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時間どろぼうが︑わたしたちの日常にこっそりと忍び寄り︑わたし
たちの時間を奪っている︒少女モモがかつて立ち向かった時間貯蓄銀
行の灰色の男たちは︑いまは Society 5.0
なる社会像を掲げ︑
﹁ＡＩに
代替されない人材たれ︒そのために子どもの頃から一秒の時間も無駄
にせず︑
個別に最適化された学習を行って成果を出し続けろ﹂と命じる︒
でも︑時間をケチケチすることで︑ほんとうはぜんぜんべつのなにか
をケチケチしていることにわたしたちは気づいているだろうか︵ミヒャ
エル・エンデ﹃モモ﹄大島かおり訳︑岩波書店︑１９７６年︶
︒
そもそも︿時﹀をいたずらに切り刻むこともやめた方がよさそうだ︒
アリスが迷い込んだふしぎの国のボーシヤは︑
︿時﹀をめちゃくちゃに
切り刻んでしまう︒それから︿時﹀は頼みを何一つ聞いてくれなくな
り︑
いつまで経っても６時のままでティータイムは終わらない︵ルイス・
キャロル﹃ふしぎの国のアリス﹄芹生一訳︑偕成社文庫︑１９７９年︶
︒
わたしたちひとりひとりの時間にはひとつひとつ顔があり︑流れが
あり︑リズムがある︒それを機械的に切り刻むとき︑わたしたちはのっ
ぺりと平板な時間の流れに飲み込まれ︑乾いた砂漠のような地点に置
き去りにされてしまうだろう︒
﹁人類の繁栄のために我こそが時を支配する！﹂騙されるな︒わたし
たちのための時間だ︒わたしたちが︑愛する人たちと共にする時間だ︒
時間どろぼうの仮面を剥がせ︒

隆二
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佐藤

ひと言

奪われた時間を取り戻そう
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特集

「生きること」としての表現

中森

そういう問題を子どもの発達段階に即

えますか？

も聞こえてきますが、その点についてどう考

鼎談 表現の教育を問い直す
今日の子どもたちの育ちそびれの現実と
その背景にあるもの

学校の校内研修から、音楽・美

術・体育など、表現に関わる教科

が姿を消している。これも『学力

テスト』
の影響なのかも知れない。

「生きる喜び・学ぶ喜び」の大事

な要素の一つに自己表現がある。

その喜びの場を失った子どもた

が、その背景や要因には様々な子どもを取り巻く変化があった

中心として育っている。ごっこ遊びだとか、

なっているのか。そこでは、子どもは遊びを

本体育大学の久保健さんの三人

前代表の中森孜郎さん、そして日

現センター代表の数見隆生さん、

もう一度原点に立ち返って「表

ちはどうなるのだろう。

し、今もあるように思います。とりわけ、近年の子どもの周り

わらべ歌だとか、あるいはかけっことか、そ

して考えると、就学前の幼児教育ではどう

には、家庭や地域そして学校それぞれに閉塞的状況があるよう

ういう遊びの文化のなかに発達の芽がある。

子どもたちの「育ちそびれ」が指摘されて久しいのです

に思います。不登校はなかなか減少しないし、いじめの問題が

ところが、小学校に入った途端に急に決まり

数見

深刻になっている状況などは、そのことを物語っているように

きった形の教育課程の中に入ってしまい、遊

幼稚園や保育園でも今、リスク・マネジメントがすごく

るのかなと思うんだけどね。

び的要素を失ってしまう。問題は、その辺から始まってきてい

で話し合っていただきました。

現の教育を問い直す」
を特集にし、

思います。
この鼎談では、子どもたちが人間として成長していくという
ことと関わって、子どもが自分を「表現」するさまざまな機会

久保

強調されてきている。できるだけ危険なことはさせない。遊具

とか、あるいは学校での「表現の教育」が、疎かにされてきて
いる状況があるのではないかということを前提にして、その現

らも、その危険を乗り越える力を育むんだという発想はない。

だとか遊ぶ環境など、怪我しそうなものは全部取っ払ってしま

まず最初に、今の子どもたちの育ちの周りには、自分を思い

そうしたくないと考える園はあっても、保護者から危険だとか、

状と問題点、これからの課題について話し合ってもらいたいと

切って出せない閉塞的な環境や文化状況に満ちているとか、学

どうしてくれるんだという責任追及だけされる。幼児教育の段

え！ ということになっている。ちょっとした危険を孕みなが

校でも、生活や授業までスタンダードといった「決まり通り」

階から個性のトゲみたいなものが削られていっている。その上

思います。

を当たり障りなくやらせる教育状況が広がっている、という声
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さいとなっている。

しゴムは此処、ノートの使い方も指定され、全クラスそうしな

うので、がんじがらめですね。鉛筆は３本を机の左側の隅、消

に、学校に入ってきたら、スタンダードとゼロトレランスとい

過ごしながら、自分の本音のところはどこでそれを発散したり

学校ではいろんな決まりとかルールに抵触しないように無難に

音に二重化し、使い分ける子を生み出してしまうのだと思う。

きこもるしかない。自分を出さずに口を閉ざす子は、建前と本

こ遊びの中に文化の芽があるわけなのに、今は学校教育の教え

にわーっと広げてしまったりする。そんな現象が生じているの

われないネットだとかＳＮＳとかで、非常に無責任な形で周り

表現したりするかというと、他者に自分がした表現の責任が問

るパターンが幼児段階におりてきてしまっている。かつて石巻

ではないだろうか。そういう実態も「表現」の裏側にあること

幼児教育の段階では、歌や運動的なものにしても、ごっ

のわらしこ保育園（ダンプ園長）が取り組んだ生き生きとした

をおさえておく必要があると思う。

中森

子どもの主体性を生かすような取り組みはなくなったよね。

なものがふくらんでいく。け

自分を出し、喧嘩もするけど仲間との関係や自我の基礎のよう

管理主義的な環境に何とか適応せざるを得なくて表面的には事

インを出す子もいるけど、自分を取り巻く背景を察知し、その

だけでなく、拒食やリストカットで自分の生きづらさを訴えサ

確かにそういう現実が起こっているね。学校に行けない

れど、そういう機会がきわめ

なかれで合わせている。けれど、本音のところでは我慢できず

数見

て乏しくなってしまった。学

にネット社会のなかで無責任な形でさまざまな発信している世

遊びはまさに自己表現ですよね。そういう遊びを通して

校をみても、少し前は荒れる

界があるという問題ですね。
「表現」を考える時、こういう歪

数見

中学生など校則を破ったりす

んだ心を子どもたちにもたらしているのも現実ですね。

白川小学校の表現の教育では何が育てられたのか

ることもあったけど、そうし
た社会規範を逸脱するマイナ
ス現象も、ある種の自己表現

に引きこもり、閉じこもるようになっている。他者や外に自分

今ではそうしたはみ出すことが一切できなくなって、多くは内

学校の子どもたちのイキイキ度を他の学校の子たちと比較調査

す。私も間接的にこの学校の実践に関わったのですが、この小

にある白川小学校の表現教育の実践に話を移したいと思いま

ところで、１９８０年代半ばに中森先生が関わった白石

を出さない、出せない。関係性をつくり、自分を解放できない

した時、きわめて白川小の子の方が高かった。当時白川小には

数見

子が増えている。これらの現象も、ある種の消極的で無自覚的

養護教諭はいなかったし、不登校も保健室登校も全くなかった。

を し て い た と も い え ま す ね。

な表現なのかもしれないけれど……。

む子ら』きた出版）にその調査結果を載せているけど、生活リ

多分いじめ問題などもなかったと思う。この本（
『表現にいど

る空間や場、機会が少なくなり、学校に行くと出過ぎたことを

ズムや健康習慣等の生活規律や、体調や心身の活動性等の心身

小さい時からの「遊び」という自分の思いのままを出せ

するな、勝手なことをするな、こうしなさい、ああしなさいと

の自覚症状で断然良好だった。つまり、
「明日早く学校へ行っ

久保

型にはめられちゃう。そうすると、荒れることもできない、引
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てみんなと遊びたい」
「明日の授業も楽しみだ」と思う子が多

そうした欲求を刺激することで表にばっと出せるか出せない

だけれども、それが教育の中で殺されちゃっているというか、
か、その違いなんですよね。

ければ、自然と生活規律がよくなり、その生活が心身に現れる。
別に「健康な子どもづくり」を目的にやっていたのではなかっ

て、 遠 藤 惟 也 さ ん も い て、 そ

学校に安藤校長が赴任して来

うだったのではなくて、あの

て る。 白 川 小 の 場 合、 元 々 そ

う、そういうことが子どもを育

べて出し切れる場があるとい

とにかく学校に行くのが楽しい。学校のなかで自分をす

どもと教師が追求して、より質の高いものを創りだしていく。

うことが生まれてくるわけですよね。表現というのは一緒に子

んなに集中して演技をやった」とびっくりしてしまう。そうい

さになっていく動作を全部絵に描いて、先生方も「あの子がこ

を読んで先生がびっくりしてしまう。つまり一人の子どもが逆

うふうにやりましたという絵を書いて先生に持ってきて、それ

ていく中でできるようになっていき、それを後になってこうい

立で、クラスで一番やんちゃな手に負えない子が、これをやっ

白川小の中で一番僕の中に残っているのは、２年生の三点倒

れから僕なども学校づくりに

その子なりその子なりの演技を創り出していく。その中で学校

たけれど、結果としてそういう子が育っていた。

中森

参加してやっていく中で子ど

が変わっていく。クラスが変わり、学校が変わっていく。そこ

昔、中森さんたちが雑誌『ひと』誌上で行った座談会

のところがものすごく大事かなと思うんだけどね。

久保

表現することは生きること に
｣ 、明星学園で依田節夫さんの実
践した側転の授業が載っていて、当初はうまく側転のできる子

実践でも、子どもが変わっていった事例には、たいがいその子

私の分野、例えば保健室登校の子どもにかかわった養護教諭の

感じの絵は、ぎこちない側転をしていた子の方がずっと正しい。

て、手の上にどう体の重さが乗ったかとか、手が離れたときの

ちょっと動きと手の位置が違う。側転したときにどう手を着い

｢

もが段々そういうふうになっ
てきたんですね。前々から「早く学校に行きたい」などという
子どもが多かったわけではなかった。表現を中心とする教育を
やっていくうちに、段々子どもだけでなく、教師ももちろん変
わっていった。

