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特集 新たな高校入試制度を考える
１ 佐々木克敬さん（県教委）に聞く
新入試制度で何がどう変わるのか

２ 中高現場教師に聞く
5
新入試制度をどう考えるか
遠藤理香子 大木 一彦 芳賀 郁雄
壱岐 史章 石田 一彦
座談会を終えて
石田 一彦 13

わたしが教員になった１９７９年は障害児の全員就学が始まった年
だった︒けれども︑その時点で義務教育の年限を超えていた障害者に
とっては学校教育を受ける機会がなかったのです︒今︑その人たちが
一定の制約はあるが︑学校教育を受けることができるようになった︒
還暦を過ぎた方が孫のような世代といっしょに教室にいるときは本当
に楽しそうだ︒
しかしながら障害児学校は過大化・過密化の問題を抱えたままだ︒
ようやく宮城県でも県立支援学校を増設することになったが︑まだ解
決は遠い︒障害児教育では学校の設置基準がないため︑子どもたちが
増えると特別教室を普通教室に転用したり︑校庭を削ってプレハブ校
舎でごまかしてきたつけが現れている︒障害児教育だけが不幸なの
か？ 日本の経済力から考えても︑通常の学級の人数は多い︒教育費
も異常に高い︑等々⁝⁝︒
夏になるといやでも戦争のことを考える︒敗戦の焼け野原で︑
﹁こ
の国のあり方を変えなくては﹂と︑みんなが平和で豊かな生活をつく
りたいと願ったのではなかったのか？
夢が実現したときに一番恩恵を受けるはずだった人たちを置き去り
にしていたことに気づいた︒夢を叶わぬままにしておくのではなく︑
もう一回り大きな夢にしてみんなで追いかけていきたい︒そんな思い
を強くする夏だった︒

佐久間 徹 ︵センター運営委員︶

表紙写真：朝市センター保育園

題字：江島隆二

佐久間 徹 1
ひと言

夏はめぐる

目次

◆なぜ入試制度を変えたのか？

それは、高校も中学校も両方です。もちろん、
がんばっている子もいるのですが、中学校から
推薦していただいてすごく優秀だという生徒の

これまでの制度を改めることにしたのはなぜですか。

―

がんばろうとか、こういう資格を取ろうという

専門学科の方は、目的を持っていて、部活で

専門学科に関しては？

伸びが今一だったりする例が見られたのです。

中学校からは、校内推薦というのはすごく大変だ、特に仙台地

―

一つ目は、生徒や保護者からは中学校長の推薦が得られるか

区は大変だ、という声がずいぶんありました。加えて校内でセ

ような意欲のある生徒が結構多いと聞いていま

否かで、受験機会の不公平感があるという声があったのです。

レクトすることが高校入試の手伝いになっているのではないか

す。どちらかというと、目的意識が希薄なまま
合格したいと思った生徒には伸び悩みの傾向が

と。
二つ目は、受験生の多様化とか個性を見ようということで推

見られるようです。

三つ目は、平成６年から普通科でも推薦を行っているのです

特徴を一般入試の部分でも出せないかという話は入学者選抜審

た方がいいという話にまでには至りませんでした。高校ごとの

（清岡）

来年度（平成 年度）の高校入試
から、これまでの推薦、一般、２次
募集という入試のあり方が、前期選
抜、後期選抜（一般）
、２次募集へ
と変わります。一番の違いは、推薦
入試が廃止され、新たに前期選抜が
導入される点です。前期選抜は、こ
れまでの推薦入試とは異なり中学校
長の推薦を必要としません。各高校
が公表する 出｢願できる条件 を
｣ 満
たせば、誰でも受験できます。とこ
ろが、この７月に公表された前期選
抜の各校の出願条件をみると、半数
程度の高校がその条件に中学校の評
定数値を示し、教育関係者や保護者
の間で話題になりました。
本特集では、入試制度の策定にあ
たった県教育委員会に策定の経緯や
ねらいを伺うとともに、中・高の先
生方に集まってもらい学校や子ど
も、保護者は今回の入試をどう受け
止めているのか、現状を中心にお聞
きしました。そこからどのような教
育の姿や課題が見えてくるのか。今
特集が、これからの入試を考える一
つの材料になればと思っています。

―

薦制が始まったのですが、実際には評定平均だけで合否が決ま
っているのではないかという声も出ました。このようなことも、

一般入試に関しては、大きな意見というか、今の制度を改め

が、定員の３割の推薦になっています。推薦された生徒は、あ

議会などでは出されて、その方向になりました。

推薦入試以外の部分での課題というのは？

推薦入試から前期選抜に改めるきっかけとなっています。

る程度、学力もあって特色のある生徒ですが、早期合格につな

―

査の方に重きを置くとか、あるいはうちの高校は中学校でのが

高校ごとの特徴というのは、具体的には？

がって、最後の中学校生活３ヶ月間（１月～３月）の学力の伸

例えば、うちの学校は学力に少し重きを置きたいから学力検

それは、主にどこからの声ですか。

びが妨げられているのではないかという指摘がありました。

―
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んばりを評価したいので調査書に重きを置くとか、そういうこ
基準を示してほしい、という要望です。

乱があった。だから、保護者にも生徒にもきちんと説明できる

推薦制でなくなれば、中学校は評定数値まで求めなくてもいい
ようにも思うのですが。

逆に条件がはっきりとしていないと出願はできない、との声

―

とにしました。

して欲しいと。そこで、評定平均を示しても良い学校は示すこ

て優秀とか優良というのはどの位の値なんだ、具体的な値を示

て優秀とか、優良とかいう言葉遣いであった。ところが、極め

一昨年の春の案の段階では評定平均は出していない。きわめ

とがあってもいいと。今はほぼ５対５の比率でやっていますが、

今回の入試制度の改定によって、具体的には何が変わってくる
のですか。

そうじゃなくてもいいのではないかということです。

―
中学校生活での目標設定がしやすくなり、そのがんばりを高
校できちんと評価できるようになると思います。あとは、うち
の学校はこんな生徒と学校づくりして行きたいということを今
回の出願できる条件として示すことができるようになると思い
ます。その意味で学校毎に出願条件も多様化しているかなと思

が集まりますが、もう片方では４・３で東北大会出場という出願

例えば、仙台二高だと、評定平均４・８という出願条件に注目

教科の学力検査を行うし、評定値も加算するし、学校独自検査

困るという不安が最後まで消えない。高校側は国、数、英の３

自分は極めて優秀と思って出願しても、資格に達していないと

が多かったのです。極めて優秀と書いてあったものに対して、

条件もある。つまり二本建てとなっているのです。仙台一高は、

もあるので、出願を認めない基準を内部で厳密に設定すること

っています。

評定平均の条件なしで、とにかく自分で自己アピールできる者

は意識していませんでした。

―

化を望む声の方が多かったのです。

いう意見もありましたが、説明会等の際のアンケートでは明確

意見も出てきた。勿論、
「程度」のような示し方が良いのではと

とで明確にしたところ、今度は、それはそれで今の話のような

数値が出る前は、
「程度」のような曖昧な基準は困るというこ

今回の改定は、受験機会の公平性をどう確保するかが課題だっ
たと思うんです。だとすると、例えば４・８という数値が出て
しまうと、４・７の子はたった０・１の違いで受けられないわけ
ですよね。

というくくりです。自分の学校では、部活でこんなふうにがん
ばっていた生徒がほしいとか、ボランティアでがんばっていた
生徒がほしいというところが示せるようになったのかなと思い
ます。このように、選抜の趣旨の第一義は、
「受験生の多様な能
力を多面的に評価する」ということを考えてのことなのですが、
複数回受験を第一義的にとっての議論がすすめられているよう
に思われます。

今回の出願条件に評定数値を示している学校がずいぶん出てい
ますが、どんな議論があったのでしょうか。

◆前期選抜のあり方を巡って

―

例えば、新入試説明会であったり、校長会であったりで説明

この件については高校、中学、そこと別の例えば審議会とか、
その他のいろんな場での議論はなかったんですか。

があります。実際には評定平均をきちんと示してもらわないと

をさせていただいてきました。その中でもいろいろな意見もあ

―

困るという話は、中学校側から出されていたのです。今までの

ったが、アンケートなどでは、評定値を出してほしいという声

この件については、高校や事務局が勝手に出したという誤解

推薦基準が曖昧だったことで、校内での選考や出願において混

3

今でも、評定平均値を示して欲しいという声は根強いんです。

今後も高校入試のあり方が問われるかもしれませんね。

英の学力を検査で見て、理科、社会などは中学校から提出され

５教科や９教科を行えばいいのでしょうが、
前期の場合は国、
数、

らうというのが本筋です。本来は国、数、英だけではなくて、

は中学校で終わり、高校は高校で終わ

す。小学校は小学校で終わり、中学校

年間学習させるという意識が必要で

ればいけない時期です。小・中・高

それについて中学校などからは。

進学し、勉強をして大学に行くという

に入っています。自分に合った学校に

校から国公立の大学、しかも難関大学

いかないといけない。また、多くの高

小・中・高の教育をトータルで考えて

12
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が大きかったのです。

受験、冷やかし受験になってしまうとの危惧もあるし、中学校

そうしないと、倍率だけが高くなって、悪い意味で言えば記念

としては、出してもらった方が目標設定しやすいとの話です。

ところで、受験機会は公平になったと言えるんでしょうか。

前期選抜で中学校長推薦がなくなったという点では公平性が

―
高まったと思われます。しかし、似たような選抜を数度行って

―

そうすると、中学校に入った時点で前期選抜を希望する子は。

しまうと、合格する生徒像は似てきてしまう。そこで前期選抜

中１の初めから評定数値を目指して学習するというのは、本来
の教育とか学びからするとズレてませんか。

しても前期選抜の２割に目を奪われてしまいますが、定員の軸

前期選抜の定員は２割で、８割の生徒は後期選抜です。どう

―

きちんと継続的に学習をしましょうということです。

審議過程の中では前期、後期に分けないで一度の選抜でいいと
いう意見はなかったんですか。

の割合を２割まで絞り込みました。

―
一度の選抜の方がいいんじゃないかという意見もありました。

―

変わったので、その意図はなかなか伝わっていない。実際は後

足は後期選抜８割に動いたのです。前期選抜の方だけが大きく

そうです。ところが、保護者の７割が複数回の選抜を望んだ。

期選抜に向けてきちんと、こつこつと勉強していた生徒が、き

中学校の進路指導主事の７割以上がその方向がいいとアンケー
トでは回答しているんですよね。

ここのズレが、教育現場と保護者のズレです。一度の選抜で良

ちんと合格する。そこに気づいてもらうまで、たぶん数年かか
るかもしれません。

いというのは中学校も高校もそこは一致していたと思います。

◆なぜ、前期選抜に学力検査を導入するのか

―

◆高校入試のこれからについて
もう高校が全入の時代なので、小・

それから前期選抜では、国、数、英の３教科について試験しま
すが、それはなぜですか。

中学校と高等学校の学習についての接続と、学力の保障です。

中・高一貫して 年の教育を考えなけ

―

中学校にしろ高校にしろ、勉強をきちんとして学力をつけても

る調査書や学校の独自検査でフォローできるのではとおちつき

りという分断的な話ではないのです。

―

―

はい。

ちょっと前に戻りますが、評定数値を仙台一高などは出してな
いわけですね。その他にもずいぶんありますが、あれはあれで
そのままになりますか。

ました。
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徴ある取り組みで全国表彰を受けたり、資格取得での実績が上

