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１　生活指導のケア的転回と方向性

　竹内常一は著名な教育学者であり，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。その竹

内常一（2016）が著書『新・生活指導の理論―ケアと自治/学びと参加』の中で，ケアを強調し副題に「ケ

アと自治/学びと参加」とつけ，集団づくりのケア的転回と節を設けている。このケア的転回を長谷川

（2017）は次のように述べている。

　「時代状況がこれほどまでに『ケアの倫理』を必要としている」ということ，つまり時代状況が

もたらした負の要因ゆえ従来の生活指導・集団づくりが成り立ち難くなったという事態に対する対

応がケア的転回だという論の運びになっている。確かに竹内（2016）はそのように論じてはいるが，

しかし同時に，単に今日的な危機的局面への対応方法という意味を超えて，集団づくりを進める際

の方向性をケアの倫理という観点に基づき転換するべきこと（あるいは，前述のようにケア的転回

は既に進行中のものであるので，転換しつつある方向性を確認するべきこと）が提起されている１）。

　では竹内（2016）は，どのようにケアと自治を結びつけ，学びと参加を呼びかけているのだろうか。

竹内は，全国生活指導研究協議会第五四回大会基調提案を取り上げ，いまの子どもたちが自己や他者や

世界にたいする「基本的信頼」をもつことができない状況にあることを次のように指摘している。

　新自由主義が生活をその深部まで競争化―市場化し，人々の社会的連帯はもちろん，個人間のつ

ながりをずたずたにし，「自己選択・自己責任」の名のもとで「自立的個人」として生きることを

強いているからである。こうしたなかにあって生活指導に求められていることは，『何かができる，

できない』，『問題を起こすあなたが悪い』といった，今学校を覆い尽くしている能力主義・自己責

任論を超えた存在そのものの絶対的承認をもって，その子と関わることであり，言葉にならないよ

うな子どもの呼びかけに応答し，子どもに「基本的信頼感」を育み，「回復させること」であると

提案した２）。

と述べ，新自由主義は大人の社会だけでなく，学校を覆い尽くし，子どもたちも自己責任論の嵐の中で，

つながりを分断され傷ついていることを強調している。子どもたちが傷つき分断されている状況につい
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ては，誰もが納得でき共有できるのではないだろうか。

