高めたことが、今後の学
校作りにおいては財産となっていく。

アメリカに移り住み、
その後 年近く専業主婦をしていました。（大

める形で使用が認められた。第三者からは、教師がひとこと い｢
いよ と
｣ 言えばすむ話と思われるのだろうが、このプロセスで子

どこの学校ででも、あるいは旅行的行事であれば学年ででも、
自分達できまりを決めて守るという経験をさせることは可能だ

年近くも学校から遠ざかっていたのに、４年ほど前から日本語

学の図書館で１年間働きましたが、妊娠出産のため辞めました。
）

学校補習校で教えることになりました。現在は２年生６名を教え

ています。全校生徒三十数名の小さな補習校で、子どもたちは土

務していた学校で、私が服装自由化に関わっていたことを知って

にやっていく先生ですよね ｣
前任校で同僚になった先生に言われた言葉である。その前に勤

いいだろうと思います。人の授業を見たり、自分の授業を見ても

少なくありません。そんな時、まわりの先生に聞けたらどんなに

教えていて、
「こんな時、どうしたらいいだろう。
」と迷うことも

曜日だけ通っています。私の地域は日本人人口が少ないので、教

いて、私の言動に注目していてくれたらしい。そう言われて私は

らって勉強できる機会がもっとあったらいいのに、と思うことも

ていくことである。その一端が、今日ここに書かせていただいた

子どもたちと教師集団と協力して、現状を少しでも『マシ』にし

ことはたかが知れている。従って、自分にできることというのは、

私はスーパースターでもカリスマでもないので、一人でできる

けで精一杯で、せっかく丁寧にいろいろと教えてもらっているの

指導していただいたと思います。その時は毎日なんとかこなすだ

仕事もなかなか覚えられなかったため、人一倍周りの先生方から

ぱり言うことを聞いてくれず、悩んでばかりいました。不器用で

あります。 代で小学校で勤め始めたものの、子どもたちはさっ

員免許を持っている人も少なく、初めて教える人もいます。毎週

うれしかった。

先｢生って、特別なことをする訳じゃなくて、普通のことを普通

きく成長するように思う。

し、そのことを通して子どもは 集｢団の中の『個』 と
｣ して、大

10

13

ことである。
（上杉山中学校）

20

に、それを日々の仕事に生かしていくことができませんでした。

13

10

ました。コピー取りや掲示物のはり替え、おやつや準備や片付け

たちの様子を見ることができ、
とても興味深く、
勉強になりました。

それ以前に、自分には教えてもらうことに対する気持ちや学ぼう

この地域では保護者のボランティアは一般的で、学校でよく見か

など、簡単な仕事でしたが、教室の隅に座って毎週授業や子ども

にもったいなく、申し訳ない気持ちになります。教職から離れて

とする姿勢、謙虚さが足りなかったと思います。今考えると本当
いた 年間はあまり思い出すことがありませんでしたが、補習校
言われたな。
」とふとした瞬間にその先生の声とともにに思い出

