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今日は、いっぴきのありが／この世に　生まれたよ

ただ　はたらくためだけに／ただ　えさをとるためだけに

ただ　たまごのせわのためだけに／今日も　一っぴき

ありが　この世に生まれたよ

　正哉は、以後キラキラと瞳を輝かせて学習に参加した。子どもは教室や日々
の暮らしのなかで、寄せては返す波のように一瞬の停滞もなく時を刻み、笑い、
泣き、怒り、揺れ……、心を震わせて生きている。子どもたちの、この心の変
化と成長を、愛おしさや驚き、感動をもって見つめ、見守り、子ども理解を深
めていく教師でありたい。

1 子どもの“心の声”を聴くこと
――“納得”と内的世界の成長を大切にして

「そんなに楽しくない１日」――教師の思いと子どもの思い

　啓太は３年生。６月のある日、提出された宿題プリントの端にこんな日記が
書かれていた。「今日、ぼくは、学校で『残りなさい』と言われて算数の勉強
をした。帰ってきて宿題をしました。そんなに楽しくない１日でした。今日の
夜ご飯が楽しみです。夜は、楽しくしたいです」
　プリントは、汗と消しゴムの跡で汚れていた。私は、啓太の日記を読み胸が
痛んだ。この日、翌日の算数テストに備え理解のできていない子を心配し、該
当する子の名前を呼び残るように指示した。啓太は、それが不服だった。一方
的に、彼の放課後の生活を奪う私のやり方が納得できなかったのだ。
　啓太は言った。「今日は、予定があるの。だから残れない」。私が答える。
「それは、何時からあるの」「４時半から」「だったら少しできるね。残りなさ
い」「でも……」こんなやりとりがあった。
　啓太の日記には、心の鬱

うつ

屈
くつ

と彼の誇りの感情が記されている。私は悩み、翌
日の学級便りに彼の文章を載せ、啓太の気持ちを聞き取ってあげられなかった
申し訳なさと、教師としての願いや指導のあり方との矛盾について、率直に記
した。

１章　教育実践において子どもを理解するとは

はじめに

くりかえす日々のなかで、子ども理解を深めていくこと

　２学期の始まった９月の朝、職員室の前に３年生の正哉の父親が出勤前の姿
で不安げに立っていた。「先生、正哉が学校に行きたくないと言って、家を出
ません」。わけを聞く。「学校で友だちや先生から、誤解を受けた。何でもぼく
のせいにされて悔しい」と。「帰りの廊下で、友だちに防犯ブザーを引っ張ら
れて、警報が鳴った。ぼくが悪くないのに、近くを通りかかった先生から、ぼ
くが叱られた。こんなことが何度も続くんだ。嫌になる」
　父親の話を丁寧に聞いた後、正哉に電話をした。
　「つらかったね。悔しかったんだ。先生がもう一度聞いてあげる。学校に来
るかい」
　「……うん、……行きます」
　教室の子どもたちに読書を指示した後、私は、下駄箱から校門へと正哉のや
ってくるコースを逆に歩いた。父親に連れられて正哉が、校舎の陰からあらわ
れる。手を振ると、彼も手を振り返してくる。よかった。その日の休み時間、
ゆっくりと彼の気持ちを聴いた。
　正哉は、教室や友だちのなかで自分の思いをはっきりと主張できない。文字
や漢字は、幾度練習しても不正確だ。では、力のない少年かというとそうでは
ない。心が躍動したとき、突然、あふれ出す思いを発表する。次は、正哉が３
年生になってはじめて書いた詩。ものごとを見つめる深いまなざしに、私は新
たな彼を発見し驚いた。

Ⅰ　いま、教室で起きていること

教育実践において
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　　明日のじゅんび

１、明日のもちもの／プール道具、きずな／今日のしゅくだい

音読、絵を完成させる、あの子にあやまる／今やること／あやまる

２、今日、あの子とけんかした／「もう、こんな友だちいらない」と

つい、言ってしまった／「こっちこそ！」

その日、６年間遊んでいたあの子と、ぜっこうした

今、明日のじゅんびをしています

　８歳の少女の悲しみの詩だと思った。書かずにはいられなかったのだろう。
「明日のじゅんび」について書こうとしていて、友だちとけんかした痛みが心
の中からあふれ出してしまったのだ。書くことで美佳は自分と対話する。私は
そっと見守ることにした。いつか言葉を交わし、その日のできごとを語りあう
日がくるのかもしれない。だが、私はそれを意識下にしまう。教師は黙するこ
とで、子どもを支えることもある。美佳は、その後自分自身で問題を解決して
いった。

