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センターの動き

私の教員としてのスタートは県立盲学校︵現視覚支援学校︶
︒
それから 回目の４月を迎えます︒その春出会ったＡ君は︑
視覚障害と知的障害を抱えていました︒ 歳になっての初め
ての登校︒お母さんから離れる時に泣き︑私の腕の中で泣き︑
なかなかコミュニケーションのとれない毎日が続きました︒
目が見えず︑言葉を発することのできない彼は︑表情や行
動で自分の感情を表現していました︒
﹁コミュニケーションは
言葉だけではないよ﹂﹁ぼくをよく見てよ﹂﹁じっくり待ってよ﹂
そんなことを私に言っていると感じるようになるのに数カ月︒
少しずつ彼の行動の意味が理解できるようになりました︒
そして︑私のまわりには︑私の悩みを受け止めてくれる︑
すてきな先生方がいました︒
Ａ君は今年 歳になります︒小学部卒業後︑１年に１回は
必ず会うことにしてきました︒
﹁先生のこと︑わかるんですよ﹂
とお母さん︒彼に出会っていなければ教員としての今の私は
ありません︒彼からたくさんのことを学び︑そのことが私を
支えています︒
４月︑
たくさんの出会いがあります︒
﹁出会いが人をつくる︒
﹂
そう思います︒
すてきな出会いを︒
38
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早坂百合恵さん（小学校教師）

出席者 千坂 朋広さん（中学校教師）

の卒業式で一言話すコーナーがあっ

自分のことを思い出した時に、小学校

大坂 今、ちょうど卒業文集を子どもたちが書いてたんで、

なとか、そのへんの話してもらえますか。

佐久間千枝さん（小学校教師）

て、
「子どもに慕われる先生になりた

いです」みたいなことを言ってたんで

大坂 亜希さん（小学校教師）
司会 菅井 仁・佐々木久美

すよ。その時の教師のイメージは、子

どもとかかわる仕事とか授業くらい

か？ こういうことをしたいなとか、学校ってこうだよなっ

司会 最初にそれぞれの「夢と現実」から話してもらえます

がメインの授業の裏にこんなに仕事がいっぱい？ それで、

というイメージで。でも、いざ働くと子どもとのかかわり

ないかみたいに思って。子どもとのかかわりがおっきいな

■夢と現実のはざまで

て、なんらかの夢を描いて教職の道を選択してきたと思い

あれ？ みたいな。ほんとにやりたいことになかなかたど

しかないんですけど、なんとなくこの仕事が合ってんじゃ

ます。これまでの教師生活の中で、でも現実はこうだった
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たのは中学校の時です。本当に体育が

あって。最初に先生になりたいと思っ

佐久間 私はやっぱり出会った先生のイメージというのが

違うかなと思うね。また最近思うのは、教師の力だけでは

と違うこともあって、そのへんがやっぱり現実はちょっと

るかみたいなところがあったりして、自分が思ってること

かって、子どもの前に職員間でどうす

こともなんとなく好きだったし、なり

苦手だったんですよね。体育の跳び箱

どうにもならない現実が子どもの世界にはあるなって感じ

り着けない。年齢も重ねると裏方の仕事も増えてきたりし

が跳べなくて跳べなくて。もう無理っ

る。親との関係が根深いから、なかなか教師の親身なかか

たいなって思った。でも教員になって

ていうふうになってた時に、先生が、

わりだけでは変わりきれない。貧困の問題とか、それにか

て、なかなかメインの方に力を注げてない自分っていうの

もういいよって言わないで、最後まで

かわる進路の問題とか。教員が親身になってかかわるだけ

み て 分 か る の は、 職 員 間 の 関 係 で も

付き合ってくれたんです。女の先生だったんだけど、一緒

では足りなくて、どこかに支援を求めるとか、生育歴まで

を毎年感じます。教材研究が一番最後、クラスのことが一

にできたことを喜び合える存在がいるっていいなっていう

含めてもう一回出会い直すためにどうするかとかを考える

そうだし、クラスが増えれば増えるほ

ふうに思って。なんか、そういう人に私もなりたいみたい

ようになってきた。若い頃出会った先生もそういうことを

番最後みたいな。ちょっと本末転倒になってきてるなって

に思ったのがきっかけなんです。こんないい出会いができ

感じながらいろいろやってたのかなって思うのが、なんと

ど他のクラスとの足並みをうんぬんと

る仕事ってほんとにいいなって、これはなるしかないって

なく年食って分かってきたっていう感じはありますね。

いうのが今の現実です。

思ってなったんですよね。

早坂 親との関係が根深い？ 中学校になると、むしろ親に

千坂 疎遠と根深いは違うっていうか。俺は愛されてこなかっ

実際になってみると、こっちが要求しすぎると子どもは

うしようみたいな。まあ、いいかって諦めることが多かっ

たとか、俺はいなくてもいいんだとか、いなくてもいいん

なんかしゃべらなくなる感じがしますけど。親と疎遠になっ

たり。あとは子どもとの関係だけじゃなくて、子どもの抱

だからどうなってもいいんだとか。だから、勉強する必要

きついんだなっていうのを、最近感じるようになってきた。

えてるものとか、子どものバックグラウンドとかもいろい

がないとか。でもそういうことをしゃべりだした生徒に出

ていくのかって思うけど、そうでもないんだ？

ろ考えていく必要があるなとか思ったりしましたね。家族

会えた時はうれしいなって思う。でも当然、答えなんか出

ガチガチやろうとしても頑張れない子が結構多いから、ど

の関係はどうだとか、明るい世界だけじゃないんだなって

ないし、なんにもできないのかという無力さと、少しは力

になれるのかなみたいなことを感じるね。子どもはきっと

いうのも見えてきたりする。
千坂 俺も出会った先生はいい先生がすごく多くて、教える
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■若い先生の姿から

司会 今の若い人たちは、そうやって突っ走れるような雰囲

になってきた。子どもとのやり取りも

早坂 ないよね。でも失敗しない。立派なの。自分のことは

佐久間 ないよね。なんか失敗しないんだよね。

んでることとかあると思うんだけど絶対それ言わない。
「こ

たってね。今の時代があとで楽しかったって思えるように

たりするんだけど、肝心の同学年とかに相談できない。

早坂 印刷室とかで二人とかになるとボソッてしゃべり始め
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聞いてもらうだけで少しは救われるんでしょうね。信用し
て話し出すんでしょうから。まあ、聞いて救われるような
先生になれるように頑張るしかないなと思っています。
早坂 この年齢とか立場とかになってでしょうけど、今は苦

つかめてきたり、学校の中でも自分が

そつなくやるけど、学年のこととかみんなのことには、あ

気がないっていうこと？

動かすものも増えてきて、自分の行動

まり自分から関わろうとしないかなあ。

しいけど楽しいってやっと思えるよう

や発言が以前よりも認められる年齢に
みなさんの話を聞いて、そうだなあと思ったのは、家庭と

れ、うまくいかないんですけど、どうしてるんですか」と

佐久間 それは感じるね。たぶんうまくいかないこととか悩

の問題もだけど、子どもだった頃と現在との社会背景の違

か絶対言ってこなくて、こっちから、
「どう？」とか聞いた

なってきて面白くなってきています。

いをすごく感じる。職場の中で 代の先生とおしゃべりす

りする。

司会 聞きたいけど、周りがみんな忙しそうにしてるから申

なっちゃったら、もう怖いけど。今はどう考えても放課後

千坂 俺はあんまりそうは思わないな。一般論として若者論っ

し訳なくて聞けないっていう若い先生がいたよ。

の時間だったり、仕事が終わったあとの時間を楽しいって

ていつでもあるんだよね。その時々で、年上の人たちは若

者を批判すんだよ。俺たちはこうだったみたいな。それが

正しいかどうかは別の問題としてあるけどね。だから、た
早坂 でも、批判なのかなあ？ 特徴だよね。

ぶん今の話もそうなんだろうなって思うのね。

分にとっては子育てはプラスになってると思います。ただ、

ば「おりこうさん」なんだと思うよ。俺、若い頃の子ども

中で突っ走る。失敗したくないとかっていうのはよく言え

なんかいっぱいあったと思うのね。見えないけども無我夢

千坂 俺らもたぶん初任の頃はそうだったし、見えないこと

たよね。自分のクラスのことに専念させてもらえた。

若い頃に良かったなと思うのは、無我夢中で突っ走れまし

を始めて、保護者との話が通じ合える感じは全然違う。自

最近、良かったなって思うのは、やっぱり自分が子育て

現実だなと思いますね。

感じられない。そういう心の余裕が持てないっていうのが

なで食事しながら授業や子どもの話をしたりして楽しかっ

土曜日も出勤だったけれども、子どもを帰したあと、みん

ると、以前は良かったって。放課後、みんなで運動したとか、

50

とか、
「先生、今、忙しい？」っていう枕ことばを使うわけ。

たちで印象に残る言葉って、「先生、今日、放課後時間ある？」

物を準備して。今の時期だと来年度の計画書とか練り直し

ず会議もあるし。それこそいろいろ提出しなきゃいけない

千坂 授業の準備する時間はまず日中はないよね。放課後と

たりとか。

だけど」の枕ことばなんだよね。先生の状況を見てるから、

か夜になっちゃうよね。だから日中に職員室にいる時間が

どういうことかと言うと、
「時間ある？」が「話したいん
今日、話をしていいかなって探りを入れ、確かめてから聞

あったほうが当然いいよね。

ていう時のことを思い出す。それを支えに頑張ってますね。

佐久間 私は何年間かやってきてる中で、うまくいったなっ

くわけでしょ？ そして、その人たちが今は 代とかになっ
てる。だから、おりこうさんなんだと思うんだよね。それっ
て気づかないっていうよりも、そんな風になってきちゃっ

