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【実践研究】

沖縄・子どもの詩とケア的アプローチ

丹野　清彦 *

Okinawa · Child's poetry and care approach

Kiyohiko TANNO*

キーワード：生活指導　詩の授業

１　詩を綴ることのよさ

　生活指導とは，全国生活指導研究協議会を長く理論的にリードしてきた竹内常一（1995）によると，一
般的定義としたうえで次のように紹介している。

　彼らと共によりよい生活をつくりだすことを通じて，ともどもにその生き方を問い直し，それをよ
り価値のあるものに高めていくと同時に，相互の間に，民主的でかつ人間的な関係をつくりあげてい
く営みである。1

　私はこれを，子どもたちが抱える背景を出し合い話し合うことを通して現実を乗り越え共に生きていこ
うとするものだと捉えている。しかし，子どもたちは簡単に自分の抱えている生活背景を出し合うどころ
か，自分が何に押しつぶされようとしているのか，どうして揺れているのかさえ気づいていない。だが，
それは当たり前である。大人でも自分の悩みや課題を確信している人など多くはいない。仮に悩みを抱え
ていたとしても誰にでも話すというものでもない。そこには，一定の関係性が必要である。
　そのために，雑談を含めた話せる関係が必要であり，話しながらより関係を深め，関係が深まるにつれ
話の内容も深くなる循環を通して，互いの距離は縮まることになる。このような関係づくりを学校や学級
で展開していくためには，対面して話す対話だけでなく書くことによる対話，とりわけ詩や作文を書きな
がら交流することも重要である。私は生活指導の手法として詩や作文を書かせ，交流し互いの抱える背景
を理解することでより良い人間関係を築いてきた。書くことによる対話の意味，過程について考えること
にする。

要　約

　詩を書かせる目的は，子どもたちが詩を書き，その交流を通して相互理解を図ることである。子どもた
ちは教師との間に，あるいは子ども同士の間にどのような関係が成り立てば，詩を書き表現するのだろう
か。本研究は書くことの意味を問い直し，能力主義・競争主義によって傷ついた子どもたちを受容するケ
ア的アプローチとしての側面から，詩を書く活動を考察した。

* 琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻
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　⑴　綴ることと生活指導

　子どもに作文を書かせることを意図的に行った研究会として生活綴方がある。竹内 (1969) は，生活
綴方について次のように指摘している。

　『綴方生活』創刊号で『綴方生活』は教育に於ける『生活』の重要性を主張する。生活重視は
吾等のスローガンであると述べているのに対して，同誌昭和五年十月号のいわゆる第二次宣言は

「…われわれは綴方が生活教育の中心教科であることを信じ，共感の士と共に，綴方教育を中心
として，生活教育の原則と，その方法とを創造せんと意企するものである。といっている。この
二つの宣言における綴方と生活の関係についてのとらえかたはいちじるしい相違がある。2