2 寄り添い共に生きること、要求して待つこと

子どもが変わるとはどういうことか

　学校に来ると、からだと言葉を閉ざしてしまう少女、３年生の麻耶の日々を
追いながらこの問題について考える。
　麻耶は、場面緘

かん

黙
もく

と呼ばれ、一日じっと机に座っていた。家では、友だちが
来ると口をつぐむ。私は休み時間、「麻耶さん、トイレに行かなくていいの」
と声をかけた。麻耶の頰

ほお

が赤く染まり、まぶたが小さく震える。トイレに行く
合図だ。ゆっくりと立ち上がる麻耶。
　４月、麻耶を遊びに誘った。「麻耶さん、３年生になったら学校でお話する
って、お母さんと約束したんだね！　えらいなあ。いまから、みんなで縄跳び
するの。一緒に遊ぼう」。麻耶の手を取り、強く握る。麻耶は、最初イヤイヤ
をするように頰を震わせたが、私が手を引くと椅子をコトリと引き立ち上がっ
た。校庭に出ると子どもたちが歓声をあげて迎えた。「麻耶ちゃんおいで、縄
跳びしよう」。長い列の後ろに麻耶が並ぶ。私は、長縄の一方を回しながら跳

１章　教育実践において子どもを理解するとは

　数日して啓太の母親から長い手紙があった。啓太は、その日、家に帰るなり
職場で働く母親に電話し、「もう、学校へは行きたくない」と言って泣いて訴
えたと言う。母親は、啓太をなぐさめ、晩ご飯の話をしながら次第に心を回復
させる。夜の対話のなかで、啓太自身努力しなければならないことについて納
得していった……と。その過程で、あの宿題プリントの日記、「そんなに楽し
くない１日でした」という表現が生まれたのだ、と伝えてくれた。
　啓太の一文を読むだけでは、彼の心に生まれた納得できない思いと不服の感
情、自分の至らなさへの葛藤、悲しみや怒りついて、読み取ることはできない。
しかし、私は、啓太の一文にハッとした。「そんなに楽しくない１日でした」
という言葉の背後に、私への気遣いと、必死な抗議の気持ちがあらわれている
ように思った。だから、学級便りに戸惑う気持ちを書いた。しかし、彼の悲し
みや鬱屈は私の想像を超えていた。母親の手紙をもらってはじめて、彼の本意
を知ることになる。
　「先生が好き、学ぶことが楽しい」という啓太の声は、４月から聞いていた。
啓太の声を、私は丁寧に聞き取ってよかったと思った。放っておいたなら、教
師に対する拒絶や不信の感情を生み出していたに違いない。
　子どもは、“いま”という時間を“子ども自身の物語”として描きつつ生きて
いる。教師や大人から見れば、ずいぶん頼りなく、幼く、危ういものだ。試行
錯誤や回り道があって、時には許されない行為もする。しかし子どもは、子ど
も自身の納得をくぐることで自分らしさを育み、待ち受ける困難も自己の体験
として肯定的に組み入れる。子どもが成長するとはそういうことだろう。教師
は、作られた枠組みの中に子どもを追い込むのでなく、子どもの納得を大切に
しながら、子どもと共に学ぶことや生きることの“希望”をつくりだす必要が
あるのだ。

詩や日記、多様な表現のなかに子どもの願いを知ること

　教室の子どもたちの喜びと同時に、彼らの背負う重荷は、小さなつぶやきや
しぐさのなかにあらわれる。「先生……」と話しかけてきたときはもちろん、
水道の蛇口で一緒に手を洗いながら言葉を交わすこともある。
　次の詩は、３年生の美佳の作品。楽しい詩が次々に生まれて子どもたちが沸

わ

き立つなか、そっと教卓に届けられた。
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とは違った、麻耶自身の内側から生まれる声であった。

子どもの内的な変化を信じ、見つめ働きかけること

　心とからだを閉ざした麻耶が、仲間と共に生き自分を表現するようになるま
で、彼女を変えたものは何であったのだろうか。「教育実践において子どもを
理解するとは何か」という問題とつなげて考えてみたい。
　第一は、麻耶のなかにある“よりよく生きることへの憧

