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また、進学できる高校が他にもあると思われる

が、以下のような状況の生徒も本校を選んで受験

・ 友人関係などで地元の学校への進学を希望

して来ている。
しなかった生徒

・ 経済的な理由などで遠くの高校へは通えな
い生徒

・ 他の高校に進学したものの、その学校での

学習や生活に馴染めなかった生徒

これらの受験生に対し本校の入試においては、

開校時と現在とで若干の対応の差はあるものの、

ほとんどの受験生を受け入れている。但し、受験

生が定員に満たない状態であるにもかかわらず、

他の定時制高校と同様に毎年若干の定数内不合格
者を出している。
３、入学後の状況

入学前の状況と入学後の状況の関連性は個人差

が大きく、いちがいには言えない。しかし極めて

大雑把な傾向としては以下のような状況であると

・ 何らかの障害を持ち、様々な支援を必要と

校が続かなかった生徒の場合は、本校に入学

どがあった生徒や、同じような理由で他の高

・ 学校生活でのルール違反や反社会的行動な

言える。

する生徒ではあるが、支援学校ではなく普通

は、それまでの生活が改善されず欠席が続き、

・ 他の学校からの編入学・転入学者について

しても学校生活が続いていない状況が多い。
を探して受験して来た生徒

高校で学ぶことを希望して進学できるところ

が著しく不得意な生徒

・ 学校での勉強が嫌いな生徒や学校での勉強

どがあった生徒

・ 学校生活でのルール違反や反社会的行動な

徒

・ 不登校などにより調査書点が著しく劣る生

わが「田尻さくら高校」

２０１３みやぎ教育のつどい「不登校分科会」提出レポートから

第７号

思われる、以下のような状況の生徒が受験して来
ている。
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される場合が多い。しかし入学後、良い友人