の心のうちを解放するための何らかの表現活動に取り組ませ、

やっぱり身体をくぐり抜けたものが絵に出てくる。白川小の子

は、それを描いた絵も上手だと思っていたけど、よく見ると

外に向けて自己を表出させ、存在を他者から容認される取り組

の絵も、逆立ちでなぜあんなに足が細いんだろうと思うと、頭

表現活動がどうして子どもを変えるのかという問題です。

みをしている。自分史を書かせることであったり、音楽や太鼓

でドシッと立っているその土台のところに対する感じがすごく

数見

であったり、詩やシナリオであったり、それが仲間や他者に伝

よく出ている気がするね。

生活体験だよね。苦労してできた感動があるとか、実感

が残っていることが、表現としては強調されて出てくる。

数見

わり、共感を得、自己肯定感や自信に繋がっていくというもの
です。表現というのは、他者との関係性を生み出すものだと思
子どもの中に「こんなことしたい」という欲求はあるん

うのです。

中森
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表現の教育を衰退させている背景にあるものは何か

ら表現も育たない。

させられてしまっている状況を再考しなければならない。自分

充実感の伴わない、当たり障りのない、のっぺらぼうな学校に

ているのか、どんな子どもを育てるのかの展望がなく、感動や

いるのか。学習指導要領の問題も含めて今どういう方向に動い

まっている教育状況の問題として、どういうことがそうさせて

しかし今、子どもたちが引きこもり、閉塞的になってし

をさせている。そしてそれに校長や教員からコメントをもらう

て、礼拝堂で書いたものをみんなの前で発表し合うということ

そしていろんな自分が体験したことをもとにして作文を書かせ

たり花を咲かせたり、牛や様々な生きものを育てて関わったり、

日の半分以上を汗水たらして働いて、木を切ったり作物を植え

に改めて目を通していると、いわゆる学習は午前中だけで、一

庭学校、教護院なんだけど、そこで谷昌恒さんが行った実践書

最近、教育って何だって改めて考えるために北海道の家

の個性を発揮できない教師が増えていて、個性的な子どもが育

教育活動をしている。決まりきった徳目を頭だけで受け入れて

数見

たない状況になっているといわれる現状をどうとらえればいい

いくようなものでない、自分の具体的な体験をもとに身になっ

数見

か。

たこと考えたこと実感したことをもとに交流し、共有し合うと

いうのは、きっと自信になるし、生きることに繋がるよね。と

この夏、長野で行われた全国教研に参加してきたけど、
その中で、ある教員が教科書検

ころが今の子育ちの状況は、自分というものを精一杯出すとい

ただ、授業として表現の問題を考えると、表現は子どもが自

久保
定に付される新しい道徳教科書

確かに、今の子には家庭の手伝いにしても労働や生産に

うような生活体験がなく、閉塞状況をもたらしている。

中森

の内容分析をしたところ、圧倒
的に多いのは、
「友情」とか「が

意見を言ったとしても、結論が

分の中にあるものをただ外に出すというのではなく、教材、つ

関わることはない。学校でも狭義の「学力」中心の教育になっ

先にあるのでそこに流れていくしかない。リアリティのないそ

まり文化が介在しているのです。音楽にしてもスポーツにして

んばれ」とかのテーマに合わせ

んな題材での授業で、疑問を挟んだりしたらはじかれてしまう

もね。その文化と子どもが格闘する過程で自分の内側に眠って

ていて、自然とか社会と具体的にかかわる体験や活動もきわめ

し、結論が見え見え、そういう教育体制になっている。道徳だ

いる欲求が巡り会って、その文化の質を自分の中に取り込んで

て創作した作品だということで

から一番典型的だと思うけど、他教科でもそうで、アクティブ・

いく。そこに自分なりの表現が生まれてくる。それには相当時

て乏しくなっている。そうした状況が子どもの人間としての育

ラーニングといった「主体的で、対話のある」とか「課題解決

間がかかるし、その時にどういう関係を子ども同士に結び合わ

した。ということは、それを題

のために分かったことを人に伝えましょう」みたいな授業が流

せながら、共有の文化にしていくか、ということが大事なのね。

ちを乏しくしている。

行っているけど、指導要領枠の中でしか自由がなく、そこから

その辺のプロセスが大事なのに、今の教育の中では点数で競わ

材にして授業をやると「自由に」

はみ出さない子が育てられようとしている。そういう状況だか
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せ、落ちこぼれていく子どもたちの問題に無頓着でいる。大事

育も同じですよね。だけど表現の教育では、ある程度自分のも

れば自分のイメージしたもの、受け入れたものをアウトプット

のにした上で、その学びをもう一度外に表現していく。言うな

ですべての子どもが本当に自分のものにしていったとき表現に

して、仲間と響きあったり、心を合わせたりしながら他者とか

な質のある課題にじっくりと時間をかけて取り組み、その過程
なっていく。その辺のプロセスをどういうふうに教師が組織し

観ている人に発信していく。そこに教育性というか、自分を成

中森

そうそう。だから太鼓なら太鼓を教えても、やっぱり基

長させるようなものがあるのではないですか。

ていくか、そこで教師の指導力が問われてくる。

青葉女子学園での表現教育の実践から言えること

この学園の生徒らは、小さいころから本来の育ちに恵まれなく

しても身体を使っての発声から始まりながら、一つひとつの詩

して発表会をする。太鼓一つをとってもそうだし、詩の朗読に

本からきちんと教えていく中で段々子どもが成長していく。そ

てやむを得ずこういう施設に入ったのだろうけれど、表現を中

を朗読し合って、最後は発表の場を設けていく。そういう中で、

ところで、青葉女子学園での取り組みはどうだったのか。

心とした学びを体験し、取り組んでいく中で大きく変わってい

親や見に来ている人たちの反応とか、そういう交流や緊張感の

数見

くということがあったと思うのだけど、中森先生、その辺の話

けね。

ちゃんと認識できるようになっていく。そういう過程があるわ

中で、子どもたちは如何に文化が自分のものになっていくかを

一番最初に生徒に「人間の身体は固体？それとも液体？」

をしてもらえますか。

中森
という問いかけから始めて、身体を揺すってみる。そういう教

たのは、この教材で何時間というふうに決まっているわけでは

一番大事だし、
基礎の基礎なのね。その意味でこの学園が良かっ

く。それにはやはり教師の側の教材解釈、教材研究というのが

て行くと楽しみに待っていてくれる。そういう関係になってい

もは次の授業は何をやるんだろうと期待することになる。そし

人間の身体ってこんな不思議なものなんだ、と。すると、子ど

もたちは思考し、身体を揺すっていく中で驚くわけですよね。

てあったかいなあとかね。それをやらないと、体育の授業をや

らなかった中で、心臓の音を聴いてみようとか、お互いに触れ

と言い出したけど、しばらくはどんな授業をやっていいかわか

「生きている証拠探し」の授業だった。行政はすぐ学力形成だ

子どもたちと学校が再開した直後から体育で取り組んだのは、

というものがあると思うんです。制野さんが東松島で被災した

表出というか、生きていること自体に直接触れて心動かされる

スには、やっぱり人間が生きているということに対する認識と

文化とか芸術を介在したそのレベルの表現のもっとベー

ないので、たっぷり時間をかけられた。一つ一つの教材を精選

る気に教師もなれなかったし、子どもたちもそうだったと後で

久保

して、
それにうんと時間をかけて、
問いと答えというものの「間」

言っている。やっぱり原点のところには、そういう人間が生き

師からの考えてもみなかった問いかけによって、はじめて子ど

を共に探求し、新しい発見があってそれを共有し、そしてまた

の教育に進んでいくのではないかなという感じがするんです。

ベースにしながら、段々と文化や教材との関係での認識と表現

ていることそのものと触れ合うということがあって、それを

子どもを主体にして、たっぷり時間をかけて学びを組織

新たな問いを探っていく。そういう基本的な事柄をやってきた。

数見

していくことの大事さはわかるんだけど、そのことは認識の教
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で、
「表現は生きること」だと書かれていますね。この学園に

とができるというのが、表現であり演技なんだと思う。自分の

しれない、これからあり得るかもわからない人生と触れ合うこ

自分をそこで表現する。ある意味で自分にとってあり得たかも

来ている子たちはすごくストレスを抱えていると思うのだけれ

生活を閉じたものとせず、いろんな生きる可能性みたいなもの

中森先生は、青葉女子学園の実践について書いた本の中

ど、それが自分を外に出すような表現的活動によって解放され

を掘れば掘るほどいろんなことが体験できる。そこに大きな意

数見

ていったということなのだろうか、その点についてもう少し詳

何だったのか

民舞という表現教育に込められたものは

す。

味があるんじゃないかなと青葉女子学園の実践にふれて感じま

人間は何かの文化を通して自分を表現し、生きているわ

しく話してもらえますか。

中森
けですよね。だから、本当に表現する・演じるということは、
音楽でもスポーツでもプレーなんですよね。プレー＝演じると
いうことは、それを通して自分の人生を生きているということ
じているときは自分の人生そのものなんですね。人生で一番の

人生を前向きに開いていけたのではないかと思うんだけど、そ

した子たちにももっと早くからなされていれば、もっと違った

自分の肯定的な生き方に繋がるような教育活動が、こう

自己表現をしている。そのことで他者とつながっているわけで

れがなされなかった。こうした子にとって閉塞的だった教育状

数見

しょ。人間が生きて行くということは、たえず文化を持つこと

況が、最近の多くの学校に広がってきている気がして、非常に

になる。演技者というのは、音楽家にとっても何にしても、演

によってお互いに演じ合って、それを共有し合ってともに生き

危機を感じるわけだけど、だからこそ、学びを通して自分を思

い切って表現し、仲間とつながり合える教育が必要なんだと思

ていくことができると思っています。
子どもたちは確かにご飯を食べたり、寝たりして生きてい

とに本質があり、そのことがすごく大事なことなんですね。そ

人間として、また文化を共有しながら共に生きているというこ

は何だったのか。久保さんが提案者だったと聞いているのだけ

のような授業をした後、大森御神楽という民舞に取り組んだの

ところで、制野さんのいた中学校で「生きている証拠探し」

うのね。

うした文化的な生き方は、非常にクリエイティブな生き方に向

ど。震災後、
親を亡くし心が折れている子どもたちに体育で「よ

るんだけど、人間として生きるということは、人と人との間の

かっていくのです。青葉女子学園の子たちにもその可能性を感

すか。

さこいソーラン」ではなく御神楽を躍らせる意図は何だったで

文化や芸術とかを通して自分を表現するとか、そこに入

じました。

久保

ようのない、私の人生どうせこんなものという中でしか生きて

あの時代の曲がり角だった稚内南中の学校づくりをしていく上

ては、稚内南中の先生達と話したことがあるんだけど、あれは

大森御神楽がすべてとはいわない。南中ソーランについ

いけない。だけど、
文化や芸術を共有すると、
踊りもそうだけど、

ですごく大きな意味をもっていた文化だというのね。民俗芸能

久保

それを創ってきた、あるいは伝えてきた多くの人がやってきた

だなんて思っていませんよと。だからいろんな文化がいろんな

り込むという体験がないと、自分一人だけの限られた逃げ出し

ものと触れ合うわけだよね。それを自分の中に取り込みながら、
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瀬未来中の場合は、震災という重い生活体験をずっと抱えて