　生活綴方の指導は，生活を中心としたものの見方，感じ方の指導という点を重視しながら，発足し
た後，一定の生活内容をもっている生活主体としてのあり方を表現する文章技術の指導か，綴方指導
によって生活主体のあり方をかえようとするのかに後に考えが分かれ，現在では日本作文の会として
作文指導に力を入れる研究会として存在している。
　もともと生活綴方は，生活指導的側面として児童の生活を拡充すること，児童の生活を深化する，
という二面を持っている3，と竹内（1969）は述べ，この生活指導的な役割を含みながら作文教育に
重きを置くことになったのである。
　綴方が，子どもたちが感じた，あるいは見た生活を表現する技術を重視した作文教育に重きを置く
ことになったのに対し，綴方の生活指導的役割を引き継ぎ集団づくりの手法として取り入れたのが全
国生活指導研究協議会である。集団づくりの手法として個人ノート，班ノートと呼び生活を綴ること
を重視した。綴方の影響を受けた教師たちが，生活を綴ることで子どもたちに現実を見つめさせ，生
活を変えようとすることを目指したからである。この場合の生活とは，個人の生活だけでなく生きて
いく社会や集団を指している。
　個人ノートは，現在で言う日記指導と同じように見えるが，取り組みが進んでいくと教師が書き込
みを加え，子どもたちが自己や現実を表面的なことからより深く見つめるように対話を挑んでいく特
徴がある。これを全国生活指導研究協議会は当時，思想的対話と呼んでいた。班ノートは生活班ごと
に置かれているノートのことで，班単位で輪番に生活を綴るものである。ひとりの書き込みに次の子
が自分の考えを対置し，さらにそのテーマに書き込みが続くことで応答関係が生まれ，共同して生活
を築こうとするとともにものの見方は多様であり，人はそれぞれ見方や感じ方が違い自分とは異なる
ことを知り，世界は広いことを学び，紙上討論を含んで互いのアイデンティティづくりと共通の世界
を立ち上げることを意図している。生活指導とは，このような広い視野を持ちながら個人や集団を見
つめ変えるものである。しかし，現在の子どもたちを前にしたとき，子どもに教師が対話を挑んでい
くことは，子どもの側からすると批判されている，受け止めてもらえないことにならないだろうか。
それは，生活指導を定義し，実践してきた 20 世紀と新自由主義による競争主義が行き渡り，貧困と
階層化が進む現代では，子どもの状況が異なるからである。そういう意味では，書くことによる対話
の重要性を明らかにする必要があるだろう。

　⑵　言葉はちから

　生活を綴り，それを集団づくりの重要な手法として実践を展開したひとりに，全国生活指導研究協
議会の当時常任委員であり埼玉県浦和市の公立小学校で働いていた服部潔がいる。服部（1989）は，
子どもたちに詩を書かせ，自己を表現する取り組みを著書で発表している。そこには，「詩を書く少年」
や「鉛筆は意地っ張り」など子どもの抱える背景を詩とともに報告している。

　誠は本当にたくさんの詩をつくって，私に見せてくれた。私は，その詩を子どもたちの前で読
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んで聞かせた。ときには解説してやったりした。そういう誠のこころを知ったいじめっ子たちは，
やがて，誠をいじめなくなった。「あいつはおれたちとは違う世界に住んでいる人間なのだ」と
いうのがいじめを止めた理由であった。（中略）誠はことばで自分のこころを表現することがで
きたので，自分を救うことができた。ことばは，誠にとってちからであった。4

　自分の内面を表現すること，そして書いた作品を読み合い交流することは，他者理解に役立ち，自
分自身の自己肯定感を高めることを指摘している。確かに生活を通して自分を見つめ，他者理解をす
ることは，ひとりの人間としても意味のあることではあるが，集団づくりにとっても重要である。

　⑶　書くことによるコミュニケーション

　この実践から約 20 年後にあたる 2003 年，全国生活指導研究協議会の第 45 回全国大会の基調には，
対話・討論・討議が公共空間をつくると提起され，次のように書かれている。

　班ノートや学級通信によって言語的なコミュニケーションの回路を日常生活のなかに埋め込
んでいる。班ノートから学級通信がつくられるのだが，それはある時は署名入りだったり，ある
時は匿名で公開されたりする。学級の一人ひとりがみんなの前で自己を現わし，みんなによって
受け入れられていく。（中略）班ノートや学級通信は，子どもたちが自分という人間を現わし，
示すことができる場であると同時に，他者の応答を聞くことができる場である。子どもたちは自
由な言説を交わすことを通じて共通の世界（異質なもの同士が共に生きる世界）を編み上げてい
るのである。5

　ここでは，先に出てきた視点に対応し，コミュニケーションとしての回路をつくり共通の世界を編
み上げ，集団の前に公開することは自己を現すことであり，それに応えることは応答関係をつくるこ
とである。応答関係を通して共通の世界に子どもたちは生きるようになると提起している。
　私も実践を重ねながら，個人が自分の生活を書きそれで終わるのではなく，子ども自身が出来事を
どう捉え感じているのか知ることを通して、子どもたちへの見方を変え、子どもたちもまわりの反応
を通して知らなかった自分に出会うことを意識してきた。次は班ノートに取り組んだ私の実践であ
る。