1.1　暴力をしずめる言葉

　竹内（2016）は「Ｔとの出会いから子どもの自治へ」の中で，担任である鈴木が新学期の二週目にＴ

とまわりの男子の出会いに遭遇した場面を取り上げ，

「このクラスではルールやぶりとＴのパニックをくらべたら，ルールやぶりのほうがまだましなの

かい？　・・・・どっちなんだい？」と呼びかける場面を他の子どもがＴの非をはやしたて，Ｔをパニッ

クに追いこんだことに憤る，これまで出会ったことのない教師の「貌」を見たからである。なにに

こそ悲しみ，なににこそ憤るべきか語ることで事件の当事者になり，クラスのメンバーになったの

である３）。

と述べている。さらに，四月末に起きた「一気に引けば死ぬんだ」の事件の際の場面を取り上げ，

「人を殺すゲームに夢中になっているなんて，サイテー。人の命を何だと思っているの？　・・・

人を殺すことを夢中になって話していたくせに，Ｔくんに殺すまねされたら，なにビビッてんの！　

ゲームのなかだと簡単に人を殺すくせに，そのまねされたら，ビビッて…‥。だったら人を殺すゲー

ムなんか，やめなさいよ」４）

と言ったＭ子の言葉を「暴力をしずめることば」と位置付けた。竹内は，こうしたトラブルに対する教

師やまわりの子どもの反応や言葉かけに注目している。指導と被指導の関係に注目するとともに子ども

と子どもの関係から，個と集団の関係に注目し，学級の弱い子，ここではパニックを起こすＴがいつも

悪いと思っている集団に対して，トラブルを整理し，まわりの意見を求めるという鈴木の指導を取り上

げ，暴力をしずめる言葉としてまとめている。　

　それにしても暴力をしずめる言葉とは，怒りパニックを起こす子どもの行動を抑えることを指してい

るのだが，ケア的転回と具体的にはどのように関連するのだろうか。

1.2　呼びかけと応答

　竹内（2016）は，子どもの暴力は身を守るための行動であり叫びであると述べるとともに，言葉にな

らない呼びかけとしてとらえている。一般的には心の叫びとも呼ぶだろう。行動とは自分の感情の表現

であり，暴言もひとつの表現として受け止めるというのである。このような暴力的言動を呼びかけとし

てとらえ，子どもと関わるとき，子どもを管理の対象として見なす見方と子どもは自分とは異なる個別

的な独立した人間であり存在としてとらえる，ふたつの見方があるとも述べている。

　つまり指導のひとつは子どもの問題行動に出会ったとき，教師は子どもを支配や操作の対象としてと

らえ，思い通りに動かそうとするのである。それに対して，他方は子どもの問題行動を傷つきやすい人

間の呼びかけであり，委託してくるものと受け止め，聞きとり，新たな関係と空間をつくる関わりを応

答と呼んでいる。子どもは暴言や否定的な行動をとるという形で，私たちに呼びかけているのであり，

それに応えることを求め，言動を受け止める必要があるということなのである。それは，新自由主義に

より自己責任化され，分断され，さらに競争主義によって傷ついている子どもたちが増えているからで

ある。これに対応する接し方が，否定的な言動をひとつの表現として読み取り応えていくことであり，

応答関係と呼んでいる。

　しかし，このような応答関係が生まれることはむしろ珍しく，この記録の実践者である鈴木（2005）は，

子どもたちはこういう関係のなかにいて，“学級”には顔を向けていない。こうしたグループで起

きる問題やトラブルは，“学級”の問題でありながら，私事（わたくしごと）なのだ５）。

と，指摘している。つまり問題はありながらも，その問題は当事者間同士の問題であり，自分とは関わ

りのないものであり，関わりのない世界で起きたものなのである。とすれば，問題を起こした側から見
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れば，自分が何をしても，まわりとの間に仕切られたガラスがはめられており，そのガラスの内側で起