ことができるようになりはじめている。また、実業高校でも特

な課題が出てきたり、もっとよいもの

程度クリアできたとしたら、また新た

リアできるかなと思っています。ある

での課題については、今回の改定でク

論に移っていくと思います。

にするにはどうしたら良いかという議

がっています。生徒にとっては、高校の特色づくりでいろんな

選抜制度は来年から新しくなると言いながら、また次を考えて
おかなくてはダメですね。

選択肢が広がっているのです。

―
入試制度にはこれがベストだというものはないのです。今ま

も、一部の人間が聞いてきて伝

なあとは思ったんですけれど

芳賀 まず、推薦制度がなくなったことはいいか

いですけれども、中学校で大事

の学年にこだわったわけではな

います。ただ、今まで、３年生

遠藤 推薦がなくなったのはいいことだと思って

「もうオレだめじゃん」とがっかりしていると

遠 藤 理香子さん（中学教師）

講するんですが、それでも伝え

にしてきた進路指導というの

していただきたいと思います。

大 木 一 彦さん（中学教師）

きれないところがある。うちの

〈座談会参加者〉

芳 賀 郁 雄さん（中学教師）

学校ではもう９月あたりから調査書作成委員会

は、本当に、自分の適性であるとか、将来の進

石 田 一 彦さん（尚絅学院大学）

うことであれば、ご自身のご意

思います。当然、現場からとい

いうことを中心にすすめたいと

どのように受け止めているかと

の無理だと最初から数字に驚いています。私の

なども見せました。ああいうのを見て、あんな

ターネットを通して高校で出している資格条件

早く合格したいっていう意識があるので、イン

芳賀 生徒たちはやっぱり前期選抜で、とにかく

石田 生徒たちはどうですか。

期に出た評定で不服を持った保護者と生徒が三

夏休みに三者面談やったんです。実際に１学

常に残念な気持ちでいます。

と言われてしまったような気がして、それが非

「本当に大事なのは点数なんだよ」ってバアン

いって言ってきたにもかからず、ここにきて、

か校風であるとか、様々なものを見て選びなさ

ころなどありました。

壱 岐 史 章さん（高校教師）

を始めたらいいんじゃないかと提起されていま

路のことであるとか、その学校の特徴であると

〈司会〉

す。

◆高校入試をどう見るか

見も含めてですけれども、特に、中学生、ある

地区内Ｅ高校が、最初に出した「欠席ゼロ」に

石田 今回は、現場サイドでは新しい入試制度を

いはその保護者の気持ちなんかも含めながら出

5

者面談をボイコットするとかありましたし、４
会に行くために、私はテニス部なんですけれど

いで。すると、
条件の中に
「県大会に出場した者」

のは一発で県大会なんですね、地区大会を経な

か、いわゆる競技人口の少ない部活動っていう

けれども、水泳競技であるとかスキーであると

れから新人戦とかで今話題になっているんです

めてのパターンじゃないかと思っています。そ

まで不平を言ってくる保護者がいた。これは初

がら実際は内申点だけで殆ど決めてきた。でも

だった。表向き総合的に評価すると言っていな

というと、これは全て藪の中で決まってきた形

なぜ普通科の推薦入試をなくして良かったのか

うか、これはまず保留にしたい。

気になくす必要があったのかど

でも、工業とか農業とかまで一

ま ず 良 い と 思 っ て い る ん で す。

ていうふうにしてるんですね。それが良いかど

すとか、そこに高校が力を入れたいからやるっ

るいは、そのスポーツについての実技試験を課

部活について好成績を挙げた者に限るとか、あ

活について力を入れていきたいからこの三つの

を見てると、例えば、この高校はこの三つの部

て下までやっと滑ってくるだけもある。他の県

女子のスキーで東北大会とか県大会とかに行っ

県大会出場でも、さっきの話にもあったけど、

6

県だけなんですよ。

間３を続けると４・８を超えないんです。４・７

二高の４・８という数字は、ある教科で３年

いくつなので、３年間３だけの教科が一つでも

も、登録が８名なんですが、８名の中に入れる
か入れないかっていうようなところでの問題も

点いくつなければダメなのに、これでは行けな
出て来ています。

出していくことで、評定に対しての親御さんと

あったらもう駄目なんです。だからこう露骨に

いと、ずっとその学校に入ろうと思って勉強し

ろいろ差しさわりが出てくるわけですね。

石田 それが入試に直接つながるという点ではい

てきたのにこの評価ではって……。今まで確か
に様々なことで中学校はクレームついてきたん
ですけれども、唯一評定に関してはそれほどな

ってなると未経験者でも行こうとするんです。

そのことは僕らもはっきりいうことはできない

うか分かんないけど、それだったら話は一応分

かの関心も変な意味で高くなっている。あとは、

２月１日に前期日程をするっていうことは、

し、親とか本人たちもよく分からないところで

かるんです。でも今回のは全然関係ないんです

大木 僕も、普通科の推薦入試がなくなったのは

本当に教科書が２月１日までに終わっていなけ

切られてきた。そういう不合理な制度がなくな

よ。特徴あると言ってるけど、何部でもいいか

かったはずなんですね。ところが今回は評定に

れば前期日程の３教科が受けられないってこと

ったのは良かったと思う。
定を高校が露骨に出すことによって剥き出しに

でも、今度は今まで推薦入試で使ってきた評

になりますよね。もっと計画を立てて、これは
いうのも、私は国語ですが、あるんです。そう

しちゃった。剥き出しにし説明責任を果たした

３学期で卒業間際にと取っておきたい教材って
いうのも無視して本当に 月までに終わらせな

のは、公平な学力を表す数字にはならないんで

からよいかということになるが、これまで出た

石田 それまで積み重ねてきたものがどう表わさ

す。学校ごとに格差があるし、学校によって、

くちゃいけないっていう使命を持たされること

れるかじゃなくて、どういうふうにしたらうま

５とか４とかの付け方は違うんだし、違って当

ような問題が露骨に出てきてる。内申点という

く点数になるかという方にいってしまうという

こんなに露骨に入試で使う制度にしたのは宮城

試のために付けてるわけじゃないから。それを

たり前なんです。僕らが評定をつけてるのは入

芳賀 子どもの関係性も壊れるんですよね。県大

……。

ことですね。それを奨励する格好になるという

にも今回の改定に不満を持っています。

12

になる。

かと、みんながせせっこましく考えていくよう

分の子どもはどうやったらここを抜けていける

分がどういうふうにすり抜ければ行けるか、自

とそうではなくて、こういう出し方をしたら自

リヤーした子はそこで育てて貰えるのかという

そういう形で出しているから、じゃあそれをク

ら県大会に出れば良い、ベスト８になれば良い。

と自分は受けられないのか、去年までと全然違

狙っている子どもたちもこの位のレベルでない

はいうけれども、この評定値によって、後期を

れなのかなとも読めるし、
「前期だけだよ」と

てくる生徒の質を上げようっていう気持ちの表

は一気にこの制度を使って、自分の高校に入っ

のもありますし、ここでぐっと上げるというの

もちました。本当に２割しか取らないっていう

◆評定数値をめぐって

子どもたちの不安感が今とっても高まっている

あって、特に中間層の学校へ入ろうとしていた

クを下げよう、下げようとする動きというのも

べく具体的に決めろという話がありましたの

の実績をもとに対応していると思います。なる

うんじゃないと、ますます敬遠して自分のラン

が、高校の評定値を公にしているっていうのに

石田 私もたまたま評定値の一覧表を見たのです

ると、これが高校ランクに見えるんです。だか

くの学校だと思います。でもこういうふうに出

で、概ね具体的に数値化しているというのが多

石田 今まで中学校の方の話をしていただきまし

らあんまり低い評定を出すと自分の高校はこれ

かなって気がします。

大木 一覧表になっているわけではなく個別なん

たけれども、今度は実際に受け入れる側の高校

だけだというふうに自ら証明するみたいになる

びっくりしたんですけど。
だが、簡単に一覧表にできるので僕もしてるん

としてですね、なかなか話しにくいところもあ

◆学校独自問題はどうなるか

だけど、同じものは塾も出してるんですね。そ

壱岐 現場の教員は、特に入試制度を変えようい

壱岐 いずれにしても、現場としては今まで推薦

ので、どうしても中間校は頑張っちゃうんでは

遠藤 ある高校は今までは内規で出してこなかっ

う声を積極的に出しているわけ

で、かなり平均評定というものがメインになっ

ると思うんですけれども、今回のこのシステム

たけれども、それでやってきた評定値をただ表

でもない。いつもこうやって県

てきたっていうところに、今度は、３教科の入

うすると、４・７だからこことここは受けられ

に出しただけと話している学校もあります。で

教委からきて変わるというのが

試の業務がプラスになり、しかも学校独自の問

ないかなと推測します。

も一つ一つ昨年までの調査書等作成委員会で出

実際の動きです。我々は言われ

題まで作成して（前から作っていたっていう学

についてどんなふうな思いを持っていらっしゃ

してきていた、いわゆる推薦の平均値と比べて

たことに対応するっていうんですか、今まで例

校も多いんですけれども）
、それが今度 点と

ない４・５だからここは受けられるという使い

みると、上位のと言ったら語弊があるんですけ

えば推薦でやってきたその枠っていうのが今度

るか。

れども高校は、あまり変わりはないんです。で

方をしていくんですよね。

も、中間層の学校は今までと随分違うんです。

前期選抜の枠に代わり、例えば３割から２割の

いた学校が、今回４点いくつとかすごく上がっ

今まで例えば３点いくつとかで推薦で合格して

というふうなところで、大方の学校はこれまで

合わせて適切なラインを言われたままに決める

枠って言った時に、大体今までの水準と照らし

中心とするもので 点に点をつけろと言われる

ので、学校独自問題での公平な採点、小論文を

いう明確な点をつけろという指示まできてやる

7

75

ているんです。その評定値を見た時に違和感を

75

ていなければ、前期選抜にはあなたは資格はな

中学校に入った時から高校入試に向けて努力し

ようなものに点を付けて、しかもそれが合否に

して、個性がいろいろ出て点の付けようがない

ろって言われた時に、明らかに、文章の採点と

ね、いわゆる理数的なものの見方ができるかど

そういうようなことで、適正っていうんですか

数学的な考察力を問うような問題を出すとか、

壱岐 例えば、理数科であれば、いわゆる理科、

ん増えてるっていうのは実感としてありますよ

いいかどうかだとか、そういう話とかがどんど

どう対応したらいいかとか、塾に行かせた方が

発破かけようと思ってた保護者も、家庭訪問で、

になって、しかも公平な入試になるかどうか、 大木 今回は評定値の外に３教科のペーパーテス

たち同士の関係性が壊れていくっていうことで

あまり長いスパンでなく短く見ていく、子ども

大学の入学なんかでも、大学と短大入れると大

殆ど１００に近い形でいってますよね。あと、