　　　●なみだ
　　　よる八時半　先生がやってきた　ああきっと　トラブルの話だ
　　　だけど驚いた　　だってほめられたんだ　　「去年より進歩しているよ」　
　　　こんなの初めてだ　　ほめられるなんて　　シンジラレナイ　
　　　ぼくは先生を追いかけた　　真っ暗だ　　広い道路に出た　
　　　「先生，ありがとうございました」　　先生がゆっくり振り向いた　
　　　ちょっと間があって　　やさしく　　ぼくの肩をたたいた　
　　　ぼくは　　そっと　　なみだをぬぐった

　秀吉くんの詩を小さなノートに貼りました。そして，「読みたい人は，だれでも読んでもいいよ。
ただ感想だけは書いてね」こうやって，自由な交換ノートをスタートさせました。最初に関心を示し
たのは，やっぱり似た者同士。すぐに切れるタイプの拓海くんと雄大くんが，「なみだって，泣いた
んか」，クスクス笑いました。そのうち，ペンを持ってきて返事を書きました。

　　◆秀吉くん，きみはそんなことを思うんだね。正直びっくりした。だって，ふだんそんなことを言



− 108 −

丹野　清彦：沖縄・子どもの詩とケア的アプローチ

わないから。4 年の時を思い出してみよう。やっぱりそういうイメージはなかったな。（拓海）
　　◆拓海くん，ちょっと言いすぎやねえか。そこまでひどかったか。まあ，自分でも 4 年の時と比べ

てもいいと思う。（秀吉）
　　◆秀吉くんは「ちょっと言いすぎ」と書いているけど，拓海は 4 年の時がひどかったと言いたいん

じゃなくて，おどろいたと言いたいんだよ。ぼくもそう思う。だって，野球部でも体育でも 5 年
になって文句が減ってきているよ。（雄大）6）

　このような書き言葉によるやりとりは，子どもたちに「ぼくはひとりじゃない」，という連帯感を
育て，自分という人間をまわりが見つめていることを伝えてくれた。まわりの人の眼差しは，誰かと
つながっている証である。言葉は世界を映す鏡であり，まわりは自分を映す鏡でもある。清眞人（2007）
は，つながりを次のように記している。

　応答の「私−きみ」の関係性とは現実参与の問題にほかならないという問題だ。ブーバーはこ
の存在参与・現実参与の関係性についてこういう。きみと関係をむすぶものは，きみと『現実』
を共にするものである。たんに自分のうちでなく，さりとて，自分のそとにもない『現実』をき
みと共に分かつのである。（中略）僕は，このブーバーの観点は今日とくに省みられなければな
らない重要な意義をもつと思う。というのは，こうした「私−きみ」の応答の絆が衰弱し薄弱な
ものに変わってきているからこそ，他者と自分と，その双方の〈存在〉感がいわば相乗効果的な
悪循環をとおして稀薄化するという問題に今日のわれわれは直面しているからだ。それが今日の
実存問題なのだ。7）

　つながるとは他者と現実を共有することであり，その他者が存在してこそ現実が存在するのだと指
摘し、さらに応答関係が衰弱し薄弱なものになっており、いじめの問題もこの点から振り返ると「私
−きみ」の関係性を剥奪することであると指摘している。だからこそ薄弱になった応答関係をどう結
び直すのかが重要になってくる。同時に応答関係を結び直す前に，「私−きみ」の関係から奪われた
現実をともに立ち上げる必要があるといえよう。

２　子ども同士の関係性と子どもの詩

　⑴　ケア的アプローチの必要性

　このような影響を受けながら，私は小学校の教師生活で子どもたちに詩を綴らせることを定期的に
実践してきた。８）  子どもたちに詩を書かせることは，子どもたちの抱えている生活背景を理解したい，
この現実が子どもたちにはどう見えているのか。そしてどうしてそう見えるのか，子どもたちの言葉
をもとに理解したいと思ったのである。そのためには，思っていることを書くことから始まる。しかし，
子どもたちは現実を素直に表現するのだろうか。竹内（2015）は生活指導のケア的転回を求めている。