きた問題に過ぎないということである。彼らの呼びかけは，学級の誰からも応答されずに無視され続け

ることになり，傷はさらに深まる。反応すること，それが応答であり，言葉にならない応答も含め，他

者と他者が関わり応答し合う関係をつくることは，無視する関係から関わり合う関係へ転換することに

なる。

1.3　出合いと出会い直し

　無視され続けることを経験した子どもたちは，一層傷つくことになる。それに対しまわりから，ある

いは教師から受け止められ，応答されることを出会い直しと呼んでいる。この出会い直しについて，竹

内（2016）は，

一般的に「出会い」というと，互いに顏を合わせて認知し合うことを意味するが，ここでの「出会

い」はそういう表層的な付き合いを意味するものではない。それは，「呼びかけ」－「応答」には

じまる自己と他者の「相互応答」または「対話」を意味している６）。

と述べている。

　では，表層的な付き合い方ではない出会いとは，どのようなものであろうか。それは，子どもの否定

的な言動を呼びかけであり委託と受け止め，それに応えることである。応えるとは，聞きとることであ

り，自分とは異なる別の人間と見ることなのだろう。だとすると，受け止められた子どもの側からする

と，そういう経験は初めての経験であり，このような他者がこの世界に存在したのかと驚くことになる。

この初めての出会いを出会い直しと呼んでいる。

　しかし，そう簡単にいくとも述べていない。竹内（2016）は，私たちが「出合い・出会い直し」を強

調するのは，一回の「出会い」だけで，他者が理解できるものでないからである。そうした出会いによ

る他者理解は，ふたたび他者の「我有化」に戻るからである。我有化とは，他者を思いどおりに支配，

コントロールしたいという思いのことであり，他者は自分とは異なる人間，と思うことを他者の他者性

と呼んでいる。このように教師と子ども，子どもと子どもの間に，出会い・出会い直しが進むとき，両

者の間に相共に分かち合う「公共空間」と「世界」が立ち上がってくる，と主張している。

　一方大和久（2018）は，　困った子は困っている子と見ることを提唱し，自身の経験を次のように書

いている。

三度目の大きなパニックの時でした。楽器をいじりたくて入り込んだ音楽室から海田君を連れだし

ました。以前にも楽器で失敗していました。音楽室の前の図工室に入って，キャーキャー言って暴

れる海田君をしゃがんで抱きかかえました。はじめはいつものように抵抗しましたが，だんだん脱

力し，私の背中に手を回してきました。やがてしくしくなき始める彼を抱きながら，何かとても切

なくなってきてしまったのです。「自分の感情や行動を自分で思うようにコントロールできない苦

しさ」が伝わってきました。私は，震える彼の体を抱きしめながら「彼の味方になってやりたい」

と思ったのです７）。

困った子を困っている子と見ることができるようになるには，教師の方にも時間がいる。あるいは，頭

ではそう見よう，思おうとしてもなかなかできない。ここのところを竹内は，幾度となく繰り返し，行っ

たり来たりするところに出会いがあると述べている。それを大和久は，「彼の味方になってやりたい」

と表現している。ここに，教師と子どもの出会い直しの場がある。彼のことを理解したいという強い思

いが，出会い直しをつくり，出会い直すことによって，これまでとは違った世界が立ち上がるというの

である。
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1.4　よそよそしい関係

　そこで，次に子どもと出会い直し，公共空間を共に立ち上げるということについて考えてみたい。鈴

木（2005）は，

今，みんなに必要なことは，よそよそしさのなかで，一人ひとりがどのように手をつなぎ，生活と

学習を助け合っていくか，ということ。よそよそしい関係だからこそ，みんなが人としてつながる

ために必要な作法とルールをつくり，それにしたがって生活し，親しさというものはどういうもの

なのかを検討し，必要であれば，その関係やルールも変えていくこと。そういうよそよそしさをベー

スにして班をつくる８）。

と述べている。竹内（2016）は，よそよそしさを親しさに対する反語的な言葉ではなく，他者と一定の

距離をとる関係，市民的公共に開かれた「親密なもの」をつくるための提案と指摘している。このよう

な相手との一定の距離を保つことを強調するのは，それができなければ慣れ合う関係か，先に出てきた

我有化，相手をひとりの人間と見ることができない関係に陥る危うさがあるからだと考えられる。この

ように自分と他者との間に一定の距離をとり，相手を別個な人間と見ることで公共の空間が立ち上がっ

てくるのであろう。

　相手と一定の距離をとり，別個な人間と互いに思うことは，互いの人格を尊重し人間として尊敬する

という面を持っている。鈴木（2005）は，実践記録「私たちは平和的に生きられるのですか」の中で，

市民としての権利（アメリカ，ワシントン州オリンピア氏，市民としての権利）をあげ，子どもたち一

人ひとりが権利をもっていること，その権利はまわりの子どもたちも持っていることを指導している。

この中で注目すべき点は，叫ぶ，怒鳴る子どもにまわりも権利を持っているのだから，誰もいないとこ

ろで怒鳴る，授業の時間以外に怒鳴ることを求めていることであり，怒鳴ること自体を封じ込めていな

い点である。　

　先のよそよそしい関係とつないで考えると，相手と一定の距離をとるということは，それを封じ込め

るのではなく，どうしたら実現できるのかを一緒に考えることとして位置付けている点である。よそよ

そしい関係を公的にとらえれば，市民として一定の距離をとる関係であり，誰もが市民として扱われ，

市民としての権利を持っているということである。

２　ケアと指導の言葉

　ではケアとは何か。学校現場ではカウンセラーが定期的に巡回，あるいは常駐している学校も増えて

きた。子どものカウンセリングも重視されつつある。まずケアという言葉の意味と教育現場での関連に

ついて考える。

2.1　ケアとは何か

　竹内（2016）は，ケアについての意味づけとアプローチを次のように述べている。

これに対して，「ケアの倫理」は，人間は弱く脆い存在であり，それゆえに相互依存関係にあるも

のととらえる。実際，人間は人生のなかでかならずその脆さに直面し，他者の配慮や世話に依存す

ることなしには生存できない。そういう観点からすれば，もしかしたら依存・相互依存が人間存在

の一般的な存在形態であって，自律・自立はその特殊な形態であるといわなければならないかもし

れない。だから，人間を弱いものととらえる「ケア」の倫理的なアプローチは，一人の他者を心配

し，一人の他者のニーズに関心をもつことから始まる９）。

このように考えると，人が自立するとは誰かを頼ること，頼っていいことを知ること。助けを求める力

をつけることが重要ともいえる。そういう意味では，これまでの学校的価値観である「しっかりする」

という言葉とは，いくぶん反対の意味を持っているように感じてしまう。人はそもそもひとりでは何も
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できない。だから相互にケアしながら，依存し生きるのだと呼びかけていると受け止めると，しっかり