を希望しなかった生徒の場合は、環境が改善

・ 友人関係などの理由で地元の学校への進学

学進学などの進路が拓けた例も多くある。

境の変化に伴い、伸び伸びと学業に励み、大

学習が継続せず退学してゆく例も多いが、環

気にかけてもらっていることが励みになってい

てからも中学時の先生との交流が続いており、

職し、既に３年目を迎えている。高校に進学し

３年で卒業し、自宅から通える地元の企業に就

寡黙ながらもまじめな学校生活を送り、順調に

達ができた訳ではないが、環境の変化もあって

などによりⅡ部に入学した。入学後も多くの友

の高校への進学にはためらいがあり、親の送迎

き、Ⅱ部に所属して、遠隔地からではあるが親

し二次募集でなんとか受験し入学することがで

ることができず不受験となってしまった。しか

一般入試の受験の際に送られてきた車から降り

る。

職活動に励み、内定がもらえるよう頑張ってい

しか話しができず別室登校だった女子生徒は、

（４）中学校では登校はするものの担任の先生と

関係が作られるとは限らない。
・ 経済的な理由で遠くの高校には通えない生

はなく普通高校である本校で学ぶことを希望

・ 何らかの障害を持ちながらも、支援学校で

男子生徒は、高校２年次より本校に編入学して

進学したが、学校の体制が合わず欠席が続いた

（２）中学卒業後、大学進学を目指して私立高校に

業した。介護職は楽な仕事ではないが、職場で

ともあったが介護職への就職も決まり順調に卒

達もでき、就職試験時などに過度に緊張するこ

の就職を目指して福祉の授業を選択する中で友

の送迎と列車により頑張って通学した。福祉系

して入学して来た生徒は、本校での学校生活

きた。本校の単位制による履修システムが本人

は頑張って仕事に励んでいる。

たようである。

はクリアできても、その後の進学や就職にお

に合い、大学受験に向けた学習は個人指導を受

徒の場合は、学業に励んでいる例も多い。

いてスムーズには進路が拓けない状況はある。

緒に入学した友達が合わないと感じて数日で退

（５）中学卒業後地元の実業高校に進学したが、一

学し、仙台の広域通信制に入学し直した女子生

けながら学習に励んだ。自分が自信を持って大

徒は、私学の高い学費が負担となり１年次修了

学受験ができる学力はまだ身についていないと
感じたため、卒業時の受験は諦めたが、現在予

で退学した。本校へはⅡ部に２年次から編入学

が著しく不得意な生徒の場合は、出席が続か
ない場合も多く、また、授業を休まず受けて

備校に通いながら学習に励んでおり、難易度の

・ 学校での勉強が嫌いな生徒や学校での勉強

単位が取れても、元々の基礎的な学力不足が

人差が大きい部分である。環境の変化に依っ

終わりまで学校を休み続けた。３年次より再び

ん学校を休み出すと行きづらくなり、２年次の

本校入学後も半年程で不登校が始まり、いった

ことができ、卒業後は首都圏の病院に就職した。

履修となったが頑張って資格をとって卒業する

択した。履修登録では午前から夕方までに及ぶ

し、福祉の資格取得を目指して福祉の授業を選

高い大学を目指して頑張っている。

て改善され、他とは異なる単位制のシステム

しかし仕事の面で活躍することができず半年で

（３）中学１年の後半から不登校だった男子生徒は、

克服されているとは言い難い状況がある。

に馴染めると、登校が継続して卒業につなが

登校がはじまり、アルバイトと学業を両立させ

退職し、現在は地元での就職を目指して就活中

・ 不登校を経験した生徒については、最も個

るケースも多いが、一方で、入学後も不登校

ながら徐々に単位を修得できるようになった。

（６）中学時は完全な不登校で、中学卒業後は自宅

の状況が継続してしまう生徒も多い。

えた今年は不登校時とは見違えるような生き生

で引きこもっていた男子生徒は、他の生徒より

である。
きとした学校生活になり、卒業予定者として就

はじめは無口な学校生活だったが、５年目を迎
４、不登校生徒を中心とした事例報告
（１）中学校で別室登校を続けた女子生徒は、地元

2

学校に進学した。経済的な理由もあり新聞配達

もあり本人の強い希望で、卒業後は東京の専門

修得し、音楽を通しての友達もでき、親の理解

に打ち込みながら学業にも励み、順調に単位を

３年遅れて入学して来た。好きなギターの練習

業した。卒業後は自分の希望で仙台の自動車整

友達はできなかったが、学校は休まず３年で卒

徒は、地元でもあり本校を受験した。高校でも

（９）中学時の欠席が１００日を超えていた男子生

たり行かなかったりの生活になってしまった。

来年度は授業料徴収もあるため、退学の可能性
が高い。

５、その他のさまざまな事例報告

（ ）在学中からアルバイトで家庭の生活を支え、

をしながら音楽の勉強に取り組もうとしたが、

備の専門学校に進学したが、友人が居ないこと

言って卒業した女子生徒がいた。在学中は、就

父親の借金を返済することがわたしの夢、と

２００日近くなってしまった女子生徒は、欠席

後は、就職して得ている給料の半分を親に渡し

わりアルバイトの収入で生活費を工面し、卒業

労可能と思われるがほとんど働かない父親に代

面を心配して約一ヶ月で自宅に戻った。現在は、

が多い調査書では田尻さくら高校受験しかない

ている。

）中学では友人関係のトラブルから欠席が

もあり近況は掴めていない。
（

地元で演奏発表の場を持ちながら今後の進路を

と指導されて本校を受験した。高校では友人関

い学校での友達が本校を受験するので、一緒に

間をつぶすことの多かった男子生徒は、数少な

（７）中学時は不登校で、ゲームセンターなどで時

パートとして勤務している。

共に数ヶ月で退社し、現在は縁故で就職して

かし入社した会社に馴染めず、他の新入社員と

係のトラブルはなく、就職も順調に決めた。し

気に高校生活を過ごした。しかし就職活動がう

翌年、過卒で本校に入学し、本校では明るく元

高校に馴染めず中退してしまった男子生徒は、

ど、家庭的に恵まれないところがあり、健康的

を迎えている。現在も卒業が危ぶまれる状況の

どが絶えず、単位の修得が進まないまま４年目

は、本校入学後も友人関係などでのトラブルな

ができないようである。

理なのではないか、という思いから抜けること

的に行っている。フルタイム就労は自分には無

まく行かず、現在は自宅からパート就労を断続

な日々を過ごしているとは言えず、家庭に居場

ため、調査書の発行が認められず、就職活動も

（ ）中学での欠席が１５０日近くになる女子生徒

所がなくゲームセンターなどで知り合った社会

（ ）中学卒業後、地元の全日制高校に進学した男

人と一緒に居る時間が長い生活を送っている。

できない状況である。

子生徒は、地元での友人関係から離れたい思い

多いことを理由に本校への受験を決めた。入学

（８）中学で不登校を経験した男子生徒は、欠席が

度続けると疲れが出てしばらく休むというよう

業を頑張って受けようとするものの、一週間程

在４年目を迎えている。体力的な弱さから、授

は、本校入学後２年目から欠席が多くなり、現

現在は充実した大学生活を送っている。

り組み、卒業後は首都圏の私立大学に進学し、

ステムに馴染んで好きな科目を中心に学習に取

遅れで本校２年に編入学し、その後は本校のシ

もあって２年次の途中で退学した。その後１年

後は自治会活動などにも積極的に取り組み、明

な生活で、今年度の卒業はできなくなってし

（ ）中学での欠席が４００日近くになる女子生徒

るく順調に過ごし不登校を感じさせない生活で

（ ）本校在学中は極めてまじめに学習に励み、仙

あった。卒業後は本人の希望で専門学校に進学

まった。現在は今後の進路を相談中であるが、

うとしており、就職活動に取り組んでいる。

しかし学校は休まず登校し順調に卒業を迎えよ

家庭の事情で祖母に預けられて生活しているな

本校を志望した。近くに親が住んでいながら、

（ ）繊細で優しい性格が故に、進学体制の全日制

模索中である。

楽に取り組める時間が取れず、親も本人の健康

早朝から夕方まで新聞配達で時間が取られ、音

13

14

15

したが、寮生活に馴染めず学校への通学は、行っ

16

台市内の大学へ進学した女子生徒は、繊細な性

3

10
11

12

なり、仙台市内にアパートを借りての通学を始

格と体力的な弱さから遠距離の通学が続かなく
無心するので、お金ではやらず、タバコ屋に行っ

でも車で親が訪ねて来て「タバコ代をくれ」と

落ち着いて学業に励める状況ではなく祖母の意

校納金などを兄が補うこともしばしばあった。

が、学費の負担を渋る祖母に代わり、滞納する

自分の貯金の提供が強要されてしまった。
「トラ

を以下の通りまとめる。

本校を理解していただくため、さまざまな状況

６、学校紹介資料

地方に転居し働きに出ることとなった。

向もあり、高校を退学して他の親戚がいる関東

てタバコを買って渡している。
ための貯金を始めた男子生徒は、数ヶ月でいく

（ ）経済的な理由から進学を諦め就職し、進学の

めたが、慣れない一人暮らしと学業の難しさか