かなと考える前にシャットアウトされていく。

の可能性が限られ、本人がどこの高校に行こう

段階の数字がついてくる。それでもう高校入試

り過ごしてきて、中学校に入ったらいきなり５

8

大木 今回は中１の評価から入ってくるし、中１

がらも、なお且つその中でこの学校独自検査っ

石田 柱は三つですよね。調査書とそれから学力

ていうので選抜というかピックアップしていく

と実は大変困るんじゃないかなと思います。今
かは、Ａ、Ｂ、Ｃぐらいにして、内申点の横に

いよってことになってくるじゃないですか。１

の出席日数も入ってくることになる。だから、

書いておいて、あと微妙なところでちょっと見
という、つまり高校としてそれぞれ独自の物差

年生の時は少しのんびりさせて２年ぐらいから

検査とそれから学校独自検査。評定値は出しな

るか見ないかっていうところでやっていたとこ
しを持ってやるということになる……。

までは例えば学校によっては小論文の評価なん

ろも多いと思うんです。ですから今度 点にし

直結するってことになるので、これは現場とし

ね。

トの点数が出るじゃないですか。意外と点数は

すよね。そういうことを考えた時に、子どもの

石田 そうすると子どもたちの将来っていうのも

ばらけるはずなんですよ。そうすると高校独自

育ちっていうか、そういう点からすると、子ど

わけですね。

石田 中学生にとっては、特に小論文なんていう

のところでそんなに差をつけなくてもいい。だ

かなり不安があります。
ことになるときついかなと思うんですけれど

んぼん入って来ているから、小学校からそうい

う生活にさらされるみたいなのは多くなってき

体５割超えていて、専門学校を入れると７割超

親御さんはこういうの情報を見ながら、
「ああ、

ますよね。ただ、あんまりそういうのに関係な

明確にするために小さな問いをたくさん設け、

えていると言われる。そういう点では、多くの

◆新制度による様々な影響・変化

い。

大木 二華中とか青陵とか中高一貫校の受験もぼ

もたちが追い立てられているっていうか。

も。
大木 子どもたちは、作文とか小論文とか面接っ
てあれば全部やってくれって言ってきますよ。
言ってくるから対応はするけど、今までから言
うと、点数を高校側で本当に差をつけるかどう

そこに配点をして、要するに普通の国語なり理

人たちが学習する機会を持ちたいと願ってい

く生きてる子だと、中学校に入るまではのんび

科なりの問題のように、かなり作ってきて、そ

もうやばいなあ」とか「うちの子はもうこの時

石田 今、大体高校への進学率が ％台の後半、

れによって公平な採点を担保しようという動き

る。そういうなかでの今回の高校入試制度、果

かっていうのが分からないですよね。

はあったので、 点と言われた場合にはその動

たら、まだ自覚を持つ前のところで事実上前期

点で終わったなあ」とか。中１の子あたりだっ

ね。

に考えていますか。

たして中等教育全体の視点から見てどんなふう

壱岐 小論文とか作文とは言え、今までも点数を

90

つことになるのかなあっていうのは分からな

から高校独自の問題が本当にどれだけ意味を持

いずれにしても、高校としては業務がプラス

ては大変神経を使うことになります。

うかっていうのを見るなんてことは、当然やる

75

きもしっかり入ってくる部分はあると思います

75

選抜の資格は失っていく。そういう感じはあり

石田 その場合は、インターネットとかいうもの

はもちろん見えるわけですけれども、それで実

際の自分がどの高校に行って勉強するのかと、

ますよね。

どうつながっているのかというあたりはどうな

芳賀 うちの学校なんかでもね、例えば三桜高の

は、最終的には自分で判断しろっていう形です
強くなっている。そんなことありませんか。

合唱が素晴らしいとかいうのを聞いてそっちに

石田 も う 一 つ 前 期 選 抜 の や り 方 で 気 に な る の

大木 今までも自分で決めるんだよっていうこと

魅力を感じるとかはいるんです。また、野球が

んでしょう。そんなに広がってくると。

は言ってきたんです。遠藤先生がおっしゃって

強かったりするものですから、私立高校も含め

よね。なんか、自己責任っていう感じが非常に

いたみたいに、もっといろんなことを考えて自

大木 例えば、Ｋが４・０で、Ｇが３・０とかと評

て部活動のところで行ってみようとかありま

まるかどうか決めるっていうふうになる。今度

定で出てきた時に、間に３・２とか３・４とか３・

分で決めるんだよって言ってた。でも、今度は

は、もし前期選抜受けて駄目だった時には、３

６とかいろんな学校があったりすると、じゃ３・

す。

教科のペーパーテスト受けて落ちるので、駄目

２とか３・４とか３・５の学校はどうなんだろう

自分で決めるといっても自分で数字見て当ては

だったのは自分のせいだって。推薦で駄目だっ

しれないって思って調べて行って、通えたらそ

かと思うかも。高校ランクみたいに出ています

こに行ってみようとか、そういう感じは当然出

た子よりは、前期選抜を受けて駄目だった子は
芳賀 今回、条件が出て、去年と今年の傾向の違

て来るんじゃないですか。

よね。だから、ここだったら自分は入れるかも

いは、去年ですと本当に限られた二つ三つぐら

自己責任が強くなるのは確かですね。

いの学校に分れたのが、今回はもう角田のはじ

高かったり経済力があったりする者が仙台方面

いうこともさることながら、その評定値の点数

石田 つまりそうすると、どの高校がいいかって

このように評定数値が出てくると、高校のラ

オ ー プ ン キ ャ ン パ ス に 行 っ て み て、
「どうだ」

に行くっていうのがあったんです。子どもたち

でここなら行けそうとかここは難しそうとか、

っこの所から仙台もあれば白石もあれば亘理も

と聞いたら「やめます」とか、そういうのがあ

はインタ―ネットを開いて見て「Ｎ高校はこう

そういう判断になっちゃうということですね。

ンクみたいにはっきりしちゃうから、通えない

ります。

だ」とか自分たちで高校を比較できるようにな

あれば岩沼もあるみたいな感じで、最初の希望

今までは、Ｋ高校に行って、そこでスポーツ

ったんですね。それでいろいろ情報を得て、も

今の中学生が、そういうことについて自分で、

こともないから、自分で行けるのはここだって

やったり文化的ものをやったりとかしてきた。

うちょっと違う所にも行けるんじゃないかと思

ここだ、あそこだっていうふうに判断できます

を取った時に広がっていました。で、夏休みの

そしてＧ高校、そこは就職の指導を一杯やって

う。広がったんだと思います。

感じの使い方は当然してきますよね。

くれるところなんです。ほんの僅か親の学力が

9

そうなるからそうなったらそこでやるってこと

熟してるかどうかではなくて、もう最終的には

するということなんじゃないですか。それだけ

い。その時期が来たらしなくちゃいけないから

れば狙いは失敗だったんだろうと思う。子ども

きます。県教委が言うように考えているのであ

者は後期ではなくて、やはり前期の方に目が行

ふうに話したんです。でも、子どもたちや保護

ちの方に自分たちは重きを置いているっていう

を送って後期選抜の方で上がってくる子どもた

科学室なんかで隣の教員と話すときには、
「そ

現場教員のレベルで言えば、私は理科なんで、

えるだけで、合格チャンスは同じなんですよね。

格チャンスが増える訳ではない。受験回数が増

じなんだから、一回やろうが二回やろうが、合

般入試だけでいいんです。合格できる人数は同

壱岐 現場教員としては、後期一発というか、一

石田 高校側としてどうですか、

だという。そういう制度にむしろ悩んでいるよ

になる。

たちの自由な、そしていろいろなことを考え想

れ（一発入試）
、本当はいいんだよね。でも県

てたんですね。前期の方はあるけれども、むし

だから、制度改革に賛成とか反対とかじゃな

像力の豊かな発達をさせながら、中学校の三年

教委は我々のいうこと聞いたこと一度もないか

システムそのものがだんだん大学入試に近づい

うんだけど、はっきり県教委が前に出したのは、

大木 保護者向けにそういう説明をしたんだと思

ている先生が多い？

壱岐 全員かどうかは知りませんが、周辺にいる

人たちとは大体そんな話です。

ムだと思うんです。だから、後期選抜に力を入

入っていらっしゃいっていう、そういうシステ

委は、それは中学校も高校も自分が楽したいか

一発勝負で良いって答えてるんです。でも県教

大木 それはもう統計データーで中学校の教員も

くちゃいけないときに、もう中学段階で決めな

らそんなこと言ってるだけだって分析して、親

じます。高校の保護者向け説明会も去年あたり

よくするために、入れたんだなというふうに感

遠藤 私は今回の制度は、やはり大学の進学率を

◆前期選抜の位置づけをめぐって

ているんですが、自分は別に大学進学を考えて

ある子は、そこの学校の、評定値はゆうに超え

ていました。あまりにもひどくて露骨ですね。

だけでクラスを作ると。それが一番話題になっ

が、ある高校は前期で入ってきた ％の子ども

認めるのかなあ、本当に。

期選抜だけでクラスを作るって、県教委として

を編成するというの、許されるんですかね。前

20

さっきの、ある学校で前期選抜だけでクラス

壱岐 仮に作ったにしても、その高校に前期で受

かった子どもたちは変な意味でエリート意識持

10

か。

くて、変わったらそれに合わせてどうするって

間、高校の三年間を過ごさせましょうという願

うな三者面談がありました。

ことしかないから、その時期に来たら、
「じゃ

いとは大きく違った制度になってしまっている

ろいろいろなことを考えて充実した中学校生活

あどうするかなあ」とやるだけなんだと思うん

大木 できますかっていうか、しなくちゃいけな

です。

ら」っていう話になります。

ているなっていう気がしてしょうがないんです

高校の核になる子ども２割を前もって取らせて

石田 職場ではそういう一発勝負で良いって考え

んじゃないかなという気はします。

よ。ちょうどミニ大学入試っていう感じがする。

ほしいということ。その他大勢の子どもには

石田 さっきから気になっているのは、やっぱり

いずれ人生は選択するわけですけれども、まだ

％の枠があるからそこで自分で自由に受けて

くちゃいけないっていうのは……。しかも、調

れるんだったら１００％後期選抜にすればいい

も保護者も受験回数が多い方がいいって言って

まだいろんなことを吸収しながら伸びていかな

査書と評定値と面接とかっていう形も含めて、

んだから。

随分各地区や学校であったんですが、県教委は、

いないので、その高校には入りたいけど、 ％

んだから、最初から受験回数は多くするってい

前期ではなく後期の方でより多くの子どもたち

の枠には入りたくないから違う科を受けたいん

20

うことで、議論を始めてる。

に選んでもらえるための制度にしたんだと言っ

遠藤 今 回 の 三 者 面 談 で も 話 題 に な っ た ん で す

非常に大学入試に近づいて来ているなと。

80

っちゃいますよね。
遠藤 説明会で言ったので、来ていたみんな聞い
ていたと思います。
大木 そ う い う こ と を や る 学 校 が 一 校 で も あ る