で教えるようになって、
「〇〇先生に板書のことでこんなことを

くくないのだろうかと思いましたが、アメリカの先生たちは慣れ

室に入っていました。そんなに頻繁に親が教室に入ったらやりに

けます。息子のクラスでは週２、
３日ボランティアで保護者が教

40

て海外でこうして再び使う日が来るとは、当時は想像もしません

20

生で自分の勉強も忙しいのに、授業が始まる前の朝早い時間に、

と言わないできました。やはり受験がないということは大きいか

私は子どもが小さい時から今まで、ほとんど「勉強しなさい。
」

マンツーマンで子どもに読み書きを教えに来ている親もいて感心

いまさらですが、
「本当にありがとうございました。
」とお礼を伝

もしれません。中学受験はもちろん、高校受験もありません。市

しました。私たちの地域は学校の評判がよく、保護者もそれを誇

えたいです。数年前にお亡くなりになった遠藤惟也先生には、若

で二つしかない高校に自動的に全員入学するか

海外に住んでいるため、当時お世話になった先生方となかなか

い頃本当にお世話になりました。もう一度お会いして、お話した

らです。なので、宿題をちゃんとやって、学校

お会いする機会はありませんが、いつか機会があったら、お礼を

かったです。中森先生と２年前にお会いした時に、「学ぶとは何か、

りに思っているような気がします。それで、自分たちも学校作り

教えるとは何か、いかに生きるべきかなど、問いを持ち続けるこ

の勉強を理解していればそれでいいので、そん

言いたいとずっと思っていました。同じ学校でお世話になった先

とが大切だ。
」とおっしゃいました。中森研で仲間たちとよく聞

なに勉強しろという必要もない訳です。
（最近

に関わっているという意識が強いようです。

いていた「フォルシュング」の精神だと懐かしく思い出しました。

は宿題も多く、共通テストに追われ、学校現場

考えたり、共に育っていける仲間や友人、学ぶ場、そういうもの

先生に相談できる雰囲気や余裕がある職場、職場以外でも一緒に

個人的なことを長々と書きましたが、困った時に気軽に同僚の

どもの塾の勉強を見ていると聞き、そこまでし

い、お父さんが仕事から夜遅く帰ってきて、子

受験するために小学校の３年生の冬から塾に通

が。
）東京の知人と話していたら、有名中学を

は余裕がなくなっているという声も聞きます

が「こんな学校だったらいいなあ。
」という言葉から浮かんだの

なければいけないのかと驚きました。受験より

私は息子がキンダーガーデンの時から小学校４年生まで５年

立ち向かわなければいけない状況なのでしょう

が心配になりました。家族一丸となって受験に

お父さんが過労で倒れてしまわないか、その方

間、週１日２時間ほど息子の教室に入ってボランティアをしてい

です。

です。それがどんなにありがたいものかを、今実感しているから

ける努力をしていきたいと思いました。

中森研で芽生えた問い。その問いを持ち続け、自分なりに考え続

生方、サークルの方々、もしこの号を読んでいらっしゃったら、

でしたが。

ていて、そのオープンな雰囲気はいいなあと思いました。大学院

すことがありました。 代で教えてもらったことを、 代になっ

10

14

か。

ノリティーが多すぎず少なすぎない所、経済的社会的な背景も多

め、募金を計画したことなどです。子どもの口から「子どもを中

の小学校の生徒会で、学校に風車やソーラーパネルを設置するた

べたこと、中学で自分で考えてロボットを作ったこと、アメリカ

学校で稲や麦、大根を育て、その麦でうどんを作ってみんなで食

しかったの？」と聞いたら、いくつか教えてくれました。日本の

しい。
」と答えました。
「じゃあ、今までの学校でどんなことが楽

したり、普通に生活していてやらないものを経験できる学校が楽

勉強だけをやればいいというのではなくて、いろいろなものを試

いなあと思う？」
と聞いてみました。息子は
「子どもを中心にして、

親としてそれが一番の喜びです。息子に「どんな学校だったらい

通い、
「今日も楽しかった。
」と言って元気に帰ってくることです。

ます。私にとって一番大切なことは、子どもが毎日喜んで学校に

たち夫婦はどの学校もとてもよかったと思っていて、満足してい

本では帰国子女の多い私立の学校に１年間通いました。息子と私

ちがそういう違いを乗り越えて、それぞれが気持ちよく、その子

動などいろいろな違いというのはどこにでもある訳で、子どもた

ことですが、それ以外にも経済的なこと、容姿のこと、勉強や運

る雰囲気があったからだと思います。息子の場合はハーフという

をしたこともなかったようです。それは学校に多様性を受け入れ

友達に「それ何？」と聞かれることはあっても、特にいやな思い

いきます。きんぴらごぼうでもなんでも平気で持っていきます。

ありますが、おにぎりと日本のお弁当箱に日本のおかずをつめて

嫌がると聞いたことがあります。息子はサンドイッチなどの時も

お弁当にして。
」と母親に頼み、日本のお弁当を持っていくのを

白人ばかりの学校に通っている日本人のお子さんが「アメリカの

止めていて、それは学校の環境による所も大きかったと思います。

るし、英語と日本語が話せるから楽しいよね。
」と肯定的に受け

あり、様々でした。息子は「僕は日本にもアメリカにも友達がい

もいれば、普通のミドルクラス、給食費を免除されている家庭も

パーセント台で後はマイノリティーです。とんでもないお金持ち

様な所を探しました。選んだ学校は２校とも白人の割合が大体

心として」という言葉が出たことが興味深く、
「彼は学ぶ主体と

息子はアメリカの２つの州の公立小学校２校、中学校１校、日

して、そういう環境の中で学ぶ楽しさを実感できたのだなあ。
」と

らしくのびのびと過ごせる学校だといいと思います。

持ついわゆるハーフです。息子にそのことをあまり意識せず自然

お見舞いとお詫び

（在アメリカ）

に、できれば肯定的に受け止めて欲しいと思ってきました。アメ
リカでは一般的にお金持ちの住む地域は、テストの平均点も高く、
評判のいい学校が多く、逆にマイノリティーや移民の多い地域は
所得が低い人の割合も増え、テストの平均点なども低めになるこ
とが多いようです。なので、アメリカに住む日本人は、白人が多
い学校に子どもを通わせる傾向があるように思います。でも、私

特集に原稿をお願いした渡辺孝之さんの学校は幸い子どもの犠牲者
は出なかったものの津波の被害をもろに受け、
「ここに書いたものは今

東日本大震災により、被災されました皆様に対しまして、心よりお
見舞い申し上げます。
通信、３月末にお届けできるように仕事はすすんでいたのですが、
この大震災のため大幅に遅れてしまいました。

多様性です。息子は日本とアメリカの二つのバックグラウンドを

子どもの学校を選ぶ際に私たち夫婦が大事にしてきたことは、

親としてありがたく思いました。

60

は画餅だ」と言っていました。私は言葉がありませんでした。
被災地の学校に子どもと教師の笑顔が一日も早くもどることを願う
のみです。
（かすが）

15

たちはたとえお金があっても、お金持ちの白人が パーセント近
くもいる学校に行かせたいとはまったく思いませんでした。マイ

90