可能性をもっているとは思うのですけど、でも制野さんの鳴

質の追究を意図しているような気がするのだけど。

というようなものでもないような気もするし、何か文化的な

分の踊っている世界に入っていった。論理的に説明はできな

を踊らされ、しかしそれに徐々にはまっていき、不思議と自

を語れないくらいに打ちひしがれていたときに、難しい踊り

自己体験をいろいろ語れるようになっていった。自分の内面

震災経験をもとに命とは何かを追求した「命の授業」の中で

り組む過程で自分を表現しながら関係性が深まり、その後の

り、踊りの形を覚えたところで終わったらおしまいなんです

いることとが結びついていく状況が生じてくるのです。 つま

の人たちの生き方と自分が今おかれている環境の中で生きて

だろうかと問う余裕が出てくるんですね。そして、当時のそ

なってくると、昔の岩手の人はどういう訳でこれを踊ったの

だんだん自信がついてきて、そしてかなり踊り込んだころに

いた。だけど変わっていくんです。踊って汗を流していると、

最初はこんなのとっても踊れないよ、とみんな思って

いけれど、彼女等の中で、震災体験と、自分が生きてきた中

ね。踊り込むということが大事で、そこに出てくる余裕が、

中森

学２年までの人生と、今踊っている御神楽と、自分たちこれ

踊りを客観化し、生きることと結びついてくるんです。

いて、まだ震災体験を語り合えない子どもたちが、民舞に取

から先どうなっていくのだろうみたいなことが、一人ひとり

プを作って震災を伝える活動とか、踊りのグループをつくっ

がする。今、あの子たちは大学生になっているけれど、グルー

うして踊ったのか、生み出

うと思ったときに、こうした文化がどういう時代に、誰がど

ある程度自分のものになって行くことで、自分の表現にしよ

踊りとかあらゆる文化は、まず型から入って行くけれど、

て岩手の踊りだけど自分たちのところで根付かせようと取り

したのか、ということが気

数見

組んでいる。こういう活動には、不思議と苦労した子とか重

になり、その思い、民衆の

の子どもたちの中に生命力みたいな形で入り込んだという気

い生活体験をした子が反応するのです。

願いといったものを意識化
して、自分の表現・型に生

制野さんの「命の授業」を何回か参観したんだけれど、

御神楽の授業に取り組む過程で、許し合え、何でも心の内を

かしていくということなの

数見

共有し合える関係ができたんだなという思いと同時に、あの

踊 り 込 ん で い く と、

ですね。

久保

御神楽という文化には「鎮魂」の心があることを踊り込む過
程で感じ取り、震災との共感というか、はまり込んでいくも

抱えてこの学園に入所している子たちに対して、こうした民

葉女子学園の施設の子どもに教えたのか。心の様々な課題を

青葉女子学園でも大森御神楽やりましたよね。どうして青

ころがいいとか、二人組で

こが好きとか、扇を返すと

沈み込んでふわーとなると

が人によって違ってくる。

踊りのどこが好きというの

舞にどうして取り組ませたのか。ただ熱中し、夢中になって

肩越しにパートナーが見え

のがあったのかなとも感じたのです。

心の解放をさせたかったということなのか、単なる心の解放
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どこかに自分を奮い立たせるというか、生きている実感を味

から決して疲れさせる踊りではない。激しい踊りなんだけど、

また生きる元気がもらえないという現実があったと思う。だ

たのだろうかと思うと、そこでそうすることでしか次の日を

が、わざわざ夜に集まって、あんなに疲れる踊りをなぜやっ

た翌日早起きしなければならないという生活をしている民衆

もともと御神楽というのは、くたびれ果てるまで働き、ま

は逆に子どもから教わりな

どんどん学んでいく。教師

み方によって子ども自身が

子どもたちは教師の取り組

て、苦手なことであっても、

ものだけを教えるのでなく

強になった。自分が得意な

た。先生にとってもいい勉

それが子どもたちにとって

あわせてくれる。しかも綺麗な思いをさせてくれる。その踊っ

がらやると教師と子どもの

るところがいいとか、それぞれお気に入りのところがでてく

ているときの身体実感の綺麗な思いとはどういうことなのか

関係性が生まれ、
高まっていく。表現とはそういう教科なのね。

もすごくいい勉強になっ

は難しいんだけど、重さがふわーとなるところとか、踊って

算数とか国語ではそうはいかないように思うけど。

る。

いるときに感じる「あっ、ちょっといい感じ」というのが何

認識の教育と表現の教育と両面がでてきたんだけども、

これらは無関係ではないでしょう。認識というかいろんなこ

数見

が綺麗に見え、誉められたり素敵だったねと言われるのと、

とを感じたり考えたりすることが表現に繋がっていくし、表

カ所かにある。観てた人から衣装を着けててふわーというの
自分の中での「いい感じ」という実感みたいなのが繋がると、

現することでまた認識が高まっていくこともある。そのへん

認識の教育というのはインプットすることが中心ですよね。

えてみたいと思います。

の関係をどう捉えたらいいか。その順序性みたいなものを考

生きがいになってくる。

表現の教育と認識の教育の関係および
学校教育全体の教育課程をどう考えるか

ますよね。白川小でも、中年の女性の先生は、自分自身はそ

授業をしますよね。すると得意な教科と不得意な教科があり

示し、発信することですよね。かつての綴り方教育なども、

ジや思いを外に向かって言語・文字・からだ・音や絵などで

解し、納得することですが、表現というのは、自分のイメー

新しいことを知ったり覚えたりすることを基本に、考え、理

の演技、例えば側転などはできないわけ。できないんだけど、

自分の日常生活で感じた思いを発信する表現教育だったと思

小学校の場合は、ほとんど一人の先生がいろんな教科の

あるレベルまで子どもたちを食いついてこさせることは可能

うんです。身体表現や音楽・美術だけが表現教育なのではな

中森

なのです。附属小学校でも理科専科の先生が、音楽の合唱の

いと思うのですがその点どうでしょうか。

結局、算数とか理科とか社会は、数や自然や社会の科学

がある。国語というのは、小説を読むとか読解力を育てると

中森

指揮をやる。自分はろくに音楽などできなくても合唱指導が
できた。子どもたちに教えてもらいながらやっていくという
中で、創っていくわけね。あれはすごいなあと思う。そして
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合はそれが強いんではないでしょうかね。特に生活綴り方的

