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2006年、雨1次安倍内閣は「教育基本法」を「改正」し、教育の目的と葱法の精神との関係を切断しました。憲法と同じ
ように前文をもち 、「われらは」で 始まっていた教育 基本法は、「我々 日本国民は」と改 められました。そ
して「個人の尊厳 」
は「公共の精神」と同列におかれ、「缶統」などとともに重んじられるべきもののひとつになりました。「ノ公共の精神
」という言
葉は蔽法にはありません。しかし、「改憲早業」を読めば、その意味は「『公および公益の鉄5j]』を優先する精神」、つまり「人
槌制限の原理」であるこ とが分かります。蔽法の 「公共の椙字TL]という 概念が「対抗する複数の 人権の調整原理」である のと
は根本的に具なります。「公共の福 祉」においてはひとりの人招に

においては、ひと りの人権に対抗す るのは圧倒的な力 をもつ国家になる のです。こういう ふう『こわたした

ちの生活に、しか も

国民の育成を目的とする教育に国尿は入り込んでくるのです。今起っているのは、改正教画法の仕上げと葱
ならしに他なりませ ん。小・中学枝での 「道徳」の敦利イヒ や高枝での科目「公 共」の暦設は、閣

法改正への地

二よる「教再勅語」の

・瀾

教材使用の認可と同じ水脈当起っているのです。
り戻すか。山口隆さんのお話に学びたいと思います。

入り込んできま す。そして多く はその関係を豊 かな関係性へと 深めてくれる契 機となるはずの
ものです。願わ くは、そ札が
子どもとの関 係ヵ笏まくい かないときこ そと思うので すが、なかな かそのような
気持ちにはな れません。
だから、 「売生、ど の子も大切 にしていま すか?」と いうのは、 僕にとって 、人に問い
ただす言葉 ではありま せん。それ は
内に向かって、 自らその前でう なだれるしかな い言葉です。大 切にしなかった わけではありま
せん。しかしど の子も大切にし
たか。関係す ら結べなかっ た子どももい たし、途方に 暮れるならま だしも、腹を
立てて終わっ てしまうこと だってあった から
です。国語の 教師をしてい ると、教材が 突然反省を迫 ってくること があってうろ
たえるのです が、以敦こん な話をしたこ とが
あります。

歪浅鎖朧閣
腿簾曹

・・宮沢賢治の 作品をやると共 感してくれる生 徒がいてうれし いの

ません。

勝手なことをする生徒もいて、中断の連続です。賢治はご存知の通り

を子どもたち は教室で語っ て聞かされた といいます。 『賢治先生』 が原
稿直を新聞紙かなにかに包んで教室にやってくるのを子どもたちは楽し
みにしていたそうです。ですが、そんな賢治の授業中でも内職をする

生徒がいて、 そんなとき、 やり場のない 怒りとか恋し さ、情けなさ に賢治
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花巻農学校で教師をしていた時期があります。賢治の作品のいくつか

はテョ―ークをぼりぼり嚇ったのです。「チョークをかむような」というのは
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比ゆとしても なかなかのも のですが、賢 治はほんとう に嚇った。で も、僕

ノ

は囃るかわり に怒鳴る。叱 られて局てく される生徒に また怒鳴る。 文句
を言う生徒にまた怒 鳴る。そして振り向 いて黒板を見ると、 そこに『いの
/

ちのつながり』なんて書いてあるのです。そして『誠実さ』という言葉まで
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書き添えてあるの です。もちろんそ れを僕は自分で書 いたのです。つら
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のも含めていろ んな冊のが

です鼠だからといって授業が穏やかに進んでいるわけではあり
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授業についてと りわけ強く思う のですが、教師 と子どもたちと の関係には学校 に起因しないも
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教員の統治機構への従属、教育への国宗統制の強化に して、私た ちは槽力か らいかにし ての教育の 自由壬守り
、取

どんなことをみなさんと考えられたらよいか
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しているの は他者の人 椎です。し かし、「公 共の雅神」
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い言舌です。それで、おしまい『さっきはひどいことを言ってしまった。申し
訳ない』と謝 るのです。」
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よりよく生きるとは?賢治作品の主題では「ほんとうの幸せ」とは俺
かということ になりますが 、賢治のもの に限らず、ど んな教材でも それを

考え、対話的な授業を進めながら鑓しあうことができればと思っては
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いるのです 。しかし、 なかなか思 いは届かな い。そこに 働くさまざ

まな
力に対抗しなけれ ばならないし、そ れは自分の外にあ るものばかりでは
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ないからです。
でも、先日の こと、僕削添 とんどあきら めかけている 女の子がこん な
ことを書いて くれていたの です。思い胡 ナないことで した。だから 、分か

らないのです 。そしてこう 思うのです。 僕たちは自分 が分かるよう に分かってい

蔽胴

であるべ きなので はないだ ろうか、 と。

るだけで、分 からないこと に対してもっ と正直

画

圃

その子の問題 を解決できれ ばそれに越し たことはない のだけれど、 問題だらけの

今の彼女にも 、こんなふう に見えている

風景があるの だし…と思っ て、分からな いままに待っ ていようと思 うのです。
そして、僕がみ なさんと考えた いのはこういう ことなのです。

「国語のこ とが大好き な先生だと 思います。 私はいつも 澳てしまい
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ますh<.起き ているとき 、失生は楽 しそうに

補

話をしていま す。だから国 言吾が好きな んだなと思い ます。何のた めに教師をし
ているのかは 分かりません が、
私たちをただ 敦えていると いうだけじゃ なく、先生に 教える楽しさ とかがあるか
らかな、と思 います。」( A.T)
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