あこが

れ”だろう。言葉を
黙していても「いつか話したい、自由に語りたい」という彼女の思いがあった。
子どもは誰もが、よりよく生きることや自己を表現することへの強い意志をも
つ存在なのだ。黙することやからだを閉ざすことも、人間らしく生きられない
ことに対しての彼女の自己を守る表現であったとも言える。この深い願いが、
押しとどめることのできない力としてあふれ出したのだ。どの子にもそうした
力があるということを確信したい。
　第二は、麻耶が縄を跳び、言葉を発することを、自分のことのように待ち、
喜んでくれる仲間や教師が存在したことだ。子どもは、自分のことを心から愛
し尊重してくれる仲間や教室のなかで、安心して自己をゆだね、閉じた心を開
き表現し始める。そうした人間の、学びと成長を保障する場をつくることが、
いま教師には求められている。
　第三は、麻耶の成長と変化を信じ、焦らず新しい一歩を踏み出すことを、私
という教師が子どもたちと共に要求しつづけたことだ。長縄跳びや本読みへの
挑戦、こうした働きかけがあってはじめて麻耶の内部に眠る深い願いが具体化
され、いまある自分を乗り越えようとする意志が心の中に形成され力を得たの
だ。
　第四は、子どもが変わることへの、しなやかなまなざしをもつということだ
ろう。麻耶が学校に入学し言葉を発するまでに900日という長い日々を要した。
長縄を自分の意志で跳ぶとき、からだは硬直し誰の目にももう無理だろうとい
うあきらめがあった。いつまでも続く変化のない、時には後退するような時間
の流れのなかで、麻耶は激しく葛藤し、自己と向かいあい、勇気を奮い跳ぶこ
とを選択した。その過程は、誰にも見えない。
　子どもが変わるというのは、作り出された階段を一歩一歩着実に上るような
ものではない。子どもの内部で起きている鋭い変化を、信じ、見誤らず、励ま

１章　教育実践において子どもを理解するとは

べない子の背を押してやった。
　麻耶の番が来た。縄のリズムにあわせてそっと背中を押す。「無理だろう
な」と思った私の予想に反し、麻耶はピョンと跳んだ。「すごーい！」と子ど
もたち。それから、毎日のように、麻耶と子どもたちは長縄跳びを続けた。
　そんなある日の休み時間、私が他の先生たちと教員室で打ち合わせをしてい
たときのこと。子どもたちが窓に鈴なりになってガラスを叩く。手を強く振っ
て私に「来い」という。何ごとかと思ってドアを開けると、子どもたちが叫ん
だ。「麻耶ちゃんが、自分から縄を跳んだよ！」「すごいよ、先生見てあげて」
　私は信じられない思いで外に出ると縄を回した。５回、10回、20回……、
麻耶は跳ばない。子どもたちが応援した。「麻耶ちゃん、跳～べ、麻耶ちゃん、
跳～べ！」。30回、40回、……。「もうダメだろう」とあきらめかけたとき、
硬直していた麻耶のからだが微

かす

かに揺れた。その瞬間、ふわりと麻耶は輪をく
ぐり跳んだ。「やったあ」「うぉー」という叫び声。私は、麻耶を抱き上げてあ
たりをクルクルと回った。子どもたちの喜ぶ顔。
　２学期になって、私は麻耶の声を聞きたいと思った。「麻耶さん、今日は本
読みの練習をしてみよう」。放課後の教室で声をかけた。麻耶が国語の教科書
を持ってきた。「『三年とうげ』って読んでごらん」。私は、麻耶が口を開き声
を出すとは思っていなかった。しかし、こうしたことをくりかえす日々のなか
で、かならず麻耶は変わる、と思った。麻耶は、私のそばに寄り教科書を開く
と、まばたきをくりかえし小さく口を開いた。声は出ないけれど、音読するこ
とに挑戦しようとしたのだ。私は、麻耶の手を取り言った。「麻耶さん、いま、
本を読もうとしたよね。すごいな。うれしいな」と。
　翌日、麻耶の顔の前に手を添えて「ここに息を吹きかけるように声を出して
ごらん」と言った。麻耶は、唇を震わせ小さな息を吐いた。「は…」という言
葉が一緒に漏れる。小さなシャボン玉が弾けるような音だった。「すごい！　
麻耶さん、お話できたよ。聞こえたよ。やったあ」。麻耶はその日、つぶやく
ようにゆっくりと本を読んだ。「は…、る…、に…、は…、…」
　幾日か本読みの練習をして麻耶が帰るとき、「さよなら」と声をかけた。麻
耶はドアの前でふと振り返り、私を見つめながら腰のあたりで小さく手のひら
を振った。私はうれしくて麻耶を下駄箱まで送った。耳元で「さよなら」と声
をかけた。すると、麻耶が小さな声で「さよなら」と答えた。それは、本読み
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　太一の授業での発言や詩の表現は、子どもらしさを含みつつも生きることの
意味を問うように深い。