いうのがあるけど、もう一つは言語表現ですよね。国語の場

生命誌研究者の中村桂子さんとの対談『百歳の遺言―いのち

わが国の代表的な教育学者である太田堯さんはつい最近、

日本の教育はテストのための教育、全国学力テストとか受

も小学校ではそれを逆転し、つづり方、音楽・美術・体育を

体は周辺教科に位置づけられてきたが、これからは少なくと

から「教育」を考える』
（藤原書店）の中で、これまでの学校

験のためのテスト、そのための教育というようになってしまっ

中心教科に据えるべきだと提案しています。傾聴すべき提案

なものなんかはまさに表現だし、言語表現としての朗読など

ていて、そうするとどうしても受験科目が中心になり、記憶

だと私は考えています。国・社・数・理など認識の教育を軽

教育では、国・社・数・理などが中心教科とされて、音・美・

するということが重視されてしまう。従って表現科目の方は

視するのではなく、発達段階を考えるべきだと思うのです。

もある。教科によって違っている。

軽視されるんだけど、しかし軽視されたことによって逆に拘

れるものとなり、それが認識教科の授業でも、互いに心を開

子どもたちの中に表現文化が根付いた時、学校は生気にあふ

大切なことは、もっと子どもたちの生活経験を豊かにす

束されない、自由さえあるという状況になっている。

数見

ワンダー」で、自然や生き物ともっと触れあったり、社会や

まっている。レーチェル・カーソンの言う「センス・オブ・

ていったときに、初めて学校は生き生きとし、生命力が生まれ、

いるけれど、みんなで文化を創っていく学校づくりがなされ

最近いじめが学校で問題になり、その対策が課題視されて

き意見の出し合える関係を育むからです。

環境と触れ合う体験を経て初めて様々なイマジネーションが

お互いを高め合える関係ができていくと思うのです。

ることだと思うんだけれど、そこがきわめてゆがめられてし

豊かになり、思考力も高まるわけでしょう。そういう意味で

今日は長時間ありがとうございました。顔ぶれの関係も

あって、少々民舞とか、体育的表現の教育に傾斜した座談会

数見

したものにしなければいけないのに、そこがきわめて貧弱に

になりましたが、今日の教育の大きな課題の一つとして、子

は子どもの生活をもっと家庭や学校も含め全面的に生き生き
させられてしまっている。

どもたちが人間として生きていく上で、最も大事だと言える

「自分という存在を思い切って出せる」そして「そのことを仲

学校というのが一つの組織として本当に生き生きと動い

てるかということが大事なんですよね。そのことで思い出す

間と心底から交流し共有しえる」ということができない環境

中森

のは、今から 年以上も前、私が附属小学校の校長だった時に、

て練習を積み重ねていきました。それだけに当日は子どもた

をした。半年も前から曲を選び、より質の高い合唱を目指し

す。合唱の会は午前は学級合唱、午後は学年合唱と全校合唱

年間行事を整理し、全校合唱の会と体育大会に絞ったことで

科で自己主張しうる人格形成の課題の立場からも見直したい

を子どもの権利条約の意見表明権の観点で捉え、あらゆる教

といった基礎的表現教育の見直しをもしつつ、他方で「表現」

に置かれているのではないかということでした。音・美・体

40

今日は長時間ありがとうございました。

と思います。

こします。その会は、 年以上今も続いています。

努力の過程で、学校の雰囲気も一変していったことを思い起

ちも親たちも感動に次ぐ感動の一日になりました。そうした

40
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「生活」「本音」を綴ること

うんてい

愛

わたしは、昼休みにうんていをしてさいご

まで行けたので、
うれしかったです。でもいっ

ぱいやりすぎて、まめが二つできました。先

生に、

「まめが二つ。食べられるね。
」

分にとって書くことが「生きていること」で、

とが多くなりました。
「なぜ書かせるのか」
、自

ぜ、
「日記を書かせているのか。
」と聞かれるこ

子どもたちに日記や詩を書かせています。な

いけど、嬉しい気持ちも心配する思いも受け止

励ましてあげたくなります。見守るしかできな

愛さんの本音を聞いて、愛さんがんばれ！ と

な気持ちになる。
」
と話してくれました。そんな、

なります。理由を聞くと「自分が怒られたよう

ていないかな。
」と心配して、時々元気がなく

す。恵子さんは、
何気ない日常の中で不安になっ

こと」を書いていいことを子どもたちに話しま

配したことや辛かったことなど、
「心が揺れた

はもちろんですが、嬉しいことだけでなく、心

日記を宿題にする時は、書き方を教えること

智加枝

書くことが考えることだからでしょうか。書く

めて、
「それでいいんだよ。大丈夫だよ。
」と赤

た気持ちを素直に書きました。

堀 籠

と言われました。
（たしかに。
）と思って、く

ことで考え、生きていく。そして、書いたもの

ペンで励まします。
「弟は、外で一緒に遊んで

当に豆が出た。
）と思いました。

そして、
給食で豆が出ました。わたしは、（本

が生きた証になっていく。そんな、循環の中に

くれるから、大好き。
」と話してくれます。

すくすわらいました。

「生活」を見つめさせたい、
「本音」を表現さ

ました。弟とはじめて歩きます。弟はうるさ

今日、３人で児童館から家まで歩いて行き

「はい。
」

のまれました。わたしは、

終わってから先生にけんこうかんさつ板をた

今日、朝会がありました。わたしは朝会が

恵子

なぜ、
「生活」を書かせるのか。それは、
「自

いので、だいじょうぶかなあと思っていまし

と言いました。そして、けんこうかんさつ板

どこに行ったの

分の存在」を見つめることになるからだと思い

たが、安全に歩けました。家までもうちょっ

をおいて、３年生が来るのをろうかでまちま

愛

ます。人は、一人では生きていけないので、生

とという所にきた時、弟が、

おつかれ

「書くこと」があるように感じます。
せたいと思って取り組んでいます。
「日記・詩・

活を書くと必然的に自分に関わる人や社会を見

「つかれた。もう歩きたくない。
」

作文」はその表現の形式です。

つめることになります。
「生活」を書くことは

と言いました。
（ええ～、もうちょっとだか

した。でも、おそくておそくて（もう、教室

「生きること」そのものを見つめ、
「生きている
自分」
を綴ることになるのだと思います。
（以下、

に帰っちゃったのかなあ。
）と思いました。

「おいで。
」

幸ちゃんが、

そして、しばらくして３年生が来ました。

らがんばってよ。
）と思いました。それで、
何とか家につきました。つかれたし、たいへ

と言ってくれて、安心しました。

んでした。

弟のにもつを全部持ってあげました。そして、

名前は仮名）

① 生活を書く～本音を書く～
愛さんはとても元気な女の子です。弟と仲良
しです。弟も元気がいいので、
「先生に怒られ
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実践

『生きること』としての表現
実践

実践

『生きること』としての表現
実践

す。お母さんとの会話が増え、優しい気持ちで

に綴ります。妹のお世話を手伝い、詩に書きま

誕生からどんどん成長する様子を、毎日のよう

しんそくほうがなって、その後に長くゆれた

「あの時は、さいしょにけいたいのきん急じ

「いいよ。
」と言ってくれました。ママが、

と言いました。ママは、

「ママ震災のこと教えて。宿題なんだ。
」

私は、家に帰ってママに聞きました。私は、

「どうしたの。さっき、一人ぼっちになった

妹や弟に接していることが伝わってきます。命

んだ。１回止まったと思ったら、またそこそ

に甘えられずにいました。妹が生まれて、その

から。
」

の誕生に関わり、命が育っていく様子を見つめ

わたしは教室にもどってから、ないてしま

と言いました。わたしは、

ることは子どもたちにとって大切な体験だと思

こ強いゆれが何回もあったんだよ。道路の信

いました。先生が、

「うん。
」

います。同時に、
「自分もこうやって育てても
３月に、東日本大震災の時どのようにして自

けいたいもつながらなくなったし、ガソリン

でね。道路がこわれて段差になっていたんだ。

号も全部きえて、お店も電気が消えて真っ暗

分たちの命が守られたのか、家族に聞き取りを

が買えなくなって買う時は、すごく並んだん

ぐらいだったんだよ。あの時は、みんなでわ

だよ。陽子も香奈ぐらいで、香奈は今のもも

し作文に書きました。

らったんだ。
」と分かるのだと思います。

と言いました。とても、こわかったです。

由美さんには、由美さんのお話をなかなか聞
いてくれないお姉さんがいます。その関わりを
「妹もらくじゃない」
と詩に表しました。
「楽じゃ
ないよね……。
」と共感しながら読んでいくと、
「でも、優しくする時もあるから。
」と、お姉さ

陽子

たわたしていたんだよ。大変だった。
」

もものおむつがえ

朝と夜にもものおむつがえをしました。

んとの関係を振り返ります。大変な中にも、一
つの見方だけでなく、いろいろな見方をしてい

聞きました。ママは、

と言いました。
と言いました。私が、

「おむつかえてみる？」

ママが、

その思いを受け止めたいです。
「妹も楽じゃ

「料理はね、ガスコンロだったんだよ。りん

た由美さんです。
ない。
」と詩を書く時ぐらい、本音を吐いても

「うん。
」

ちゃんのお父さんからはつ電きをかりておふ

ろに入ったんだよ。洗たくもばあばと二人で

次に、じしんの後どんな生活をしていたか

いいと思います。本音を書くことで、また「お

と言いました。かえてみました。
ももがバタバタ動くので、おむつをかえに

姉ちゃんのやさしいところ」も見つけることが
できるのだと思います。

手でしたんだよ。よしんがおさまるまで、茶

の間でみんなで寝ていたんだよ。てい電の間、

ガソリンがなかったから、パパとママは休ん

でも、かえた後はももに、

くかったです。

でいたんだよ。早寝早起きだったんだよ。
」

由美

「あう～んぐ～。
」

と言っていました。

妹もらくじゃない

私はお姉ちゃんになんかいもなんかいもガ

と言われました。

さいごに、震災の時の気持ちを聞いてみま

した。ママは、

てきてください。
」

「東日本大震災のことについて、お家で聞い

「大変なことが起きたなあと思った。
」

と言っていました。じいじは、

ふつうの生活にもどれるのかなあと思った。
」

「とにかく、家族のことが心配だった。いつ

と先生に言われました。

東日本大震災

と言われているようでした。

「ありがとう。
」

陽子

リとかかみをひっぱられたりして、もう私は
（妹もらくじゃない。
）と思いました。
でも、お姉ちゃんがやさしくする時もある
から、
（やっぱりやめよう。
）と思いました。

② 生活を書く～人との関わりを書く～
お母さんが大好きなのに、
「弟ばっかりかわ
いがるから嫌。
」と言っていた陽子さん。素直
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と言いました。先生は、おもしろそうに笑っ

「先生、びっくりしましたよ。
」

と言って、心の中で（月しゅう何万円かな？）

「は、はあ。
」

るから。
」

「声が大きいし、はっきりすらすら読めてい

と思った。先生には、

と言っていました。パパは、
ていました。
アナウンサーになったら

令 子

（鳴瀬小）

もう一回考えてみて、
（その夢もいいな。
）

と言われて、
心の中では（ふ～ん。
）と思った。

と思った。

関

２０１５年３月、春日先生からお電話をいた

罪状も分からない、いつ出院するか、次回もい

札で分かりますが、年齢も出身地も、もちろん

子学園での授業が始まりました。名字だけは名

早速４月から月２回、女子の少年院、青葉女

いう思いがあったのです。

だきました。それは、
「青葉女子学園で美術の

るかどうかさえも分からない少女たちとの授業

少女たちとの出会い

困難を抱えた少年少女たちから
生まれる表現を見つめて・・・

ぼくは、

突然言われた。

と先生に言われた。

「孝君、アナウンサーになったら？」

孝

「家族のことがしんぱいだった。
と言っていました。ぴいちゃんは、
と言っていました。

「どうしようと思った。
」
私は、お母さんの話を聞いて大変だったん
だなあと思いました。これからは、おきてほ
しくないです。

孝さんは音読が上手で、社会のことにも興味
があって、負けず嫌いな男の子です。そんな孝
さんは、友達と上手く関わることができずにす
ごし暴れたり、恐い言葉を口走ってしまったり
していました。孝さんと話し、
「みんなと関わ
りたい」
「みんなに認めてほしい」という気持
ちを確かめ、後は孝さんの中にある優しさを発
見し日記に綴って紹介していきました。鋭い視
点を紹介すると、
「すごいね！」とみんなから
言われて、友達のすごさにも目が向くようにな
る孝さんでした。人は、人と関わる中で自分を

授業をしたくないかい？」というお話でした。

です。しかも、できあがった作品を少女たちは

発見できるのだと思いました。

授業をもう一度したいなあと思っていたので、

孝

即答で承諾しました。

わっ

のおどり場で先生がいて、

ぼくがそうじから帰ってきたら、かいだん
「先生何しているんですか。
」

と先生が言いました。見てみると、先生はか

「わっ。
」

したり、作品の発表をしたりの活動が動き始め

作を始めました。フェルトのワークショップを

えるようになり、退職直後からテキスタイル創

２０１３年３月です。震災から改めて人生を考

な気持ちで臨みました。

強い緊張感もありましたが、とにかく真っ直ぐ

さまざまな困難を抱えた少女たちとの授業には

業です。これまでに経験したことのない条件と

持ち帰ることもできず、ただ記憶だけが残る授

いだんにすわっていました。ぼくは、

私 が ２ 年 を 残 し て 教 職 を 退 職 し た の は、

「わあ、びびったあ。
」

ていた時でしたが、何故か、授業がしたい、と

と言おうとしたら、

と後ろに下がりながら言いました。
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『生きること』としての表現
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題材と用具
授業は、水彩画を中心に水墨画、デザイン、