中から大学を休学した。現在は、通院をしなが

らかの貯金を貯めることができた。しかし家族

ら通学できなくなり、体調を崩して２年目の途
らの自宅での療養生活で、徐々に健康を回復し

から「トラブルに巻き込まれたから、その解決

どで、大学からの勧誘に親子共々心を動かされ、

ブル解決のため」との理由の真偽は定かではな

のためにまとまったお金が必要だ」と言われ、

遠隔地の薬学部へ進学した女子生徒は、高校在

① 田尻さくら高校の開設の経緯

かず退学してしまった。現在は自宅に戻ってき

思いを強く感じさせる言動がみられる。現在は

くになるなど苦労して過ごし、母親に甘えたい

けられた女子生徒は中学でも欠席が１００日近

これまで３回の卒業生を出した。入学定員はⅠ部・

を廃校にして開校され、今年で開校６年目を迎え、

で全日制高校として約 年の歴史を持つ田尻高校

の北部地区に作られた多部制単位制高校。それま

宮城県内の定時制高校の再編の一貫として、県

ているようであるが、詳細は不明である。

母娘の関係は良好と思われるが、卒業後は家を

（ ）母子家庭で、幼少期を育児放棄から施設に預

（ ）経済的な理由で就職希望に変更した男子生徒

元々の学力不足を補うことができず、学業が続

い。

（ ）本校在学中の進路ガイダンスや学校説明会な

つつある。

20

21

学中から進学に向けての勉強に取り組んだが、

17

一ヶ月分の給料に相当する額のお金がなくなっ

順調に生活を送っていたが、自分の財布から約

は、自宅から通勤できる地元の会社に就職した。

いとの事情があるようだ。

が再婚するのに娘が一緒にいるのは歓迎されな

就職を決めた。生徒自身の言葉に依れば、母親

出て就職するよう母親から言われ仙台市内への

ある。

ことはなく、過去３回の卒業生も毎年 名程度で

Ⅱ部で１２０名であるが、入学生が定員に達した

の、父親は体調不良で病死してしまった。実の

両親の離婚で兄と共に父親に引き取られたもの

定してそれぞれの部に分けて生徒募集を行う形で

多部制とは、授業時間をいくつかの時間帯に設

② 多部制単位制とは

きた時期でもあったので、一時は会社も続けて

あるが、他の部の授業も受けることができるよう

（ ）祖母の家から通う女子生徒は首都圏で生まれ、

欠勤するなど本人の精神的な落ち込みは大き

母親は首都圏で新しい家庭を持っており、子ど

徒は、給料日も、給料の額も、貯蓄をしている

出てひとり暮らしで通う就職先を選んだ女子生

は苦労しながらも自立して地元で働いている

し、祖母はあまり孫の子育てに誠意はなく、兄

く宮城県の父方の祖母の元で育てられた。しか

自由選択科目及び総合的な学習の時間と合わせて

単位制とは、定められた必履修科目を履修し、

単位以上を修得して３カ年以上の高校在籍に

ことも一切親には話していない。しかし、それ

（ ）金遣いの荒い親から離れたいと願い、自宅を

かった。

60

に運用している。

しまった。就職して約半年経ち疲れのたまって

ていることに気づいた。本人の推測では身内の

60
もを引き取ることはできなかったため、やむな

22

者の行為が疑われるが、口に出せずに終わって

18

19

74

4

りクラス単位での授業はなく、留年や落第の概念

拠って高校を卒業する制度である。学年制と異な
て、３年で卒業できるシステムが運用されており、

で １日６時間前後の授業を受けることを可能にし

い生徒がストレスを感じたり不満を持ったりする

や指導のなかで、チューターと上手く折り合えな

どを緊密に行わざる得ない状況で、それらの連絡

⑥ 教員の勤務時間について

状況はある。

田尻さくら高校の教員の勤務時間は３パターン

本校では原則として３卒を前提とした履修指導が

⑤ 教員の体制

あり、８時 分からの勤務（Ａ勤）
、 時 分から

行われている。

単位制で一定数以上の科目を開設している学校

もない。
③ 授業時間帯について
田尻さくら高校の授業は 分授業で行われ、１

には、教員定数に加配があるが、基本は全日制と

の勤務（Ｂ勤）
、 時 分からの勤務（Ｃ勤）となっ

分、 校時の終わりは午後７時である。１校時

校時から 校時まであり、１校時の始まりが８時

同じ定数である。本校では全ての授業で少人数指

17

05

17

05

10

職員の打ち合わせの時間として確保している。Ⅰ

55

田尻さくら高校では、クラスという概念のない

16

から４校時がⅠ部の授業時間、７校時から 校時

ている。全員の教職員が揃う時間帯はＣ勤開始の

15

時 分からＡ勤終了の 時 分までであり、そ

11

の中で夕方の 時 分から 時 分の 分間を教

15

部のチューターであってもＢ勤やＣ勤の日は、Ⅰ

となっている。

導を行っているので、先生方の授業時間は多くな

ＨＲのような）時間をⅠ部・Ⅱ部共通で設定して

11

システムで、クラスの代わりに ～ 数名毎に班

16

の卒業を認めても良いのではないか』との見地か

に３年で卒業できる状況の生徒に対しては３年で

時制に編入学や転入学する状況があるなかで、
『既

日制から、既に沢山の修得単位を持った生徒が定

る制度が導入されるようになり、また一方では全

認定試験）などの様々な検定合格を単位に認定す

以外の英検や漢検、数検、簿記検定、大検（高卒

年からの高校での単位制導入に伴い、学校の授業

間で卒業するシステムである。しかし、１９８８

定時制は本来、一日４時間の授業を受け、４年

④ 定時制の３卒とは

おり、チューターがいわゆる従来の担任の仕事と

己責任で学校生活を送れる生徒は極めて限られて

徒が居ることに対する対策であるが、現実には自

折り合いがうまく行かず不登校になってしまう生

ムが作られた。このシステムは、担任の先生との

に相談に行っても良いという考え方でこのシステ

責任で行うことを基本とし、生徒は誰の先生の所

る点数を取ることなど、すべてが生徒自身の自己

ること、授業を受けること、試験を受けて合格す

れ、生徒は自己責任で学校生活を送り、学校に来

スの生徒の指導に当たるという従来の概念から離

して置いている。クラス担任が責任を持ってクラ

を作り、チューターという名称の教員を担当者と

定して軽食販売を行っている。

ている。代わりに、午後５時前後に休憩時間を設

部という名称を用いて夜間給食法の適用を回避し

了は午後７時なので夜間ではないと解釈し、夕間

行われているが、田尻さくら高校のⅡ部の授業終

ても、いつでも会えるという訳ではない。

のはない。生徒が職員室にチューターを訪ねて来

部の朝のＳＨＲ、Ⅱ部の帰りのＳＨＲのようなも

の授業が終わる時刻は勤務時間外になるため、Ⅰ

のチューターであってもＡ勤やＢ勤の日は、Ⅱ部

部の授業が始まる時刻は勤務時間外であり、Ⅱ部

夜間定時制では夜間給食法に基づき夜間給食が

⑦ 給食について

ら、定時制での３卒が制度化された。多部制高校

同様に、担当する生徒への指導や家庭への連絡な

いる。

14

20

ので、６校時終了時に掃除と諸連絡のための（Ｓ

がⅡ部の授業時間とし、５・６校時を併修の授業時

15

り、週当たりの持ち時数は全日制並に ～ 時間

10

45

間と称しているが、３卒を基本にしている学校な

35

10

10

では所属する部以外の時間帯の授業も受けること

5

10

10

45

⑧ 部活動について
大きい。

れ、入学時や新年度を迎える時期の経済的負担は

欠の財源として全日制並みの団体費の徴収が行わ

たいと願い、これからも一人一人の生徒に寄り添

く、社会生活につながる学校生活を送ってもらい

ない。生徒たちには自らの殻に閉じこもることな

し基本的に多部制高校では朝から晩まで授業が行

は東京を中心に全国大会も実施されている。しか

信制の体育大会（定通総体）が行われ、夏休みに

本年度は１００名近くに及んでいる。学校設定科

を多数受け入れている。聴講生の数は年々増加し、

他の多部制単位制高校と同様に、社会人聴講生

⑩ 社会人と共に学ぶ

学できなかった生徒の受け皿としての役割が大き

定時制高校は、経済的な理由により全日制に進

⑨ 校納金について

を押してやることが極めて難しいということを強

した生徒たちに対しは、適切なタイミングで背中

る卒業生が多いという現実がある。不登校を経験

さらに、卒業後も不安定な生活の中に置かれてい

いていない現状は、自慢できる状況とは言えない。

めさせる要因となっている。団体費については、

業料が徴収されるなど、かえって学業の継続を諦

さらに４年で卒業できない生徒は５年目からは授

に対し、
定時制高校は学びの場としての最後のセー

きづらい日々の生活の中に置かれている子ども達

ば、すぐに消えてしまう学校である。しかし、生

してしまおうとする大阪府のような発想からすれ

学校であり、定員に満たない学校を安易に廃校に

考えている。

（編集部注・江草さんに提出レポートを縮めても
らい、タイトルは編集部でつけたも
のです。レポートを読ませてもらっ
た印象から「わが」とタイトルの頭
につけさせていただくことを無理に
江草さんにお願いしたのでした。
）