違いなく子どもたちは、前期でなんとか資格を

志で言ってきたことだから」って。やっぱり間

解としてはある。ここの高校はちょっとがんば

んな大体こんなもんだなというのは大体共通理

壱岐 各高校の今回の評定数値をみると実態はみ

りすぎだよなというのは若干あるかもしれませ

得ようと動いてる。
石田 今の問題は割と一般的に広がっているかも

れてるんですって言ったのが、嘘だということ

が子どもたちの心に及ぼす様々な影響ですよね。

さっきもちょっと出たように入試のシステム

るんだろうという不安をきっと高校の教師はみ

仙台一高なんかは基準がないので、一体どうな

めたんだろうなという推測は立ちますね。逆に

んが。大体推薦での合否ラインを参考にして決

になるわけじゃない。変な話だけど、今までの

関係性を断ち切るとか、あるいはある種の排除、

んな今抱えていると思いますけど。

しれませんね。そういう風潮は。

推薦入試でクラス作ったってどんな子が混ざっ

つまり自分たちのことだけを考えちゃうとか。

と、県教委が県民向けに後期もちゃんと力を入

ているか分かんない。だけど、前期選抜だった

それがある意味からすると、学校でのいろんな

らし合わせると大体 人ぐらいなんですって。

た高校一年生の推薦で合格した子どもたちを照

芳賀 中高連絡会でＫ高校が出願資格と今年入っ

ら、少なくても国数英の三教科は得点でクリヤ

仲間つくりとかっていうものを阻害する。
芳賀 英検とか漢検の受験者数も増えましたもん

ーするから間違いないという判断にはなってき
ますよね。明らかに子どもたちに勝ち組負け組

大木 子どもと親はそれに合わせるしかないんだ

いっぱい来るんじゃないかと周りの中学校の先

けたみたいなことを言ってました。前期選抜に

それが適正なんだなということで資格条件を付

いう学校が出るっていうことは、どんな形であ

から。そいうふうに設計したらそれに乗るしか

ね。

れ、子どもたちには勝ち組負け組という意識は

生言ったんだけれども、決してそうはならない

成績のいい子たちなんです。

ているんですね。メンバーは県大会に行けない

たは駄目」って言われたんですよ。排除になっ

もがその合唱部に入りたいって言ったら「あな

だってすごく喜んでいたんだけれど、別な子ど

てきたから、文化祭もあるし、やる気があるん

に出たいっていう。音楽の先生は有志で上がっ

音楽の先生に交渉して夏休みあけのコンクール

ない子どもたちの中で、有志の合唱部を作って

たいんですよ。うちの学校で部活動で県に行か

芳賀 子どもたちは何が何でも前期に入って行き

出願条件を見た時に、ある種の子どもたちは関

じますよね。だから前期選抜とかも、こういう

とになっていってしまうということをすごく感

たちがどんな思いをしようが関係ないというこ

いいということに。そうすると他のクラスの子

トータルとして学校からの進学人数が増えれば

よね。前期選抜の子だけでクラスをつくって、

ら国公立に行く力はないのは関係ないわけです

かということが問題になるんだったら、最初か

ば大学入試に国公立にどれだけの人数を入れた

くちゃいけないという話になるんだけど、例え

考えたら、下の方の子もちゃんとどうにかしな

てきた生き方だとか、自分の適正であるとか、

に高校に入るための中学３年生でずっと指導し

最初に言いましたが、私たちが中学校の、特

す。

て、みんな踊らされてます。そこが一番残念で

てほしいなと思いますね。本当に保護者を含め

段階で身を退く子どもたちの気持ちを大事にし

った子、あと試験を受けて落とされた子、その

だけで俺はダメだなって試験を受ける前から思

めに、その２割に入れない、あとは数値を見た

遠藤 でも本当に２割の子どもたちがほしいがた

◆これから考えるべきこと、問われること

でしょうと言ってましたね。

ないんだよね。
％というか全部の子どもに責任を持とうと

「そこ何とかなんないんですか」って音楽の先

係ないやと。

ことですね。

当然今までよりは強く持つようになるっていう

を明確にしていくっていうことになるし、そう

30

生に言ったら「私から言ったことではなくて有

11

98

Ｏを言われたような気がして非常に嫌だなとい

事にしてきた今までの進路指導というのにもＮ
ているんですよ。それはデータでも出てる。で

と高校の多くの教員は一発勝負でいいって思っ

るところを説得していかないと。結局、中学校

その時に、どういう力をつけることがいいのか

石田 子どもたちがいろんな社会で生きていく。

がするんですけどね。

技をちょっと考えないといけないかなという気

平均値をなくし、例えば５割ぐらいとか８割ぐ

う気持ちがあります。去年群馬県に出張した折、

も、一般の保護者とか生徒は１回よりは２回受

と考えた時にもう一回高校入試のあり方という

かないとダメなんだなということですよね。１

中学校の校長先生のお話で、来年からの制度の

けた方が可能性が高くなるって思っている。募

のを本当は考えてもらいたいと思っているんで

ちゃんと高校のどういうところの文化活動が秀

話をしたら、
「その制度は数年前群馬でもやっ

集定員が変わらないんだから変わらないんだよ

す。これだと本当に、結果的にはどんどんどん

らいとか、前期で取ってしまうぐらいな合わせ

ていました。そのうち評定にまでいろいろクレ

と言っても、そこがやっぱりわかってもらえて

どん狭い世界に追い込まれていくという感じが

回よりも２回の方が確率が高くなると思ってい

ームをつけてきますよ。それがいろんなところ
ないというところですよね。

でていて自分がそこに行きたいためにとか、大

から問題が出てきて、結局は後期の一発勝負に

値をすべての前期のところからなくすというこ

ともあるんですけど、宮城県にぜひお願いした

大木 結果としてどういう制度になるかというこ

してしょうがないんですけどね。

とがいいんじゃないでしょうか。５段階評定の

いのは入試制度の検討にちゃんと中学校と高校

なりました。それはもう５，６年前の話です。 遠藤 少しでも直すとすれば、まずは、評定平均
今からやれば 年はつづきますよ」と言われた
んです。

条件をすべてなくすというのが、まず一番最初

合格者をいっぱい出さないような手として、県

実を知っている人たちで議論させてほしい。最

の現場の教員をもっとたくさんいれて、よく現

大木 評定は、客観的な数値でないということは

にやってほしいことですね。

受ける前にあきらめたことによって傷ついてそ

推薦入試でわかっているんだから。そのダメだ

芳賀 それを補うのが３教科の試験なんでしょ。

の後期選抜を受けることになるというようなこ

石田 私は大学なので高校格差の問題が言われて

壱岐 ただ２割しか取らないというラインを変え

とわかっている数値をよりいっそう使うように

いて、それはそれとして、一応出される評定値

ないと、結局全員が好きなところを受けたとし

とをちゃんとイメージできてないんですよね。

とその面接とかでやってきたんです。けれども

て２割以外は全員落ちるんですよね。不合格者

なっちゃうんだから、そこは矛盾しているから

段々崩れてきて、今は基礎学力テストという名

をものすごくたくさん出す制度になってしま

そこはきちんとしてほしいですよね。

のもとに、もう一つ格差を緩和するものとして

う。評定平均値をなくすということと、やっぱ

今までと同じように受けられるから、何も変わ

使っているわけです。でも、こんなふうな評定

り定員というんですかね。前期で全部取っちゃ

大木 本当は親御さんが２回、要するに受験回数

はこういうやり方をとってきたわけです。評定

ってもいい。そうしたら一発入試ですけど。不

が多い方がいいと思っているところを変えてい

がします。

数値をみると、ここまで来たんだなという感じ

っていないからいいじゃないですかって。

よって、実際に受けようとしてダメだったとか、

大木 県教委は、前期選抜がこう出されたことに

10

12

近見ていて、山形とかは普通科の推薦入試だけ
ふうにしている。それはそれでわかる。

格ラインに入っていれば同じように取るという

はもうちょっとこうした方がいいんじゃないか

石田 ダメダメと言うだけで終わらず、これより

をやめるという形の改革で納めたんですよね。
それは、それで納得いくんです。茨城あたりで
とかを出しながらよく変えていくことをみんな

は特色選抜みたいな感じで、
「うちの高校はこ
の部活とこの部活とこの部活に力を入れたいか
で追求していきたいものです。

す。それは高校教育制度の民主化についての３つの基本原則、

します。

じゃあ時間が来ましたので、これで終わりに

ら」という形で、その部活の好成績を上げた子
とか、その部活についてだけ実技試験をやった
りしてそれでクリアした子は取るし、そのライ

高校入試というと、もう半世紀前のことになりますが、私は

すなわち（１）総合制、
（２）男女共学、
（３）小学区制をさし

ンをクリアしなかった子はペーパーテストで合

やはり自分自身のそのときのことが思い出されます。戦後の教

ます。

もともと高校三原則の考え方は、進路の選択や地域の状況あ

育改革や新しい中等教育制度の誕生と重ねながら、話を進めて
いきたいと思います。

線型の教育体系の反省の上に立って、 能｢力に応じて、ひとしく
教育を受ける権利 （｣憲法 条）の保障がもっとも色濃く反映さ
れているといえます。

大きな柱となりました。そこには、戦前の階層的で閉鎖的な複

六三三制の誕生です。特にその中でも、中等教育制度の改革は

に よ っ て、 新 し い 教 育 制 度 が ス タ ー ト し ま し た。 い わ ゆ る

「十五の春を泣かせない」は、当時の蜷川京都府知事の有名なこ

はじめまで高校三原則、とりわけ小学区制を堅持していました。

高校三原則が崩れはじめ、一九六〇年代には能力主義の原理に

すことを基本にしていました。しかし一九五〇年代後半以降、

な扱いを受けないよう、その権利を保障する内容と制度をめざ

るいは男女の別によって進学を希望する者の教育要求が差別的

戦後は前期中等教育は中学校で、後期中等教育は高等学校で

とばです。私はそれを経験した最後の世代の一人といえるでし

そうした全国的な趨勢のなか、北海道と京都府は六〇年代の

基づく後期中等教育の多様化、細分化が進行していきました。

それぞれ行うこととなりました。高校は高等普通教育と専門教

ょう。全道一斉の高校入試の結果をもとに合格ラインを設定し、

戦後まもなくの一九四七年（昭和 年）の学校教育法の制定
22

育の２つを目的とし、高校三原則の理念のもとに発足していま

13

26

それをクリアした者を地元の高校に入学させるという制度です。

中高一貫の中等教育学校の新設であり、もう一つは、高校入試

あり、
いじめや不登校、
自殺の増加の大きな要因となっています。

制度の変質です。それはいずれも子どもに競争を強いるもので

彼らが直面している困難さは、その広さと重さにおいて重大な

したがってどの高校を受験したらよいか、受験生やその家族が
頭を悩ませる必要がないのです。生来のんびり屋で、成長もゆ
局面を迎えています。

っくりだった私には、とてもありがたいシステムでした。
それから 年、時代の変化とはいえ、日本の教育は大きく様

いまや高校進学率は ％に達しています。しかも少子化が進

不登校、中退・自殺の原因と指摘されてきましたが、その傾向

育制度の競争主義的な性格がいじめ、情緒的障害、登校拒否・

しょうか。閉鎖的で差別的な戦前の教育の反省のうえに立って、

で育てていこうというのが、親たちの本当の気持ちではないで

行中です。子ども一人ひとりを大切に、長いスパン（見通し）

変わりしました。子どもの権利委員会の勧告でも早くから、教

は 世紀に入ってからますます強まっています。すべての国民

98

50

に教育を受ける権利を名実ともに保障する教育制度から次第に

への転換が求められています。

一人ひとりの幸福追求の権利の実現（憲法 条）をめざす教育

入試を前に親たちは？

◆ ３年の親は、意外に冷静なんじゃないか
な。それぞれの学校の出願条件（評定平均）
が出たけど、もう今さらっていう感じかな。
もうじたばたしてもね、どうしようもない
しね。それよりも、今の１年生や２年生の
親の方が慌てているんじゃないかなあ。仙
台二高とか評定４・８とか出てたけど、も
ともと推薦の時から二高は評定平均５ない
と受からないって言われてたから、それ考
えれば、その数値が表に出たという感じか
な。私自身は、今回の方がすっきりしてい
いかなと思ったりするけど。
（中３ 保護者）

る。

13

中にあったりするようです。 （中３ 保護者）

望校を変えて前期選抜をという思いも本人の

いという気持ちはありますよね。最近は、希

としては、前期選抜も受けられるなら受けた

して出ればいいのにと思っています。気持ち

ぶん頑張っていると思うので、それが結果と

第なのかなあ。自分の時に比べて息子はずい

満たしていないので、これからのがんばり次

実際に今の息子の評定平均は希望校の数値を

試 を 中 心 に 考 え て い き ま し ょ う と 言 わ れ た。

先生からは、前期選抜より後期選抜の一般入

なんだろうと思って受け止めています。塾の

べてどうこう言えないし、まあこういうもん

試制度がどうなのかと言われても、以前と比

◆ 今回が初めての高校入試なので、新しい入

（尚絅学院大学 センター運営委員）

（中２ 保護者）

活はやめて勉強させた方がなんて思ったりもす

た。部活中途半端ではダメだと思うと、もう部

ら、後期選抜でやるしかないかなって話になっ

親御さんと話したときに、前期選抜はダメだか

んか数値でこうやってみられるのは怖い。ある

でいい生徒を取りたいだけの入試なのかな。な

ね。部活がんばってますではダメでしょ。高校

って思った。出願条件の評定数値とか厳しいよ

とその時は思ったけど、実はそうじゃないんだ

た。入試の回数が増えてチャンスが増えるんだ

に学校から入試が変わりますって資料を渡され

関しては話なかったなあ。それより１年生の時

◆ 夏休みに二者面談があったけど、特に入試に

それを典型的に象徴しているのが、
中等教育です。その一つは、

を移しています。

離れて、エリートの早期選別に重点をおいた教育体制へと比重

21
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◆ 新しい入試制度になるのは
知っているけど、どういうふ
うになるのかはよくわからな
いわ。先生の話だと、推薦入