　ケア的なアプローチは傷つきやすいひとりの子どもの個別的・具体的な生活文脈に即して配慮
することから始まる。それをとおして子どもたちのなかにケアと相互依存の関係性を編み直し，
脆弱で不安定な存在である子どもを排除するのではなく，共生することができる社会的な関係性
をつくることを課題としている。9）

　子どもたちが詩や作文を綴るということは，「書いてもいいんだな」と安心感を伴い思うことから
始まる。そういう意味では，この空間では自分を表現しても許される。受け入れてもらえる関係が成
り立つと感じることが不可欠である。そして，書いたものを受け入れられたという経験や感覚が生ま
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れて，はじめて他者を信じて書くことができる。子どもが詩を書き，それを受け入れることを通して，
子どもと教師の間に信頼関係が生まれ，学級の子どもたちと読み合うことで，異質な他者と共生する
ことができる社会，すなわち学級をつくるということは，ケアを含んだ指導ということになる。

　⑵　他者の他者性を自覚させる詩

　このように詩を書かせるということは，ありのままを受け入れるということである。ありのままを
受け入れてもらえると感じた子どもたちは，個別的・具体的な生活文脈を書こうとするだろう。書い
た詩や作文を認め受け入れることがケアであり，その詩に対してまわりが感想を述べる，つぶやくな
どの反応をすることが応答することである。応答について，清（2007）は次のように書いている。

　彼の苦悩を知り理解しなければならないという思いは，他方からいえば，まだ自分はそれを知
りえていず，理解できていないことへの鋭い意識である。（中略）もしこの自責の念が停止すれば，
つまり私は彼の苦悩がもう十分にわかっていると思うなら，そこには精神的な意味で或る自己満
足が生まれ，私は自分が無知であるという不安から解放され，再び《世界》は私を中心点にして
私の周りに私を目指して一個の小宇宙としてまとまり，私はそこに安心を覚えるだろう。10）

　彼を理解したいという思いと彼を理解できていないという自責の念とで関わろうとすることが応
答である。要するに相手が理解できない，なぜと疑問を持つことである。そして，その謎を解こうと
していくと，対象となる相手は，自分とは異なる人間であることを学ぶのである。このことを竹内

（2015）は，他者の他者性と呼んでいる。相手は自分とは異なる独立した人間，ととらえることであ
る。ちなみに，人は他者を世話していくと「ここまで面倒を見ているのだから」と支配し，コントロー
ルしたくなる衝動に駆られることがある。それを我有化と呼んでいる。清（2007）は，他者の他者性
を次のように表現している。

　一言でいえば，その他者がまさに他者として自分の理解を超えているということの骨身にしみ
た認識，他者の他者性の痛感である。それは裏返しにいうと，これまで自分がわかったという気
になって安住していた自分の《世界》の意味理解が傷を負い，激しく動揺させられ裂け目ができ，
もはやそこに安住できなくなったという経験である。一言でいうと，これまで自己中心的であっ
た《世界》理解を，自分が応答すべきその他者の側から，その他者の身になって考えようと試み
努めることで疑い，そこへと安住することを捨て，その他者の視点へと自己を超えていこうとす
るものへ変わったということである。11）

　他者を支配したくなる自分と戦い，子どもを他者として認め尊重することは，実践的には大変難し
いことであり，陥りやすい罠でもある。しかし，書くことを用い，子どもに詩を綴らせ読み合うことは，
作品を通して「彼は自分とは違う人間だった」「こういうことを考えているのか」と，自分の理解を
超えているところに彼が存在することを感じさせてくれる重要な活動である。