　　「自分」を見ていない時

ぼくが、ある駅にいて、電車を待っていた時

「自分」ということを考えていて／時間がたっていった。

その時、特急が通過していった。／電車は見えなくなったけど

しばらくぼくは／自分を見ていなかった。／自分を見ていなかったみたいに

　３年生の彩夏は、「びゅんびゅんごまが回らない」と言って泣いた。わずか
数回、回しただけなのに……。「お前、それくらい当たり前じゃん」と友だち
に諭

さと

されると、「そういう言い方が許せないの」と激しく相手を責めた。教室
で「上履きをはけよ」と、亮太に指摘されたときは「亮太が許せない。いつも
私を攻撃してくる。殺してやりたい」と叫んだ。別室に呼び、彩夏の気持ちを
聴き亮太の気持ちや態度を伝え、やっと心を回復させた。その彩夏は、鋭く授
業で発言し、豊かな質の高い作文を書く。
　６年生の道也の祖母から、学校に電話があった。遠いＫ県からだ。「先生、
娘（母親）を助けてください。あれでは、娘が可哀想です」。詳しく尋ねると、
道也が家で母親に暴力を振るっているというのだ。「あの道也が……！」と、
私は信じがたかった。道也は、学級代表で全校の前に立ちあいさつのできる少
年だった。学習もよく理解し、豊かな発言もできた。その日の午後、母親から
の緊急電話があった。「道也が暴れている。助けてください」と。
　駆けつけると部屋の中は物が散乱し、道也が台所に激しい息づかいで座って
いた。道也を公園に誘い話を聴いた。
　「どうしたのだ」
　「何だかわからないけど、すごくムカつくんだ！」
　道也の激しい怒りは、「よい子」を強いられ、知らぬ間に家族の敷くレール
の上を走らされ受験に邁

まい

進
しん

する痛みやストレスから生まれていた。母親と対話
し、夏休みの夏期講習を休ませることでやっと彼は回復していった。
　３人は、いずれも学校では「豊かな学力」をもつ子どもたちである。その子
どもたちのあいだにも、存在を問うような危機の感情が生まれているのだ。

１章　教育実践において子どもを理解するとは

しつづける必要がある。子どもを理解するとは、こうしたことを言うのではな
いか。

3 時代の困難を生きる子どもたちに、
深い共感とあたたかなまなざしを

教室の子どもたちの現在と求められる教育実践

　今日の教室は、存在の根源にかかわるような生きることへの不安や危機の感
情をもつ子どもたちと、同質の世界からはみ出すことなく狭い枠組みで生きる
子どもたち、異質な他者とのつながりに無関心な子どもたち、また虐待や貧困
の陰で、傷つき心無い表現を強いられるような子どもたち等、さまざまな子ど
もたちが共に生活している。
　教室の日常は、学校のもつ「権威やシステム」の枠組みの中で大過なく過ぎ
ていくように見える。しかし、よく見ると１日の生活のどこかで、少年や少女
が扉の陰にうずくまり、時に悲鳴をあげ、それらがまわりの子どもたちの生き
づらさと共振し、教室に不安や“揺らぎ”、“攻撃的”な感情等が生まれている。
　今日の教育実践は、こうした時代の危機や困難を背負う子どもたちの、“声
なき声”や“願い”、生きづらさを深くとらえながら取り組まれなければならな
い。子ども理解の根底に、今日子どもたちが置かれている状況への、確かな分
析と深い共感とが求められているのである。