どういう人間を育てるかにすごくかかわってると思うの。

早坂 だからこそ問題だと思う。今、自分のやってることが、

う時って、同じ学年を組んだ先生といっぱい話してるんで

良かったなとか、この一年間すごくよく過ごせたなってい

ていうことがないんですけど。その中でも、ああこの学年

私、今まであんまり「やった！」とか「うまくいった！」っ

やっぱりその人たちは個人だけの問題じゃなくて、そうい

すね。そういう時って結構、子どもとの関係がうまくいっ

たっていうか。

う中で育ってきた、そのような教育を受けてきたっていう
千坂 こんなこと言ったら、お母さんが忙しいのに迷惑かけ

だよね、こうだよねとか。これ、どうやってやったの？

て、みんなの図工の掲示した作品を見ながら、これがああ

たりとかしてる。放課後に同じ学年の先生たちと廊下に出

るかなとか、先生にこんなこと言ったら、今、忙しいのに

とか言いながら、すごい話してる。そうすると子どものこ

のが大きいんじゃないかと思うんですよね。

迷惑かけるかなとか。それぐらいのことかなと俺は思うけ

ともよく分かって。ああ、昨日話に出たあの子が、これ描

いたあの子かみたいな。そういうふうなのが分かって、な

ど。だから自分たちの方から積極的に近づいていくしかな
いかなって思う。

んかいいんですよね。

大坂 私は誰かに話すかな。
〈も う教室に行き たくない〉み

司会 みなさんは、さまざまなピンチをこれまでに経験し、

出せば、もう愚痴大会になっちゃうんですけどね。同じよ

それは職場内でもだし、同期の友人とかで集まって。話し

■学びの場が必要

そこを乗り越えてきたわけだよね？ 乗り越える力となっ

うに思ってる友人がいると、そっちもそうなの？ うちも

たいに思うこともあるんですけど、聞いてくださいよって。

たのは何だろう？ さっき大坂さんも、結局、自分の明日

こうでさみたいになって、最後はなんかお互い頑張ろうねっ

早坂 話を聞いてもらうし、
聞いてあげる。聞くことによって、

て。

の授業の準備が一番最後になっちゃうと話してたけど。
大坂 そうなんですよ。やっぱり一日の流れを考えた時に、
放課後の時間、真っ先に教材研究とはいかないですね。ま
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ああ同じだなって感じるしね。あとは子どもかな？ 結局、

て。やっぱりいろんな周りのアドバイスを素直に聞く耳と

司会 大変だなと思っても、ああ、こんなふうにするのかっ

佐久間 宮城は勉強する場がいっぱいあっていいなというふ

て２年目とは思えないね。
。

司会 佐久間さんもその立ち振る舞いを見てると、宮城に来

大坂 ほんとに助けてもらってますね。

とかしなきゃって思うんじゃないかなと思うよ。

か、聞こうとする姿勢があるから。だから、みんながなん

子どもたちに落ち込まされもするけど、子どもたちに救わ
れるんだよね。
司会 やっぱり分からなかったら聞くということかな？
僕が新任の時、先輩から隣り百姓になるといいと教えら
れたのね。初めて百姓をすることになった人が、いつ種を
まいたらいいんだ？ とか、隣りの百姓が田んぼに水張っ
てる、じゃあ、俺も水を張んなきゃとか。これが隣り百姓

司会 合同教研とかサークルとか、いろんな学習会に参加す

うに思ってます。

視は僕にはとても楽しい時間で、先生が教室に残って仕事

る。また組合の会議に出席するときも、会議が始まる前に

だよと。だから日直っていう仕事、特に最後の戸締まり巡
してる時はもうチャンス。とかく新任の頃とかはそうやっ

話すことで元気をもらったり。そういうことって結構大事

佐久間 そうですね。私は体育同志会というサークルに参加

ろってあると思うね。

だよね。家と学校の行ったり来たりだけでは育たないとこ

てどんどんどんどん先輩に聞いてまわった。
先日、古川の先生と話す機会があったとき、彼の学校は
ここ６年間、校内研究は国語、算数、国語、算数、国語、
算数の繰り返しで、その上３回とも同じ単元なんだそうで

してます。
早坂 体育があんなに苦手だって言ってた人が？

す。自分が新任の頃は校内研修が音楽だとか、図工だとかっ
ていっぱいあったけど、今の若い人はうちのような学校へ

佐久間 体育が苦手だから。教え方、分かんなくて。

司会 ＯＪＴって初めて聞くけどなんのこと？

すごくＯＪＴ、ＯＪＴって言われてるでしょう。

それをうまく利用すればいいんだなって思う。市教委から

早坂 それこそ最近思うのは、今、ＯＪＴって言われてるから、

分が分からないから。

佐久間 そうなのね。でも自分のために行ってんだよね。自

れるんですけど。

大坂 同僚の人とかに、いろいろ行ってて偉いよねって言わ

すね。だから俺はサークルへ行くんだよね。

千坂 学校と家の往復だけではやっぱり育たないって思いま

来たら、ほんとに学ぶ機会がないと話してました。
今は、国語、算数だけで、まさに学力テスト対応だね。
そんな中で大坂さんは、大事な授業のことなどを聞いてま
わってるわけでしょ？
早坂 大坂さんなんかよくやってると思います。６年生１ク
ラスで、隣り百姓もできないでしょ？ その上に特別活動
もあって。市教研の特活部会の中でも結構な役割を担って
いて。そして組合の行事や会議にも来てるでしょ？
司会 大坂さんって、やっぱりワーッとしゃべって、そして
若い……。そしてなんて言うのかな、柔軟なんだよね。
早坂 みんなの話をよく聞いてるよね。柔らかいから。
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千坂 職場研修。オン・ザ・ジョブ・トレーニングですよ。

佐久間 ありますね。切り離せな

早坂 そのＯＪＴを押しつけられ的な感じで受け取るんじゃ

いうことなんだよね。それをうまく利用すればいいんだよ。

てるっていう考え方。学校現場でそれをやりましょうって

そこで職員を守る立場に立って

電話を受けてるからそうですね。

はそこですね。特に教頭先生は

早坂 管理職が一番気にしてるの

いです。

なくて、それを上手に利用して、職員同士のレクレーショ

くれるか、保護者の話にだけ耳

民間企業とかで新入社員が来たら、職場内で研修をして育

ンなども取り入れて、楽しい時間にしてもいいんだなって

を傾けてしまい、職員や子ども
の声も聞かず、親と一緒になっ

いうのはすごく思ってます。
司会 やはりチーム学校と言うのであれば、そのよう場面も

て職員を叱る、そこが運命の分

佐久間 そのような管理職だと信

的に優しい。

しいとこは厳しくするけど基本

かれ道になる。今の校長は、厳

含めて、職員同士のコミュニケーションが大事ですね。

■みんなでつくる学校に
司会 今、保護者とのトラブルも含めて、保護者との連絡に、

早坂 今の学校は校長の下でみんな一緒に頑張れてる感じは

頼関係が生まれますよね。

電話を使うようになっているの？ もし保護者が仕事をし

すごくある。だから、学校もいいですよ。いじめがあった

自分の携帯や家の電話は使わない。必ず学校の教頭の前の
ている方なら、仕事が終わってからの連絡になってしまう。

時も校長自ら全校児童９００名以上を前に絵本の読み聞か

佐久間 私は、その逆のすごい経験がある。職員会議とかで

そうすると教師は、それまで学校に残って学校から電話す
早坂 うちは携帯からかけないほうがいいって。あなたのた

何かが決まったのに、鶴の一声でバーンッて崩されたり、

せをしてくれました。管理職の在り方は大きいと思います。

めにいいっていう感じで言われる。やっぱり今、携帯や自

校長室に呼ばれて大きな声で怒鳴られたり、指刺されなが

るという、徹底すればそういうことだよね。

宅からかけて、そのあと、何度も何度も家に電話をかけて

早坂 職員室で休憩できないって言ってた人もいましたね。

ら怒られたりとか。朝の打ち合わせでは誰かのバッシング

司会 要するにそういう保護者とのトラブルというか、モン

とても一息つけるような雰囲気じゃない。みんなが職員室

こられて大変だったって言ってる方もいたんですよ。だか

スターペアレントという言葉もあるくらいなんだけど、そ

に戻りたがらない。そしたら、もちろん会話もしないから、

みたいなことがあったりした。

ういう問題というのは今、どの職場でも結構いっぱいある

うまくいかないよね。職員同士がそうだったら子どもには

らたぶん職員のためにも言ってる部分があると思います。

の？
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いい影響はないですよね。うちの校長先生は、職員会議は

ちゃになっちゃう。考え方が違うとか、方法論が違う人と

いうふうにお互いに折り合いをつけて合意していくか、ソ

いうのはいっぱいいるでしょう？ そのようなとき、どう

いけど、時間がないんだよなって言ってる。みんなで子ど

フトランディングするようなことは時間かけてやんなきゃ

みんなで議論する場なんだから、みんなで話し合えたらい
ものことをしゃべれるから楽しいんだよね。

かなって思う。俺は初任地で、教務のＳ先生と一緒だった

う話でしょ？ その一面はあると思うけど、それがすべて

ていることが少しでもよくなるような時間を工夫して作れ

から、午前授業にして、校内研修のような、先生たちが困っ

たとえば、授業時数の問題でも、時数を削ってでもいい

と思う。

んだけど、Ｓさんが言ってたのは、一番子どものことを見

ると思うのね。どうやって減らすかというと、 週で計算

千坂 結局、管理職の在り方が違うと学校全体が違うってい

ていて知っているのは担任だし、管理職も子どもを育てる
議論しなくちゃいけないって言ってたわけ。Ｓさんは職員

一緒のパートナーなんだから、そこは方法論とか違っても、

ら 週やってる訳。 週で計算すれば１週間のコマ数はもっ

してるでしょ？ でも学校２００日あったら週５日だった

35

会議になる前に、もめそうなこととか議論になりそうなも

と減るよね。そしたら５時間の日つくれるでしょ？ そこ

司会 空き時間が欲しいという願いは、教頭や教務も授業

のところを学校内で世論形成すればできるんじゃないか

長は理解するわけ。モデルは、やはりそこだと思ってるん

を持って欲しいという形で組合などでも要求してきている

のは、校長室で相当前から話し合っていたんですね。今、

だよね。そうしないと、結局そこに勤めてる数年間は暗黒

よね。仙台が一番遅いんだけど、県南あたりから、もうど

んどん広がってきてますね。何時間かでも持ってもらえれ

のは組合だと思うんだよね。職場では一人だとしても同じ

早坂 いや。よく分かりますよ。私、やっぱりそこで大きい

千坂 それをどのように手を取り合っていくかっていうか。

は、いわゆる小学校だったら業間休みとか昼休み？ あと

ふれ合えないとなると、授業時間以外で子どもと話せるの

もとの関係でも、放課後は会議だなんだって子どもたちと

したりして、放課後、自由になる時間が増えてくる。子ど

ば、自分たちの空き時間ができて、教材研究や事務作業を

思いを持って、子どものための学校でしょってやれる仲間

は朝？ 朝早く行って教室で待って、登校して来た子ども

校づくりをしていくことじゃないかな。管理職だけでなく

ではあるけど、大事なことは、職場で話し合って一緒に学

鬼ごっこも禁止だったの。校庭が狭いので、怪我をするか

提案したの。どういうことかと言うと、去年までは校庭で

早坂 うちでは若い体育主任の先生が頑張って放課後遊びを

たちに次々話しかけるとかだよね。

学年主任とも手を取り合わなかったら、それこそめちゃめ

千坂 組合は教育委員会や校長と交渉することができる存在

がいて、やっぱり組合の力は大きいんですよ。

そうなりがちですよね。

早坂 分かりますよ。でも、そういう人が存在しない学校は

の時代でしたみたいに終わっちゃうなって思うのよ。

なって思うんだけど。
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こうだから、こうすっぺ、ああすっぺって。その過程で校