子

て、いにしえの歴史に学ぶと題して、

郁

毎年、夏休みに開催されるスイミー

インカ帝国・マチピチュ発見につい

見

講座。今年は、８月３日（金）
、国語

家庭にも知らせる学級だよりも出さ

て学びました。学芸員の先生に説明

樽

るってきいてるけど、これま
の講座とインカ帝国展から学ぶ講座

れていました。先生が感心したこと

スイミー講座に参加して

でと変わらないっていうよう
が開かれました。どちらも内容が濃

を家族にも知らせる熱心さが子ども

試がなくなって前期選抜にな

な話してた。まだ下の子１年
く、もっと学びたいと感じる良い内

また、子どもたちの授業での姿を

いうのです。

午後の部は、仙台市博物館におい

明るく前向きな気持ちになりました。

夏 休 み 明 け の 授 業 を 頑 張 ろ う と、

だからよくわからないんだけ
容でした。

決のために様々な考えが出されると

ど、親たちはどうなるのか具

そ百年で南北４０００キロ

にスペインに滅ぼされたこ

の歴史、インカ帝国はおよ

を高め、学習も生活も

メートルに及ぶ広大な土地

していただいて、おおよそのインカ
変えることになって

を支配したが、１５３２年

たちに伝わって、子どもたちの意欲

行委員長の高橋達郎先生を講師に﹃国

いくのだと感じまし

午前の部は，宮城県教職員組合執

体的に知りたいって思ってい
（中１ 保護者）

るんじゃないかな。

語・物語文の読み取りの授業﹄につ

た。

と、文字がなくキープと呼

達郎先生の求めるものは、集団思

いて学びました。

次に、模擬授業形式

ばれる縄の結び目で情報を

◆ ７月夏休みに入っての面談
の時に、
「前期選抜を希望され

考のある授業です。特に物語文の読

で，新美南吉の「さる

記録したことなどについて

とさむらい」を一読総

知りました。その後、壺や

み取りの授業は、子ども一人ひとり

合法で読み取りまし

が自分の疑問や意見を出せて、学習
が 苦 手 な 子 ど も も 活 躍 で き る こ と。

ますか」と担任の先生に聞か
れたので はい と
｢
｣ 答えると、
メ
｢ モを用意してく

それでは

た。

切に取り上げことによって「学び合

また教師が、子どもたちの意見を大

｣と 言 わ れ て、 ２ 年 次
の 評 定 平 均 を 教 え て く れ た。

い」が成立しやすいと話されました。

制度がどうかということより、

い の か な あ。 今 の 心 境 は 入 試

くなって明確になったのはい

か ら な か っ た け ど、 そ れ が な

たからなのか何なのかよくわ

師の意に沿った解答をしようとして

る。教師主導では、子どもたちは教

を大切にして、子どもたちがすすめ

教師主導にせず、子どもたちの疑問

に 臨 む 子 ど も を 育 て る。 ② 授 業 は、

取ったこと、感想などを書いて授業

①自学する子を育て、疑問や読み

ではどうやって……。

せられた奥の深い内容でした。

育てたいのか、教師の役割を考えさ

つながり、どのような子どもたちを

読み取りの授業が、学級作りにも

した。

問と教材研究の大切さを再確認しま

勇気に拍手を送りました。教師の発

言えず、発言する人の

しましたが、なかなか

りで意見を言おうと

生徒になったつも

した。予備知識を得て展示内容をよ

滅ぼされたのかという疑問が残りま

帝国が１７０名ほどのスペイン人に

どうして栄えていたインカ

を興味深く見学しました。

飾品、ミイラ、キープなど

器や布などの生活用品や装

ださい
推 薦 の 時 は、 落 ち て も 何 で 落

我 が 子 が ど う か か な。 親 は、

しまう。友達の出した疑問なら、解

と さ れ た の か。 評 定 が 低 か っ

ま あ 成 績 が よ く て も 悩 む し、
（中３ 保護者）

（仙台・桂小学校）

習をすることができました。

く理解することができ、有意義な学

悪くても悩むのよ。

15

夏合宿の中で

たを取り出し流水で洗います。そうして串に刺して

け気絶させたところで、銀色の腹に小刀を入れ腹わ

す。そこをすかさず河原の石にバシッと頭を打ちつ

って数週間後、今度は春に植えたサツマイモの畑に

さまざまな合宿のドラマを胸に保育園の日常に戻

サツマイモが⋮⋮ない！

立った駅から 分の道のりの先に、保育園の畑があ

ら。
」
「俺たちが教えてやるから。
」と余裕たっぷり、

して、一度経験している５歳児は「すごく楽しいか

どうしようかなあ」不安と期待に揺れる４歳児に対

す子もいます。衝撃と葛藤で激しく波打つ心の音が

れます。この場面では「いやだ、いやだ」と泣き出

ていたけれど、たちまち腹を割かれ串に刺され焼か

ってもうれしかったその魚は、手の中でぴくぴくし

けていたニジマス。ついに捕まえることができてと

さっきまでどうしても捕まえたくて必死に追いか

ない。
」
「誰がやったんだ？」驚きと失望の悲鳴が上

っているというありさま。
「ここに植えたのに……

ずのサツマイモの苗。わずかに 本程度が細々と残

ているではありませんか。春に１００本も植えたは

んと、サツマイモの根元が掘り返され食い散らされ

しかし、そこで子どもたちが目にした光景は……な

迎えてくれるものと誰もが期待して辿り着いた畑。

ります。大きく成長したサツマイモが「にっこり」

ニジマスを目指して山道を進みます。ほどなく野趣

ルに捉える瞬間です。

の命をいただきながら生きているという現実をリア

ています。私たち人間も、自然が育んだ他の生き物

育士が話し出すと、
「ちくしょー、タヌキめ。
」と一

てきているって近所の人が言っていたなあ。
」と保

がります。
「そういえば、タヌキやハクビシンが出

挟むと同時に、身をよじるぬるぬるしたその獲物を

石と石の隙間に逃げ込んだ黒い影をすばやく両手で

ゆる感覚が一匹のニジマスに集中しているのです。

て。俺たちが前と後ろで守るから。
」と５歳児。仲

なメニューは続きます。
「年中さんは真ん中に入っ

に闇夜の道を進む真っ暗探検と、夏合宿のワイルド

の山歩き、手作りの小さなキャンドルの明りを頼り

顔に群がる虫を払いのけながら登ったり下ったり

なったんじゃないの？」
「みんな食べちゃ悪いから

ん。うなだれる保育士を前に、
「山の食べ物がなく

いという厳しい現実を受け入れなければなりませ

と向き合う時、人間の都合ばかりが通るわけではな

斉に害獣を非難する声が飛び交います。自然の営み

川の水の冷たさも全く気になりません。全身のあら

にぎって離さず力を加減しながら目をふさぐ。と、

20

16

間の声や繋いだ手が一段と頼もしく感じる夏合宿で
す。

２歳の時に大きな病気をして１年間入院生活を送

ったＨ君も、今回初めての合宿に参加しました。み

んなの歩くペースについていけなくてべそをかくこ

ともしばしばでしたが、子どもたちだけの夜を過ご

して迎えた合宿の朝は、
「みんなー、朝だよー。
」と、

晴れやかな声で起床の時を告げて回りました。それ

は、大きな仕事を成し遂げ満足感に満ちあふれた人

朝市センター保育園では、４、
５歳児の夏に蔵王

足を運びました。ＪＲ仙山線に揺られて 分、降り

の声でした。

自然の家で１泊２日の合宿を行います。４歳児にと

塩をバッバッと振りかけて炭火で焼きますと、あた

魔法にかかったように手の中の獲物は動きを失いま

っては親元を離れての初めての合宿。事前に夜の保

りには食欲をそそる香ばしい焼き魚の香りが立ち込

自信満々。

ぎゅっとつないだ手の中から伝わってきます。それ

め、炭火のまわりは押すな押すなの人だかり……。

育園で夕ご飯を作って屋上で食べたり、保育園の近

夏の合宿のメインは何と言ってもニジマスのつか

でも、やがて焼かれた魚はその子の手の中に握られ

くの銭湯に行ってみんなで入ったりと、特別な準備

人の小さな足が、木の根の隆起や笹竹を踏みしめ
あふれるニジマスの沢に到着。目の前の流れを矢の

10

を重ねて本番の合宿に臨みます。
「蔵王に行くの、

25

み取り体験です。今年も蔵王に到着するとさっそく

30

ように泳ぐニジマスに一斉に挑みかかる 人は、谷

20

い。
」とお願いの言葉を唱えて帰途につきました。

種をまいて「山の神様、どうか大根を守ってくださ

いました。そして、その日はもう一つの畑に大根の

と子どもたちの小さな胸は懸命に立ち直ろうとして