するとはどういうことなのか，と考えてしまう。そこで，ケアの倫理とはどのようなものであろうか。ファ

ビエンヌ・ブルジェール（2014）は，ケアの倫理のことを，

「ケア」の倫理とは，関係する人びとの具体的なコンテクストにおける価値の実現にかかわる。人

びとの生命，経験，そして人びとの実践は，規則のみに依拠しているわけではない。人間は，関係

的で，相互依存している。生きること，それは適切な制度や規制の既存の枠組みが存在していない

ことを声にすることではないか。そして，誰もが責任の共有という倫理の重要性を声にすることで

はないか10）。

と述べ，誰もが経験しケアしてもらうことが訪れる可能性があり，ケアするとは特別なことではなく，

配慮することであり，枠組みによってケアが生まれ，つくられることを指摘しつつ，人間の弱さを認め

ることだと述べている。

　このようなケアの倫理の観点から考えると，暴言などで荒れている子どもは人を頼っていいとは思っ

ていないし，経験していないだろう。だから本人としては，相互依存などを考えているわけではないが，

暴言などの言葉にならない形で何かを吐き出し表現しているのは確かである。人を頼る気になるには，

それに応えてくれる人が必要であり，ある種の信頼感がいる。それが応答関係であり，具体的には応答

とは，子どもの叫びや行動に対して応えることである。丹野（2018）は，子どもの否定的な言動を言葉

に換え，否定の中の肯定として子どもの言動の裏側を読むことの重要さを述べている11）。

2.2　当事者と傍観者

　では，まわりの子どもに目を向けてみよう。暴れている子どもに応答するとは，どういうことか。鈴

木は先に彼らの起こす問題は私事（わたくしごと）だと述べている。この私事を共通の問題と受け止め

るには何が必要なのか。それは傍観者である子どもたちを当事者にすることである。当事者とは，問題

を抱え，トラブルの真っただ中にいる関係者を指すと考えると，その問題をあえてまわりに公開するこ

とも，まわりに考えてもらうことも必要ないのではないかと見ることもできる。しかし，中西・上野（2003）

は，

当事者とは，「問題をかかえた人々」と同義ではない。問題を生み出す社会に適応してしまっては，

ニーズは発生しない。ニーズ（必要）とは，欠乏や不足という意味からきている。私の現在の状態

を，こうあってほしい状態に対する不足ととらえて，そうでない新しい現実をつくりだそうとする

構想力を持ったときに，はじめて自分のニーズとは何かがわかり，人は当事者になる。ニーズはあ

るのではなく，つくられる12）。

と述べ，ニーズはつくられることを強調している。つくられるとは，まわりや社会のありようのことで

あり，学級に置き換えれば，集団や教師の対応が子どもたちの問題をより顕在化させるのか，問題を包

み込んでいくのか，わかれ道になる。さらに，中西・上野（2003）は脳こうそくの女性が施設に入れら

れた例をあげ，対応する施設の職員に向けて次のように述べている。

電車が好きで，押さえる人を振り払い，電車が通ると「アーウー」と喜びの声をあげていた重度の

知的障害者も，親の都合で在宅から施設に移されたとたんに，食事をとらなくなり，これまでの目

の輝きがなくなり，目がすわり，よだれを垂らすようになった。これも否定的なメッセージを伝える

自己表現である。これを見抜けないのは，周囲の人のコミュニケーションのとり方に問題がある13）。

2.3　子どもの言葉を読みとるちから

　鈴木（2005）は読み解くということを，トラブルをていねいに聞いていくと，いつしか「死ね」「消えろ」

という二つの文句は影をひそめ，ことの本質について，とつとつと語りはじめる。いや，語りはじめる
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というのではなく，思い出すと言ったほうがよいと述べながら，それでトラブルは解消されたのかと問

いかけ，トラブルの原因がわかっただけで，トラブルの当事者間の関係性が変わったというわけではな

いと語っている。それでも子ども同士の関係性を読み解き，社会的な文脈を検討し，自らが生きづらい

世界を変え自分自身を取り戻していく過程そのものが「学び」なのだと述べ，トラブルを読み解くこと

を通して，子どもたちは自らの暴力性と社会の暴力性を告発しているとまとめている。

　この指導を竹内は（2016）は，聞き取り→読み解く→読み開き→書き換え，に整理し既存の教師と生

徒の関係を転換し，子どもとともに学ぶ主体に転生し，生活指導・集団づくりの過程そのものが「学び」

の過程であるとまとめている。

　