40

8

にも対応できるから委員会の日はいいんじゃないかという

ているわけだし、二人体制の委員会とかもあるから緊急時

うという話になった。委員会の日は自分らも外にいたりし

禁したの。次には委員会がある日の放課後遊びはどうだろ

らだって。信じらんないでしょう。だから、それをまず解

いのが入って、あとはもうルーティンでいいと思うんだよ

さそうだからちょっと上げようかとか、ちょっとだけ新し

とハードルが高いから下げようとか、その逆に、ここは良

踏襲しながら、今年の子どもたちを見るとこの部分はちょっ

はルーティンでいいものもあると思うんだよね。前年度を

その中で子どもと関わりながら一緒に成長できればいい

ね。

て一つ一つ詰めてうちの学校なんかはやってきているんで

のかなって思う。新しいことをやろうと思うと議論する時

ことで、やっと外遊びをオッケーにしたんです。そうやっ
すよ。若い人が子どもに遊ばせたいと思って言うことは、

間もないよね。新しいことやって楽しいんじゃなくて、子

どもが成長して楽しいと感じる。あいつ少し変わったなと

たとえ一週間に一回だけでも貴重ですよね。
司会 その結果、先生たちもやっぱり出て遊んでる？

か、子どもが満足して活動できて、俺たちの方も、ああ成
長したなって見えてきて、喜びになればいい。

早坂 出て遊ぶ人もいるし、教室で子どもたちとおしゃべり
している先生もいる。でも、高学年なんかは先生と遊ぶよ

なんでだめになったかと言うと、放課後に校庭で遊んでい

は、放課後はいつでも校庭で遊んでも良かったでしょ？

千坂 それもある意味では管理なんだよ。俺らが子どもの頃

習の仕方でも、クラスで練習する時に、やり方が分からな

が輪に入れたとか、練習する時間をどう工夫するかや、練

程の中で、同じことやってるけど、今までトラブッてた子

千坂 例えば、前年と同じ運動会の種目でも練習していく過

早坂 例えば、それは具体的にいうと、どういうことですか。

ると、学校の施設内だから怪我すると対応しなきゃいけな

い担任に、こうするとうまくいくよみたいにアドバイスし

り自分たちでドッジボールをしたいのかな。

い。そうなると困るから放課後は学校で遊ばせないで帰す

て先輩から若い人に伝えるとか。そういうのがあればいい
んじゃないかなって思う。

んだよ。でも地域内に安全に遊べる場所なんてある？
全員 ない、ない、ない。

だとかやってるわけだよね。それこそ勝手に遊ばせとけば、

なきゃいけないとかって、朝とか業間に走らせるとかなん

方が安全だよね。それでいながら体力が落ちたから強化し

感じるんです。外国語と道徳のために今年は講習とかもあっ

すよね。落ち着いて一年を過ごせないっていうのをすごく

道徳が教科化するとか、大きな変化の中で揺さぶられてま

できることじゃないですか。今、
英語が間もなく始まるとか、

早坂 結局、それって学校自体の変化が緩やかなときだから

体力なんて上がるって話じゃない？ 勝手に遊ばせといて、

たでしょ？ 私たちが揺さぶられてるのをすごく感じる。

千坂 ないなら校庭で遊んでた方がいいわけじゃん？ その

そこの時間を使って先生たちが他の仕事とかすればいいん

大きい変化の中にいるなって思うんですよね。

佐久間 今は過渡期にいるなって思いますね。どんどん新し

だよ。その発想が全然ないんだよね。
それから、その他にも、仕事もデータになっているもの

9

クラスの子どもから卒業文集に「先生はお父さんのようで

司会 今は新しい課題がどんどんどんどん入ってきて、ビル

ても、やっぱり子どもたちの中では、見方が変わってるわ

父さんになってたのかと。自分は変わってないと思ってい

しい授業や学校をつくる努力をしなくてはいけないんじゃ

はそこであきらめないで、少しでも子どもたちにとって楽

今の教育はよくならないかも知れないけど、やっぱり教師

たちは毎日学校に来て、勉強するわけだよね。一朝一夕で

いし、変えることもなかなかできないよね。でも、子ども

ても教師一人の力でそれに立ち向かっていくことはできな

がおかしいとか、これって変じゃない？ と思っても、と

だけど、政 財
･ 界など根深いところからの要求や思いが教
育政策に反映してつくられてくるんだよね。だから、政策

司会 ビルドの大元は文科省だけど、ビルドの出所は文科省

大坂 うん。やんなきゃってなりますよね。

な姿が見えるじゃないで

たみたいな、子どもの別

の行動の背景はこうだっ

の話を聞けたり、あいつ

てんだというような虐待

俺、こういう経験してき

況とか、いや実は先生っ、

えないんですよね。それで出会えた時に、例えば、家の状

んじゃなくって、こっちから降りていかないとたぶん出会

先生はそうじゃないんだとか、話せるんだとか、こういう

ちの中で勝手にイメージが作られるわけ。その時に、この

んですよ。いるだけで勝手に子どもたちが寄って来て、話

から言うと、やりがいだ

そういうのが、俺の立場
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いこと入ってきますよね。えっ？ これもやるの？ って。

ド、ビルド、ビルド。スクラップ・アンド・ビルドならま

けじゃないですか。武器だった「若さ」がなくなっている

した」って書かれた時に、俺は兄じゃないのかと。俺はお

だいいのだけど。スクラップがなくビルド、ビルドの状態

わけだから、その時に今度は、どうやってこっちが近づい

大坂 本当に次々来ますね。削らないで増えてくるだけ。

ですね。スクラップしてもいいものまでを、全部パーフェ

ていくかっていうふうにしないと生徒たちからは話をして
こない。

クトにやろうとするから、ますます大変になっていく。
佐久間 やれって言われると頑張っちゃうんだよね、先生た

今、 才になって生徒指導主事とかになると、子どもた

ないかな。そういう仕事を通じて保護者や職場の先生たち

すか。その時にはうれし

ち、真面目だから。

とも協力していくことが、まずは大事なんだと思うんだよ

いっていうか、違う感じ

をしてくれる。それは年配の先生にはないんですよね。い
たちに対してずっと「お兄さん」だと思ってたのが、
ある時、

し、喜びになっている。

で 話 が 聞 け る と い う か、

一面もあるんだとかっていうのは、子どもから寄って来る

ね。

40

つまでもそれが続くかって思うとそうじゃない。俺は生徒

千坂 年数重ねて思うけど、 代の時って「若さ」が武器な
20

■一番大切にしたいこと
司会 最後に、今、一番大事にしたいことを一言ずつ言って

す と い う の を、 今、 子
どもの前では心がけてま
す。怒るのもそうだけど、
それだけじゃなくて。こ
の 前、 読 み 聞 か せ し て
て、最後までこらえてい

もらいましょう。
千坂 新任の時の指導教官の座右の銘があるんですよ。
「たか

たんだけど、やっぱり泣

4 4 4

が教師、されど教師」っていう。たかがっていうのは一人

いちゃってそんな時、子

4 4 4

の教師に何ができるかと。されどっていうのは、でも俺た

先生〜〉みたいな。そういう関係が自然に作れたらいいな

どもたちから、
〈ああ～、

出会いによって何年か後に何か変わる糧になる種子をま

と思っています。誰とでも素直に心を開いて、向き合って、

ちは教師なんだと。
けるんじゃないかって、意味があると思うんですよね。だ

信頼関係を築いていきたいっていうのが一番ですね。

大坂 今でも経験は浅いですけど、初任の頃はもっと子ども

から苦しくて、たかが教師だから、まあいいやって思って
しまう時もあるけれども、一方で、されど教師なんだから

百姓でやってたりしたんだけれど、これからは、やっぱり

若かった時とかは周りに言われてやるとか、それこそ隣り

佐久間 いっぱいあるんですけど、最近ちょっと感じるのは、

業文集に私のこと書いてたよって。私は覚えてないんです

らメールが来て、３年生で教えた子たちが卒業の時に、卒

て、必死だった。つい最近、前の学校で一緒だった先生か

か前の学校の時とかは、もう体当たりで子どもにぶつかっ

に対して本気でがむしゃらだった。忙しさと共にどこかで、

自分がしていることにちゃんと意味を持たせていきたいと

けど、私が泣いたことも覚えていたみたいで。あの時はも

信念持って貫かなくちゃいけないところはあるよねってい

いうか、どうしてそれをやるのかっていうことを自分でちゃ

う本気でぶつかってたな、その気持ちを忘れちゃだめだなっ

〈もう、ここはいいや〉とか諦めが自分の中でついちゃって、

んと分かって、子どもに与えていきたいなというふうに思

て、今、思っています。割り切って考えてたものがあった

うことなんだと理解してる。それはやっぱり大切かなって

います。そのためにはやっぱり勉強が必要だし、考える時

ところは、それも仕方ないと思うんですけど、やっぱり根

もうこのくらいでいいやって思いがちなんです。３年目と

間が必要。あとは、あなたはどう思う？ っていうふうに、

底にある、本気でぶつかるって気持ちをずっと持っていな

思うね。

しゃべる相手の気持ちとかも大事にしていきたいなってい

きゃだめだと、初心に返り本気でぶつからなきゃって思っ
司会 ありがとうございました。

てます。

うふうに思いました。
早坂 私は信頼関係ですね。子どもと保護者と同僚との信頼
関係。それに尽きますね。そのために自分の心を素直に出
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東日本大震災が問いかけてきたこと
今日は、私が日常、生命誌の研究をしながら考えていること
をお話ししたいと思っています。
私の研究の原点は、前からあるのですが、東日本大震災は本
当に衝撃でした。まずは地震、津波ですよね。あの時、自然っ