個性光る「シクラメンのある窓辺」
「点描」

少年たちとの授業で特に印象深いのが、昨年

という題材による作品です。シクラメンを見せ、

でかけて描いてきた「シクラメンのある窓辺」

心に残っている思い出を墨や絵の具で描き、冬

の融合的表現にと入ります。季節を感じる花や

表現などをしてから水墨画とモダンテクニック

で用具の使い方、
「点から面へ」で混色や点描

じった板チョコを描き、そばにミスタードー

ぬほどチョコが好き。
」と言いながら、一口か

ださい」ということにしました。彼女は、
「死

しょうがないので、
「好きなお菓子を描いてく

と納得しながらも、写真のお菓子を描いても

撮りましょう」と言われ、節制した生活なのだ

してきた海と船、実際の空を見ながら生まれた

少年たちは、憧れとしての里山、いつも目に

る風景は想像して描くのです。

ラメンだけはリアルに描き、窓の向こうに見え

どんな風景が見えますか？」と投げかけ、シク

わせで、家族旅行の思い出を、あるいは、小さ

のたまごというお菓子とチョコパフェの組み合

は分からないから、どういう意味だろうって図

は人数が減り、授業は月１回となってましたの

授業も始まりました。そのころ青葉女子学園で

２０１７年５月からは東北少年院で月３回の

自分の感情も言葉で言えるから、おかしなこと

思ってね。もっといろいろな言葉を知ってたら、

で、素直で純粋そのものの表情で授業に臨んで

年院で出院後の就職を目標に頑張っているよう

象でした。さまざまな資格取得可能なこの少

落ち着きがあり、少年というより青年に近い印

14

こんな素敵な言葉をもらえるとは、全く予想
外でした。ただただ驚き、目頭が熱くなりまし
た。

月から始めて、少年によっては今年の４月ま

作品も忘れられません。ある時、実物のお菓子

「シクラメンを窓辺に置いたら、窓の向こうに

また、この少女の「お菓子の思い出」という
を持参して、これを題材に、と担当者に見せた

羊毛フェルトも行います。個人ごとに入退が異
なり、題材に取りかかる時期、進度、題材も違っ

ら、
「教室にお菓子は持ち込めないので写真に

を迎えるころには、羊毛から布を創る彫塑に近

初めに、水彩入門として、「どうぶつのさんぽ」

てくるので個別指導が基本です。

12

い表現も行います。

ナッツもいろいろ、それはそれは気持ちのこ
一年目のことでした。まもなく出院だったの

い頃に通った近所の駄菓子屋の風景など、どれ

もった作品になりました。他の少女は、カモメ

でしょう。ある日、Ｈさんが、こんなことを言

書室で国語辞典を借りて調べるようになったの

で、少年少女合わせて毎月４回という授業回数

もしなかったかもしれないってね。それで今は

授業中に参考作品として描いた墨絵（墨、和紙、新聞紙）

忘れられない少女の言葉と表現

うのです。

もこれも宝物を描いたような作品でした。

ね。そしたら、調べた言葉の意味も分かったけ

で現在も続けています。

少年たちとの出会い

「わたし、関先生に感謝してるんだよ。なんで
かっていうと、先生は分からない言葉、例えば

ど、辞典にはいろんな言葉が載ってるから、そ

片仮名の言葉を言うでしょう。それで、わたし

れを読むと面白いんだよね。で、考えてみたら、

初めて会った坊主頭の 名前後の少年たちは

毎日辞典を読んでて、国語辞典が愛読書になっ

くれるので、新鮮な驚きを感じます。

なんて自分は言葉を知らなかったんだろうって

てるんです。関先生のおかげです。
」
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『生きること』としての表現
実践

の夜空を翔けるサンタクロースと月の光で輝く

くアンドリュー・ワイエスを髣髴する草地、紫

る庭、海に沈む夕日、荒涼とした夜の海へと続

宅の窓から夕焼けと出院をイメージする扉があ

山と空、桜吹雪が描かれ風や音も感じる夜、邸

凄いものだと思います。
」少年たちの感性の豊

すよ。自然の持つ力っていうのを感じました。

にバラを持っていくと、それだけを喜んだんで

は昨年亡くなったのですが、入院しているとき

「いやあ、バラはいいですねえ。実は、私の父

Ｓさんも素敵なお話をしてくれたのです。

存在です。

業のバックアップもしてくださっている貴重な

を比べて、心理分析したり、目立たぬように授

の題名を考えてくれたり、一年前の作品と現在

ざまな緑色を作って山や小川、草地を描き続け

たいと点描で描いたり、４か月もかけて、さま

中には、この題材が気に入り、もう一度描き

んなに落ち着いて、大人じゃなかったです。彼

はすごいですよ。私があの年齢だった時にはあ

に触れました。さらに、
「ここにいる少年たち

かさに感激した直後、Ｓさんの心の深さと感性

いしで美術には興味が持てませんでした。でも

まで私は絵が下手だし、描くことが好きじゃな

す（美術が）好きになりました。……略……今

「略・関先生に美術を教えていただいてますま

表現とは？・・・少年の手紙より

海の波などを丁寧に描きました。

たり、ＪＰＯＰが流れる街の上空から見るさ

た、それぞれ一つは持っている表現力を引き出

先生が美術を私に教えてくれました。先生の美

させてくれます。一見、形になっていない絵や

らは素晴らしい集中力と能力を持っています。
少年たちを指導する法務官は教育の仕事をさ

模様でも、先生が感じた正直な思いを伝えて評

わやかな景色、レースのような惑星と誕生した

れていますが、普通教育がゼロからのスタート

術は、絵の上手さじゃなく、表現や感性といっ

とすると、少年院はマイナスからのスタートで

価してくれました。絵を上手に描こうとするの

勿体ないです。
」と、話すＳさんなのです。

す。その教育には深い思慮と高い品性がなけれ

星の宇宙空間、豊かな色彩による馬が走り続け
る地球といった独創的表現も次々と出てきまし
た。まさに無限の可能性を感じます。

表現と感性・・・少年たちと職員

ではなく、自分にしか描くことのできない表現

というか自分自身の絵を描くことが大切なのだ

ばできないことと思います。
また、いつも授業を見守る職員の中にＫさん

昨年の６月でした。教卓に持参したミニバラ

とができました。ただ絵を描くだけではないの

を置くと、少年たちがさあっと集まってきて、

で、毎時間毎時間とても充実した楽しい時を過

と、気付かされました。人がいいのか、悪いの

ごさせていただきました。……略」

という方がいらっしゃいます。
「シクラメンの

ラメンなら、この歌でしょ。
」とすまし顔。描

出院した少年から手紙を頂戴します。そこに

口々に言うのです。
「うわあ、可愛いですねえ。
」

き進めていたＡ君の作品にはシクラメンに水や

は感謝だけでなく、表現について深く掘り下げ

かじゃなく、その人の良さや欠点を見てあげる

みなかったので、非常に驚きました。

りするジョーロが描かれ、その前に小さなおじ

ている言葉もあり、恐縮しながらも少年院で授

ことが大切だと、生活にも置き換えて考えるこ

「小さな植木鉢のミニバラを玄関先に植えた

さんが立っています。
「妖精ですか？」と尋ね

業をできることに幸せを感じていますが、もっ

ある窓辺」を描く時には、「シクラメンのかほり」

ら、どんどん大きくなったんですよ。今では、

ると、Ａ君は笑うだけでしたが、完成した時に、

ともっと広い視野から的確な言葉をかけていけ

を歌いだし、くすくす笑う少年たちに、
「シク

郵便ポストの高さ。だから、毎日届けてくれる

しかけたら、そばに立っていたＫさんが、
「実

」と話
に、
このバラを見てるんですね。
」と話しました。 「この妖精おじさん、いい感じですねえ。

新聞屋さんや郵便屋さんはポストを開けるたび

はそれは私なんです、私も描いて、と頼んだん

たちがこんなにもバラを見て喜ぶとは思っても

すると、Ｙくんが、
「素敵な暮らしですね。
」と

「きれいだなあ。
」
「先生のバラですか？」少年

満面の笑みで言い、他の少年たちもにこにこ顔

（東北少年院・青葉女子学園美術講師）

るようになりたいと思う日々です。
きな体格のＫさんは少年たちに温かで優しいま

ですよ。
」と。頑丈そうで威圧感さえ感じる大
授業終了後、送迎を担当してくださっている

なざしと心和ませる言葉をかけています。作品

です。
職員のＳさんにこのことを話しました。すると、
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実践

『生きること』としての表現
実践

あゆみ

渡すと、子ども達はこの歌の伸びやかさとこと

柴 田

子どもが歌に夢中になる時

４歳児のカブト組。 人の子ども達と４月に

ばの響きにすぐに飛びついた。また別の日、グ

だんごむち～」と歌っているのを聴き、この歌

くんがダンゴ虫を触りながら「♪だんごむ～ち

れまで歌う姿をあまり見せたことのないゆうた

時々口ずさんでいた『だんごむし』の歌を、そ

をクラスで飼ってみることにした。ある時私が

触れない子が多く、散歩先で見つけたダンゴ虫

んごむし』の歌にも夢中になった。ダンゴ虫に

の歌が好きになった。また散歩先で捕まえた
『だ

エルの豆太』の歌を渡し、ペープサートで作っ

み、オタマジャクシにかえり、足が生えた頃『カ

ろろろ…」と大合唱していた。カエルが卵を産

いな声をきくと子ども達も「♪りりりりり ろろ

餌のクモやヘビになる子もいた。求愛するきれ

から“カエルごっこ”に夢中になり、カエルの

た上に、長いシマヘビも見てしまった。次の日

は見つけられなかったが、カエルを３匹見つけ

聞きつけみんなで行ってみた。おたまじゃくし

り、一人でじっくり見るようになった。

絵本をひっぱり出して、友達と頭を寄せて見た

りの歌』を歌い始め、暇さえあれば星の図鑑や

壁や天井に飾り、布団に入ると誰かが『星めぐ

ランドに震災後初めておたまじゃくしがいたと

を渡してみることにした。絵本や紙芝居から広

た劇を見せた。そこからまたカエルの世界が広

ゆうくんは少し認識面が心配な子だが、カエ

■ゆうくんの姿

がるダンゴ虫の世界と共に『だんごむし』の歌

れなかった。その日の昼寝の時、私が『あまが

ルの声を聴き、みんなで探してみたが見つけら

５月。４・５歳で行った塩竈神社の池でカエ

いたくなった歌をひろって生活や歌をつくって

て「今年度は子ども達が好きになったもの、歌

にしまったり、石の中を見たいと用務員さんに

（石）
”を「夜になったら光ってるかも」と大切

が楽しくなった。散歩先で見つけた“流れ星

セウスとアンドロメダ・おばけくじらごっこ”

ラネタリウムごっこ”やギリシャ神話の“ペル

てからは、部屋のカーテンを閉め切っての“プ

話を聞くのが大好きで、プラネタリウムに行っ

６月は星の世界にどっぷりつかった。星座の

も繰り返し歌っていた。

声で歌う姿は初めてで、保育園に着くまで何度

歌詞は所々違っていたけれど、二人とも大きな

で歩きながら『あまがえるの歌』を歌い始めた。

日の散歩で、ゆうくんがたかちゃんと一番後ろ

エルごっこちよ」と言うようにもなった。ある

りたくて聞く姿が出てきた。毎日のように「カ

くるごとに「どうしたの？」と話の内容を分か

絵本を見る時に１番前に座り、私がページをめ

ルやおたまじゃくしの絵本が大好きになった。

えるの歌』を口ずさむと、まりちゃんが「その

借りたトンカチで割ってみた。星の絵を部屋の

いこう」と思った。

歌うたいたい！」と言った。次の日にこの歌を

触れるようになっていた。そんな子ども達を見

がっていった。

（月の船のうた）

も好きになり、いつの間にかみんなダンゴ虫を

４月は散歩でよく見かける『ラッパずいせん』

出会った。以下、子どもの名前は仮名です。
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なった。
『月にいった小さなジャン』という絵