　⑶　子どもが自分を綴るとき

　しかし，子どもたちは簡単に自分の物語を綴るのだろうか。綴るには，本当の物語を語ってもいい
という関係性が必要であることは，これまでに述べてきた。しかし，具体的にどうすれば，詩を綴る
ことができるのか。私は，3 つの視点が必要だと考える。
　①　書いても大丈夫という教師やまわりとの関係性
　②　子どもの中にいる，もうひとりの自分との連帯
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　③　子どもをつなぐ集団づくりの視点
　詩を綴るとは，出来事を思い出し再現する作業が必要になる。しかし，そこにはある関係性が成立
していなければならない。楠凡之 (2015) は，今日の子どもたちが抱えている生きづらさや葛藤を理解
する場合に，まず教師が子どもとつながり，子どもたちが自己教育の主体としての自分を，取り戻し
ていくため関わりを築いていくことが重要であると指摘している。12）このような教師と子どもの関係
づくりを個人指導として意識しながら集団へと広げる視点が必要である。
　書いても大丈夫とはテーマとして取り上げたことに対して，教師やまわりから善悪の道徳的なコメ
ントを受ける場合もある。そういう意味では，書き手と聞き手の信頼があり初めて自分を開くことが
できる。また書いていいのだろうかと躊躇している子どもには，教師が聞き手となり子どもの中に隠
れている物語を引き出さなくてはならない。それだけに何を書いても大丈夫，受け止めてもらえると
いう関係が必要である。次に，もうひとりの自分との連帯についてである。子ども本人の中に書いて
もいいだろうか，と戸惑う自分や過去を見つめることを拒否する自分が存在している。そういう自分
をここではもうひとりの自分と呼んでいる。子どもによっては，心の中に住む支配的な大人であり，
学校くさい過剰適応気味の自分である。このことを高垣忠一郎（2015）は，次のように指摘している。

　問題は，若者が自分を嫌い否定する傾向を持つ一方で，周囲の大人や友人に自らの悩みやつら
さを表現することに不安やおそれを感じているという二つの「苦しみ」です。私は不登校やひき
こもりの問題をはじめ，「心のつらさ」を抱える若者の内面と向き合ってきましたが，その根底
には「自分などダメな人間だ」という自己否定の想いにとらわれた心があります。その自己否定
は「自分にはこういうダメなところがある」という部分否定ではありません。「こんなダメな自
分など消えた方がよい」という全否定なのです。「自分」という存在は一生付き合い続けなけれ
ばならないいちばん身近な存在です。その自分をまるごと嫌い，拒否しているのです。自分を受
け入れられず，自分と共に生きることを拒否しています。13）

　子どもは「書いたら先生やおうちの人に叱られる」「見つめたくない」など，内なる葛藤に直面する。
まして，これまでに誰からも自分の願いを聞きとってもらえなかった子どもたちは，願いの表出の仕
方を知らないだろう。表現する自分の言葉さえ持たない。清（2007）は，表現は呼びかけであるとし，
次のように述べている。

　本来的にコミュニケーション的＝社会的存在たる人間にあっては，〈経験〉とは本質的に「表
現的な思考」なのだと。つまり〈経験〉は，意識的であれ無意識的であれ，明示的であれ暗黙的
であれ，その表現をさしむけ，表現をとおしてその〈経験〉を伝達しようとする相手＝他者の存
在を予想し前提とし，この他者とのコミュニケーション的力学の力を借りて自らを〈経験〉とし
て確立するものだと。14）

　私たちは，子どもの内なる葛藤を応援しながら，子どもたちに言葉を与え，表現の仕方を教えるとと
もにそれに答える関係性の構築から始める必要がある。これを担うひとつが詩を書かせる活動である。

３　実践・沖縄子どもたちの詩

　私は沖縄の子どもたちに詩を書く楽しさを味わってもらい，その詩を通して沖縄の子どもたちの感覚や
生活に触れたいと考えた。そこで沖縄タイムス社と連携して，2017 年５月から 2019 年 4 月まで，２年に
及び，各学校を周り子どもたちに詩を書く授業を展開してきた。その詩を新聞に掲載した。タイトルはワ
ラビーの詩で，どこかで沖縄の方言「うちなーことば」を使い表現することを加えた。
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　⑴　ケア的アプローチを意識した詩の授業

　授業は小学生から大学生までを対象にし，ほとんど私が詩を書く授業を実施した。平成 28 年度に
琉球大学で開学した教職大学院に同様な研究テーマを取り上げた大学院生15）がいたので，協力をお願
いしたこともある。まとめると次のようになった。