うがない」とおっしゃり、また農家の方がなぜ汚染された田ん

ぼに今もお米を作っているのかを聞かれ、
「今年もツバメが来

るだろう」とおっしゃていたことです。もうとにかく自然とき

ちっと向き合ってる人間の大きさに本当にびっくりして、近代
文明って一体何なんだろうって思いました。

そんな中で、私は被災地で何の役に立てる

科学者が人間であること

した。私は自然のことをずっと考えてきましたが、ちゃんと自

のだろうかと悩みました。私はずっと生きも

てなんてすごい力を持ってるんだろう。本当にうちのめされま
然と向き合ってたんだろうかっていうのが、まず最初の問いで

ののことを考えてきたのですから、やっぱり

てくれないので、言ってしまってはいけないんだと思います。

たんですね。すごいショックでした。自然は人間のことを考え

近代科学の粋といわれた科学技術者が「想定外だった」といっ

『科学者が人間であること』という本です。こ

ので、そう決めて、その気持ちを書いたのが、

結論になりました。本当にそれしかできない

自分の仕事をこのまま地道に続けようという

生 き も の の こ と を、 き ち ん と 考 え る と い う、

その時に、私は今でも忘れられないのは、東北の漁師の方が「海

の本を書いた後、子どもたちのことも考えて、

二番目は、原子力発電所の事故が起こったことです。その時、

した。

から恩恵をこうむってずっと生きてきた。海を恨んだってしょ
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『いのちのひろがり』という絵本を書きました。
科学者が人間であるということ、それは生活をしてるってこ
とですよね。だから、生活のところから、きちんと考えること
をやりましょうということで、この絵本の導入部分を私の台所

学から言えることです。どこの地域のどんな国の人も、みんな

重なる、同じ存在です。これを基盤に考えていきたいというの
が、子どもたちに伝えたいことです。

のプロセスを消して、時間は短い方がいいように思ってしまい

間とプロセスが大事で、作るという言葉で言ったとたんに、そ

生まれたり育ったりしているものです。生きものの場合は、時

ものがあります。子どもも、お米も、本当は生きものだから、

に早く作れて絶対完ぺきなものでなければいけない。そういう

って、作れますか。作るという概念の中には、工業製品のよう

作るって言いますね。自動車は、作るでいいんですが、子ども

作ってきましたね。だから、日常的に、子どもを作る、お米も

番大事っていったら、語弊がありますけど、近代文明は何でも

もとお母さんのお腹の中で赤ちゃんだったでしょう。ここが一

を始めています。今は大きくなっていますが、あなたは、もと

生きものの一つとしているということから、子どもたちへの話

なものがいることに気がつきますね。私たち人間も、その中の

追いかけ外へ出ると、外には、草花から、カエルから、いろん

）の考え方を、どな
誌（ Biohistory
たにもわかっていただけるように描

それを生命誌と名付けました。生命

た い と い う の が、 私 の 気 持 ち で す。

私たちはどう生きたらいいかを考え

ま れ た 細 胞 に 戻 り ま す。 そ の 中 で、

に戻り、お魚に戻り、一番最初に生

かというと、どんどんたどると恐竜

なのです。その人類がどこから来た

んで、私たちだけが唯一残った人類

ましたが、何故か他の人類は全部滅

パンジーと分かれて、人類が生まれ

年から６００万年ぐらい前に、チン

付けられています。大昔、７００万

私たち祖先はホモサピエンスと名

生命誌絵巻に描かれた願い

ます。これが一番大きな問題です。子どもを作るみたいに言っ

いたのが、この生命誌絵巻です。

にいつも出入りするアリさんの話から始めました。アリさんを

てる社会というのは、そのプロセスを大事にしないということ

がいるから、生まれてきたの。こうして、どんどん戻ると、人

まれてきたんです。お母さんも、おじいちゃんとおばあちゃん

あなたは、お母さんが作ったんではない。お母さんから、生

な生きものたちのすべてが、ＤＮＡが入っている細胞でできて

だということをまず第一に考えたいです。二番目は、この多様

あります。この生物の多様さが、生きものの世界の一番の基本

キノコ、イモリなど、さまざまな生きものを描けるだけ描いて

扇の縁、ここを扇の天といいますが、ここにはバクテリア、

間の始まりまで戻ることができるというのが、今のＤＮＡの研

いて、あらゆる生きものの祖先は一つだということです。その

です。

究ではっきりと分かります。自信を持って言える結論の一つが、

生命の起源が扇の要のところです。三番目は、コンパスで描い

ていますので要の根元からの距離が同じで、それが 億年です。

どんな小さな生きものも、例えば、バクテリアでも、アリでも

13

人間の始まりは誰から始めても、アフリカにほぼ 万年前にい
たある少数の人間に戻るっていうことです。だから、人間は争
っても本質的に理解し得ないことはないというのが、今の生物
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20

億年の歴史がある。生きものは、みんな 億年という時間を

立ってすごい演奏をするんです。でも、ゴーシュは自分が変わ

の音をもらい、だんだん変わっていったんじゃないか。いつも

た町の世界から森の水車小屋の湿った世界へ戻って、そこで命

ったことに全然、気がついてないんですね。ゴーシュは、乾い

とは、みんな同じ距離ですから、人だけを上に描き、小さな生
間を持った生きものの一つとしてこの絵の中にいるということ

にはいないのに、外にいるような気持ちでやったら、間違いが

ょっとえらいんで、やさしくしてやろうと思っている。絵の外

していますね。地球にやさしくって言う時の気持ちは、私、ち

近代文明というのは、人間はこの絵の外にいると考えて行動

物のチェリストに参加していただいた『セロ弾きのゴーシュ』

くて、そこは駄目なんですが、賢治に励まされて、一昨年、本

私がやりたいことだと思ったのです。私は全然何も動かせてな

なっていうふうに私は勝手に解釈をしました。そして、これは

った音が、乾いた世界の人たちの心も動かしたっていうお話だ

た音は、みんなの心を動かした。だから、湿った世界からもら

起きるでしょう。人間は生きもので、自然の一部じゃありませ

の舞台をつくって、いろんな方に見ていただきました。宮沢賢

治は、やっぱりすごい人ですね。今、私たちが考えなければな

らないことを、ほとんど先取りして考えている人だっていうこ
とが分かりました。

内なる自然が壊れる

大昔は、人と自然とが交じり合っていました。近代文明では、

人間が一番えらくなって、自然から離れて人工的なものを作っ

もう一度、最初の震災のことを考えますと、私たちは今、す

てる。めっちゃくちゃ下手くそで叱られてばかり。しょんぼり

ごく便利になって、お金がある国やお金を持ってる人が、素晴

て、その中で暮らすようになったのです。私は人工を否定はし

た、自然に近い世界。水を飲むのは、乾いた社会から自然な世

らしいという社会をつくっています。人間は自然の一部である

してお家へ帰るのですが、その家は森の水車小屋です。前に読

界へ入るための儀式なんじゃないかって。私はこれ勝手な解釈

ませんが、私の作りたい社会は、人間は自然の一部なんですか

ですよ。賢治が言ってるわけでも何でもない。水を飲むと、そ

ことを忘れて、便利さとお金だけを求める社会は自然を破壊し

んだときは気がつかなかったんですが、彼は帰ると必ず「水を

こへ、ネコやカッコウやタヌキなどがやってきて、音程がなっ

ます。これが環境問題です。もう一つ、私たちが生きものだと

ら、それを踏まえた上で、人工を作っていきましょうというこ

てない、リズムも駄目だねみたいに言うので、むきになってセ

いうことは、私たちの中に自然があるということです。環境問

ごくごくのみました」っていう描写があるんです。町の映画館

ロを弾くんです。音楽会の日に、楽団の演奏がすごく良くて、

題で、森や海が壊れてることはご存知だと思いますが、その同

となんですね。

アンコールされます。ゴーシュは楽長に頼まれもう一回舞台に

は現代社会の象徴で、つらい乾いた世界。森の水車小屋は湿っ

ったんです。ゴーシュは昔の町の映画館の楽団員でセロを弾い

やりました。
『セロ弾きのゴーシュ』を読んだとき、あっと思

私は東日本大震災の後に 宮沢賢治を読み直すということを

セロ弾きのゴーシュの世界

いたいことです。

んか。絵の中にいる気持ちでやりませんかというのが、私が言

です。

と同じに弾いたけれども、森の動物たちと接した後で彼が出し

きものを下に描いてはいません。つまり人も 億年の共通の時

体の中に持っているんですね。そして最後にとっても大事なこ
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が壊れます。東日本大震災で私たちが知ったことは、便利さが

間をかけて、関係を持っている。その時間と関係を切ると、心

ちの体だったり、心だったり、それが壊される。生きものは時

じ行為が私たちの中の自然を壊さないわけがないんです。私た

もいえるのですね。

様々な生きものが生きていける大きな熱帯雨林を作ってきたと

手伝う、一対一の関係を共生しながら進化し続けてきたことが、

コバチはイチジクの受粉を行い、イチジクがコバチの子育てを

て、ＤＮＡを分析するとそれぞれがみんな親戚関係なんです。

虫愛づる姫君は 私の祖先

自然を破壊する。しかもここに科学技術があったために、この
破壊が増大されたわけです。こういうことを考えると、利便さ
だけでものを考えるのはやめませんかっていうことです。