３　読み解くちからと沖縄の子ども

　では実践的には，どういう形で子どもたちに接していけばよいのだろうか。その特徴的な子どもの事

例を紹介する。

3.1　事例①　４度目の離婚

　八木くんは入学式の日から困った。じっと座っていられない。足はバタバタ，椅子から落ちる。机の

まわりは散らかり放題。拾ってあげた消しゴムが手品のように消えていく。その上，朝から床に寝そべっ

た。６月になり教室に金色の蛹がやってきた。その日から彼は，蝶を追いかけて飛び回るようになり，

朝から学級園へ行った。学級園は教室の真ん前で，後ろのドアからサンダルを履くと歩いて５歩。八木

くんは学級園が気に入った。朝からスコップを持って出て穴を掘った。虫を追いかけた。そういう体の

動きが彼に馴染んだ。好きなだけ遊ぶと，「つかれた～」と叫んで教室の後ろにひっくり返った。それ

でも人を叩き，机を倒し中のものを放り散らすより良かった。

　こんな八木くんにふたりの男子が興味を示し，一緒に畑仕事を始めた。担任はこれを生活科の授業に

しようとゴーヤを植えることにした。教室の後ろの土間には，子どもたちのサンダルがあふれ始めた。

八木くんは遅刻ギリギリに来ていたのが，８時には学級園に出るようになった。そんな八木くんが転校

すると聞いたのは，ゴーヤの収穫を控えた10月だった。お母さんが，読谷村で結婚して暮らすことになっ

たと聞き，「よかったなあ」みんなが声をかけ喜んだ。

「ぼくなあ，ちょっと前は金城だったんで」

八木くんがつぶやいた。

（どういうこと？）

「わたしは，幼稚園まで比嘉だったんで」

「おれはな，４歳まで大城って呼ばれてたんぞ」

雨傘を広げ，薄くなった前の名前を見せ始めた。八木くんは，大泣きしながらみんなに見送られ転校した。

　あれから３ヶ月，新しい年を迎え３学期が始まってすぐのことだった。

「八木くんのお母さんから電話です」

と声をかけられた。再び戻ってきたという。しかし八木くんはもじもじして学校に行きたがらず，困っ

ていると相談してきた。次の日もお母さんが途中まで連れてきたが逃げた。校門でお母さんから八木く

んを受け取ることにした。

　その日の給食時間，１年生の女子がチャンプルーを食べながら，

「どうして戻ってきたん？」

小さく聞いた。八木くんはいったん箸を止めたが食べ続けた。すると，女子がもっと大きな声で繰り返

した。担任は話題を変えようと思ったが，八木くんは箸を置いた。そして悲しそうな目をした。

「だめやった。４回目や・・・」
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と言った。もう止められない。牛乳を飲んでいた男子が，

「よくあること」

と，表情を変えずに言って牛乳を一口飲んだ。

3.2　傷ついている子どもとケア的視点

　八木くんの場合，親が離婚したことで傷ついているという面はあるにしても，４回目の離婚とまわり

の子どもたちの反応に注目したい。４回目という回数が多いのが沖縄県のひとつの特徴かもしれない。

また，まわりの子どもから「私も前は・・・」とかつての姓が出てきており，さらに「よくあること」

と展開している。このような状況は経済的な貧困のみならず，子どもたちが成育する環境において困難

さを表しているといえる。ここでは１年生の子どもたちが自分の置かれた環境をどう受け止めているの

か。一見明るく受け止めているのはまだ幼いからで，思春期の難しい時期を迎えるとこの表現の仕方は

もっと暗い重いものになる。

　八木くんはというと，机の上のものを散らかしダイオウイカのように寝そべる子で，担任は困ってい

たが畑で土いじりを始めたことで仲間ができ，そこから教室に戻ってくる。土をいじるという形で幼児

期を取り戻し，そこに仲間がやってきて，ともに土をいじるという形で応答の関係が生まれたと見るこ

とができる。その関係が彼を教室に呼んだのである。このような出来事を注意することなく，見守って

いた教師には，ケア的視点があるともいえよう。

3.3　事例②　間違うことができない子

　私は小さな学校で授業を見学し，午後は不登校気味の子どもたちがいる小学校へ車を向けた。若い先

生が，「相手をたたいても，なかなかあやまらないんです」と悩みを話しだした。お母さんも，「うちの

子は悪いことをしても家でも認めない」と嘆いている。先々週も事件があり注意した。その頃から欠席

が始まり，今日もお母さんが車に乗せて校庭まで来たが，花壇をグルグル回った。お母さんも子どもを

叱ったものの，結局また車に乗って帰ったらしい。

　その光景を想像した。体重20キロ前後の小柄な男の子が，大きなランドセルを背負って教室に上がろ

うかどうしようかと迷い，前庭で大人ふたりから責められている姿。なんだか切なくなった。何が彼を

追い立てているのだろうか。授業を見学していると１年生の担任から，「生活科の授業をやってみませ

んか」と振られた。来年入学する幼稚園生にメダルを作る学習だった。私は担任からメダルの厚紙とそ

の上に貼るトトロの絵を描いた薄い紙を受け取り「このトトロを好きな色で塗ってください」と配った。

子どもたちは道具箱から色鉛筆を選び，一生懸命に塗り始めた。その姿は実に素直で低学年もかわいい

なと感じた。ちょっとすると，

「先生，まちがえました」

色の白い都会的な男子が小さく声をあげた。けれど聞こえないふりをした。普通はこうすると反応しな

いので諦めるか，もっと大きな声を出すか，どちらかだ。すると今度は大きな声で，

「間違えたので新しい紙をください」

と言った。私はちゃんと文にして言えるんだ，と驚きながら答え方を考えた。そして，ドラマのセリフ

を思い出した。

「あのね，好きな色で塗るから正解なんてないんだよ。そもそも人生に正解なんかないんだよ」

サバサバと答えた。男の子は目をそらし激しく消し始めた。

「あっ，やぶれた」

その瞬間，ペラッとトトロのお腹が１ミリほどめくれた。

「大丈夫，ノリをつければわからないよ」
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私が先回りして慰めた。すると，うっすらと涙を浮かべて，