　掲載した数は 142 人だが，その約８倍，千人を超える子どもたちが詩を書くことを楽しんでくれた。
さて，どのような形で授業を行うのか，まず，私と子どもとの関係性づくりを意識し次の３つのこと
を考えた。
　１）学級の雰囲気をつかみ，自分をなじませる
　２）授業をリードする子や雰囲気を左右する発言をする子は誰か，観察する
　３）子どもにどんなアドバイスをしたらいいのか，中心的な子どもの性格や生活を把握し，授業の

中で取り上げる
　飛び込み授業であり子どもたちと私との間には距離がある。この距離は見知らぬ他者に対する警戒
であり必要なことである。けれど，詩を書く気にさせるには，その警戒をとく必要がある。子どもに「で
きそうだ」と見通しを持たせること。「詩を書いてみよう。面白そうだ」と思わせることである。そこで，
授業をリードしてくる子どもの発言を指導者として私が取り上げ，笑いの起こるアドバイスができる
ために，先の３つを実践するのである。子どもが私の方へ近づき距離を縮めること，それが詩を書く
学習におけるケア的アプローチの一面である。実際の授業は，次のとおりである。
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　⑵　具体的な教室での指導

　展開１では，詩は言葉のスケッチだと説明し，見たままを書きそれを重ねていくことでひとつの詩
になることを説明する。展開２では，詩とは実際にどういうものなのか，イメージできない子どもた
ちが多く見られる。それで，模造紙に例えば金子みすゞの詩を書き，黒板に掲示し音読する。音読を
通して詩の持つリズムを体感してもらうことは，密かな目的であり，実際に書き始めるとこの活動が
生きてくる。しかし，ここでは詩とはこんなものなのか，「作文と違い短いな」「簡単だな」と，安心
してもらうことが目的である。さらに展開３では，詩を書く導入として「替え詩にしよう」と，言葉
遊びへ持ち込む。黒板に掲示している詩を所々四角で覆い自分の言葉を入れていく。こうすると詩の
リズムを維持しながら替え詩ができ，完成した詩の響きがよく，いい詩が出来た気分になる。また，
ことば遊び的に書けばいいのかという安堵感が子どもたちを引き付ける。
　しかし，ただ詩を書けばいいというのではない。もちろん詩に親しんでほしいという気持ちはある。
けれど，詩を書くということを通して自分の内面や生活を表現し，読み合うことを通して互いの理解
を深めていくことが生活指導的な重要な目的である。なので，言葉遊びを超えなければならない。そ
こで，展開４ではテーマを㋐～㋓のように提示し選ばせて取り掛かる。それは一定の条件がある方が，
多くの子どもたちにとっては，取り組みやすいからでもある。自由に書いていいよと言うのは，子ど
もによっては，何を書いていいのか幅が広すぎてわからない，途方に暮れる場合もある。
　だが，そういう子どもだけではない。子どもたちの表現を自由にさせてあげたと願っている。ただ，
初めから放り出されても困る子どもがいるというだけで，後々慣れてくると自由に表現させたいと考
えている。そこで，最後の選択肢に自由に書くを加え，４つを提示し選ぶことからスタートする。そ
れには，もう一つの目的がある。詩を書くことを通して生活を表現し相互理解を広め，相互の背景を
理解し新たな世界を立ち上げることである。しかし，生活背景を書こうと投げかけられても子どもた
ちも困るだろう。そこで，選択肢の中に身近な例として㋑と㋒を設定している。学校の出来事と家の
出来事を合わせれば子どもたちの一日になる。特に家族のことをテーマにするは，生活指導的には一
番の主題である。二つをまとめれば，子どもたちの生活そのものになる。

　⑶　沖縄，子どもの詩

　子どもたちは，詩の授業を通して，どのような詩を書いたのか，いくつか紹介する。

●自分のこと　　　　３年
身長 130 センチ　体重２９キログラム　足の大きさは２１センチ
みどり色が好き　いちごが好き　水泳が得意
算数がにがて　母さんが教えてくれる　でも体育が一番好き　
うぬなかで（そのなかで）　サッカーが好き　これがぼく