子どもの人間らしい成長と発達の危機

　今日、子どもたちのあいだから“いまを生きること”への苛立ち、寂しさ、
孤立、悲しみ、不安や不信の感情などが、大人や教師を悩ませる言動として表
出されている。それは、“人格の基盤”や“存在の根源”を問うような深い質を
もった問題としてあらわれている。
　幾人かの例を示そう。４年生の太一は「ぼくなんて生きている意味がない」
と言いながら、ナイフを自分につきつけた。母親からの電話があり、私は急い
で駆けつけ太一を抱きしめた。これで数度目だという。母の不安は拭

ぬぐ

い去れな
い。太一は言う。「友だちのなかにいると寂しくなるの。ぼくなんかいなくて
いいと思う」
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1 「弱さ」「つらさ」から父母とのつながりをスタートさせる

　2007年11月から08年3月まで、うつ病で療養休暇を取った。と書き出すのは、
いまの学校教育のなかで生きあぐねている自覚が、父母と慈

いつく

しみあう新しいつ
ながりを生み出し始めていると実感しているからだ。それは、教師の「強さ」
「権威」の押しつけでは決して見えることがない。私は、以前よりさまざまな
意味で「弱く」なった。しかし、それは、悪いことではない。
　１年生の担任をしている。うつ病にかかったことは公

おおやけ

にしているので、４月
の家庭訪問で、うつ病の原因を聞かれることも少なくない。うつ病にかかった
年の、特定の子どもの「荒れ」が原因だったのかと問われ、憂

ゆう

鬱
うつ

になることも
ある。がんばりきれなかった自分が情けなくなることもある。
　しかし、私の病気を糸口に、父母から子育てのつらさや自分自身の病気も語
られた。「生きにくい世の中ですよね。傷つかない強い人より、傷つくつらさ
を知っている先生だからこそ、子どもたちに優しいのだと期待しています」と
言われることも少なくなかった。父母が求めているのは、強い指導力だけでは
ない。若い父母自身の精神的な苦悩や健康問題を、自分自身の問題と結んでリ
アルに聴きとることができるようになったのは病気を経験して以来だ。

2 子どもたちの豊かな表情を伝えることで、
結果責任を迫る父親と結び直す

　６月。麗華さんのお父さんから、「学校に行かせない」と電話があった。理
由は隣の席の竜哉君の暴力だと言う。竜哉君が椅子を蹴ったり、消しゴムを隠

時代の困難を生きる子どもたちに向けるまなざしと共感

　４年生の太一、３年生の彩夏、６年生の道也たちは、生きることへの“不
安”や“危機”の感情を、自己を傷つけたり心を閉ざしたり、許されない言動を
ともないながら表出した。しかし、彼らは、教室の仲間たちと共に学び、教師
である私との出会いのなかで、少しずつ自己を見つめ再生していった。このこ
との意味は深い。
　それは、子どもたちの許されない言動や自他を傷つける行為をどう見るかと
いう問題である。社会的に、また人間として許しがたい行為は、即刻やめさせ
なければならない。しかし、子どもたちの怒りや声なき声、叫びを聴くとき、
彼らははじめは激しい「攻撃性」を見せ、寄り添うものを拒絶するが、しばら
くするとその多くが深い悲しみを見せる。傷つき、怯

おび

え、震えている幼
おさ

子
なご

のよ
うな姿を見せた。彼らに寄り添っていると、しばらくの回復の時を経て、自己
の行為と向かいあい新たな自分づくりに挑戦し始めた。
　また、彼らはある意味で、どの子も優れた資質をもっていた。詩や作文、発
言等で、今という時代を鋭くとらえ、驚くような表現を展開した。傷つき、存
在を問い、悩み、心を閉ざしながら、生きづらい時代や社会の空気と自分とい
うものを、彼らにしかできないやり方でとらえていた。私は、彼らのもつこの
“鋭さや輝き”を認め、尊重し、表現を励ました。そうしたことと同時に、彼
らを子どもたちのつながりのなかに少しずつ開放していった。彼らは、教室と
いう居場所を自分の世界に取り込みながら、自己を再生させ、他者と共に生き
る道を選び取っていったように思う。
　子ども理解は、こうした、時代と切り結ぶ視点を抜きにして語ることはでき
ない。時代の困難を生きる子どもたちに、深い共感とあたたかなまなざしが、
いまもっとも求められているのだと思う。

子育て家族の困難に
どう寄り添うか

大河未来

第2章