（宮城県田尻さくら高等学校）

う、きめ細やかな対応をして行かねばならないと

従来からの夜間定時制高校などでは、限られた

われているため放課後の概念がなく、部活動の時

目である陶芸やハングル、中国語などを中心に複

時間ではあるが部活動が行われており、定時制通

間を確保することは難しい。田尻さくら高校では

数の講座を受講する熱心な聴講生も多い。

それぞれに異なる、様々な環境の中で生活して

７、最後に

教職員の勤務体制の難しさもあり、部活動は行わ
れておらず高体連にも加盟していない。代わりに、
希望する生徒が集まって愛好会を作り、限られた
時間と場所の中でバスケットボールや軽音楽、ダ

いる生徒達を受け入れてはいる本校ではあるが、

かった。そのため授業料は安くＰＴＡ会費などの

ンスなどの活動を自主的に行っている。

団体費も安く抑え、教科書代は勤労学生に対する

く感じている。

入学して来る生徒の３割以上が卒業までたどり着

教科書給与制度などが実施されてきた。しかし、

併置校では全日制との一体の運用のなかで定時制

本校は開校以来入学定員を満たしたことのない

は安く抑えられている例もあるようだが、多部制

フティーネットの役割があることは忘れてはなら

授業料無償化により安い授業料の恩恵はなくなり、

高校のような独立校の場合は、学校の運営に不可

6

かなり以前の教育実習のときのこと、ある女子

学生が５年の担当になりましたが、クラスにひと

り口をきかない子どもがいました。彼女はいろい

ろ努力しましたが、その子はどうしても口をきき

無関係のように思われます。結局、わたしのでき

んと月給をもらっていたのでした。古い車掌と同

それをどうにもしなかった古い先生たちはちゃ

新しい教師へのねがい

ません。実習も終りになって、彼女もあきらめて

しまった。おわかれパーティーの日になったら、

どうでしよう、その子どもは歌を歌い、おどりを

ることは、いままで教師の実践研究におつきあい

橋 金三郎

新しい教師の教育実践の何か助けとなるように

して、平常問題を感じていることを書き、その解

高

おどったのでした。あとで聞いたら、その子ども

は入学以来口をきいたことは一度もなかったそう
との編集部のお話しでしたが、考えてみると、こ

様に。

です。

れはたいへん書きにくい問題です。

決と予防策を新しい教師に考えてもらうことだけ

私は大学教師で、いわゆる現場にいませんので、

なっているはずです。新しい車掌見習生とおなじ

女子学生も先生になり、いまでは中堅クラスに

く全力投球であったため、すばらしい教育効果を

のようです。
４月は、バスに新しい車掌見習生の乗る季節で

新米であるために実践に何か特別な条件の必要な

す。大きな声で、
「次は〇〇です！」といい、
「切

一、
「忙しさ」の追放

のかよくわかりません。それに、これは決して皮

教師になった卒業生にあうと、
「忙しくて忙しく

肉な意味でいうのではありませんが、古い教師が

て何もできません。落ち着いたら実践してみたい

あげた彼女は、いま、どんな先生になっているで

それにひきかえ、古い車掌の態度はどうでしょう。

と思いますから、よろしく。
」とあいさつされるこ

符をお切らせ願います」と絶えず車内を巡回する

座席にどでんとおしりを落して、乗客をねめまわ

とがよくあります。そんなはずはありません。新

どんどん教育実践をやっているようには思われま

師は、経験も能力も乏しいのでできない。それで

したり、見習生のまちがいを嘲笑したり、そのく

米教師だけが特別に忙しいなどという馬鹿な職場

しょうか。

研究能率をあげるために助言するのだ」というの

せ車で混雑したみせばになると、例の「オーライ、

はありえません。それなのに、新米教師の大部分

彼女たちの紅潮した顔をながめると、これが高校

なら、それには私は適任でなく、老練の教師こそ

オウーライ」などの脳天から出るいやらしい奇声

がそのようにいうことは、結局大部分の教師が実

せんので、新しい教師にだけ実践をすすめる文は

ふさわしいでしょう。正直のところ、新しい教師

を発するのです。教える立場になると、こんなに

へもいけず先生にあまされた子どもたちかと、思

の模範たりうるような、よい授業をしている古い

人間がいやしくなるのかと、自分自身のカリカチ

わず肩をたたきたくなるような親しさを感じます。

教師はそうたくさんはいないでしょう。さればと

践といえるほどの授業をしていないということに

「古い教師はどんどん実践しているが、新しい教

いって、
新しい教師の方に希望が持てるというデー

アを見せつけられたようで、実に不快です。

非常に書きにくいのです。

タも別にありません。授業のよしあしは教職歴に

7

とすれば、それは本質的でない仕事が、何も知ら

事をサボっているからであり、新兵が特に忙しい

老兵が暇だとすれば、それは要領よく本質的な仕

だって老兵だって忙しさに変わりはないはずです。

ではないでしょうか。
「授業」だけでいえば、新兵

つまらない仕事のはずです。問題は忙しさの内容

は多忙です。しかし忙しくない労働なんてものは

つながるのではないでしょうか。もちろん、教育

しょう。

除きましょう。何時までも若いバスの車掌でいま

から、教師の仕事に本質的でないものをきびしく

「忙しさ」を大切にしましょう。そしてそのなか

は考えます。

おり、明日の輝しい実践を約束しているのだと私

あるいは気のつかない問題が明白にとらえられて

せる危険な要素があると同時に、老兵の忘れた、

なかには、実は教師の良心と懐疑の精神をまひさ

ています。

な先生はいない」と考えるならば、
それはまちがっ

「しかし、わたしの学校は平凡で、そんなりっぱ

ようではありませんか。

としか思われません。すぐれた教師の授業をまね

反対なのですから、赤本をまねるのは有害無益だ

もっと平均化しているはずです。それが事実と正

国の教師のレベルは現在よりうんと高く、そして、

う。赤本をまねして授業がうまくできるなら、全

どんな学校でも、りっぱな教師はひとりは必ず

ない新兵にかぶさっているからではありませんか。
教材について十分な経験のない新兵が学習に沢

新任したばかりで、分会代表として組合大会に出

年や 年でひまになることなどはないはずです。

自分で教科書の内容を再検討を始めたとしたら、

老兵が、教科書の赤本でごまかすのではなくて、

学派ができるのはそのためだし、それをわるいこ

術や音楽で各流派ができ、科学の世界でも種々の

化遺産の学習」はある意味では模倣でしょう。美

私たちは、
だれでも、
すぐれた先人に学びます。
「文

一人の人間がすべてを創造することはできません。

「模倣」
というとなんだか外聞がわるいのですが、

の教師をりっぱな教師に向上させることにより、

の教師を変えることはできないにしても、何人か

を受けて自分を向上させたいのです。たとえ全部

は自分で向上したいのです。すぐれた教師の感化

子ども全体の集団はまちがいません。子ども集団

とりひとりの子どもはまちがうかも知れませんが、

探したらよいか、それは子どもに聞きなさい。ひ

いるはずだと私は信じます。その先生をどうして

席させられる教師がいます。そこでは「組合」が

とだとは、私は考えていません。問題はしかし、

その感化を受けるのです。学校中の子どもの目の

二、模倣と創造

どう考えられているのでしょうか。そんな分会で

どんなつもりで、だれをまねるかということでは

向くところ、勉強が喜びであることを教える先生

山の時間をとられるのはありえましょう。しかし

何年もして、ひまになったら実践できるのでしよ

ないでしょうか。

20

の仕事を追求しているのだということです。
「落着

的でない仕事への抵抗の中で、
「授業」という教師

師はひまなのではなくて、忙しさを克服し、本質

私のいいたいのは、すぐれた実践を発表する教

その授業で子どもが活発な先生のまねをしてほし

です。まねをするなら子どもにしたわれる先生、

たり、月給の高い先生の指示を受けたりすること

のは、そのとき、教科書会社の赤本の指示に従っ

をしのぐのも普通のことでしょう。私のおそれる

部分でしょう。そして、だれかのまねをして急場

初めて教壇に立って、うまくいかない教師が大

ものです。けれどもそれがただ「民間教育運動の

践記録を書いていますから、是非まねしてほしい

教協の影響を受けた教師がたくさんのすぐれた実

ら教科研国語部会、数学なら数教協、理科なら科

間教育運動の成果をまねることでしょう。国語な

るといえば、
「教育文化」の読者ならば、きっと民

は現在、もつとも新しい生徒なのですから。まね

と一日でも早く友だちになってください。あなた

に教師がなまけものだとか、実践しないのはけし

いたら、ひまになったら」という考えを、新しい

いのです。それは月給の高低には関係ないでしょ

からんといっているのではありません。

教師はやめてほしいものです。
「新兵の忙しさ」の

誤解しないようにしてほしいのですが、私は別

うか。

10

8

問されたとき、ありあわせのいい加減な体験で答

問をいっしょに真剣になつて考えてくれる先輩で

「そんなにいろんな勉強ができるものか。それは

なければ、ものの役には立つまいといえるでしょ

成果だから」というので、まねるのでしたら、そ

今度は理科の例でいいましょう。私が理科教材

う。

えずに、いっしょになって考えてほしいのです。

について多少でも新しいすぐれた解釈ができたと

机上の空論だ。
」という人があるかも知れませんが、

でしょうが、そうも思わず、何となく進歩的な気

すれば、それは主として理科に弱い女教師のせい

赤本的知識のないほど、よい創造ができるのだ

れは「教科書会社の出している解説書だから、学

がしたりその意図だけに感心したりするのでは、

であって、いわゆる指導主事クラスのエキスパー

ということを、新しい教師は一日も早く知ってほ

逆に新しい教師の側からいうと、失敗したこと、

やめた方がよいかも知れません。
「走れ、メロス」

ト教師からは、ほとんど得るところがありません

しいと思います。

疑問に思ったことは全部「教育文化」なりなんな

だの「たわしのみそ汁」のすぐれた実践記録はあ

でした。これも当然のことです。理科に弱い先生

私は別にたいしたことを要求している訳ではあり

ります。指導書もあります。それをまねるのは大

たちは、自作てんびんはどうして水平にならない

ません。文学に関心なしに文学は教えられないと

変結構なことです。けれども、その前提には、やっ

か、中和はどうしてうまくできないか、コマづく

年主任のいうことだから」
という理由づけとまるっ

ぱり「走れ、メロス」などの文学そのものに感激

りをうまくするにはどうしたらよいか、私に聞い

きりおなじではないでしょうか。たしかにそう教

していなければならぬことがあると思います。自

てきました。そこで頭をしぼった結果は、教師の

りに公開してほしいということです。またその疑

分の認めないものを子どもに文学として教えるこ

失敗する箇所はすべて教科書そのものに問題のあ

いうあたりまえのことをいっているだけです。

とはできないでしょう。そうすると、「走れ、
メロス」

えなければならぬと思ったら、まねをしたらよい

や「たわしのみそ汁」をそのまままねて教えるよ

ることを発見し、適当な解決法を考案できたので

のがなくてはならないはずです。それは教師以前

早船ちよでもよい、自分で読んで感激しているも

た教育の理論」を学習するときは、宮沢賢治でも

ここで模倣が実は創造とつながります。
「読みか

が理科の正しさをまね、どちらが本物の理科を創

ベテランの先生は守らなかったのでした。どちら

持つ、失敗を公開する」という原則を守ったのに、

弱い先生が、実は創造にもっとも大切な「疑問を

ものがまちがっているのですから。つまり理科に

がうまくいっているはずはありません。教材その

（＊「教育文化」第 号、１９６８年 月
発行より転載）

（宮城教育大学）

りは、自分が本当に感心して読んだものを、すぐ

した。

の学生時代からの問題でしょうし、それがなかっ

造したのでしょうか。この事実をベテランの先生

いぞ、失敗、疑問が出されてこないのです。授業

それがベテラン、エキスパートの先生からはつ

れた教師が「走れ、メロス」などを扱ったとおな
じ手法で扱うのが、本当の意味のまねではないで

たら、文学教育なんてやらない方がいいと、私は

しょうか。

思います。社会についても、理科についてもおな

によく考えてもらいたいものです。新米教師に質

9

じことがいえるではないでしょうか。

69
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１

みやざき のりお

した。田畑の仕事がとしよりだけでは、帰っても

体を休める暇がない。夜まで、
その仕事はつづいた。

その上、消防団のひとりとして、むりに時間をつ

くってはポンプの点検をおこたらなかった。過労

が強い肉体をむしばんでいたのだろう。入院。文

昭が、この詩をかいて間もなく、若い父は、その

農家にもテレビがはいり、冷蔵庫もはいった。

短い一生をおわった。

トラクターも、動力ふん霧機も。だが、中心的な

働き手は、通勤者にかわり、出かせぎに家を出て

ればまたくわをもって田畑に急ぐというのが実状

いる。残されたものは一そう働き、通勤者も、帰

プラグに、水がうんとはいっていた。

くりとまった。

そのとたん、
「だん」と音をたてて、ゆっ

こどもの詩・こどものことば

		

「らいすう（らいしゅう）のぬず（日）曜日、

といった。

「 つ い だ の は、 二 番 米 だ け だ っ た な あ。
」

おじいさんが、がっかりしたような声で、

さらに、より強い柱になろうとしている。文昭は、

彼は、一家をささえる一本の柱となって行動し、

やけぱっちになっていたのかも知れない。だが、

のことについてのひとつの解答である。彼は少々

たちは、そうかわったのだろうか。この詩は、そ

「現代っ子」ということばがある。だが、子ども

も偶然に生まれたのではない。

死は決して偶然ではない。だから、この文昭の詩

たのが労働である。過労の上の繁栄。文昭の父の

である。収入はふえた。しかし、それ以上にふえ

かった。

プラグから水をとりだすのに一時間もか
米つき

うしかつけない。

はつどう機を ぼくがうごかした。

つうごおんつぁんば（ちゅうごおじさんを）

ややうるんだ目とかわいい唇をもっていた。時に

五ひょうつくよていだったのが、三びょ

斎藤文昭（４年）
			
おとうさんが ふくまくでにゅういんし

米を一ぴょうつきおわったら、はつどう

たのんでついてもらうべ。
」といった。

ているので、おじいさんとぼくと、ふたり

機からゆげがでていた。

「おれで、なんでだめなの。
」

きりで米をついた。

大声でさけんだ。

体を女性的にくねらせ、私の大声をあびることが

あった。その彼が、ここでは、大きい声で、弱気
文昭の父は、まじめなはたらき者だった。朝は

地についた生き方と愛情は、ここに、かわること

働きものであった日本の少年、そのまじめさと、

のとしよりをたしなめ、
彼の覚悟をしめしている！
自転軍を走らせて汽軍に乗り、長町の工場へ通勤

いった。

ぼくは、あせをふきながら、大きい声で

「あ、水入れんのわすれた！」と、ぼくが
水をあわてて入れたので、水がどうどう
こぼれて、プラグに水がはいってしまった。
ふつうは、
「だっだったった」となる音
のはつどう機が、
「だだだだだ」と音をた
てた。

10

なく存在している。
機械文明は、人間性をすりへらすという。だが、
そのような変化のなかでも、私たちの子どもたち
は、すばらしい人間性を発揮している。道徳教育
をおしつけられねばならないのはだれなのか。文
昭の詩は、そのおしつけにたいする抗議でもある。
はきこえてくる。

「おれで、なんでだめなの」彼の声が、また、私に

すぐれた文学作品の第一の資格も、人間や人間の

かんたんに
「と」（戸）
とかきなおすことはできない。

いつは「とう」のかげでとかいている。これを、

うである。やいつは、生活の事実をかいた。その

しかかっているものの重ささえ表現されているよ

「とうのかげで」というひびきには、母親の上にの

いとなみ（生活現象）を生き生きとえがきだして
藤村は、そのことをつぎのようなことばでいっ

いるところにある。
ている。

ことで、私たちは、戦後おいても、あまり変るこ

とのない農村婦人のすがたをみることができるの
である。

第二に、私たちは、やいつの詩によって人間は、

どのようにして人間になるのかということを知る

だといってよい。生活を観察せず、現実をみるこ

そのことは、そのまま、文学創作の基礎的な作業

きりとることを要求しなければならない。そして、

私たちは、子どもに、何よりも、生活の事実を

ひとりで読むよりほかにないものだとするもっと

とする人がある。文学教育でも、
文学は、
しょせん、

のは、先天的なものであり、教えられないものだ

る。人間の感情とか情緒、価値観というようなも

うにして発達するかということを知ることができ

２

あかちゃん

とをしない作家にどうして文学がえがけるであろ

ことができる。わけても、人間の感情は、どのよ

ししど やいつ（２年）
		
おらいのあかちゃんが

もらしい論がある。

自然主義の時代も既に過ぎ去ったと言はれつつ
ある。何といふ冷静な言葉だろう。吾国の文壇は漸
くレアリテエに触れ初めたばかりではないか。吾脩
日本人の欠点はほんたうに物に熱しないところにあ
る。今の時にあたって私は一写実家として進んで行
くことを恥としない。
（飯倉だより）

しんでしまった。

うか。

		