●いつものこと　　　４年　
ぼくは　毎日学校へ行く　学校が終わると部活だ　　部活は６時半におわる　　
それと同時に母さんが迎えに来る　　そしてフロに入り　　ごはんを食べ寝る
これが　ぼくの１日の仕事　毎日それを繰り返す
こうして　わんや（ぼくは）おとなになる

●ウチナー ( 沖縄 ) の空　　　　　６年
夕立の空を見上げると　アメリカの飛行機がとんでいた
雨をはじきとばすように　大きな音を立てて
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晴れの日の空を見上げると　アメリカの飛行機がとんでいた
空に一筋の飛行機雲　平和をさえぎるように　戦いの音を立てて
ウチナー ( 沖縄 ) の空を見上げると　真っ青なそらに大きな太陽
あたり前のこの風景が　いつまでも長くつづくように

●大切な家族　　　　　　　中学３年
人は失って気づく　　大切な家族がいることを　
いつものように笑ったり　　いつもように食事をしたり
時にはきびしく　時にはやさしく　たまには家族とぶつかって口をきかないこともある
それでも見守ってくれて　　笑わせてくれる
そんな当たり前の日常に　　気づけるかどうか　　失ってからは　気づかないように

　⑷　成果と課題

　本研究は，私が実践してきた子どもたちに詩を書かせる活動のなかに，ケア的アプローチの視点が
含まれていることを明らかにし，その必要性を明確にしようと考えた。そこで，教師が行う指導のあ
り方をケア的アプローチと子どもたちの詩から考えてみよう。
　たとえば，最初にある「自分のこと」を書いた子は，初めは鉛筆が動かなかった。何を書いたらい
いのかわからないというより，書くことに自信がない子どもだった。まさしく競争主義・正解主義
により傷つけられている子どもである。そこで私は，「きみのことを教えて」と聞き込むことにした。
彼は順に自分のことを答えてくれた。私がそれを書けばいいと励ますと，少しずつ書き始めた。それ
を書けばいいと自分をありのままを受け止めてもらえる，傷つけられないという思いが成り立って，
鉛筆を動かし始めたといえよう。
　「いつものこと」は，最後のフレーズが胸にしみる。胸にしみるのは，作者がすべてを説明してい
ないからだ。生活のほんの一部を表現し，シグナルを送ってきたと感じた。それは，全ては教えられ
ない，と子どもも思っているのである。だから，書いた詩の発表会ができる時間があれば，「こうし
てわんやおとなになる」をどう受け取るのか，議論しただろう。子どもたちは自分の抱えている生活
を氷山の一角のようにチラッと見せる。これを手掛かりに彼のかくされた深層に迫るのである。この
迫る活動が学習であり，他者理解へとつながるのである。ウチナーの空を書いた子も初めは空白だっ
た。
　しかし，学級をリードする元気者が愉快な詩を書いてきて，それを私が読み上げると「これでもい
いですか」と１連のみを書いて反応を確かめるかのように持ってきた。大切な家族の場合も用意した
子どもの詩を例として読み上げると一気に書き上げた。
　子どもの詩を読み解いていくと，掲載されていない詩を含め，すべての子どもたちが詩を書き生活
や感じたことを表現することができた。詩を書く活動というのは，それぞれが背負っている生活背景
を詩で表現することを通して現実を見つめ，見つめることで新たな出会いと歴史をつくる。しかし，
子どもが詩を書くためには、子どものありのままの生活を受け入れる教師の受容が必要である。子ど
もが表現するとは、安心できる空間が教室に生まれることであり、詩は子どもと教師の関係性を表現
しているとも言える。
　今後は，より多くの子どもの詩を対象にケア的アプローチとの関連を分析するとともに、子ども同
士の関係性をつくる側面から詩を書く活動を見直してみたい。詩を書かせることは傷ついた子どもた
ちを癒し，経験を言語化し経験として確立させる面を持っている。
　しかし，さらに互いの詩を読み合い生活を交流する場面をつくることで，子ども同士の関わりは生
まれ深まるだろう。そういう意味では詩を読み合うことを通して，子どもたちが他者理解を進める指
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導へと視点を移し，追究する必要があると考えている。
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