備するのが、幼児期の「教育」の中心的な機能だと

した。心配なのは、義務教育以降の教育の基礎を準

教育の充実」がクローズアップされるようになりま

システム」の導入が議論される中、
「幼保一体化で

れるということです。折しも、
「子ども・子育て新

る自分」が評価されるという価値観の中に投げ込ま

しょう。でもそれは、人よりも早くたくさん「でき

秋に大根を収穫したら、切り干し大根や、塩麹で漬

って、 本は残しておいてくれたんじゃないの？」

物にしたりするのだそうです。

関わりの中で見えてくる自分自身の心のありようを

心を手掛かりに、物事の仕組みやあり方、仲間との

している点です。生活の中で子どもたちの興味や関
保育園の生活は、子どもたちの様々な感情や知恵

豊かな育ちをはぐくむために

学ぶ場としての幼児期ではなく、学校での教科学習

今年、
小学校に入学した卒園児のＴ君。今でも「Ｔ

や行動を引き出しながら過ぎていきます。夢中にな

君のように竹馬うまくなりたい。
」
「かっこいい年長

や生活スタイルを先取りする「就学準備」の場にな

イディアを思いついたり、友達と激しくぶつかり合

になりたい。
」と憧れをもって語り継がれるＴ君で

ってしまいはしないか？ という懸念です。

ったりします。ありのままの姿を安心して出し、大

すが、入学して間もなくしょんぼりと保育園を訪れ

って遊ぶたっぷりとした子どもの時間の中で、一人

人や仲間たちに存分に受け止められることで、自分

ました。
「字、下手だから、消して書き直しなさい

ひとりが様々なこだわりを見せたり、ユニークなア

の中に価値ある自分を見出していきます。そして
「も

てなさいって言われた。
」と言うのです。大きな瞳

っと大きくなりたい」
「すてきな自分になりたい」と、

をきらきら輝かせて「勉強して賢くなる」と小学校

って言われる。
」
「間違って切り落としてしまった折

私たち保育士は、日々、生活を子どもたちと丸ご

を楽しみにしていた彼のあまりの変わりように衝撃

外からの押し付けではない内面に湧き上がる意欲や

と体験し、その中で子どもが何を面白がっているの

り紙、テープでくっつけてもダメっていわれた。捨

か？ 不安に思っているのか？ と子どもの心を探

を覚えました。小学校が求める「力」と私たちが大

思いやりが豊かに育っていくのだと思うのです。

りながら保護者と共有する努力を積み重ねていま

いて習い事に通わせる家庭が増えてきました。スイ

しかし一方で、忙しい共働きのわずかな時間を割

を育てるものなのか、大いに議論をしたいと思いま

る「準備こそ教育」という教育観が、本当に子ども

と思いました。そのうえで、
「新システム」が唱え

れば、まずは両者の摺合せを行わなければならない

事にしてきた育ちの姿との間にギャップがあるとす

ミングやピアノ、バレエ、英会話、体操教室、お習

す。

字などなど。自宅ではＤＶＤで「シマジロウ」と楽

した。
（朝市センター保育園）

しく躾やお勉強といった具合です。自己責任と競争
の社会の現実を身に染みて感じている親は、少しで
もできることを増やしておいてあげたいと思うので

17
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被災地の今と これ か ら ①

学校の再建は

達

地域の再生とともに
森

荒浜中の在籍生徒１４８名が全員無事だった理由を「地域のつ

１．地域のつながりと防災意識、家族思いの中学生
ながりと防災意識が放課後の子どもたちを救った」と、河北新報
は報じた ２
( ０１１年 月 日付け が
) 、それに加えて家族思いの
生徒が荒浜中には多いことも教訓として挙げられると思う。３・
当日の様子をＡ君 中
(３ は
) 次のように教えてくれた。友だちの
お父さんの制止を振り切って、Ａ君は自分の判断で海沿いの自宅

18

に戻って家族を避難させている。

11

11

地震が起きたとき、海沿いの僕の家では、おじいちゃんとおば
あちゃん、インフルエンザで学校を休んでいた妹がいました。ぼ
くは心配で、勢いよく店を出て自転車にまたがり、自転車が壊れ
てしまう勢いでペダルをこぎました。友だちのお父さんに車です
れ違い、
「海の方にはいくな、逃げろ」と強く言われたのですが、
ぼくは家族を助けたいという気持ちが強く、ペダルを踏むのを止
めませんでした。
家に着くと妹が泣きべそをかいてこっちにきました。おばあち
ゃんが腰を抜かしてしまっていたので、ぼくは周りに助けを求め
に走り出しました。しかしもう、誰もいなく、ぼくはその場で泣
き崩れてしまいました。
「家族を結局助けられなかった。今までこ
んなに迷惑かけてきたのに、ごめんね」と、自分の力の無さに泣
いてしまいました。しかし、泣いてうずくまっていた自分の耳に、
聞き覚えのある車のエンジン音がし、周りを見回すと、友だちの
おじいちゃんが車でちょうど避難しているところでした。
「助かっ
た」と、全身の力が抜けるように安心しました。
おじいちゃん、おばあちゃん、妹を避難させ、ぼくは車の後を
追うように、自転車をこぎました。

２．学校再建に向けて寄せられた保護者の意見

昨年９月、亘理町教委は「津波による浸水は２ｍ以上であり、

被害が大きかったことから、現在の敷地に盛土をし、高床式のよ

うな構造で校舎を再建する」という原案を示し、復興計画に反映

させるために保護者を対象に「学校復興に関する意向調査」を行
この意向調査には賛否両論が寄せられた。

った。

＊ 中１の娘を通わせています。今のところ、この２、
３年荒浜で

の再校はないと考え、卒業まで逢隈間借りでお世話になろうと

思っておりました。しかし、現在６歳の娘 未
( 就学 は
) どうした
らよいかと頭を抱えております。私の意見としてはどうしても

荒浜の地にある小学校に通わせたくありません。いくら荒浜小

の浸水が ㎝だったとしても、１０００年に１度の津波であっ

たとしても海の方に向かって、東バイパスを越えた海側に娘を

見送ることができません。Ｈ 年４月には再校する雰囲気です
25

12

３月 日、それは雪がちらりと降るとても寒い日でした。その
日は、１つ上の先輩たちの門出を祝う卒業式。そんなこともおか
まいなしに、この３月 日、多くの人の家族、友だちや大切な人
を無残なことにたった１日で奪い去っていきました。僕は卒業式
後に先輩たちと近くのカラオケに行きました。
入った直後の、３時になる少し前、どーんとあたり一面に響き
わたる大きな音とともに、たてよこへ大きく揺れるマグニチュー
ド９・０、最大震度７強の大地震が東北を襲いました。立っている
こともままならず、３分間という長さに、周りの人の叫び声が、今
でも頭に残っています。
しかし、この地震で恐ろしいと僕は思いませんでした。なぜな
ら地震なんかより恐ろしい大津波が、頭の中をよぎったからです。
小さいころからおじいちゃんに、
「地震が来たら津波が来る。早く
高台に逃げろよ」と、地震が起こるたびにいわれていました。

60

11

18

が、再校予定時期はいつか知らせてください。堤防工事前にも
学校再校はあり得るのですか。情報開示をお願いします。

る……。

災地から子どもがいなくなると、今後荒浜や吉田浜の地域の活

地の買い取り標準価格が示された。買い取り価

る住民説明会で、災害危険区域に指定された宅

夏休みの初日、防災集団移転促進事業に関す

４．学校の再建は地域が再生してこそ

性が衰退し、地域産業に大きな支障が出てくると想定されます

＊ 学校の移築も案としては賛成したいと思うところですが、被

ので、今後の町復興にかけても長い目で将来を見据えて、学校

格は１㎡あたり１万６００円～１万４０００
円。代替地の分譲価格は、１㎡あたり２万７０

を再校した方がよろしいかと思います。
＊ 災害に対する安全な学校づくりと１日でも早く学校を再建し、

００円。荒浜は ％の地区が災害危険区域に指

な課題になっている。放射能の影響で漁業も多

どこに、どのような形で住むのかが喫緊の重要

いるのは２８０世帯。災害公営住宅も含めて、

１２００世帯あった荒浜で、現在居住して

定されている。

再開してほしい。いつまでも仮校舎ではなく、母校である荒浜
中学校で学校生活を早く子どもたちに送らせてあげたいし、思
い出をつくってほしいと願っている。
亘理町はこの他にも町民との意見交換会を実施し、昨年の 月
議会で復興計画を策定し、２年後の９月に荒浜中を再校すること