今のように東日本大震災のことを考えると、実は地球は自然

年前で、紫式部と同じころ京都にいらっしゃった人です。虫が

に聞いてください。
「愛づる」といいます。虫愛づる姫君、千

私がこんな仕事をしながら、一番大事にしている言葉を最後

として動いていて、それを考えないで、生きもののことだけ考

大好きで、男の子たちに集めさせては、かわいいと可愛がって

新生命誌絵巻 億年のいのちのつながり

えてちゃ駄目だなと気がつきました。それで研究所 周年の時

38

きものたちが絶滅していますね。絶滅といっても、一つもいな

いただきました。この絵巻を見ると地球に氷河時代があって生

に和田誠さんに地球の動きを取り入れた新生命誌絵巻を描いて

ところです。このお嬢さんは動ぜず、
「あなたたち、これがチ

といい、侍女は「汚ないから捨てなさい」みたいに言っている

います。親は「そんなことして駄目、早くお嫁に行きなさい」

思いませんか」っておっしゃるんです。自然の本質が分かって

ョウチョになるときれいって言うじゃありませんか。でも、そ

例えば、私が研究してるのに、チョウチョがあります。ナミ

いるんです。千年前の日本にこんな女の子がいたんです。私は

くなっちゃったら、私たち、いないわけで、こんな厳しい中で

アゲハというチョウの幼虫はミカン類の葉しか食べません。母

この子を大事に大事に思って、私の祖先と思い、やっておりま

れははかない命で、本当に生きてるのはこの虫で、かわいいと

チョウがその葉を見分けて正確に産卵するのは前脚に秘密があ

す。長々とごめんなさい。これで終わりたいと思います。
みらい

人間は舌で味を感じますが、私たちの味蕾という細胞は、実は
チョウのこの細胞と同じ構造をしているんですね。生きものは
仲間で、 億年前からずっとつながってるんだよっていうこと

発行の予定です。

録は、教育文化研究センターのブックレットとして

（文責 千葉）

は、こういうことです。もう一つの例は、熱帯雨林に常に実が

します。２千万年ぐらい前にはイチジクもコバチも一種類でし

は１・５ミリ程度のイチジクコバチという蜂がいて、子育てを

木があります。それはイチジクの木ですが、この木の実の中に

なって、動物たちが生きる上で大切なキープラントと呼ばれる

内容の責任は文責にあります。なお、講演全体の記

これは、講演内容の一部を編集要約したものです。

って、前脚でトントンと葉を叩き、感覚毛で成分を探ります。

も生きものは続いてきたんだから、すごいって思うんです。

10

た。２千万年かけて、イチジクもコバチもいろんな種類になっ

15
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物を見てみたいと思いました。日曜日朝の
「サ

■最後の曼荼羅の説明が印象に残り、一度、実
の一つであり、 億年のつながりがあるとい

■とても面白かったです。人間も他の生きもの

失敗やロスが最悪の事柄のように突きつけら

されている現代。人間らしい営みが否定され、

しました。

が、科学者の立場でのお答えをうかがい納得

あろうという質問までさせていただきました

くなっていっている。いずれ将来、滅びるで

幸せでした。Ｙ染色体がだんだん壊れて小さ

てきました。今日は直にお話を聞けて本当に

こと、年齢よりずっとお若い方だと尊敬もし

出演されていいコメントをされているという

ンデーモーニング」のコメンテーターに時々

に忙しかったのですが、これからは少し大目

の葉にチョウが卵を産み付けて、取り除くの

た。昨年の夏、プランターで育てたキュウリ

思います。いろんなことを考えさせられまし

えて発展するなら、どんなにすばらしいかと

すべての生きものの命を大切にすることを考

人が多いと思います。科学・技術・文化が、

を支配しているような考えにとらわれている

うのが、とても心に残りました。人間が地球

ないと）楽しい学習をつくらないと。新春に

を自然に触れさせ（教員も自然に触れ楽しま

ションなんてありえないのだから、子ども達

教 員 も 成 果 主 義。 で も フ ァ ス ト エ デ ュ ケ ー

しいと思う。学校は社会の縮図で、子どもも

大切にしたいと思う。そんな教育であって欲

どきしながら、わくわくしながら育つ過程を

かなくて当たり前。ゆっくりゆっくり、どき

子ども。時間がかかって当たり前。うまくい

れ、常に臆病でストレスを抱えている大人と

とってもわかりやすい。宮沢賢治の新しい発

大騒ぎして逃げ回る子ども達を担任している

学区なのに、虫が嫌いでバッタにもハエにも

ふさわしい講演でした。
（水田や畑が広がる

見はなるほどと思い、
「セロ弾きのゴーシュ」

億 年 と い う 時 間・ 空 間 と 結 び つ い た 話 が

うに感じました。もっと自然にふれあいたい

教員です。

■

なと感じました。質問からお答えいただいた

を 愛 す る 方 だ と 思 い、 こ の 賢 治 と 中 村 さ ん

た。基本的な思想（何をどう考えているか）

■とてもたくさんのことを教えられたお話でし

経済のお話もとても納得しました。心が豊か

た。

うか。今、日本では少子化が問題になってい

でき、映画作りに集まった人の気持ちがわか

中村さんから予想以上の深い話を聞くことが

の対比、 億年の生命の旅、経済と生命の価

ました。喜多方の小学校の実践、人工と自然

を聞き、自分の仕事をとらえ直すことができ

ますが、人間が生き物である限り極端に減少

る気がしました。

映画「水と風と生きものと」を観てたので、

することはないと思っています。放射能に不

球的に見てどれだけバランスがとれるのだろ

■科学技術の進歩で、人が増えていますが、地

との出会いの話ももっと聞きたいと思いまし

り、ふんわり、優しい気持ちで満たされたよ

■お話を聞き終わったとき、何だか心がほっこ

にみようかと思いました。

35

になるお話、ありがとうございました。

38

ちは、そこへ侵入してたくましく生きていま

安を感じるのは人間だけです。他の生き物た

とができました。とてもいい講演でした。と

■いのちの大切さを身体の奥の方で確かめるこ

いと思うようになり、およそ 年を経て今回

れ以来、一度お目にかかり講義を受けてみた

■中村先生に初めて会ったのはＴＶでした。そ

ん。早くつくったらというのが、私の正直な

の卵子と何億の中のたった１つの精子が結び

組だったと思うのですが、生命の誕生は１つ

確か、ＮＨＫのシリーズで放送していた番

の機会に恵まれました。
気持ちでした。でも、子どもはつくるのでは

娘のところに、なかなか子どもができませ

ても大きな勇気をもらいました。

なく、生まれるのだというお話に衝撃を受け

ついて生まれるもの。精子が卵子までたどり

てみたいと思っています。
が分かった上でのどうすべきかですので、説

■とてもよかったです。女性で、学者で、真理

つく過程がとても大事。その過程を省くこと

はよくない。危険なのだと話されていたこと

ました。やはり思い上がりの強い人間だった
■利便性や経済性のみが追求され、それに踊ら

ことに気がつきました。
内容です。

得力がありました。経済は人のためにある。

30

そうですよね。永田町の方にも聞いて欲しい

かと思います。生命誌研究館へいつかは行っ

す。人というものが、なんと不自由な生き物

値関係など、良かったです。

38

参加者感想
新春講演会
みやぎ教育文化研究センター

16

た。何か違和感を覚えたものです。摂取した

や体外受精の卵子を摂取する場面もありまし

を覚えています。ちょうどその頃、人工授精

を実感しています。９日に出会った３・ 後

していると、人間より自然の方が大きいこと

隣の小さな町に越してきて、自然の中で暮ら

感です。人工的環境過多の東京から、仙台の

できれば、いのちの大切さがよ～くわかると

学校教育で子ども達と真剣に話し合うことが

事。あらゆる生物の祖先はひとつ……など、

■生きものは多様で、生きものはプロセスが大

にできた仙台の羅須地人協会や、 日に見た

思います。

卵子を他の研究に使っていいですかという承

ろな場面で考え続けなければならない深い内

うという話が印象的でした。これからいろい

ではなく、人間という自然をも破壊してしま

■自然の破壊が、いわゆる自然環境を壊すだけ

■ 生 命 を 感 じ て 生 き て い く こ と の 大 切 さ、 生

容をもったものだと思いました。

沖縄の映画の辺野古の住民・漁民たちの気持

命のつながりを語ることの大切さ。学校に少

ちに共感しています。

しでもそのような時間をつくっていきたいで

直した気がします。ありがとうございました。
を改めて思いました。元をたどれば同じ祖先

■今、生きていることの素晴らしさ・不思議さ
す。

いる植物もヒトも、地球の中で共に生き

＜高学年向き＞
『ヤクーバとライオン、＜Ⅰ＞ 勇気』
『ヤクーバとライオン＜Ⅱ＞ 信頼』
ティエリー・デデュー作 / 柳田邦男訳 講談社
真の勇気とは何かを重く考えさせられる。
（のぞみ文庫 川端英子）

から続いていることや、虫も雑草と言われて

われているのだろうと思ったものです。今日

諾書をとっているのでした。どんなことに使

11

は久しぶりに生命の研究の根本・基本を学び

10

＜中学年向き＞
『いのちをいただく』内田美智子作／諸江和美イラスト
西日本新聞社
数年前、岩沼市のＰＴＡのお母さんから紹介された本
です。
「授業参観の時しのぶ君はお父さんの仕事をまと
もに言えなかった。
」食肉加工センターに勤める父と息
子の心の葛藤を描いて、いのちの大切さを深く考えさ
せられる。絵本も出ているが、この本のイラストのほ
うが内容にふさわしい。
『６わのからす』レオ・レオーニ作／谷川俊太郎訳
あすなろ書房
農夫とからすの麦をめぐっての争いはどうなったか。
戦争をしたがる人に読んでもらいたい。
｛紙芝居｝
『のばら』原作・小川未明 / 脚本・堀尾青史
絵・桜井誠 童心社
学校でも是非紙芝居を活用してほしい。静かに深く
平和を願う作品。

ているという意識が世界中で共有できれ

＜低学年向き＞
『ふまんがあります』ヨシタケシンスケ作 ＰＨＰ研究所
子どもと大人の付き合いにはユーモアが必要！読み手
の心も耕す絵本。

ば、違いを超えられるかもしれないと、
希望がもてるお話でした。
土に触れて子どもが育つことが当たり
前、子どもは失敗をしながら育つもの、
手をかけなければならないもの、思い通
りにならないもの、という大人の視点が
とても大切だと思いました。ぜひ子育て
をしている若い人たちや保育士 教
･ 師た
ちにも聞いてもらいたいと思いました。
■生命科学の視点から社会を読み解く試み
は新鮮でした。生命に対する考え方をど
のように学び、現在にどう位置づければ
いいかを考えさせられました。
■被災者の一人として、絶望の中で生きる
人たちとのつながりをつくろうと生きて
います。
自然と人間社会の関係を考えていこう