「ぼくは，小さなことが気になるんです」

と，つぶやいた。ぼくは小さなことが気になる，私には間違うことができない子と映った。新しい紙を

渡した。

　作り直す彼を見ながら高学年を受け持ったとき，バスケットボールの試合をして，チームが負けそう

になるとボールを叩きつけ，コートから出て行く男子の姿と重なった。あるときは，指令台の下にもぐ

り，砂を投げながらふてくされた。私はこの子に将棋を教えた。短い時間で勝ったり負けたりが繰り返

される。そうやって人生をイメージしたらいいと考えたからだ。

　男子はこんな詩を書いた。

●将棋大会　

　何の匂いでしょう　　これは　これはコマの匂い　　真新しい勝利の匂い

　真新しい敗北の匂い　　新しいものの　　新しい匂い

　匂いの中に　希望も夢も幸福も　　うっとり浮かんでいるようです

　ごったがえす　人いきれの中で　　だけど　ちょっぴり気がかりです

　ぼくは　勝ち残れるでしょうか　　もう戦えますか

１年生の子を見ながら，似たタイプの子かもしれないと思った。すると，

「せんせい，前原くんはどうして学校に来ないんですか」

と聞いてきた。前原くんとは，庭までやってきた子のことだった。後ろにいる担任は，私に任せるとい

う合図を送った。

「さっき，前庭のところをぐるぐる回っているのを見た」

と声が上がった。子どもたちが私を見つめた。次の一手，言葉が必要だ。

（どうしよう）

一瞬目を閉じると，深夜に放送された影との戦いをテーマにしたアニメのセリフがよみがえってきた。

「ぐるぐる回っていたのは，あの子なりに戦っていたんだよ」

「戦っていた？」

「そう，学校に行かなきゃという自分と，行くのが不安だという自分と」

「ふーん，じゃあ負けたんだ」

彼が軽く口にした。

「そうかな。ここまで来たことが偉いんだよ。先生やお母さん，友だちが一緒に庭をぐるぐる回ってあ

げたらよかったのにね」

と返すと子どもたちは，

「そうだったのか」

「じゃあ，今度は私が一緒に回る～」

無邪気に叫んだ。子どもたちは，また色を塗り始めた。

「あっ・・・」

さっきの彼が声を上げた。しかし，その先の言葉を飲み込み色を塗った。私は，そばに行きメダルを覗

き込みながら，

「きみも戦っているのかな」

と話しかけた。
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3.4　言動から読み取るということ

　間違うことができない子は，私が接した子である。Ａくんとしておこう。Ａくんの「ぼくは小さなこ

とが気になるんです」という発言から，育てられ方を想像する。きっと，几帳面に育てられてきたのだ

ろう。親としては一生懸命に育ててきたのかもしれないが，「小さなことが気になる」ように育てられ

てきた。失敗してもいい，大丈夫という世界には生きていない。ここにＡくんを取り巻く家庭があり，

彼が生きてきた社会である。彼の小さな社会は，彼を育てた親たちが参加する大きな社会によって取り

囲まれている。親の社会が映し出されているのである。親の世界もまた，間違うことを許されない，と

いうことである。

　このように考えると，言動を読み取るという形で，ありのままの姿を認め，観察し付き合うことから，

「どうしてこんなふうに思うのだろう」と推理し，「自分にも似たところはあるのかな」と当事者と自

分を結び付けていく過程は，別々な世界で育ってきた子どもの世界をつなぎ，相互理解を育みながら，

ともに共通する世界を立ち上げ，理解していくことにならないだろうか。

４　教師の悩みと課題

　子どもたちの言葉にならない言動をひとつの表現ととらえ，読み取りながら無関係だと思っていたま

わりの子や集団に当事者意識を育てることは，分断された個々の生活をつなぎ，連帯して生きていくこ

とを教えることになる。けれど，読み取らずに注意という形で命令や伝達を繰り返していくと，子ども

たちに教師の言葉が届かず，子どもが指導を拒否し，教師自身も傷つくことになるのではないか。私が

主催した研究会で，子どもたちの言動を読み取ることの重要さについて，八木くんや小さなことが気に

なる子の実践を交え解説した。沖縄県で働く先生方は，どのように受け止めたのだろうか。話を聞いた

あとに感想を書いてもらい，インタビューをさせてもらった。

4.1　教師の悩みと読み取るちから

　子どもたちの抱えている事情を言語化し，詩にまとめることを重視し，荒れる子どもが書くことによっ

て自己と対話し自分を見つめることは，ケアから始まる指導のひとつである14）。　同じことが大人にもあ

てはまるのではないか。私はそう考え，研究会でケア的アプローチの大事さを実践的に話すとともに，

その話から，どのようなことを考えたのか，感じたことをまとめてもらうことにした15）。

　ここでは，どのようなことが書かれていたのか読み取り，それをもとに沖縄の教師たちが，抱えてい

る課題とケア的アプローチの関係を分析することにする。

◆教師の指導とは