大な困難を強いられている。海苔養殖業を営む

ちご農家の再建には復興庁が待ったをかけた…。防潮堤の完成も

飲み込まれた水田の除塩作業も功を奏しているとは言えない。い

家庭の被害額は２億円を超えるという。津波に
この春卒業を間近に控えた中学３年生に、荒浜中の次の世代に

３．荒中生の次世代に残したいことば、消えてほしいことば

の「復興」ではなく、住民の合意を得ながらの復興を目指して力
を合わせていかなければならない。

億円を投じて校舎を建てれば学校を再建できるわけではない。

年後になるか、

生徒たちの成長空間としての地域づくりとあわせて、昨年の３年

と絆を大切にしながら「ありがとう」という感謝の気持ちを忘れ

理想とする学校像や生徒の姿が示されているように思える。協力

えてきたからこそ今の自分がある」とふりかえられる日が来るの

全国からの温かい支援があり、仲間と力を合わせてそれを乗り越

ときに未曾有の大震災を経験して何もかも失ってしまったけれど、

それとも 年後になるか、それはわからないが、
「自分が中学生の

生が思い描いたような学校を再建できたとき、

ない荒浜中。
「死ね」とか「ウザイ」に象徴されるようないじめを

亘
( 理・荒浜中学校

克服し、
「めんどくさい」と投げやりになったり、
「無理」というこ

これらの文章をつなぎ合わせて読んでいくと、そこには彼らが

の長い取り組みが続いていくことになるが、構造改革型の上から

３年後の予定である。荒浜の復興はまさに緒に就いたばかり。息

れたのは、
「頑張れ」
「死ね」
「無理」
「めんどくさい」
「ウザイ」だ

そして「ありがとう」だった。消えてほしいことばとして挙げら

次世代に残したいことばとして挙げられたのは、
「協力」
「絆」

書いてもらった。

残したいことば、消えてほしいことばをそれぞれ挙げて、理由を

が正式に決まった。

40

ではないか。

20

った。

15

とばに象徴される諦めを排し、物事に積極的に挑戦していく中で
自らの可能性を切り拓いていく荒中生の姿が浮き彫りになってく

)

19

12
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被災地の今と これ か ら ②

父 そして フクシマ
勝

然 たみ子

大震災直後、職場で見た新聞で福島原発の事故を知りました。

また近くの女川原発が今回の大震災でどうなったのか、どうなる

ゅうたんが気になりました。農家に暮らす私にはそれが放置され

見ただけでショックでしたが、それと共にどこまでも続く緑のじ

～ 人だったのが昨年は約倍の１３７人に上ったそうです。また、

村民６０００人の飯舘村では、大震災前まで亡くなる方が年

えないように大きな風呂敷でカーテンのように仕切りを作りまし

老人ホームの入居者が例年７～８人だったのが昨年は 人もいた

家で生活の工夫をすることができて助かりました。

た。また、学校が避難所となりましたが、交代での勤務となり、

のが幸いして汚すと言ってもおしっこだけでしたので助かりまし

たが、すすぎは省略しました。食べ物が少なく貧しい食事だった

はり普段から使っていた重曹と少量の水で汚れた下着を洗いまし

した。山水がありましたがやはり貴重でした。そこで、これもや

そうです。

70

た。それから、間に合わないで汚してしまった時の始末も課題で

80

います。

（石巻・万石浦小学校）

そこから目を背けては第二のフクシマになる。今、そう思って

発事故です。

被災地の復興を考える時、もっとも大きな足かせとなるのが原

やり直しができない。心が分断される。
」と語っていました。

管野村長さんは痛恨の思いを込めて「放射能災害はゼロからの

48

20

︱フクシマのことー

私の家は女川原発から直線距離で キロ圏内なので他人事ではあ

りませんでした。原発難民となった人々が大混乱のなか、着の身

着のまま、夜、バスで見知らぬ土地に移動させられる有様や１００

歳を越した長老の方々が自殺なさったという悲劇をニュースなど

で知った時、本当に自殺するしかないと思いました。高齢者にと

って住み慣れた家を出て行けと言われるのは死ねと言われるのと

同じだからです。さらに絶望の中での長時間のバスでの移動に両
親の世代は到底、耐えられないと思いました。

のかとても心配でした。後で聞いた話では、女川原発は首の皮一

ですから、福島原発の放射能が風でどの方向に流れているのか、

予定でした。安否確認が取れず、
施設にも近付けない状態でしたが、

枚でつながっていたということです。やはり紙一重だったのです。

余計な苦労をしないようにと、十年前に水洗トイレに直しまし

た田畑だと分かりました。長年苦労して耕してきた村の人々にと

先日、福島県飯舘村を訪ねる機会がありました。無人の家々を

た。限界集落と呼ばれるこの地域では下水道設備も整っていない

ってどんなに辛く悔しいことか、その無念さを思うと何とも居た

ブルトイレを昼、居間に近い廊下に移動することでした。匂い対

たまれない気持ちになりました。

策として普段から使っていたボカシが役立ちました。玄関から見

るかがまず課題でした。考えたのは夜、寝室に置いているポータ

大震災直後は水洗トイレが却って大変で、父のトイレをどうす

ので水洗トイレにしている家はほとんどありません。

比較的元気に帰宅できました。

４日後、大分水が引いたので父を迎えに行くことができました。

父は 歳で、大震災当日は、隣町のショートステイ先から戻る

︱父のことー
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幸い施設が２階建てで、父は職員の方々に守っていただいたので、

90

第２期講座 戦後教育実践書を読む （第１回
８月４日）

渡

部 やす子

んな教師になりたい」という願いを貫きながら戦

「教師」（須田清著）を読んで

これまで須田清氏と言えば、
「かな文字の教え方」

られました。戦後教育に携わった教師たちの混乱・

生き方の一端に触れることができとても考えさせ

講座で、彼の内面や、一人の教師・人間としての

容や問題というのは実に今日の教育現場に共通す

までも話題になったことですが、書かれている内

題点も今回改めて問題になりました。また、これ

「教育実践」や「実践書」
「文献」の持つ意味や問

後の教育実践を真摯に行った人だったのですね。

悩み・希望・気概といったものが今回の学習でも

るものがあります。 年前に先見性のある方が書

の著者としてしか知らなかったのですが、今回の

ひしひしと伝わってきました。この講座案内を被
け、綿密で分かりやすいレポートをしてくださっ

災地の中学校教師である小野寺修子さんが引き受

べきか……。

いたとみるべきか、我々が進歩しないのだと憂う

のメロドラマ化について」の章です。どんな実践

話し合いの中で心に残っているのは「授業実践

戦争や軍隊生活がいかに人間性を抑圧するもの

でもそこで満足していたら教師も子どもも進歩は

たことに感謝です。
であるかは想像に余りありますが、須田氏は、
「こ

ないというのは、分かっているようで難しいこと
です。特に教育現場では一定の成果を上げたとさ
れる研究発表があると、
「立派」
「あれが正解」と
本人も周りも納得してしまい、そこから進めませ
ん。また良いと思われる実践に出合った場合、そ
こからどう学び自分のものにしていくかが大事な
のですが、中途半端な模倣で終わってしまうこと
もあります。言い訳やほめ合いではない話し合い
や学習の場が、教師には必要だと思います。
「メロ

ドラマ化」の「リボンの友情」には参りました。

自分もリボン路線ではなかったかと。

クリスマスの出し物で配役争いをするなどキリ

ストの精神に反すると指導されて反省した子ども

たちが、発表当日、髪に飾るリボンのない子のた

めに全員リボンを外して踊ったという話に私は感

動したのですが、須田氏のこの実践記録は「力作」

だが感動の実態とは別個のものとなっており、浪

花節語りと評されます。
「色気が多すぎたり、現実

を見つめる目にキビシサが足りなくて、こうした

形になった実践記録を今後メロドラマ教師と呼ぼ

うや。
（略）こうした誇張の多い手法で子どもの行

動を評価する事も、子どもの平衡感覚を失わせて

しまう基になるんだ。
（略）我々がいま一番大切に

しなければならないのは、誇張や拡大解釈なしに

一センチのものは一センチと測定し表現し得る技
術なのだ」
。

もっとも、それにつづく「付記」に「実践記録

は仲間同士みんなで励まし合うことを目的に書か

れるものです。
」
「教育実践の記録では、人間の半

面の善意を信じて、その面での感動があったとき

はその善意の裏までひっくり返して見なくても、

素直にそのまま歌い上げてよいのではないか」と

いったアンチテーゼが書かれており、そこにまた

共感を抱く自分です。

「異常な忙しさの中でも、感性・理性を磨き表現

をする意味」という案内人の小野寺さんのコメン

トがここで重く強くひびいてきます。

（元小学校教師）
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教室の報告

谷

信 賢

「けん玉」ってすごいんです
渋

損得、プラスマイナスで考えがちです。

しても取り返せることを学べるのです。

げさかもしれませんが本当です。失敗

上に疑似体験と書きました。少し大

てみてはまりました。できなくてもお

という場所では学年の理解、学校の理

には相当な労力が必要です。特に学校

変わったこと、新しいことをするの

の子にはその悔しさが次につながると

した子にはその努力をたたえ、不合格

は受験者の動きにくぎ付けです。合格

22

も必ず話題にする、同僚にその教育的
効果を伝える、大会に出場して好成績
を上げるなど、
「けん玉はいい！」を知

ってもらうことを第一に考えました。
学校を異動するときには着任式でけん
玉を披露することも重要です。けん玉
クラブを作ることにも力を入れました。
今では教職員評価の教科外の目標に
けん玉に取り組むことを書いています。