きょうがおそうしきです。

ているのは、やいつの詩も私たちの前に生活の事

やいつの詩が、私たちに色々なことを教えてくれ

う」のかげでないている母親のすがたによってひ

と涙がおちるまで悲しくなった。だが、
その涙は
「と

だが、事実はちがう。やいつもないた。ぽろり

ぽくもなみだぽろりとおちた。

きおこされた感情であることをしめしている。も

やいつの詩を語ることをわすれたのではない。

そのときかあちゃんが

実を提出しているからである。

かあちゃんがないだ。

とう（戸）のかげでないっだ、

りとつかみとり、それを、みんなの前に提出して

目をとおして、自然や社会の事物・現象をしっか

ろう。私は、なによりも、子どもたちが、自分の

子どもの作文や、詩のねうちはどこにあるのだ

こには、まだ、封建的な家族制度や部落のしきた

かげでなかねばならないことはさらに悲しい。そ

たことは悲しい。だが、その悲しみを「とう」の

かげで泣いていたことをとらえた。
幼い生命を失っ

ている母親をとらえた。そして、その母親が戸の

情や価値観が社会的なものとしてどう形成されて

の花」をぜひ読まれたい。あの中には、人間の感

感情に一だんと目ざめたのである。（中野重治の
「梨

るのである。やいつはそのことによって、人間の

人間は、何をかなしむべきかをやいつに教えてい

はない。だが、
母親のすがたは、
無意識であっても、

ちろん、母親はやいつに泣けと教えているわけで

いるところにあるとみている。しゃれた文学論や、

りにしばられている農村婦人のすがたがある。や

やいつは、幼い生命を失ったことによって泣い

えせ文学者のことばにまよわされてはならない。

11

いくかが見事にえがきだされている）
てそんなことをやっているわけではない。発展の

んだん接近する傾向もある。企業側が善意を持っ

明確にとらえている。

人間的な動きにとどまっていることの恐ろしさを

育が、社会の歴史的な発展にとりのこされて、非

まつげのところに

よくみたら、

目をじっとあけている。

しみず やすひろ
			
そろばんの時、しんけんな人がいた。

しんけんな人

私たちは立っているわけである。この座談会はそ

ならないという要求がだされてくるという時代に

用主義的な立場からも「人間が人間でなければ」

育協議会）の発言である。
「ひじょうに卑近な」実

育』二月号という座談会での遠山啓先生（数学教

これらのことばは「教育目的追求のために」
『教

いる。
」

値すらなくなるという傾向が少しずつ見えてきて

なので、人間が人間でなければ、人間の企業的価

ことだ。こんなおそろしさをあえてやろうと考え

さびしいところにおしこめたくなる。おそろしい

子どもというものを機械の一部にもしたくなる。

すれ、ひとつのことをたたきこもうとしたくなる。

えてしまう。子どもの全面的発達ということをわ

つけて、どうにか生きていけるようにしたいと考

せりは、せめて、ひとつだけでも、なんとか身に

もあせりがある。子どもを十分に育てられないあ

にあると、私は感じているからである。私たちに

は、おそらく、私たちのたずさわっている公教育

のではない。子どもをそこに追いやっている責任

私は、ここで、あえて、塾教育を非難している

ロジックそのものから、たいていのものは機械が

なみだのような、あせがたまっている。

のことを、私にもよくわからせてくれたのである

るとき、私は、そのたびにこの詩を読まねばなら

やるようになるから、人間が機械になってはだめ

そして、口もきかない。

が、
そのとき、
私には、
この詩がイメージとしてあっ

３

ぼくは、

たのだ。

		

なんだか、

ないといまは思っている。

（柴田・船岡小）

さみしいところに きたなあと思った。

んけんな人」をみた。まつげに「なみだのような、

（＊「教育文化」 号１９６８年、 号１９６９年、
号１９６９ 年より転載）

70

72

やすひろは、
そろばんの塾にいった。そして、「し
「いま政府が出してきている高校の多様化……あ

あせをため、
「目をじっとあけている」
。その、
「し
んけんな人」を見て、やすひろは「なんだか、さ

あいう多様化は将来のあり方とまったく逆行する
ものであり、失業者予備軍をつくるだけだと思っ

そこでは、
「しんけんな人」がその「しんけん」

みしいところにきたなあ」と感じたのである。こ

さにもかかわらず、機械に（または、その一部に）

ている。これからの人間は高度の判断力を持った、

てしまうと思う。社会主義になれば高度の社会保

されているのである。人間であることをうばわれ

の感じ方はまったく正しい。それは、社会的・歴

障が発達するだろうから飢死はしないが、能力の

ようとしているのである。これ以上の「さみしい」

史的な正しさである。

ない人は生きがいのない一生を終ることになる。
」

機械とはひじょうに隔った人間にならなければな

「ひじょうに卑近な目標とか現実的な目標といわれ

世界があるだろうか。やすひろの目は、現実の教

らないのであって、
そうでなければ仕事がなくなっ

ているものが、純粋なほんとうの教育の目標にだ

73
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船越だより
佐々木

創立１８７３年という船越小学校は、震災による統廃合で、
この４月閉校になりました。かつての船越小はどんなところ
だったのでしょう。
１９８６年１月と１９８７年１月の２回にわたって、宮城
民教連機関誌「カマラード」に載った佐々木さんの「船越だよ
り」で、 数年前の船越をお知らせしたく転載します。ただし、
ページの関係で抜粋したカマラードの一部になります。