①　わたしは子育てを終えて，50才を過ぎて学習支援員という仕事につかせてもらいましたが，学

校現場ではじめて働き，先生というものは，子どもを叱り怒るものなんだ，それがいい先生という

ものなんだと思い，今まで自分の子育てとまったく逆の指導をしてきましたが，いつも心の中では

疑問を感じていました。お話を聞きその疑問が解決されました。

②　現在まで２年４か月，仕事を続けてきました。子どもに囲まれての子の仕事は，子どもが大好

きな私にとって幸せを感じられる仕事です。先生のお話を聞き，これまでの私の子どもに対する接

し方は根本から変わらなくてはいけないと実感しました。授業中はしっかり集中するのが当たり前

という気持ちが強く，注意ばかりの支援になっていました。子どもの心の声に耳を傾け，やる気が

出るような声かけや支援をこれからは勉強して，心がけていきたいと感じました。
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◆自分を語りだすということ

③　率直な感想は，「良かった」「とてもためになった」「これからの実践に生かしたい」です。先生

のお話は，経験を通して実際に得られた効果をその時その時の感情を交えながら話してくださるの

で，とてもわかりやすいです。私の子どもは，とても成長がゆっくりな子で，生後３，４ヶ月頃か

ら病院にお世話になっています。いろいろな場面で主人と相談しながら協力して子育てをしていま

す。おかげで，子どもは元気にすくすくと成長し運動面では気になることはありますが，自分の気

持ちをハッキリいうことができ「なんで？」と思ったことはすぐに質問し，自分のペースで成長で

きています。この経験からも，発達の凹凸は育てられ方や接し方で少なくなるということを聞き，

自信を持つことができました。これからも愛情たっぷりに育てます。

④　聞いたお話はまるで私のことのような気がしました。私は，離婚を機にこちらへ移住しました。

そこで再婚相手に出会い，私も先生と同じようにカフェ経営を夢みています。しかし昨年度までの

収入は低く，歳末助け合いの支援も受け，貧困も経験しました。ちょっと前から仕事を受け，今は

現場で働いています。事例として先生が話した話は私のことであり，私の今のクラスの子どもの話

でした。講座を聞いて自分の理念に安心します。自信が持てます。

⑤　先生の子どもが不登校になったという社会の目を気にして，私も一人の親，誰かに助けを求めて，

母としての気持ち，教師としての立場もすごく考えさせられている。ここ数ヶ月で私は，一人では

解決できないと言い聞かせ，教員だから気が引けるという考えを捨て，カウンセリングを受けてい

ます。そして，この講義でもヒントが得られた気がしました。それをどう現実で発揮できるかは，

目の前にある我が子の不登校の支援を続けながら，今度は現場で保護者に寄り添いながら常日頃か

ら関わり方に生かしていこうと思いました。抱え込まないよう子どもを囲んで，人とつながってい

きたいと思います。

◆保護者とのすれ違い

⑥　私の学級は家庭的に支援の必要な子がおり，前年度から家庭訪問し，よく保護者と話しをして

います。家庭の問題への口出し，解決することはできないこともありますが，保護者の不満や悩み

を受け止めるという姿勢で取り組んでいた。しかし，些細なことがきっかけですれ違いが起こり，

トラブルになってしまった時に，自分がしてきたことはなんだったんだろう，と落ち込むこともあっ

たが，今回の講座で学んだことをもとに，その保護者との関わりをもう一度見直そうと思った。

⑦　「自分の尺度で相手を見ない」という言葉が頭に残りました。生きてきた時代が違い，年が離れ

ているのだから合わせられないという感じになっていたのですが，その考えを改めようと思います。

高圧的な態度はダメだということ，子どもの性格に合わせていたのかなと思います。実行に移し，

一人ひとり違った対応をしていき，画一的ではいけないと実感しました。一人ひとりと向き合い，

個に応じた対応を心がけていこうと痛感しています。

◆子どもとの関係性を変える

⑧　現在２年目で，今回初めて参加させていただきました。丹野先生のお話を楽しく聞きながら，

勉強することができました。特に，教師自身も自分の持ち味を子どもにさらけ出すことの良さを改

めて確認することができました。もっと子どもにさらけ出せる自分でいたいと思いました。

⑨　学級がいつも荒れやすくて困っています。けれど子どもを押さえつけるような威厳も怖さもな

く，自分の気力だけでもっている状態です。どんな子どもでも受け入れられる教師であるにはどう

したらいいのか，自分の中での悩みです。叱ろうとしても無理ですが，そもそも自分のキャラとは

違うし，怖くないけど子どもたちが幸せでいられる学級ってなんだろうと思います。
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⑩　大学生の時も講義に参加したことがあるのですが，現場に出て学級を受け持った今は，具体的