17

という姿勢がとても大切だと思います。
「想定外」という言葉はもってのほか。同

読みきかせにおすすめの本

参加者感想
新春講演会
みやぎ教育文化研究センター

子どもと学校

制的とも言える「学び」の中で、指導する

合教研であったが、校内研究という半ば強

要な用具を用意しておくとよい。これまで

を理解させておくとともに、それぞれに必

当時間６時間・予めいろいろな版画の方法

キルタイム」や「朝読書」のように、「クロッ

た。現在、
多くの学校で取り組まれている
「ス

開北小学校は、図工で校内研究を行ってい

校で初めて６年生

画ととらえたい。スキャナを使う方法は、

用した作品も、
『写す』という広い意味で版

り込んだ画像を加工した作品やコピーを利

時間が来たら終了という、意外に気楽な取

チするというもので、描き終ってなくても

履き、友達の後ろ姿などを集中してスケッ

載がある。ここには、版画という文化を継

組む。
「 歳の今を絵に表そう。今の自分と
れを見守り援助する」
「自分の作品に愛着を

「子どもが対象とじっくり関わり、教師がそ

て取り組んだように思う。鏡に映った自分

えるかもしれない」そんな言葉を投げかけ

向き合うと過去の自分や未来の自分に出会

とを考えていたのかもしれない。作品から

もち、作品の鑑賞を通じて子ども同士が交

ここ数年、国語と算数に特化した校内研

は、卒業を前に真剣に自分と向き合う 人

の顔と向き合いながら子ども達は、小学校

究が多くの学校で行われている。私が新任

の姿が見えてくる。

流を深め、広げる」という、ゆったりとし

だったころは、国語、算数はもとより、社

生活での思い出を振り返り、これからのこ

承しようとする観点は全く見られないし、

卒業が迫ってきた３学期に自画像に取り

り組みであった。

35

た時の流れを感じることもできない。

12

68

35

18

会や体育、音楽、図工、特別活動など、様々

な教科・領域で研究が行われていた。もち

小学校高学年で図工の時数が削られて以

のに必要な最低限の基礎・基本だけは身に

ろん深い専門的な学びの場は、民教研や組

来、じっくりと時間をかけた作品の制作が

■「学力向上」策の中での
図工・美術教育

難しくなっている。教科書には、２～４時

付けることができた。

〇 枚の自画像「 歳の自分」

■ 二つの実践から気づいたこと

間で終えられる題材（それでさえも丁寧に
仕上げようとすればオーバーしてしまう）
ばかりが並ぶ。木版画の配当時間に至って
は、なんと８時間。これでもまだ良心的な

経験していない彫り進み版画、ステンシル

キータイム」という朝の活動があった。週

人を担任する。当時、

版画、一版多色版画については、教科書Ｐ

１回 分程度、自分の手やランドセル、上

教師になって５年目、石巻市立開北小学

12

を参照させる。スキャナでパソコンに取

方で、別の教科書会社の指導計画には、
「配

35

10

教科書Ｐ を参照させる」との驚くべき記

68

のである。

い」
（
「サイエンスウィンドウ」
）

ネーションの素材を蓄積することはできな

てくる」のである。

やはり、
「見るから描ける、描くから見え

「見るから描ける、描くから見えてくる」

〇木版画「だいくとおにろく」
６年生を卒業させた後、３・４年と持ち上
がる。
「ギャングエイジ」という言葉通りの、

をお薦めする。

■ もっともっと描かせよう

今回、センター通信への原稿依頼を受け、

これまで漠然と抱いていた疑問（課題）に

向き合うことができた。二十数年前の子ど

られてくる「サイエンスウィンドウ」
（独立

このフレーズは、各校の理科主任宛に送

を映し出してくれる。

見て描いた作品は、描くという営みの全て

のあの場所に引き戻してくれた。しっかり

も達の作品は、私を、作品が生まれた当時

行政法人科学技術振興機構２０１３春号）

■「見るから描ける
描くから見えてくる」

その年は、図工の研究を終え、社会で校

「もっともっと描かせよう」これが、新し

明るく、活発で、何でもやりたがる素敵な

内研究に取り組んでいた。地域教材で北上

の特集名である。以下、特集の巻頭言を紹

子ども達だった。

川の渡し船の船頭をしていた方に話を聞き、

い春を迎える前に導き出した結論である。

いる。／描いてみたら、／本当に

みたいに／似てない絵を描く人が

（古川第二小学校）

介する。
手に描けなくてもいいから」と言って。

子どもと一緒に絵を描いてみよう／「上

開北橋がかかった時の様子を取材し、学習
発表会で「だいくとおにろく」のオペレッ
タに取り組む。これは、学習発表会の後に
木版画初挑戦の４年生。やりたがり屋の

あのような世界が／見えてくるの

芸術家の中には、／あのピカソ

子ども達は、新品の彫刻刀を持ちワクワク

取り組んだ木版画作品である。

していた。今思い返してみても「よく取り

かもしれない。
描 く こ と は、 ／ よ く 見 る こ と、

組んだものだ」と思うが、
「大変だった」と
いう印象は全くない。１年生から３年生ま

昔、美術と科学は同じものだっ

／よく想像すること、／そして分

たという。／今の人も昔の人も／

かること。

しなかったと記憶している。社会科の学習

なぜ描こうとするのだろうか。／

で、図工の校内研究で「鍛えられた」子ど

や学習発表会での取り組みを通じて、
「だい

も達は、下絵を描くことにはそれほど苦労

くとおにろく」の世界にどっぷりと浸かっ

それは、
きっと／今まで見えなかっ
子どもも大人も、／描き出す力

ていたことも大きかった。子ども達は、新

を膨らませよう。／美術の世界を

たものを見たいから。

いう音と感触を楽しみながら彫り進め、作

しい彫刻刀を手に、
「コリコリコリコリ」と
品の刷り上がりを楽しんでいた。
「本物を知

科学で探ってみた。
大変興味深い内容である。一読

らなければ、想像で描きたくても描けない。
本物と向き合った経験がなければ、イマジ

19

●教育時評

《子ども》の
年齢と法律
する条約（子どもの権利条約）にい

四年に批准している児童の権利に関

（平成十二年）も同様、日本も一九九

れ、児童虐待の防止等に関する法律

下げられた（施行日は平成二十八年

八年以上の者」に選挙権年齢が引き

七年）の法改正によって「年齢満十

めていた。しかし、昨年（平成二十

今までより二年早く行けたくらいで、

は困る。たまに行われる国政選挙に

扱いして何が悪いのか、と短絡して

だから、市民社会において「成年」

る。選挙権年齢を十八歳で認めるの

憲法改正に必要な国民投票の投票権

けられていた保護の水準も下げる、

十歳」のままなのに、
である。これで、 これまで十八歳・十九歳の若者が受

う「児童」も「 歳未満のすべての者」 六月十九日）
。民法の
「成年」
年齢は
「二
ところで、何歳になるとどんなこ

を対象としている。

でいる。二十歳未満の者は
「未成年者」 適用年齢についてはどうか、といっ

成年に達した者を「成年者」と呼ん

歳に引き下げるべきか、③少年法の

ことのできる年齢のことを「成年」
、 るか、②民法の「成年」年齢も十八

」と規定しているのは民法
以上を前提に、目下考えねばなら
「子ども」とは何歳までを指す言葉 年とする。
単独で（親権者の同意なしに） ないのは、①満十八歳の高校在学者
か。個々の法律において「子ども」 であり、
の定義、線引きの仕方は様々である。 法律行為（契約の締結など）を行う が政治活動等を行うことを制限でき

育成することを目的とする。少年法

保護的・教育的措置によって健全に

罪を犯した非行「少年」を「成人」

少年法は、保護主義の理念に基づき、

とは「満二十歳以上の者」をいう。

十歳に満たない者」をいい、
「成人」

という議論は、価値的にまったく釣

法律によって、その立法趣旨も異な

①は、有権者としての自由な政治

の適用年齢を引き下げれば、十八歳・

伸行

るからである。子どもの読書活動の

と呼ばれ、親権者の同意なしに結ん

活動と、政治的中立性が求められる

り合っていない。現代の若者は総じ

推進に関する法律（平成十三年）で

だ契約は後から取り消せることにし

学校という場の特性を、どう調和さ

十九歳の若者を保護・教育の機会か

とができるようになるかについて、 も「年齢満十八年以上の者」に認め

は、
「おおむね十八歳以下の者」と

て、生き馬の目を抜く自由競争社会

ら締め出すことになるが、これまた、

て成熟に時間を要する。よって、
「成

ファジーな線引き。子ども・子育て

から保護されている。民法が定める

せるかという問題である。宮城県・

ることが確定した（日本国憲法の改

支援法（平成二十四年）では、
「十八

仙台市では、校外での政治活動等に

選挙権年齢の引き下げと連動して考

正手続に関する法律）
。

歳に達する日以後の最初の三月三十

ついて事前の許可や届出を不要とす

たない」のに罪を犯してしまう人の

法律はこれまた様々なラインを設定

一日までの間にある者」
、つまり、高 「成年」制度は、市民社会の基本ルー
校卒業相当の時期までとしており、 ルと言える。

生徒の自主的判断に委ねる方向性は

している。
「年齢二十歳をもって、成

市民社会を支える民主主義的制度
児童手当法（昭和四十六年）の「児
童」もこれと同じである。ちなみに、 について、日本国憲法は「成年者に
よる普通選挙」を保障しているが、「成