が見たくて大急ぎで給食を食べたりするように

なで作った星座の絵を指さしたり、早く星の本

いたい”
“友達と関わりたい”という願いを受

ということがわかった。
“本当はみんなの中に

できないからこそふざけてごまかしているのだ

したり、本当はみんなの中にいたいけど上手く

と、友達と関わりたいからこそちょっかいを出

でもれんくんの行動や表情をよく観ている

ごむしの歌を歌って」と言ってきた。私の歌を

５月のある日、布団に入るとれんくんが「だん

ルからいなくなってしまうれんくんだったが、

んなの間を走り回るか、大きな声を出すか、ホー

姿も出てきた。

というカエルの絵本が好きになり、座って見る

邪魔をしていたが、
『９９９ひきのきょうだい』

き回ったり大きな声を出したりしてみんなの

本を読んだ日には、絵に「ゆうのはしご。パパ

け止め、自分で止められない時は止めに入りな

じっと聴いて「もう一回」と何度もリクエスト

た。

のはしご。
」と長いはしごを描いてきたので「ど

がら、関わり方を教えたり、相手の思いを気付

６月末には友だちより少し遅れて星が好きに

こにいくの？」と聞くと「ちゅちゅう（宇宙。
）
」

かせる働きかけを大切にしていった。

話すと「家でもずっと星の歌を歌っているんで

た。夕方、お迎えにきたお父さんにそのことを

し、「これはゆうのいるちちゅう（地球）
」と言っ

緒に遊びたい”と自分をコントロールして友達

間に入り遊びや友達との関係をつなげたが、
“一

みんなの中で遊ぶ姿が出てきた。初めは大人が

なった。みんなとのカエルごっこに夢中になり、

５月中旬、れんくんもカエルの世界が好きに

く姿が出てきた。みんなと同じように並んで歌

好きになり、
「とぐろってなに？」
「きた 北
( )
にってなに？」と一つひとつの歌詞の意味を聞

に入っていった。７月には『星めぐりの歌』が

し、くりかえしの歌詞が少しずつれんくんの中

なり、
「おばけくじら、つくったよね。
」とみん

と答えた。そして立ち上がってプラネタリウム

す。だから私も地球や木星のことを話してきか

歌う姿も変わってきた。これまで歌う時はみ

でもらった春の星空と太陽系のポスターを指さ

せてるんですよ」と教えてくれた。

４月からの子どもたちの変化は、夢中になる

になった。

たりする姿が出てきて、歌の輪の中にいるよう

座って歌ったり、歌う私の前にくっついて歌っ

うことはまだ難しいが、ピアノを弾く私の隣に
そして、それまで絵本の時間は絵本の前を歩

と関わって遊べるようになっていった。

この間まで、絵本を逆さまに広げてたゆうく
んが、星の世界が大好きになりどんどん吸収し
ているのだ。言葉も、
４月は私のことを
「あゆみ」
ではなく「ばぶみ」としか言えなかったのが『星
リズム表現でも自信がないのか時々座ってい

めぐりの歌』をはっきりと歌っている。

思う。

（塩竈・あゆみ保育園）

引き出していく、そんな保育をしていきたいと

とつながる瞬間」を逃さず捉え、子どもの力を

る瞬間」や「変わりたいと思う瞬間」
「自信へ

そして、子どもが「夢中になるものを見つけ

からも大切にしていきたい。

け、一緒に音楽や生活を広げていくことをこれ

く、子ども達の姿から夢中になれるものを見つ

大人の思いや形に子ども達をはめるのではな

ものがあったからこそだと今振り返って思う。

るごとに「これはどうしたの？」と聞いてきた。
そして公開保育では足元を見てツーステップを
する姿を初めて見た。

■れんくんの姿
れんくんは４月あった当初、動きが止められ
ず、お昼寝の時は部屋や廊下を走り回り布団に
なかなか入ることができなかった。友達との関
わりも、嫌なことをわざとしては、止められる
と笑ってなかなか話を聞けないという姿があっ

17

たが、６月のある日、リズム表現が次へと変わ
（カエルの豆太）

実践

『生きること』としての表現
実践

３・11 から７年半

」
（以下：僕夏）は２０１１年、東
Project
日本大震災をきっかけに立ち上がりました。震災当時は、

からもその笑顔の輪を広げ、いつかビジョンに掲げている

なが笑っている。そんな場面を何回も目にしました。これ

になり、その笑顔がどんどん伝染し、気づけば周りのみん

ちゃんお姉ちゃんになり、笑顔を届けようというプロジェ

子どもたちにとって甘えられる、そして憧れられるお兄

流となるようにこれからも僕夏メンバーとしての自覚を

かし、今年よりも来年、来年よりも再来年がさらに良い交

今年の反省点はたくさんありますが、その反省は来年に活

は目の前の子どもたちに全力で笑顔を届け続けたいです。

れる会議に加え、月に１回、全大学が集まる会議もありま

ために１年間準備を重ねています。毎週、大学ごとに行わ

るのはたったの３日間です。しかし私たちはこの３日間の

手に滞在する期間は１週間。その中で子どもたちと交流す

をとても嬉しく感じています。ここでは僕夏ブー

お話したり、同じ空間で時間を共有できるのこと

ます。短い滞在期間の中で、１日でも地域の方と

方と関わり、その地域の良さをたくさん発見でき

われたお祭りに参加しました。お祭りでは地域の

ていて、上智大学は大槌の波板海岸ビレッジで行

という一心で、取り組みました。３日間交流の予定でした

なことも多かったですが、子どもたちに笑顔を届けたい！

ての交流でした。わからないことが多い中での準備は大変

校放課後児童クラブの子どもたち。今年は私にとって初め

た。上智大学が交流させていただいているのは山田南小学

私は今年の春、上智大学に入学し、僕夏に出会いまし

え、この夏のためにがむしゃらに走ってきたメン

と思います。１年間、子どもたちのことだけを考

はなくそれを見た多くの人の心も照らしてくれた

後に打ち上がった１００発の花火は、夜空だけで

た帰ってきたい」と思える場所になりました。最

もたくさんあり、地域の方々の温かさを感じ、
「ま

に終わりました。ホタテや牡蠣など岩手の海の幸

晴らしく、私たちが披露したソーラン節も大成功

て掲載しています。
〉

〈写真２枚は保護者の了解を得
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がある、ということです。見ているだけで自然と私も笑顔

様々な理由により子どもたちが大人に気を使って遊んだ

「僕らの夏休み

り、また、自由に遊べないという状況が続き、寂しい思い

クトが始まりました。僕夏のビジョンは「すべての子ども

もって活動していきたいと思います。

を抱える子どもが多くいました。そこで私たち大学生が、 「すべての子どもたち」が笑顔になる日が来るようにまず

たちが夢や希望を持ち笑顔で過ごせる社会の実現」です。

す。そこでは普段は聞けない他の大学のメンバーの想いを

スとして、ヨーヨー釣りや髪飾り作りを行い、幅
広い年代の方に楽しんでいただけました。地域の

が、残念ながら台風の影響で２日目は中止になってしまい

バーと見る花火は今まで見たどんな花火より美し

子どもたちやミュージシャンによるステージも素

ました。ですが、私たちが考えた、大学生がいるからこそ

く、深く心に刻まれました。

（上智大学学生）

できる、非日常を味わってもらえるような遊びで、たくさ
一番感じたことは子どもたちの笑顔には不思議なパワー

んの子どもたちの笑顔を見ることができました。交流中、

らなる成長を目指しています。

聴いたり、多方面で活躍され、僕夏を応援してくださる企

います。腹帯、赤前、田老、大槌と会場は４つに分かれ

また、僕夏は地域のお祭りにも参加させていただいて

そのビジョンを達成するために行っているのが、毎年継続
して岩手の小学校を訪れ、子どもたちに笑顔を届けること
です。８年目となる今年度は全 大学、約４２０名の学生
がチームに分かれ、 の小学校を訪れました。私たちが岩
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業や団体の方々からレクチャーを受けたりして学生のさ

29

しほり
岡
藤

「僕らの夏休み Project」

今回、敢えて心に残っている残像を

なっているのが実情だ。とは言え、

いては記憶も薄らぎ、判然としなく

数多いが特に小学校時代の先生につ

後期高齢者の私。出会った先生は

ずいぶん真面目な先生だなぁ！ と

さ」
と答えてきた。それを聞いた私は、

りに努力したいから練習しているの

き、オルガンを弾けるように先生な

音楽の授業に備え、みんなで歌うと

で露見したのであった。

局、その回状はある女子学友の直訴

そこに伊藤先生が入室してきた。結

雰囲気を伴いながら回覧されていた。

が教室に入る前に、ざわざわとした

状であった。そして、それは、先生

ことを心配して一緒に手洗い場に連

なかったかも知れないのでは。その

も、きれいに洗う暇がＡ子さんには

う思うか。手が汚れているというの

同じことを誰かに言われたら君はど

ジメようと呼びかけているが、逆に

である。私は学期初めにクラスの
「学

く、目をカッと見開き、顔を歪めた。

た時、あだ名の“ゴリラ先生”の如

伊藤先生は、その回覧状を目にし

を君のご両親やご家族は喜びますか」

のか。このようなイジメの呼びかけ

れていく、それが生活部長ではない

そうした５年生１学期の初夏の頃

大いに感心したのであった。

級子供会生活部長」に選出され、学

時は１９５４年。浮かび上がるそ

照らしてみることとする。
の先生とは、小学校５、
６年のクラス

と優しい目つきになって語

りかけてくるのであった。

私は、涙を流しながら「僕

が間違っていました。Ａ子さ

んに謝り、学級のみんなにも

謝ります」と誓った。その

頃、なにかと増長しだしてい

たのであったが、この事件

ですっかりと目覚めたので

今で言う「集団いじめ」の呼びかけ

前にある女の子
（Ａ子さん）
に対する、

ある日のこと、学級会の始まる直

てください」と言い、私を促して学

くらい、先生が戻るまで自習してい

いをするので、申し訳ないが１時間

君とこの手紙について２人で話し合

かに言った。
「皆さん！ 先生は酒井

しかし、必死に普段の顔に戻し、静

と共に。故伊藤先生に合掌。

ぞ！」という６年生の卒業時の言葉

きは酒の１升瓶を持って来るのだ

「大人になって先生を訪ねてくると

い出すのである。

しつつ、忘れられない恩師として思

踏み外さずにすんだと、いつも感謝

この先生の説教のおかげで、道を

夫

けない先生がどう音楽の授業をする

文を書き上げた。その主旨は“Ａ子

校の宿直室につれていった。その宿

井 孝

のかと心配し、不安を抱いた。とこ

はいつもきたない服装で登校してく

直室で１時間くらい、こんこんとお

あった。

ろがである。ある時、先生が放課後、

る。手も足も、
いつも汚れていて洗っ

説教されたのである。
「酒井君、Ａ

酒

いじめっ子の途からの脱却へ

わたしの出会った先生

担任の伊藤保先生である。先生は当
時、私の見立てでは 代なか
ば。幕別小学校（帯広市に隣
接する幕別町の学校。各学年
４クラス）に転勤してきたば
最初の挨拶で、
「先生はピ