に学級の子を思い浮かべながら聞くことができ，対応と講演が「身にしみる」感じがありました。

教師をはじめて２カ月が経過した今，毎日たくさんの困りをかかえていますが，楽しく過ごせるこ

ともわかり，子どもたちと先輩方に感謝しようと思えました。すぐにすべての実践をできるとは思

いませんが，大きな可能性をひめた子どもたちのために，「先生は応援しているよ」というようなメッ

セージと，一人ひとりの思いを全体で共有する場面をつくります。

4.2　ケア的アプローチという関り方

　ケア的アプローチの大切さは，傷ついている子どもたちに対応する方法として竹内（2016）が主張し

たものだが，ケア的視点に立つことは，平凡な言葉で表現すると子どもたちに寄り添うということであ

り，聞き取るということである。しかし，教師とはそういう立場に立たず，注意し激励することのみが

指導だととらえると①や②のような疑問や葛藤を生む。

　ケア的アプローチの必要性を沖縄の教師たちに実践を交えて話したところ，③や④，⑤のように自分

の経験や歴史を語る記述に少なからず出会った。ケア的アプローチ自体が，指図を含んでいないのだが，

他者が語ることを通して，自分の体験に置き換え，書き換えが起こったようである。これこそが，他者

の当事者性を自己の内側に取り込み，照らし合わせた結果であり，教師のみならず子どもたちにも同様

のことが起き，当事者性が生まれるのではないだろうか。

　そういう意味では，ケア的アプローチを意識，実践することは，相手は自分とは関係ない人と思って

いる相手が，実は自分と似ていたと相手の中に自分を発見し，部分的に同化を生み出すのだろう。先に

鈴木は，読み解くということを説明するなかで，単に原因がわかるということではく，他者との関係性

を変えることだと説明している。当事者性が生まれることは，これまでの私と彼の関係が変わることだ

といえる。

4.3　読み取ることで変わる関係

　では，その関係は読み取ることでどのように変わるのであろうか。⑧は，自分を子どもにさらけ出す

という表現で，自分らしさを子どもに今後は見せていこうと宣言している。それは，自分らしさを捨て

て，子どもたちの前に立ち，教師らしく学校臭く指導してきたが子どもといい関係ができなかったこと

が裏側から読み取れる。⑨は，そもそも自分にはいわゆる学校的な教師としての威厳もない。そんな自

分が威厳を持とうとすると子どもたちとすれ違う，対立するばかりで学級崩壊の危機に立たされたこと

が伺える。⑩は，先生はきみたちを応援しているよとメッセージを送ると，さらに楽しく過ごせそうだ

と希望を書いている。

　ここでは，教師として子どもたちに立ち向かい合い，もっといい方へ指導することが教師の指導だと

いう一面性から抜け出し，子どもたちと横並びで互いの個性を出していくことで，教師として新たな生

きる道を探ろうとしている。そうしなければ，傷ついている子どもたちを励ましたいのに，向かい合い

対峙し，命令や伝達の世界に埋没してしまいそうになる悩みがある。

５　今後の課題

　竹内（2016）のケア的転回は，傷ついている子どもたちとの関わり方をケアから始めようとするもの

だが，そうしなければ教師自身も傷つき，指導が通らないと嘆き，ともに敵対することへの警告だと考

える。話を聞き取り読み解くことによって，当事者が立ち直り，傍観者だと思っていたまわりや集団が

当事者となり当事者性を回復し，つながりをつくることは大変意味のあることであり，沖縄の教師たち

の記述にあるように，指導の転換を図る必要性を感じているのは，行き詰まり壊れそうになっている何
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より現場の教師たちである。

　しかし，新たな関係を築きたいとは考えながらも，その構築の仕方がわからない。教師と子どもの構

図を上下の関係から横並びの関係に変える重要さはわかっているものの，具体的にどうすれば横並びに

なれるのだろうか。具体的な方法については，今後沖縄での実践を中心に集め，多くの人と分析するこ

とを通して明らかにしたいと考えている。
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