校を卒業した５・６年生と、一つだけ隣

りの浜の子 名は、歩いて 分ほどは

かかる。こんな荒れた日は車で送られ

てくる。ほとんどは、学校のすぐ近く、

歩いても５分以内のところから通って

道路は、峠から浜に下る二つの道が

くる。

ある。一つはバスが下りてくる。車が

浜の道路は、家々の間をやっと車が通

らくにすれちがえる道は一つもない。

れる幅でしかない。車の量はうんと少

ない。それにしても、地区の婦人会の

郵便局がある。駐在所もあるのだ。心

人々までも街頭に立って子どもたちの

づよい。
校長室に案内された。
家内と娘もいっ

ルに力が入る。乗っているだけでも、

しょに挨拶した。校長室には、ＰＴＡ

歩き方を指導しているのはこっけいだ。

左右に揺られて体にはきつい。末娘は

役員三役がそろって待っていてくれて、

安心して歩ける道、安心して学校に通

という話は、３年前からあった。異動

３年ほど他管区へ転任してくれないか

２時間ほどで、新しい任地に着いた。
リアス式海岸の、風光明媚な、小さな

紹介された。とはいえ、鋭く観察され

える道は、もう日本列島にはないのだ

７００。

てひとがいやがる遠くへ行こうと考え

どうせ遠方に行くのなら、思いきっ

た。

ボックスがにらんでいるような気がし

らしく、職員室奥の配電盤やスイッチ

も、電気設傭も、すべて集中管理方式

かりのピカピカ校舎である。暖房設備

学校は、昨年３月にできあがったば

がたいことだ。家族まで一緒にいただ

になるのだそうだ。それにしてもあり

客に昼食を出す時には、すべて手料理

は、食堂などはいっさいないから、来

カレーライスをいただいた。この浜に

昼食は、用務員のおばさんの手作り

住宅は、二階づくりで８室あって、

カンパ ４月 日（水）

カーで交通安全をよびかけている。

も７時になるとパトカーで出動、スピー

なと実感した。駐在所のおまわりさん

にした。

た。でも私には島は耐えられない。陸続
この日は、家内と末娘（六年）を連

では 人前後である。私にとっては小

室に一つの割で整っている。だれいう

現在は満室である。男４人、女４人。

となく、
「マンション」と呼んでいる。

男はみんな民家で朝夕の食事をお世話
さな小さな学校で、学校らしいなあと
春の交通安全運動がはじまっている。

くなんて。用務員のおばさんの眼が、

感じた。分校が二つあるへき地である。

今朝の街頭指導は、私の当番である。
てはいられない。本校 名のうち、分

強い北風が吹き、海岸は傘をさして立っ

校の教員共同住宅を、
「マンション」と

隣りの学校の、いや町内の七つの学

て自炊をしている。台所の設備も、２

になっている。女性はさすが、がんばっ

になるのだから、どんな所かを知って

三陸の漁村がどこでも家々の屋根が
と様の軒先を通路にしている家はめず

日（金）

おいてもらいたかったし、きちんと挨

くっついているように、ここでも、ひ
らしくない。それでも、すぐそばに、

12

つか越える。しかし、峠道はヘアピン

街頭指導 ４月

地図でみると、ちっぽけな峠をいく

やさしく笑っていた。

17

拶をしておきたいと思ったからである。

れて赴任した。いわゆる「単身赴任」

学年は全部一組ずつ。それに４年ま

きであるならばどこでもよいと考えた。

けるのもいやなので、今年は動くこと

の時期になって同じことを言われつづ

登米郡の過員解消に協力するために、

漁村である。戸数は１５０。人の数は

ている眼を意識した。担任は３年生。

赴任

清

40

峠で酔いかげんになってしまった。

４月５日（金）

20

私の家は、登米郡迫町佐沼にある。

20

カーブが多く、運転していてもハンド

13

10

94

したという。
「娘に助けられたってば」

と話したら、転校することをオーケー

うだ、この海でいっぱい泳げるんだぞ」

娘さんを転任前に浜へつれてきて、
「ど

つになってやるんですよ。子どもがい

「浜はね、地区も学校もこうしてひと

の歓待に感激した。

私たちの分のおぜんもすえられた。そ

ほとんど終わっていた様子。しかし、

てくれた。お酒が運ばれてきた。宴は

た。分校主任の先生が私たちを紹介し

どもたちといっしょに遊ぶチャンスが

に家に帰る生活をしていたのでは、子

ることにしていたのだった。

生に読んでもらいたい人だけが提出す

と好博君が言った。日記は、書いて先

記に書くよ」

「先生、ぼく帰ったら、今日のこと日

をつかまえて見せにもきた。

娘さんが４年の時に転任してきた。

て楽しんでくると、私をのぞいた３人
と言ってたのが印象的だった。もし、

なくても全戸がＰＴＡ会員になってい

呼んでいるようだ。私には耳なれない

はそわそわしていた。新任は２人で、
娘さんがいやだと言えば、単身赴任に

るんです」

今夜は、石巻のカラオケバーにいっ

言葉で、なじめない言葉である。

初月給をまだもらっていない。先輩づ
なってしまったのだろう。家族が浜に

な不安を感じた。

ほとんどないではないか。ふと、そん

月曜日に学校にきて、土曜日にすぐ

らをして、３０００円カンパした。やっ
住み、浜の人々にすっかりとけこんで

がほんとうに楽しそうに土地の説明を

分校主任の千葉先生は、今日の祭り

とガソリン代になる程度だろう。
いる様子は、話の中にふんだんにでて
きた。うらやましいかぎりだった。

してくれる。おぜんには、アワビやウ

宿題 ４月 日（月）
今日と明日の２日間は家庭訪問だ。

ニがのっている。めずらしそうに、私

典だ。分校は４校時限。浜をあげての

では暇ができた。今は、春の野山のまっ

である。めずらしく、３時から４時ま

４時から、
地区の歓迎会が「憩いの家」

た。大きなウニ・アワビは、このため

実力派が、にこにこして接待してくれ

水産部長・森林部長・ワカメ部長等の

かれるのだ。地区の総代さんを筆頭に、

校学区民の歓迎会も、もちろん別に開

校のある学区民が催すものなのだ。分

地区歓迎会

分校の住宅から部屋にもどってきた
ピーカーが鳴りだした。

日（水）

お祭りだ。午後、学校長も挨拶に出か

５月

「先生、日記書いてくるよ」

けた。放課後の行事は何もない。私た

祭り ５月 日（火）
立浜分校の学区にある北野神社の祭

ＰＴＡの歓迎会とはちがうのだ。本

のは 時だった。思いがけず、浜のス

日（火）

はおいしくいただいた。

一日６人だ。移動にかかる時間がほと

宿題を出して欲しい。そうでないと家
でさっぱり勉強しないんだってば」と。
小３の子は、うんと遊ばせたいと思う。

４月

宿題は出しませんからと答えて歩く。

アット・ホーム

に採ってきたそうである。

物が上げられてあるが、人は一人もい

夕方で、神社にはのぼりが立ち、供

玄関前集合だよ」と言って帰す。みん

でハイキングすることにした。
「３時に

槻さんもまじってくれた。
「ここはいい

の教員住宅の私の部屋。地区会計の高

２次会は、歓迎会場のすぐ屋根続き

さかりだ。荒浜まで山道を歩いて帰る

生だ。担任の坂本さんの家庭訪問を夜

俊彦君を送りながら、クラスのみんな

にしてあって、ついでにつごうのよい

はみこしがおかれ、舞台では神楽がた

や太鼓の音がきこえてくる。広い庭に

「あそこに、ぼくたちの基地をつくっ

を歩くことがよほどうれしいらしい。

先に行っていた子が、死んだモグラ

日（日）

運動会だ。きのうは、山もかすむほ

５月

「先生方、ごくろうさんでした」

にこしてさかんに強調して言った。

とこ、いい人たちだからね」と、にこ

６時ごろに５人がおじゃました。こ

けなわだ。背広を着ていた私たちは、

子どもたちは、私といっしょに山道

な家にカバンをおいて集まってきた。

うやの教員住宅には、奥さんの手料理

やっぱり目立つ。宮守の家にあげられ

ちばかり拝礼。宮守の家の方から、笛

が並べられていた。久々のアット・ホー

たことがあるんだよ」

ムに招かれた思いでうれしくなった。

26

どりだった。

ない。長い石段を３人でのぼり、かた

くことにした。

ちも子どもを帰した後で祭りを見に行

15

10

人を呼んで、いっぱいやろうという段

連れ、奥さんを連れてきている。６年

分校主任の千葉先生は、末娘さんを

23

14

んにも言われたことは、
「去年のように

んどないのでらくである。どのお母さ

22

14

力もいただきながら準備をした。あと

なったのをみはからって、ＰＴＡの協

ていた。３時ごろ、それでも小降りに

ど強い雨が降り続け、校庭を水が流れ

牧野ＰＴＡ会長さんは「先生方、すば

の憩いの家でもたれた。開会の挨拶で

ＴＡ主催の「慰労会」が、住宅となり

青空の下で実施できた。四時ごろ、Ｐ

定通り、しかも風もなく、すばらしい

は喜んでついてきた。

みよう」と私がさそった。子どもたち

あがってきた。

もたちにたいする尊敬の気持ちがわき

一輪車につんでもってくっから」とす

えないのだ。牧野さんは、
「私があとで、

一時間目が終わった。思いがけず校

内放送で「マンボウが屋体下の駐車場

私は、明日は雨のために運動会はでき
運動会が終わり、職員クラブ主催の慰

とうにごくろうさまでした」と語った。

紀の粘板岩からは、昭和 年にギョリュ

つきでたちっぽけな島だ。そこの三畳

クラスの子 人と下りていった。おど

しょに見て下さい」という。さっそく

にきましたので、全校生徒は先生といっ

ないと信じて床についた。

甲島は荒の砂浜から メートルほど

ごいファイトを見せてくれた。

は奇跡を待つしかない。テレビの予報
らしい運動会をみせていただき、ほん

荒についた。そして「甲島へ行って

でも、明日も雨は降り続けるという。

50

はシーンとして明るい。だれだろう、

のガラス戸を叩く音で目がさめた。外

ところが、明け方の４時半に、枕元
して「先生方、ごくろうさんでした」

催で、しかも地区の役職の方々も出席

労会は毎年参加してきたが、ＰＴＡ主

を発掘した場所をみた。ちょうど干潮

る。俊彦君の案内で甲島に渡り、化石

博物館で目下研究中の貴重な化石であ

ウが発見されている。北大と国立科学

前までついている松島水族館のマンボ

できたものではない。大切にされ、名

てきたのだ。マンボウは身動きひとつ

海水を入れ、マンボウを積みこんでもっ

ろくなかれ、ワカメを入れる箱の中に

ウを知っているだけに、
「かわいそうな」

時でごろごろした丸い石の上を渡って

という気が一瞬した。

と言われたのは、私にとっては初めて

いくことができた。岩には、フノリや

であった。