多くは、成長発達の機会が十分に保

児童福祉法
（昭和二十二年）
にいう
「児

もそも法律の条文に「子ども」とい

の定義規定自体が置かれてない。そ

公職選挙法（昭和二十五年）は選挙

」と
比較的最近のことであり、それまで の資格は、法律でこれを定める。
は専ら「児童」の語が使われてきた。 しており、これを受けて制定された

う言葉が使われるようになったのは

権を「年齢満二十年以上の者」に認

純ではない。日本国憲法は、
「選挙人

権があるのかというと、実はそう単

と連動して二十歳以上の国民に選挙

齢問題もあらためて注目を集めてい

が先行したため、民法の「成年」年

年、選挙権年齢を引き下げる法改正

の観点からの反対論も根強い中、昨

年）ものの、世論では未成年者保護

する答申を行っていた（平成二十一

でに法制審議会が引き下げを適当と

②の「成年」年齢については、す

ることができない所以である。

少年法適用年齢引き下げ論にも与す

べき必要性には何ら変わりがない。

保護・教育による立ち直りを支援す

八歳で選挙に行けても行けなくても、

きた若者であることからすれば、十

障されない劣悪な環境を生き抜いて

（弁護士）

童」は「十八歳に満たない者」とさ

る指針をまとめたとのことであり、 える根拠に欠けている。
「二十歳に満

と区別し、できるだけ刑罰によらず

③の少年法では、
「少年」とは「二

年」年齢の引き下げには反対である。

子どもへの支援における国の責務等

適切であろう。

た問題である。

を定めた子ども・若者育成支援推進 年者」の定義は憲法に書かれていな
「成年」について定めている民法
法（平成二十一年）には、
「子ども」 い。

花島
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は縁が少なく、記憶にあるのはロクで

い為、狭義的な意味においての先生と

金の卵の私は学生であった期間が短

や、指導ではなく自分の考えに従わせ

した。怒ると叱るの分別がつかない者

物の先生を見付けるのはとても容易で

そんな反面教師のお陰もあって、本

な牧場に放牧されなければ育まれない

の１冊だけでした。そんな長閑で広大

お貸し下さった本に至っては、たった

められた書物はほんの数冊で、実際に

年の長きにわたるご指導の中で薦

ないのですが、彼女は先生が新米教師

困らせるのだとか。詳細はよく分から

て、今でも時折、心の中で屹立しては

先生の中にはある一人の少女が居

もたちは、色々な「顔」をたくさん見

もない負の思い出ばかり……。特に小
ようと「私導」する者を、避ければい

ものも在り、私はそこで良質の言の葉
を綴っています。ちょっとお茶目な小

私は今、とある国語の先生の元で詩

私にとって、非常に重要な時間でした。

れは、識字は出来ても読字に難のある

来、反芻することが許されました。こ

で出来た牧草をのんびり食むことが出

睨み据えているらしいのです。
（いい

先生？」と言わんばかりに、眼光鋭く

について「本当にそれで良いのですか

の頃に受け持った生徒のようで、何か

う名目で陰部を隠す手をどかし、私達

ちんと体を拭いているか確かめるとい

衣場の足拭きマットの上に立たせ、き

彼は風呂上がりの生徒を一人ひとり脱

また、あれは林間学校の宿だったか。

た。すると先生は、学のない私のこと

なられた所を見計らって師事しまし

を作り、酒宴の席で程好く酩酊状態に

を受けた私は、勝手に先生の詩の私塾

驕らず押し付けない在り方に強く感銘

立場が有るのにもかかわらず、決して

き合い続けて居られます。肩書きやお

イヴァーの私はようやく私を見付け、

でした。そのお陰で、アダルトサヴァ

私を、咎めることは一度もありません

詩でしか自分の気持ちを表せなかった

たいと思います。

奥ゆかしい言葉たちを紡げるよう励み

詠めない私ですが、私も先生の様に、

た。未だ時候の挨拶も出来ず雪月花も

凌駕していたので、本当に助かりまし

のワークショップで常に心に留め置

勢を、フリースクールにおいて催す詩

穏やか～なご鞭撻の程、宜しくお願い

塾長、今後とも柔らか～なご指導と

（詩人）

致します。大還暦の、その日まで。
れが奏功し、綴られた文字の中に子ど

き、子どもたちと接してきました。そ

ます。私はこの「求めない」という姿

少しずつ自分に近付いている様に思い

うしようもなく厭世的で理性を遥かに

て頂いたことがあります。あの時はど

ら大丈夫だぁー」と、しなやかに救っ

話した際に、
「あんたぁー、優しいか

全にぶっ壊れて嗚咽しながら先生に電

そんなオダツモッコの私は以前、完

た……。

だ！」と事ある毎に先生を詰るのでし

もお」の主人公の様に、
「そうだそう

い彼女の陰に隠れて、アニメ「団地と

ぞ少女、その調子だ）私はそんな逞し

田実さんといった風貌のその先生は、

わたしの出会った先生

を辱めました。私はこの、プライベー

をモゾコク思ったのか事態があまり呑

先生は見守るのがとてもお上手で、

傘寿を迎えて尚ご自分の言葉に慢心せ

せてくれました。

学校５・６年の時の担任なぞ、最悪で
いのですから。

15

した。その名も、
「Ｓ・Ｍ」センセイ
……。
（単なるイニシャルであり、彼
の性癖とは何ら関係ないものと思われ
ます）
あるとき彼は、自習中に騒いでいた
クラスの半数近くを黒板の前に整列さ
せ、女子は定規で、男子は平手で、一
人ずつ引っ叩いていきました。普段か
ら目を付けられていた奴なんかは、斜
めにシングルアクセルしながら吹き
飛ばされてしまった程でした。このと
き私は具合が悪かったのか、奇跡的に
チョドシテいたので難を逃れました
が、眼前で行われた公開処刑には色々

トゾーンのプの字も知らないゲスの極

み込めていないのか、とてもご機嫌な

と考えさせられました。

み教員の奇行のお陰で、軍隊などの縦

ずに、膨大な語彙たちと常に慎重に向

社会にはびこる権力の悪用にヘドが出

ご様子のままだったので、晴れて塾長
に就任して頂くことと相成りました。

21

る体質の素地が形成されました……。

13

みやぎ教育相談センター相談員

子
光
谷
金

二年目の雑感

な経験をしてもらいたいと教師間でアイ

具を工夫する日々。例えば、酸素ボンベ

自己肯定感を育むはずの学校で「自分は
り、そのたびに悔しく残念な気持ちになっ

が常時離せないお子さんに細心の安全管

一昨年四月から、みやぎ教育相談セン
方々のお話を伺ってきました。相談内容

ています。
「明日が待ち遠しく思える学校

理を行いながら、楽しめる遊びにどのよ

デアを出し合い話し合いを重ね、教材教

は、日常の家庭生活での困りごとのよう

はどこへ」
「なぜ一人一人の子どもが大切

うに参加させたらよいか考える……、例

だめな人間」と自信を失っている例があ

なお話から、深刻な悩みまで多岐にわたっ

にされないのか」という思いです。

ターで週二日、相談員としていろいろな

ていて、背景となっている世の中につい
向き合う日々です。以下、一年を振り返っ

てくれたのが障がいのある子どもたちで

可能性を持っているという発達観を培っ

せるという究極の価値、どの子も大きな

私にとって、すべての命を大切に輝か

ですが、一人一人の状態に合わせて工夫

をつけて音を遮断する……、あたりまえ

や活動時間の配慮をする、ヘッドフォン

個別の活動を保障し、グループの大きさ

えば、不安が強く集団に入れない子には、

ても考えながら、一人一人の方の悩みと
て感じていることについて述べて、みな

し た。 教 員 生 活 の ほ と ん ど を 養 護 学 校

をしなければ学習活動は成り立ちません。

さんと考えていきたいと思います。

（ 支 援 学 校 ） に 勤 務 し、 障 が い の あ る お

と許されず、校内でも理解が得られない

保つ必要のあるお子さんが「怠けている」

となりました。保健室利用で落ち着きを

とすることを学校が制限する現状が話題

で教室に行けない生徒が保健室を居場所

も時々感じる思いです。学校を休みがち

ていたのです。それは、相談センターで

やもやした疑問がしばらく胸の中に残っ

味深く勉強になりました。ただ、何かも

の参加があり、たくさんのレポートが興

員、研究者、学生、保護者など多くの方

をお手伝いしながら参加しました。教職

は「登校拒否、不登校の克服」の分科会

開催され、私たち相談センターの相談員

昨夏、教育のつどいの全国大会が仙台で

る大切な時間、せっかく学校に来てくれ

保護者の方の協力があって成り立ってい

をしていただいている子どももいました。

い、中には登校時間に合わせて経管栄養

くれました。身支度を整え、食事を手伝

方たちは希望を持って学校に送り出して

安なつらい気持ちを抱えてきた保護者の

わが子に障がいがあることがわかり、不

り、
活動を終えて「また明日」と帰ります。

こにこして降りてきて一日の活動が始ま

した。子どもたちはスクールバスからに

められ入学を果たした忘れられない年で

子どもたちが、長い運動の末に権利が認

除という制度で在宅となっていた重度の

一九七九年です。それまで就学猶予・免

のスタートは養護学校義務制が始まった

の擬似体験プログラムを学んだこともあ

さらに外部講師をお願いして発達障がい

デ ィ 体 験 研 修 な ど か ら 学 び あ い ま し た。

校の施設や教材を活用したキャップハン

ことを机上の知識だけではなく、支援学

環境調整ということがとても大切になる

参加できない状況が生まれてしまいます。

れてしまう、無理解な人的環境では社会

環境が整っていないために活動が制限さ

て き ま し た。 支 援 の 第 一 歩 は 理 解 で す。

特に発達障がいの理解は何度も取り上げ

ま し た。 テ ー マ と し て は 障 が い の 理 解、

に向けて研修を公開する試みを行ってき

支援学校は地域の先生方や保護者の方々

援教育」がすべての学校で始まってから、

めた一人一人のニーズに応じた「特別支

知的な遅れのない「発達障がい」を含

障がいのある
お子さんたちから学ぶ

というのです。センターでの相談事例の

た子どもたちに学ぶ楽しさ、わかる喜び

分かり合うには

いくつかでも、サポートする側の先生や

を味わってもらいたい、学校生活で豊か

子さんたちと接してきた私の障害児学校

学校の環境がその子の「障害」になる例や、
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という支援やどんな社会の環境が必要か