かりの独身の先生であった。
アノが弾けないから音楽の授
業では皆さんに迷惑をかける
かも知れない。でも弾けるよ

講堂においてあるピアノでひたむき

ていない。皆でＡ子が学校に来られ

子さんを学校に来られないようにイ

校から任命書を渡されていた。

に練習している姿を目撃した。私は

ないようにしよう！”というもので、

音楽が好きだったので、ピアノを弾

その場に近づき、
「先生、なぜ練習し

いわば人権無視の大問題になる回覧

（宮城県退職教職員協議会）

ているのですか」と尋ねた。すると、

します」と語っていた。私は、
その時、

う頑張るからよろしくお願い
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少しはにかむような笑顔で「あのね、

19

20

子どもと学校

小さな幸せを見つける
沙
梨
澤
石

きるようになってきた。嬉しい。担任はし

し、お互いの新しい面を見つけることがで

ていなくても、環境を作ったり、何かしら

私は、６年生の学級担任をしている。昨
をしていた。それ以前は、ずっと通常学級

で関わったりすることがよい方向へ向かう

年度までの２年間は、特別支援学級の担任
の担任だったが、
「特別支援で子どもと関

のだろうと感じている。

に勝ち負け（結果）にこだわりすぎていた。

担任している６年生は、昨年度まで、特

わ る と、 見 方 が 広 が る よ 」 と い う 先 輩 の
を希望した。特別支援学級の担任になった

お楽しみ会のキックベース後半、
「点数数

話を聞いて、経験してみたいと思い、担任
年度当初は、児童の実態に合わせて、かな

私は、子ども達が将来、幸せだと感じて

えてないって？ はあ？」
「こっちの勝ち

生きられるための教育をすることが何より

だし！」
「いや！ 数えてないから、負け

文が理解できれば、運転免許のテストを合

も大切だと思っている。だから、幸せだと

り自由にカリキュラムを組めることに驚い

格する可能性は大きくなる。漢字が読める

感じる方法を学んでほしいと思う。幸せっ

た。子どもに合わせた指導を一から自分で

ようにさせたい。意味が分かるようにさせ

ていうと、
「テストでいい点が取れた」
「逆

てねえし！」という言い争いをして終わる

たい。文章を読めるようにさせたい。自立

上がりができた」
「 試 合 に 勝 て た 」 な ど、

考えると、何が大切で何を身に付けさせた

するには、仕事ができなければならない。

達成されたことへの、その場の一瞬の幸せ

こともあった。この子たちは、色々な楽し

職場や近所との関係ができ、助け合えた方

が思い浮かぶけれど、それはけっこう忘れ

いのかを深く考えざるを得ない。例えば、

が、仕事を続けられる可能性は大きくなる。

やすい。できることが次々ないと、ずっと

さを見つけられていないのか。なんてかわ

人と関わるための挨拶、自分の気持ちを伝

感じることは難しい。そうではなく、いつ

いそうと、思いながら見ていた。

えることができるように指導しよう。一つ

でも感じられる幸せを見つけられたらいい

この地域で自立して生活するには、車がな

一つの活動と将来へのつながりを、とても

いとどこに行くにも不便だ。漢字を含んだ

大切に思えるようになった。

来事や気持ちを伝えようとする。そこには、

なると、６年生の教室によく来て、私に出

協力学級として関わっている。休み時間に

しい。試合でいいプレーしたとか、応援し

いく過程に感じる小さな幸せを見つけてほ

なりたい、そんな夢や遠い目標へ向かって

人になりたい、こんなことができるように

と思う。あの人のためになりたい、こんな

通常学級の６年生の子どもたちもいる。す

たりされたりしたとか、今の自分は、望ん

今年度、特別支援学級のその子どもは、

ると、自然と子ども同士で話すようになる

20

ばすために、少しずつ苦手は克服したい。

思えるかもしれない。子どもの可能性を伸

色んな人と関わったりすることが楽しいと

ても音楽鑑賞を楽しんだり、音楽を通して

音楽が楽しい！）と感じれば、大人になっ

たい。それによって、
（算数は苦手だけど、

だけ子どもが楽しいと感じる瞬間を作り

と か 体 育、 図 工 と か、 ど の 教 科 も で き る

しても、役に立つ力だろう。だから、音楽

う。これは、将来、どこでどんな生き方を

難を克服するための気持ちやスキルだと思

や価値観を受け入れる考え方や、様々な困

強を通して分かってほしいのは、違う意見

に感じている子どもも多いように思う。勉

強ができることが、人の価値と同等のよう

えるかもしれない。そのためか、学校の勉

えると、
「テストの点数が全てだ！」とい

ではない」ということだ。入試や試験を考

意識しているのは、
「テストの点数が全て

今年度、授業や子ども達と接するときに

い。

ているなってことも幸せだと気付いてほし

でいる方向に向かっている、向かおうとし

いておくのだ。帰りの会では、自分のノー

までに、その人のいいところをノートに書

日、ひみつで観察する。そして、帰りの会

ニノートが配られる。そのノートの人を１

朝、自分以外の誰かの名前が書いてあるミ

組んだ。どんなものかと言うと、週３回、

また、今年度は「ひみつノート」に取り

いたら、何て楽しい学級なのだろうと思う。

いいことだと感じられる子どもがたくさん

ことも、いい方向に向かっているのだから、

したりするのは、本当にすごい。間違える

に気付けた」全力を出して間違えたり失敗

がすばらしい」
「勇気がある」
「新しい考え

りしたことについて書く。
「挑戦したこと

ば、子どもが間違えたり失敗したと感じた

ろしいほどたくさんある。そして、できれ

ようになったことなどを見ていると、おそ

張っているところ、前よりちょっとできる

だけだ。特に頑張ったところやちょっと頑

員も見取っていることを、私は書いている

ることもあって、嬉しい。けれど、どの教

く。これを話すと、
「すごいね」と言われ

ちょっとしたことを、毎日一人ひとりに書

いように頑張っていたね」なんて、本当に

うになったね」
「眠そうだったけど、寝な

ているということへの幸せを感じて、日々、

でいる方向に向かおうとしている、向かっ

いきたい。子ども達だけでなく私も、望ん

私ができることはどんどん進んで挑戦して

に取り組んでいるところを見ると、いいか

にくる子どももいるが、それでも楽しそう

いいところを見つけられなかったと相談し

ど も も い る し、

一生懸命描く子

えるイラストを

とても短く、笑

ている。文章が

ても盛り上がっ

書いた内容でと

読 ん で い る し、

会では、笑顔で

だろう。帰りの

ろう。楽しいの

が、嬉しいのだ

書かれていない

くさんのことは

と、そんなにた

る。読んでみる

いている。
「体育の準備、進んで手伝って

の欄に、その日の子どものいいところを書

る。私は、家庭学習カードの「担任から」

を見取って伝えることが必要だと思ってい

その他に、日々、教員として一人ひとり

これは、私が出張のため不在でも、私が忘

という声があがり、１週間に３回になった。

けれど、子ども達から「もっと書きたい！」

に１回くらいかな。
）なんて、考えていた

トを読むことができる。最初は、
（１週間

ていきたい。

感じる小さな幸せを、これからも大切にし

そんな夢や遠い目標へ向かっていく過程に

子ども達に接していきたいと思う。そして、

これからも、様々な人と出会って学び、

なと思っている。

だから、今は英語もがんばろうと思う。

いたね」
「発表のとき、前より声出せてい

れていても、子どもたちが進んで行ってい

（登米・新田小）

たね」
「字を写すのが、時間内に終わるよ
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三喜子
谷
松

ていませんか

果たしてどのぐらいの意見が集約された

た。 多 く の 市 民 の 意 見 を と 言 い な が ら、

対するパブリックコメントを募集しまし

いじめの防止等に関する条例骨子案」に

この度、仙台市では、
「
（仮称）仙台市

担任同士の引継ぎはなかったのか、と親

お願いしてきたことは無意味だったのか、

をぶつけるようになった。今まで学校に

様子が見られず、帰宅後家族にイライラ

感じている。また、新担任からも配慮の

と同じクラスになり、子どもは孤立感を

をされてきた子や、よく知らない子たち

不登校ぎみになってきた子どものこと

のでしょうか？ 条例制定の理由として、

に感じ、親として腹立たしく悲しい思い

で、担任に電話で連絡と相談をしていま

「いじめの防止、早期発見、早期対応を学

をしていたとのことでした。相談を受け

した。子どもの話を聴いただけでは確か

も不安感が募っていました。子どもから

て、子どもが抱えている辛い状況や様子

な情報は得られないと思い、その都度電

校現場にさらに浸透させ……未来を創る

相談の中に保護者の学校不信と思われ

を共有することが大事なので、担任とよ

話をかけているうちに、電話を受け取る

様子を聞くと、運動機能が弱いため雑巾

る内容の相談が少なくありません。その

く話し合うことや、身体のハンディキャッ

教頭先生からもよく思われず、問題の多

がけが上手にできないので、反省会で毎

多くは、我が子が弱者の立場であり、親

プ も 抱 え て い る の で、 養 護 教 諭 も 交 え、

い保護者として学校側から敬遠されるよ

子どもたちの笑顔のために…」とありま

も悩みを抱えながらも、うまく担任や学

率直な親の思いを伝えることを勧めまし

うになったそうです。子どものちょっと

す。条例制定も大事なことですが、学校

校側の理解や支援の手がもらえない。子

た。定期的に電話で 経過を報告いただ

した変化や態度に過剰に反応し、すぐに

回 さ ぼ っ て い る と 名 前 を 挙 げ ら れ た り、

どものためにどうしていったらよいかと

いたが、担任と話をしても保護者の納得

解決してやらなければという親心が気を

が多忙化し、失われてしまった本来の学

いうような相談です。

のいく対応がないまま経過し、また新学

焦らせ、冷静な対処ができなかったよう

給食時には机を離されたり、体調が悪く

体 に 軽 い ハ ン デ ィ を 持 っ て い る た め、

年への不安を抱いていました。親の願い

でした。学校の先生方は多忙で、特に朝

からだにハンディを持つＡさん
幼稚園のころより、手先を使う作業が遅

は、子どもが安心して、楽しく学校生活

していた友達とは離され、今まで意地悪

なるべく連絡帳など紙面で連絡し、場合

が過ごせることなので、いじめを助長す

早退すると、クラス内で悪口を言われる

秘密は厳守します。相談は無料です。

くて苦手、集団行動も苦手で、集団にな

校 を 取 り 戻 す こ と が 必 要 だ と 思 い ま す。

センターも一定期間，休業日があります。

じめず、小学校入学の際から、担任に配

親が安心して子どものことが相談できる

ただし夏休みなど長期休業期間は、相談

は保護者からの連絡等で電話が込み合う

な ど の 話 を し て く れ た。 ま た、 放 課 後、

〈土曜：１０時から１５時〉

時間帯でもあり、急を要する要件以外は

同級生同士との会話や遊びの様子を見て

家庭生活・教職員の悩みなど。

るような対応は黙認せず、管理職への相

学校、子どもたちが安心して仲間と共に

日曜と休日をのぞき９時から１７時
談も必要ではないかと勧めました。

成長できる学校こそが、今、学校に求め

進路・不登校・ひきこもり・いじめ・

モンスターペアレント扱いされ
警戒されたＢさん

相談受付内容

慮をお願いしてきた。しかし、３年でク

いても、わが子が馬鹿にされているよう

TEL ０２２―２７２―４１５２

ラス替えがあったが、２年生まで仲よく

られていることではないでしょうか。

「みやぎ教育相談センター」のご案内
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学校が遠い存在になっ