マツモがいっぱいついている。私は、

マンボウの体にさわってみる。すご

日（月）

くかたい。手はやっぱり魚くさくて、

５月

子どもたちにもフノリとマツモをとる

フノリ

ようによびかけた。珍しいのは私だけ

日は土曜タイム、 日は代休であっ

あとで石けんで洗ってもなかなかにお

た。余裕が出てきたのか、 時半出発で

なのであろう。子どもたちにとっては、

空はあまり見えない。しかし、私はとっ

荒浜まで歩くことにした。一時間近くか

いはとれなかった。

よ、と言ったことを信用しかねてか、２

先生と一緒に荒浜まで遊びに行ってくる

べる。翌朝は、フノリ汁にしておいし

マツモはゆでて酢じょう油をかけて食

小さなエラだ。運動量が少ないせいな

左右に動かす。エラは周期的に開く。

さに、
「見すたっちゃあ」と答えた。
会長さんは、真夜中に起きて空を見、

マツモやフノリには何の関心もないの

とよみ、朝を待ったという。私以上に

く食べた。

背びれは箱の上に出ている。時々、
人をのぞいて 人集まった。子どもが、

かる浜だ。 人のクラスの子どもは、一

天候を心配してくれていたのだった。

人の母親が学校の玄関まで見送り（？）

水の中からマンボウをもちあげてみた。

のだろう。マンボウの口をみたさに、
にきた。途中までは一度歩いた山道だ。

すると、口から二回水をはきだした。
マンボウ ７月 日（木）
朝８時、用務員の牧野さんに、
「けさ、 「あっ、水でっぽうだ」と佑記君がさけ

んだ。喜一君は、まあるく奥深い口の

マムシグサがいっぱい道のそばの杉林の

中に人さし指を入れた。歯はみあたら

中に咲いているのが目についた。じっと

マンボウが入ったので、学校の水槽に

校庭の観覧席には、カーペットを敷

入れて、子どもたちに見せてください」

いて陣とりしている人たちがなん人も

クラスの俊彦君や、１年生の女の子

ない。
11

のだという実感がわいてきた。幸い水

と言われた。ありがたいことだ。でも、

船越の湾でも、定置網をかけている

３人をふくめ、 人がこの山道を毎日

ざんねん。大型水槽はひびが入って使
往復しているのかと思うと、この子ど

りと汗ばんでくる。

11

はけがよいので、グランドには用意し

いた。今日は、浜をあげての大行事な

私は恥ずかしくなってしまった。すぐ

であろう。私は夕方、
家にもって帰った。

そして風の向きを知ったそうだ。風の

牧野さんだった。部屋の戸をあけても

「先生、空見だすか」とＰＴＡ会長の

こんな時間にといぶかりながら戸を開

12

けた。

57

向きは大きく変わった。だから晴れる

28

27

に学校へ行く。

12

ておいた川砂を少々まいて、日程は予

15

11

12

27

に水あげされる。海の表面に昼ねをす

人がいる。時々マンボウが入り、市場
はだしで。 時半、自宅に着く。そば

の廊下を子どもたちは喜んで歩いた。

ているラジオ体操につれていく。朝食

分のふとんをたたませる。近くでやっ

翌朝６時に起床。ひとりひとり、自

さい。
」ということであった。

す。一日ゆっくり浜のお祭りを見て下

れたことは、
「今日の伝講会は延期しま

もやわらかい。冷凍しておいたのを酢

もあるという。白身で、イカサシより

ることもあり、ヤスでついていること

るがごとく横になっているのを見かけ

の竿だ。子どもたちははじめてのこと

その先ににぼしをつけた。３人に１本

ニ釣りにいく。竹にもめん糸を結び、

４時、家でひと休みさせて、ザリガ

時半、家を出て、ぞろぞろと町を歩く。

たのだった。さっそく昼食にする。

ろいろ相談し、みんな弁当をもってき

タベお母さんたちが海岸に集まってい

屋につれて行きたいと考えていたが、

て笛や太鼓が鳴りひびいている。海の

朝早くから、浜のスピーカーを通し

定されていた。

研修会で学んだことを伝講する会が予

だ。午前中には、一学期間の各種校外

でも出勤日の日だ。船越小学校も同じ

船越天王山の祭り ８月１日（木）
寒冷地手当の支給日で、どこの学校

後、９時半に迎えのワゴン車がきた。

野さん宅に、みんなで招待され、祭り

いていた。夕方には、ＰＴＡ会長の牧

まで、ワッショィワッショィとねり歩

もたちも、はりきって、浜のすみずみ

どもみこしの方に集中していた。子ど

３年生 人だけのクラス担任である。

きると考えた。
経費はなにもかからない。輸送だっ

ばらくとだえていた子どもみこしを復
活させたいものだと、ＰＴＡの役員さ

ほどおもしろいのか、やめようとはし
ない。

んたちもかけずりまわっていた。 日

の夜には屋体で、たるを花で飾る作業

る人がいるわけでもないので「にぎや

人の数が少ないことと、他から見にく

７時、夕食後、迫川の土手に向かう。

花火が上がる。もちろん夢中になっ

かだ」とはいえない。むしろ、私には、

力は喜んでしてもらえるはずだ。我が

て見ていた。花火は９時に終わった。人

祭りとはいえ、集まる人の少なさに、

もしていた。年に一度の祭りは、住む

の日、子どもたちには口頭で日程を説

ごみ、車ごみの中、気をつかいながら自

８時から川原で花火が打ち上げられる

明した。みんな大喜びだった。しかし、

宅にもどる。さっそく風呂に入れて、床

寂しい思いさえ感じるものである。け

のだ。

９時半に玄関前を出発する。お母さ

につかせる。
「 時にはシーンとなれよ」

人中３人は行けなかった。
んたちはさまざまな磯物をもって、見

家に泊まるのだって夏なら大丈夫だ。

て、乗用車が３台あればよい。親の協

12

送りにきた。私の車に４人、秀洋君の

た。今、どんなことを考えているのだろ

ルを飲み子どもたちが眠るのを待ってい

と声をかけた。私はホッとしながらビー

のしみたいにちがいたい。

祭りだ。浜のだれもが、今日一日をた

れどやっぱり、浜にとっては昔からの

こんでいた。そして、私たちに伝えら

校長と教頭は、朝から校長室で話し

お父さんの車に５人乗った。秀洋君の

ている父親のことかな。

お父さんは、けさウニとりがあり、早
時半、登米町に着。明治の小学校

浜の 人衆がもくもくとかつぐ本物

じょうゆで食べるとうまい。

で、釣れるたんびに大声を上げている。

安全を祈願する祭りで、学校長には宮

日（日）

私はきた時から、佐沼の夏祭りを見せ

はじめこわがっていた子も、ザリガニ

寺より案内が入っている。それに、し

７月

に、我が家につれていって一泊させよ

を釣り、釣ったザリガニは自分の手で

クラス旅行

うと考えていた。この子どもたちなら、

バケツに入れられるようになった。よ

11

うんと喜ぶはずだし、今ならそれがで

28

学校長にも話し、了解をえた。終業式

29

12

う。船越の家のことかな。遠く船に乗っ

10

12

起きしたのでねむそうであった。
10

の宵を楽しんだ。

歩く子どもみこし。お祝いは、当然子

のみこし。その前を、にこにことねり

11

16

宮城の教育遺産 ７

たかめていくという教育は一体なにか。

夏の講習会の終ったあと、私は国分一太郎と二

人で、北五十人町の菊池譲の四畳半で、何度も北

方教育について話し合った。文部省の画一的な天

この頃から、月二十銭の授業料 高
( 等科は義務
教育でないという理由で、村役場では、申訳的な

な影響を与えていったのである。

にも、村人の生活にも、子どもの考え方にも大き

冷害凶作という一つの社会現象は、教育の方向

ていき、みんな草刈しない晩方も刈ったから、

る。うんと夏休のうちは働いたし、朝は草刈っ

になって刈っている。その刈っている時考え

ぶよに喰われるのも忘れて、一生けんめい

の頭をはなれないのである。

いからくれられる、という考えが、いつもおれ

つように働いてからくれろというと、仕方がな

一九三四年の十月の末、私は国分一太郎と何度

んだ職業である」などというお説教ではない。

業は一家和楽の職業であるとか、健康で趣味に富

めの真実の教育は、国定教科書に書いてある「農

化を苦労としていない子ども、この子どもらのた

ども。二十銭の授業料のために、人一倍の労働強

に出て授業料や教育費用を賄おうと考えている子

悔んでいる子ども、授業を休んで救済工事の土方

間

授業料を毎月徴集していた が
) 未納になり、毎月
のように役場の係が学校に来て未納の子の納税の

くれられるとは思うが、また一方反対を考え

かの文通のあとで、東北六県の仲間に案内状を出

仲

下り教育が、決して地域の生活必要をみたす教育

でないことは明かである。それならば、本当にこ

の北方の地域に生きている、北方の子どもの幸福

切符を置いて行った。

ると八百屋（野菜もの）は駄目だし、借金も

した。福島からは木下竜二が、
山形の国分一太郎と、

太

吏員の置いていった切符を教室で渡すのは私に

払わなくてはならない。十日ばかり前も米を

秋田からはじめて、佐々木昂と加藤周四郎が来た。

木 道

も苦痛だった。どうしてこの授業料を心よく家か

借りて来た。それがなくなった。また肥料も

岩手と青森にも出したが、
誰も来なかったのは「北

鈴

のための教育は一体なにか。

ら貰って来るかについては、子どもらにもいろい

借りて来なくてはならない、二俵借りるには

方性教育」に対する認識がまだそれほどの成熟は

作文「立見」を書いて不当に高い年貢のために

ろと工夫の要ることだった。

前の一俵の代は払わなくてはならない。

していなかったためであろう。
二十銭の授業料を、父母から顔よく貰うというた

仙台の紅屋喫茶店を会場として、
この集りを「北

宮城は私の他に国語土曜会以来の定連があらか

に着換えて、おそくとも、早くとも、二束か

めに、目立った働きをしなければならないと考え

日本国語教育連盟」の結成準備会とし北方性教育

こんな具合に子どもは苦労しているのである。

ら三束の草を刈って来るのである。

ているのである。こういう現実のなかで、子ども

に関する一応のテーゼを私が起草し、それをプリ

授業料
半沢
磨
		
学校を帰るとおれはすぐ草刈いしょ（着物）

それは授業料を貰うためである。ただくれろ

たちの生活の必要をみたし、子どもたちの生活を

た集った外に菊池譲が参加した。

というと顔よくはくれられないから、少し目立

17

した。私の出していた「綴方評論」の「綴方教育

ントにして各県の代表者から意見を求めることに
論であって、根本的なものをおき忘れている。

それも否定は出来ない。しかし、これだけでは俗

それが東北を規定する通念であった。もちろん、

にあった。

北方の暗い谷間は実にこのような、地理的、社