トが必要か、
足の不自由な方には「車いす」

ます。 目の見えない方にはどんなサポー

を学び、どの子も学びやすい環境を考え

たちの学び方がみんな同じではないこと

研修をとおして、同じ教室にいる子ども

ら想像力を鍛えるものです。このような

場ならどのように感じるかを体験しなが

ります。自分がもし障がいのある人の立

だ日の浅い分野なのかもしれません。

ことなのに教育の長い歴史のなかではま

育」の始まりから九年、
「あたりまえ」の

るようになってから三七年、
「特別支援教

体の障がいの重いお子さんが学校で学べ

とらえたいと思います。知的障がいや身

る社会の実現」という理想の道の途中と

ない人も違いを認め合い共に豊かに生き

でも「障がいや生活上の困難のある人も

いけることが大事なのではないかと思っ

て援助を受けながら、自分らしく生きて

ろはあるのですから、そのニーズに応じ

かが問題ではなく、誰にでも苦手なとこ

ところは違います。障がいがあるかない

断名でも人それぞれ長所があり、苦手な

のです。診断を受けたとしても、同じ診

い生き方を制限するものではないと思う

ればと思っています。決してその人らし

不安やつらさをわかってあげられなかっ

んだり教室を飛び出したりする子どもの

教師として未熟だったときには泣き叫

す。理解の一助になっていたでしょうか。

んな支援が必要か考えるといったもので

してつらい人たちの気持ちを理解し、ど

いろいろな刺激で集中できなくなったり

しが持てなくて不安になったり、教室の

をめざしているとのことでした。当事者

身が選んだ大学で学び、その先の大学院

きたという報告です。現在は、娘さん自

学級を「利用して」自分らしい学びがで

ちに支えられ、障がいを受け入れ、支援

子で揺れながらも、理解してくれる人た

娘さんが「発達障がい」と診断され、親

ありました。小学校から不登校になった

*
*
前述の全国大会では救いとなる事例が

ればなりません。
「子ども・父母・県民の

心を大人にも子どもにも育てていかなけ

に立って、人の痛みや喜びに共感できる

ばかりです。想像力を鍛え、相手の立場

待、いじめ……、胸が痛くなるニュース

新聞を開けば、子どもや高齢者への虐

ています。自分自身の好きなこと、よい

たこともありましたが、子どもたちとの

として娘さん本人が「苦手なところ含め

ために」
「誰でもが安心して相談できて、

たこと、保護者の方たち、同僚から人と

り出す尊い仕事にかかわらせていただい

し、一人一人の良さを見つけて社会へ送

子さんの笑顔を引き出そうと仲間と努力

こと、手帳を持ったことで自分を認めた

悩む方の相談もあります。診断を受けた

います。自分自身の「障がい」について

さを言葉にしてくださる方々と出会って

*
*
今、相談センターでは大人になって苦し

た方の幸せのお役に立てればと思ってい

健やかな成長を願い、微力ながら、出会っ

く役割があると思っています。子どもの

みながら発信してくれたことを伝えてい

たちは、相談者の秘密は守りつつ、苦し

ざそう」という設立の原点を大切に、私

誰でもが大事にされる相談センターをめ

最後に

うな相談を心掛けています。

ところに気づくお手伝いをしていけるよ

活動から学び、さらに高等部ができ、言

て自分は自分」と語ってくれました。

考えるのと同じように、次の活動の見通

葉にできる自閉症の生徒と出会い、その

して大切なことは何かを学んできた日々

くないと苦しんでいる方もいます。私は

苦しさを生徒たちからも学びました。お

にあらためて感謝の気持ちが湧いていま

ます。
すくする道具ととらえ、上手に活用でき

はなく、苦手なところへの援助を受けや

「障がい者手帳」はレッテルを貼るもので
理解がまだまだ進んでいない現状にた

す。
びたび悔しい思いもしていますが、それ
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相談センター報告（第３回）

おすすめ映画

２月の映画あれこれ
忙しい時ほど映画を見たり、本を読んだりしたくなる時がある。２月に見た４
本を順に紹介してみる。

組みについて話し合う。
想について話し合う。
日 武庫川大の上田さん
日 フォーラムで話題提
来室、一緒に向洋中学校
供をしてくれた東北大４
︿ 月﹀
の総合学習を参観、２回
年生が来室、この春から
５ 日 仕 事 始 め、 民 教 連・ 目となる生徒たちの聞き
は宮城で教師として働く
冬の学習会でセンター担
取り調査発表を聞く。子
とのこと。年度末の運営
当の講座を行う。
ど も と 授 業 を 考 え る 会。 委員会案内を発送する。
６日 民教連冬の学習会２
内容は「定ちゃんの手紙」 日 仙台の子どもと教育
日目。午前中、社会科の 「かさこじぞう」を扱い、 をともに考える市民の会。
分科会に参加。あすと長
話し合う。
年末に予定の設立 周年
町の仮設住宅でのコミュ
日 社会科教科書問題検
記念の講演講師の人選な
ニティづくりの話を、元
討委員会に出席。
ど話し合う。
自治会長の飯塚さんから
日 フ ォ ー ラ ム 座 談 会。 日 川前小学校Ｓ先生の
聞く。
午後、春日さんとつうし 「かさこじぞう」の授業を
８日 新春講演会準備。書
ん別冊を含め次号の編集
参観。能力・発達サーク
籍が届かず出版社に連絡
について話し合う。
ルのメンバーと授業につ
する。
日 「教育」を読む会。山
いて話し合いを持つ。
日 中村桂子さんの新春
崎隆夫さんの「子どもが
日 「教育」を読む会。午
講演会に１００名以上参
授業の中で夢中を生きる
後は、宮教組・民主教育
加で満席に。内容も新鮮
とき」を読み合う。
をすすめる宮城の会と共
でとてもよい会になる。
日 道 徳 と 教 育 研 究 会。 催の「３・ を考えるつ
日 年明け最初の事務局
戦争期日本の道徳意識と、 どい」
。
会議。冬の学習会、中村
現職教師の道徳観・道徳 ︿ 月﹀
桂子さん講演会などを報
教育観について報告、話 ６日 依頼していた通信原
告・話し合う。また今後
し合う。
稿、 全 部 集 ま る。 特 集・
の 震 災 を 考 え る つ ど い、︿ 月﹀
座談会の記録を整理。
つうしん 号の内容につ
日 事務局会議。中森さ ７日 「主権者教育を考える
いて議論。
んから大川小問題を学校
３ ７
･ 市民集会」に出席。
。 論として取り扱う必要が
日 ゼ ミ ナ ー ル sirube
日 事務局会議。 日開催
今回は啓蒙期の教育思想、 あるのではと提起受ける。 予定の運営委員会の議題
具体にはスピノザ、ディ
内容について話し合いを
日
号つうしんの座談
ド ロ、 エ ル ヴ ェ シ ウ ス、 会を行う。
する。
コンドルセを扱う。
、
日
ゼ
ミ
ナ ー ル sirube
日
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
日 向洋中学校の瀬成田
ジョン ロ
ジ１日のダイアリーアク
･ ックの教育思
さ ん の 総 合 学 習（ 防 災・ セス数、過去最高の 名
想を扱う。
震災教育）を参観。子ど
日 武庫川大の田中さん
に。
もたちの聞き取り調査の
来室。今後の被災地聞き
日 つうしん原稿、早々
発表会を聞く。
取りのことなど話し合う。
と川端さんから届く。
日 午前「仙台の子どもと
日 映画「かすかな光へ」 日 道徳と教育研究会
教育をともに考える市民 （太田堯）の上映実行委員
日 教科書問題を考える
の会」事務局会議。
「みや
県民のつどい。
「教育」を
だった、東北大４年生が
ぎ教育のつどい」事務局
卒業前に挨拶に来る。夜、 読む会。
会、講演講師を誰にする
日 第２回運営委員会
子どもと授業を考える会
かを中心に来年度の取り 「えんぴつびな」の授業構
（菅井）

発行：（一財）宮城県教育会館 みやぎ教育文化研究センター 2016・3・31

発行責任者：菅井
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TEL 022―301―2403 FAX 022―290―4026

〒 981―0933 仙台市青葉区柏木 1―2―45 フォレスト仙台４F

「みんなのための資本論」 クリントン大統領政権下で労働長官を務めた経
済学者ロバート・ライシュ出演のドキュメンタリー。原題は「 Inequality for
」邦題は訳した人のセンスか？ 格差そのものが問題なのではなく、その格
all
差がいつ顕在化するかが問題なのだ、と。アメリカの後を追いかける日本？ し
かも、主人の要望を、強制されずとも慮り行動する奴隷
のごとく、空気を読み動く傾向の強い日本人としては何
とも言えない危うさ一杯。でも、知ること、考えること、
そして行動することは何より重要なのだと思わされる。
「Ｖｏｙａｇｅ」 どんな映画？ と聞かれたら、ある
視点から言えば、若い青年の裸が次々と出てくる映画。
別な視点から言えば、人生と旅と生と死、そして若さの
映画。好き嫌いは別として、妙に心にひっかかる映画
がある。
自分が何に引っかかるのかを考えるのも面白い。
私にとってこれはそんな映画の一本のようだ。
「踊る旅人・能楽師津村禮次郎の肖像」 伝統芸能、
その身体の使い方には力がある。芸能に限らず時の洗礼
を受けて残っているものには人を感動させる何かがあ
る。そして、そのうえに新しい挑戦があり、またそれが
人を惹きつける。身体的なことには理屈抜きに魅かれる
何かがある。ましてやそれが、自分よりだいぶ年上の人
だったりすると、人の体というものは手入れと訓練次第
で結構使えるものなのだろうか、と錯覚してしまう。
「Ｓｅａｓｏｎｓ」 チラシや、予告から想像していたも
のと実際に見た感じが大分違った映画。どうやって撮影
したのだろうと思う映像がたくさんあった。そんな中
で一番驚いたのは狼の顔の豹変。歯をむき出した時の残忍そうな（というのは人
間の勝手な思い込みだろうけれど）
。何とも恐ろしい顔つきといったら、ギーガー
のエイリアンなどはこんなところからも影響されているのではと思わせられた。
（宮原淳子・仙台商業高等学校）

e - m a i l : m k b kc@forestsendai.jp

http://mkbkc.forestsendai.jp

15

25

22

23

25

27

３

11

14

15

21 20

25

27

28

29

30

31

２

12

13

15

16

17

１

11

15

18

21

26

82

82

33

11