相談センター報告（第 1４回）

を勧めました。親自身も学校や地域とな

点や、気になることを相談していくこと

によっては直接面談を申し込み、心配な

勧めました。

もにとって最良の決断をしていくことを

し合い、学校にも親の意向を伝え、子ど

ニックになったようでした。ご両親で話

書」を書いてほしいという連絡がありパ

るものとして感じていることは、親は子

ンターに電話をしてきます。相談を受け

自分の学校に相談できず、困り果ててセ

談があると言われた。４歳児のときに発

学校から特別支援学級入級について相

し 伸 べ て い く こ と が 求 め ら れ て い ま す。

拒否するのではなく親身になって手を差

めの情報交換をし、相互の信頼関係を築

取りながら、年に１、
２回は共通理解のた

か。学校や家庭での様子について連絡を

していく必要があるのではないでしょう

も支援と同様、親へのサポートも大事に

一喜一憂しながら生活しています。子ど

持つ親は、子どもの日々の成長や変化に

障害や配慮を必要とする子どもたちを

欠だと思います。

と少人数学級の実行など条件整備が不可

す。そのためにも学校現場の多忙化解消

きるように門戸を開いてほしいと願いま

うことです。学校がもっと身近に相談で

共に考えてくれる相手を求めているとい

ど も の 問 題 や 課 題、 親 の 悩 み を 理 解 し、

子どもの学校生活での悩みや心配事が、

じめず疎外感や孤独感を感じている様子

くことが大切だと思います。

で し た。 こ の よ う な 親 子 に 対 し 学 校 は、

達障害と診断され、現在２年生で通常学

発達障害を抱えたＣさん

級で過ごしている。学習面では、文字や
計算の覚えも早く、歌やピアニカが大好
きだが、ことばの理解、運動やルールの
あるものは苦手である。生活面では、大
きなこだわりはなく、友だちとのトラブ
ルや行動面で特異なこともなく毎日楽し
く通学しており、本人にとって目立った
困難はないと親は認識していた。学校と

90

しては、将来的に本人が困るのだから早

１ ９ ３ ０ 年 前 後、 残したいとの願いから、す
東北地方の教師達に ばる教育研究所が宮城の４
よって「北方性教育 人の先達をとり上げた「風
運動」が産声をあげ、 の中の騎手」を発刊、その
その「生活綴方運動」 冒頭に寄せられた詩です。
は、全国的な注目と
そして今、学校教育現場を
評価を得ることにな 吹き荒れる
『学力テスト体制』
りました。驚くべき 『スタンダード全盛』
『ゼロト
ことにその教師たち レランス』
、
そして『教員評価』
のほとんどが 代の青年教 で締め付けの強化。 年前
師だったことです。しかし、 の復活かと危惧されます。
その一方で、実践者たちの
このような思いから、本
中には、検挙され獄中での 書『東北の教育的遺産』を
生活を余儀なくされた方や、 発行しました。当時の青年
その機関誌や文集が発行停 教師の生き方や考え方から、
止に追い込まれたものも数 たくさんのことが学べるだ
多くありました。
ろうと考えたからに他なり
＊＊＊
ません。ご希望の方は、み
冒頭の一文は、１９８１ やぎ教育文化研究センター
年に北方教育運動の記録を までご連絡ください。
20

期に個別対応をしたい意向のようでした。
支援学級の授業や生活の様子を見学した
が、今の状況では子どもの実態にそぐわ
ないし、通常学級より質の高い個別対応
ができるかどうか疑問であるというのが
親の感想でした。複数の専門機関にも相
談したが、急がなくともよいのではない
かと言われたそうです。親としても常々、

『教育が、国の枠づけでし
か考えられぬ時代があった
／授業も教科書絶対の画一
注入／教えるものにも学ぶ
ものにも、自由がなく／権
力に盲従する教師たちは／
子どもたちの前に、自らも
絶大な権力者として振舞い
／いささかの疑念も反省も
ない時代である』
＊＊＊
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子どもにとって最善の方向に進めたいと
考えているが、その時期が今なのかと悩
んでいました。そのあと突然、
「入級承諾

《センターからのお知らせ》

︿ 月﹀
２日 上杉山小に道徳授業の参
観に行く
３日 市民の会「いじめ防止
条例」に対する要望書提出
と記者会見
６日 春日先生と「東北の教
育遺産」の原稿作成の打ち
合わせ
７日 午前中、東北民教研事
務局会議
。夏
９日 ゼミナール sirube
のこくご講座案内発送作業
日 市民の会事務局会議。夏
休みこくご講座案内の発送
作業
日 つうしん 号別冊編集
委員会
日 事務局会 つうしん
号発送作業
日 道徳と教育研究会
日 東北大学へつうしん
号を届ける
日 「教育」読者会、７名参加
日 午前、夏休みこくご講
座打ち合わせ。午後、山岸
さんを講師に仙台市いじめ
の防止等に関する条例骨子
案についての学習会
日 午後、野田正彰さんの
講演。夜、第４回『道徳な
やんでるたーる』実施
日 午後、事務局会議
日 朝日新聞の石橋記者と
中森さんの取材に同伴。
「東
北の教育的遺産」校正終わ
る。つうしん 号の編集方
針決定

１日 「東北の教育的遺産」脱

稿、萩の郷の佐藤さんへ最
名参加
終校正原稿渡す
４日 秋のこくご講座準備会
３日 第１回夏休み国語講座
次の教材は「てぶくろを
（ 名参加）
買いに」と「大造じいさん
７日 民教連作業袋詰め
とがん」に決定
８日 市民の会「いじめ防止 ８日 「教育」読者会、スタン
条例骨子案」に対する声明
ダードとゼロトレランスを
書の検討。
「東北の教育的遺
議論。並行して「道徳なや
産」完成・納品
んでるたーる」特別編
９日 つうしん 号の執筆依
日 ゼミナール sirube
世紀から 世紀の教育史に
頼、ほぼ完了
入る
日 第 回東北民教研「茂
日 市民の会事務局会、
庭集会」 ～ 日まで
月 日にいじめ問題学習会
日 電話など問い合わせの
開催を決定。前事務局員の
あった方々への『憂憤録の
本郷さんの葬儀に参列
頃の私』発送
日 第９回事務局会。高校
日 午前、千葉保夫さん来
生公開授業、通信 号の内
室、東北民教研の報告文な
容検討を中心に行う
どについて打ち合わせ。午
日 仙台市定例教育委員会
後、事務局会
傍聴
日 「教育」読者会、
７名参加。
日 つうしん 号鼎談原稿
新メンバーに研究者の淡路
まとまる。高校生公開授業
さん加わる
講師、加藤公明さんに決定
日 市民の会、仙台市いじ
日 道徳と教育研究会
め条例案に対する声明を出
日 秋のこくご講座準備会。
す。記者会見、並びに子供
午後、みやぎ教育のつどい
未来局と懇談。午後、つう
事務局会議。つうしん 号
しん特集のための座談会（中
全ての原稿入る
森・数見・久保）
日 午前、
市民の会事務局会、
日 臨床教育学会のみなさ
月 日のいじめシンポ、
ん（田中孝彦さん、上田孝
並びに高橋哲哉さん講演会
俊さん、筒井潤子さん）と、
について打ち合わせ。午後、
震災調査まとめについて打
北村さんとつうしん 号の
ち合わせ
校正打ち合わせ
日 早稲田大学大学院生、笹
日 事務局会。つうしん
島さん、日本教育学会の合
号の特集企画を考える
間を縫って鈴木道太の研究
日 みやぎ教育のつどい実
のため来室
行委員会

︿ 月﹀
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１日 算数授業づくり講座２ ︿ 月﹀
回目。くるくるマシーンを １日 きた出版へつうしんの
２校渡す
つくりながらかけ算の構造
（菅井）
をどう教えるかを学ぶ。
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仁

おすすめ映画

﹃ひまわり﹄ ～沖縄は忘れない、あの日の空を～
ボクは沖縄が好きだ。沖縄に救われたこ
とがあるからだ。２００６年 月に病休中
だったボクは、病院の先生から「旅行にで
も行ってみたら？」と言われた。その時に
できるだけ遠くに行きたいと思ったボク
は、迷わず沖縄を選んだ。仙台空港から最
も遠くに行ける国内の地が沖縄だったから
だ。訪沖して、南部戦跡を巡って沖縄戦
の悲惨さに衝撃を受け、沖縄特有の食べ物やなかなか日が落ちないことにカル
チャーショックを覚え、結果この沖縄訪問が気分転換にもなり、年明けから復
帰できた。沖縄に行かなければ、
復帰はもっと先になっていたはずだ。ボクにとっ
だから、映画『ひまわり』も沖縄が舞台と知り、すぐ見に行くことにした。

て沖縄は命の恩人のようなものだ。
沖縄は、青い空と「ひまわり」がよく似合う。映画では、宮森小の聡子先生が
戦争で亡くなった級友のお父さんからもらったヒマワリの種を教え子たちと植
える。きっと「ひまわり」は希望の象徴だったに違いない。その花が見事に咲
いた頃に、
宮森小への戦闘機墜落事件は起きた。あの沖縄戦から 年後のことだ。
それから、さらに 年後には沖縄国際大学に墜落事件が起きる。映画は、沖縄
戦を経験した祖母、宮森小の事件を経験した良太、その孫で沖縄国際大学に通
う琉一。その琉一が、大学のゼミ仲間とともに二つの墜落事件を調べることに
なった中での様々な葛藤から、沖縄が背負わされている過去と現実と未来につ
いて見つめる困難と希望を見る者に訴えかけてくる。
ボクはこの映画を見るまで、米軍機が墜落した宮森小のことは全く知らなかっ
た。その後、どうしても訪問したくなり、現地に飛んだ。幸運なことに事故当時、
宮森小の児童だった方から直接お話を伺うことができた。ボクが救われた沖縄
に、こんなにもひどいことがあったなんて。それを今でも伝えようと、未来の
ために奮闘している方がいる。ボクにとっての沖縄は観光だけでなく、自分の

︿ 月﹀

E - m a i l m k bkc@forestsendai.jp

http://mkbkc.forestsendai.jp

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

発行責任者：菅井
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生き方を確かめる場になっている。今すぐにでも、沖縄に行きたい……。
（鈴木 吉雄）
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