だから、簡単そうなことにはすぐ取り

「なにがすごいの？」

組むけども、何か難しい（と思う）こ

クラスでは週１回のけん玉認定会、い

子どもたちは、ものごとを勝ち負けや

年になります。もちろん、

わたしが学級にけん玉を取り入れて

とに直面するとそれを避けよう、逃げ

わゆる昇段試験があります。自分の級

「なぜやっているの？」

佐藤周二さん（三本木小）の影響。正

ようとしてしまいがちです。その疑似

はクラスに掲示されています。だから

もうすぐ
確には、周二さんに影響を受けた友人

体験がけん玉でできるのです。

こそ、認定会は真剣そのものです。合

の影響。不器用な私は、昔からけん玉

もしろいのです。できた時の快感がま

励まします。どの子もみな落ちた経験、

格して泣く子、不合格で泣く子、教室

たすごい。衝撃的でした。ぜひ、子ど

解（特に校長）
、親の理解、そして子供

「なぜできるの？」

もたちとやりたい！ はじめはそんな

受かった経験を持っていますから共感
と同じだよ」と勉強や生徒指導などあ

できるわけです。そうなれば、
「けん玉

教室でやってみると、すぐに興味を

ＰＴＡや地域、そして市内にも浸透。

らゆることに応用が利くのです。私の

の理解が欠かせません。今でこそ「信

示す子、なかなかやろうとしなかった

だいぶやりやすくはなりましたが、最

３学期の話は、ほとんどが、
「けん玉が

賢先生＝けん玉の先生」が学年、学校、

のにだんだんとやるようになる子、ま

できればできる」
「けん玉よりも簡単だ」
のオンパレードです。

初はたいへんでした。クラスで取り組

（これは今でも同じ。
）でも、やり続け

学級通信でやっていること、様子を伝

むとなると、自費でけん玉をそろえる、

ることで、そのことは様々なことと同

える、懇談会や個人面談、家庭訪問で

その他、なにがいいかと言われれば、

じではないかと思えてきました。今の

ったく興味を示さない子と様々でした。

感じでした。

した。しかし、おっかなびっくりやっ

は「できないもの」と思い込んでいま
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⑥ 雨の日に廊下を走る子がいない

⑤ けん玉１つでだれとでも遊べる

間のお遊び。でもその１年間でいろい

子どもにとっては信賢クラスの１年

へ行ってくれれば。

（名取・増田小学校）

あとはこの中から何人かが全国大会

います。

ろなことを身に付けてほしいと思って

① 集中力が付く

そして、４月にはけん玉の神様のよ

→余計なことで怒られない

② 友達を認められるようになる
③ 「できないことはだめなことでは
なく、コツがつかめていないこと」
うに思っていた先生が、３月にはみな
に追いつかれて普通の人になることで、

今どきの“友だち”事情

だとわかる
④ 「やればできる」を体験できる
先生は絶対ではないことを学んでさよ

主催 ( 財 ) 宮城県教育会館 みやぎ教育文化研究センター
TEL022-301-2401 FAX022-290-4026

うなら！ と最後に落ちがつくのです。

養護教員・塾教師など）

今年のクラスは？

と き 11 月 23 日（祝）pm1:30 ～ 4:00
ところ フォレスト仙台 2F 第 7 会議室 参加無料

今年は２年生を担任しています。し

フォーラムは
今、この時を生きる子どもたちの現実から、子育てや教
育の営みを捉え直したいという願いから開催します。
子どもの成長に関わる大人たちが、
それぞれの「子ども観」
を見つめ直しつつ、いつも新たな「子どもの発見」を繰り
返ながら、その成長の伴走者となれればと思います。
様々な立場から、
率直で自由な意見がかわされる「ひろば」
となるよう、皆さまのご参加をお待ちしています。
3 回つづきの予定です。

かし低学年はどうしてもけん玉が重い
ので、けん玉積み木や簡単な技中心に
遊んでいます。でも、級の認定や「も
しかめ大会」などでは厳しくやってい
ます。彼らにとってまだまだ私はけん
玉の神様的存在です。早く追いついて
ほしいと思っています。
２学期になって休み時間は、わたし
がいなくても自由に遊べるようになっ
てきました。こうなると上手な子たち
の上達は早いですね。ほっといても大
丈夫。問題は苦手な子。やりませんから。
ほめてほめてやる気を出させる。でき
るとやる気が出るんですね。コツをつ
かませるのが重要です。
最近、気づいたのは、
「もしかめ」の
重要性。
「もしかめ」が上手な子は必ず
他の技も上手になる！ 認定会と並行
して「もしかめ大会」も随時行ってい
ます。
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交渉中（中学校教師・保護者・児童館職員・
話題提供者

子どもたちの今と未来を考える part1

フォーラム

11

高 橋 達 郎

～石巻・門脇小・人びと・ことば～」

（宮教組執行委員長）

11

ターの視察団 人来室。
合う。午後ヤスパース学
宮城の被災全般に関わる
習会。
話を賀屋さんに話しても
日 戦後教育実践書を読
らう。香川教組委員長・
︿ 月﹀
む会への個人あて案内を
中尾さん来室。
２日 高橋さんに来てもら
送る。
日 高橋満さん、打ち合
い、 と り あ え ず ホ ー ム
日 新しい高校入試制度
わせに来る、
ページの日記だけ掲載で
について話し合う。セン
日 事務局会議。
「いま、
きるようにしてもらう。 ターとしてどうとりくむ
子どもたちは」を中心に
ブログということにな
べきか頭が痛い。
る。他の部分は後日。
日 事務局会議。今日は、 話し合う。
９日
時から東北大での 「 い ま、 子 ど も た ち は 」 日 清岡、午前、中学の
親の声を聞いてくる。夜、
定例打ち合わせ会。
について話し合う。
中高現場教師の座談会。
日 清岡と宮教大に林和
日 午後、高橋満さん来
日・ 日 清岡、塾に話
人さんの算数教材法の授
室。学校調査についてな
を 聞 き に い く。 ホ ー ム
業を見に行く。小数の割
ど話す。
ページの作業のため高橋
り算。
日 修子さんから、４日
さん来室。
日 通信次号企画編集を
のレジメを送ってくる。
︿ 月﹀
清岡さんにやってもらう ︿ 月﹀
ことにする。小野寺修子 ３日 スイミ―講座。若い ３日 清岡、県教委に通信
原稿校正を頼みに行く。
さんに、実践書を読む会
女性の多いのには驚く。
午後、ヤスパース読書会。
の依頼状を出す。
４日 第２期戦後教育実践
日 西原典子さんから、 書を読む会。須田清さん ６ 日 登 米 市 吉 田 公 民 館
に。善王寺地区の区長さ
神奈川の震災ボランティ
の「教師」
。案内人は小
んの話を聞く。その後、
ア報告書を寄贈される。 野寺修子さん。集まりは
戸倉中が間借りする志津
そのグループの一人が現
十数人。充実した会にな
川中に行き、小野寺校長
役の高校長なのに驚く。
る。
の話を聞く。
日 事 務 局 会 議 ２ 時 か ８日 通信特集・座談会の
日 東北大学での定例打
ら。５時から運営委員会。 司会役石田さんとの打ち
ち合わせ会。教弘済の高
これまでになく集ま
合わせ。
橋さん来室、国語実践集
りがよい。
日・ 日 第 回東北民
編集助成金贈呈式。
日 運営委員会欠席
教研作並集会に参加。
日 鳴瀬二中に聞き取り
者へ資料を送付。
日 田中孝彦さんから電
の依頼に行く。
日 仲本正夫さんに
話。これからのことにつ
日 「子どもを語る集ま
高校生の公開授業を
いて話し合う。
り」の打ち合わせ。
引き受けてもらう。 日 県 教 委 高 校 教 育 課
日 仲本正夫さんから授
１月 日。これで今
佐々木さんから新高校入
業のテーマと高校生への
年度も高校生への授
試制度についての話を伺
呼びかけ文原稿が届く。
業はやれることにな
う。鎌田元さんから「作
事務局会。議題は、子ど
り、ホッとする。
文宮城」
（創刊号から
もを語る集まりのこと一
日 登米市米山吉田
年まで）寄贈。
つ。話題提供者名を残し
公民館に行く。２時
日 ソウル大学などの視
てまとまる。
から善王寺のことを
察団３人来室。瀬成田さ
日 仲本さんから授業当
聞く。
んに被災地の子どもを話
日の時間割が届く
日 通信 号の清岡
してもらう。
（春日）
プランについて話し
日 大阪教育文化セン
︻問い合わせ︼
﹁宮城からの報告
～こども・学校・地域﹂製作委員会
事務局 佐藤進さんまで
）
（ 090-2955-7868
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♪ さあ 手をとって手をとって 進もうよ ♪

３月 日を生きて

「

46
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DVD の紹介

「これは、ただ事ではない」２０１１年３月 日午後２時 分、大きく長い揺れが学校
をおそう。そのとき、
１・２年生は下校途中、
３・４年生は授業を終えた直後、
５・６年生は、
卒業を前に校舎内外で奉仕作業中……。続々と学校に集まってくる地域住民、足の悪い
老人もいる。その後「おー、おーと空気を震わせて得体の知れない大きなものが近づい
てくる気配」
「グレーの大きな壁が大きな音を立てて近づいてくる」
「津波だ！」
この映画は、津波と火災に襲われた石巻市立門脇小学校の３月 日とその後の 時間
を子どもたちの作文と教職員、保護者、地域住民の証言によって明らかにしたものであ
る。被災後、数ヶ月が過ぎた門脇小学校、津波の跡が残る教室、焼けただれたままの教
室、そして、子どもたちと住民が避難した日和山公園など、その場所にたって、地震か
らの 時間を証言で明らかにしていく。無事避難できた安堵感、家族と再開できた喜び
が伝わってくる。だからこそ、会えなかった不安、２度と話ができなくなってしまった
深い悲しみ、救えなかった悔しさ、無念さ。それがどれだけのものであるか、私は考え
てしまう。
事件は物事・人間の本質を露わにする。下級生に声をかけ下級生を優先させる上級生
たち、子どもたちの優しさ。自分の家族の安否を心配しつつ、目の前の子どもたちを必
死で守る教職員の使命感とすばらしさ。自分の子どもだけでなく近所の子どもたちに声
をかけ助ける保護者、祖父母。動けない人を安全な場所へ運ぶ人々、火事に襲われた小
学校へ助けに来る地域住民のつながり。地域を支え地域に支えられる学校。
「復興」
「正常化」で学校を「人材選別の装置」に
戻してはいけない。子どもと学校を親たちと地域
のものに取り戻す作業、つながりを生み出し人間
を育てる場としての学校を創り出していくこと。
映画を見ながら、子どもたちの作文と教職員、親
たちと住民の話を聞きながら、私は強くそう思っ
た。子どもたちは最後に歌う、
「光れひかれ美しく」
「さあ手を取って手を取って進もうよ」
被災直後から、学校と子どもたち、教職員、保
護者そして地域の姿を映画として記録し残そうと
考え、この映画を制作した教職員と市民の方々に
深く敬意を表します。
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