会的、政治的条件の組合せによって生れたもので

紅屋の会場では、木下竜二と国分一太郎の間に

が、これと同時に東北地方が二毛作を不可能とす

続き、日照時の不足がこの惨害となったのである

とも必要な七月の中旬から九月の上旬まで霧雨が

山脈の東部、太平洋岸一帯に、特に稲の発育にもっ

名子制度のような奴隷制小作制度が、農地改革

りでに身につけたものである。

がこの社会のなかで生きていく知恵として、ひと

ている。忍従、はやいあきらめ、それらは北方人

ても執拗に生き続ける雑草のような生活力を持っ

だがそれだけに北方の民は踏まれても、蹴られ

ある。

激しい論争があった。当時木下竜二は、千葉春雄

る地理的条件のなかで、五反以下の零細農が多く、

の直前まで行なわれている封建的社会、土地経済

たとえば今度の冷害凶作も、海流の影響で奥羽

に於ける北方性と地方性」の特集がそれであり、

の恩顧を受けることが深く、六県を中心とする独

しかも封建的な高率小作料のなかで土壌を改良す

の遺制である若者衆の「寝部屋」が、現に私の赴

このメンバーの外に岩手から永沢一明が意見をよ

自の文化運動がおこれば、千葉春雄の「全日本綴

る余裕がなく、耕地は全く抵抗力を失っていたと

せた。

方倶楽部」にも影響を及ぼし「綴方倶楽部」の売

いう事実を忘れてはならない。

任した一九二八年に生きている社会、沿岸漁村に

行が減って、東宛書房の商業ジャーナリズムに打

冷害という条件が加わっていたとしても、もし

撃を与えることを怖れたのである。全日本綴方倶
楽部は、全国の綴方人のクラブであって、秋田を

は今日においても貰い子による家内労働力の補充

貧困と窮乏、人身売買、全国における売娼婦生

も土壌に充分な肥料を与え、不順な気侯に対する

産の貯水池は東北であると言われている社会。こ

のぞいて、私たちもその支部ということになって

作飢餓は、以上のような社会的条件を考慮に入れ

こは極度にひくい文化と、農業生産力の発展にお

が一般的な慣習となっている社会。それが北方の

しかし、と国分一太郎が反駁した。われわれが

なければ説明が出来ないのである。これに対する

社会である。

若し、この全国的な綴方文化運動に貢献すること

政府の指導が、単に品種の改良によって、寒冷地

いては「東北段階」という、機械力と畜力よりも、

抵抗力を持っていれば、これほどの惨害は受けな

が出来るとすれば、全国的な地方でジャーナリズ

に適する水稲品種を研究するというだけでは根本

かったに違いない。二百年間に七十二回という凶

ムの支配のもとに、その規格に合うような作品を

いたのである。

提供することではない。北方の地帯に芽生えた、

人間の労働力を最高度に強化することによって生

情も加わったが、論争の間に洗い流され、意見が

木下竜二はこれを了解した。討論の最初には感

つき、明治新政府に驥足を伸ばすものがなかった

な土地経済の段階にあって、減亡するものの側に

たが、この場合においても北方はいまだに封鎖的

革となり、幕府の滅亡と明治新政府の誕生となっ

つらをする。ある晩方聞いて見た。

母の耳 			
小野 寿男
母はどうしたことか晩方になると、しかめ

登場して来ることか。

「病気」の綴方には、いかに加持祈祷が圧倒的に

存するために名づけられている地帯である。

的な対策とは言われない。

意見を屈服した。快よい昂奮であった。北方の地

ける生産力の発展とは、明治維新を契機とする変

海外諸国における資本主義の側圧と、国内にお

そして北方の独自性に立つ作品活動をすることに
よって、はじめて全日本の綴方文化の正常な発展

帯は、気侯風土に恵まれず、そのために生産もあ

から七十年の歴史を通じていつも被支配者の立場

に寄与するのであるという主張であった。

がらず、文化も遅れている暗い谷間であるという。
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「どこが痛えのげ」と釜の火を焚きながら聞
いたら「頭いでえ」とがおって（弱って）いる。
あまり痛くなるのでみこさんを父がよばっ
て来て拝んで貰った。それはお盆の頃のこと
であった。おらいさ来たみこさんは
母に

耳の根元にもんでそのつよ（汁）をつけた。

まっていると

レ」と言って、たもとから柿四つばかり呉れ

「がきめらもいだの拾って来た。けっからホ
られた。

母は一生けんめいになって笠をあんでいる。
「何して取っけんの」何げなく聞いたら

朝と夜は祈るのか、ローソクを立て、紙に

晩方になるとまた葉をもんでつよをつける。
「熱あって。直ぐに乾いてしゃねまず（こま

絵を画いたものをたなにはり、あとは弘法大

でいる。拍子木のような四角な木を祈りとと

るのよ）
」と首を曲げてつけている。
こうして毎日笠をあんでいる母親である。お客

もに「カタ、カタ、カタ」と拍子を合せるよ

師のような、小さなものをそこに下げて拝ん
さまが来る毎に、
話が聞えないから黙って「笠あみ」

うに声を合せる。拝むたんびにつら
（顔）
を洗っ

母は
「四十でがす」といって台所にいそいで行っ

している母親であり、そして毎晩「おれの耳さっ

「年はたんぼ？」と聞いた。

た。おれは縁側で見ていた。

ては祈っている。

審に思う人は、小野寿男の家の生活の実情を知ら

の初期に、なぜ医者にかかって治療しないかと不

頭の痛みはじめた、耳だれの出はじめた中耳炎

を支配する奴隷的圧迫からの解放、この解放のて

生産力の発展による労力強化からの解放、人が人

らの解放を目標とするものでなければならない。

したがって北方性教育とは、この封建的遺制か

だてを教える教育、それこそが北方の教育である。

ないからである。

寿男の母親である。

ぱり聞えね」といろりにあたって笠あみを続ける

みこさんがよみはじめた。つづけてよむの
で何がなんだかわからなかったが、黙って聞
いていたら
「四人の人を助け給え」と少し聞えた。
次の日は晩方になっても痛い様子がないの
で「治ったのげわ」と聞いたら
「頭治ったげんとも耳痛くなった」といって

活の文化を築き上げることである。観念的な知識

を発条にして、生活の意欲を培い、高い逞しい生

そのためには、北方人の持っている強烈な野性
お祖母さんはおれの母の母で本家にいる。

の堆積でもなく、小賢しい概念の習得でもなく、

小野 武次
六十四です。此頃三月ばかり前から目が悪く

肉体化した具体的な文化の建設。所謂この生活台

お祖母さんの目

なりました。毎日神信心して子守ぐらいする

の上に立って、生活を学び、生活をたかめていく

そばにあった新聞紙を紙よりにして耳に入れ
そしたら水がくっつかって来た。おれは

が、多くは寝ている。少しよくなると

てやった。おれは黙って見ていた。
「耳だれになったんだ」と思った。それから

「このごろ目いいがら遊びに来た」などと言っ

「毒だみもらって来てげろ」とおれがひよっ

行って見ると耳は悪くないから、足音や何か

て来ることもあるが、此頃は来なくなった。

の精神」を身につけさせる教育こそ、が、北方地

意欲的な文化を、即ち、骨の髄まで「勤労生活者

日曜日のひる頃

毎日紙よりにして耳の水をとっている。

こをみていたら言われた。そしてすぐお安さ

「北日本国語教育連盟」の北方性教育とは実にこの

いく度かの論争によって私たちの結論となった

帯における生活的必要をみたす教育である。
「武次か」といっている。
「うん」と言ってだ

ども）らと話して縁側に来ると、
こっちを見て、

で人の来たことがわかる。おれが、がきめ（子

その葉をつけるのであるが、葉が大へんく

ん家さ行ってもらって来た。
さい。家に持って来ると葉を一つ一つもいで

19

ようなものであった。

秋うち

カサカサと突立っている稲田の何という色さめた

麦をふんでいる

と文芸の随筆のなかに秋の礼賛をしている文をよ

小山 真

やせ方であろうか。

父は田圃で秋うちしている

んで私は腹が立って来た。その頃の日本において、

		

板な生活教育論に対して、私たちの主張したもの

小作百姓は決して秋の美しさを手放しでは喜べぬ

おれと昭寿が

は「しかし、その中核は生産の生活であり」生産
もう日が暮れた

感情があったのである。稔りの秋、
豊作の秋でさえ、

遊びも生活であり、労働も生活であるという平

をコアとして、すべての生活現象を有機的に統一
あきたわと昭寿がいった

どうしたたらば年貢を安く負けてくれるか、肥料

正宗白鳥が「日本では秋の季節が一番美しい」

するという生活教育論であった。
おれよりも

の借金を返せるかに頭を痛めていたのである。

の卑屈をとりさりたいと思った。
そして荒浜でやっ

貧しいということ、貧しさを恥じる心、私はそ

た無計画な生産の教育を、もっと計画的組織的に

斎藤 益男

兄が便所にいった

した時、私は感動で戦慄したものだった。泣きや

四年の男の子の汽笛の詩を、紅屋の座談会で提示

釣ががちゃがちゃと鳴り

馬は鼻でふふふと鳴く

月が照っている

畜生」

えるお背原山が紅く色づいて、青い空の背景に燃

晩秋から忘れたような快晴が続いた。窓から見

（
「鈴木道太著作選１」より転載）

ちの貧乏への卑屈はだんだんととり去られていた。

この生産教育は、この過程のなかで、子どもた

おれも外に出て行ったっけ（行ったら）

月夜の馬小屋

馬はなお疲れているべに

働く生活から学ばせる、これが私たちの課題に
なった。働きのなかから愛情も、喜びも、嘆きも、
怒りも、
悲しみも学ばせる。生活知性と言った場合、
それは働く生活を通して、労働を計画し組織する
ための知性である。

馬にものかせろといった

学習につながる生産教育にしたいと考えていた。

「あんまりさくず（米ぬか）すっこだァねえぞ」

兄はおれに

あの汽笛

（ふることはないぞ）

四年男

田圃に聞えただろう。

汽笛

もうあばァ帰るよ

おれは聞えねぶりして（聞えないふりをして）

			

八重蔵泣くなよ。

「馬畜生、今日は疲れたべがら 常よりもよ

まぬ背中の子をあやしながら、父とその母との労

げいまぜでかせっかんな（食べさせるからな）
、

働に力をあわせている北方の労働生活が叫び上げ

馬は馬小屋をまわっている

これが北方の詩であると、国分一太郎が秋田の

るロマン。
弟と馬と、一体となっている世界のなかから、意

私たちは、詩は叫びであるといい、父と母と兄
欲的な野性を、喜びと悲しみと嘆きとを叫ばせた。

えるようにくっきり浮んでいるのは美しい。だが、
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