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↑日々変わる中庭の紅葉

同じ日はない。

↑秋空のなかの神樹の木に何を見ているのか。

「秋を感じる」という校長先生の言葉。日々移り変わ

つていく姿は,ま さに子どもたちの変化のようでもあ

ります。その微なる変イヒのために,それまでが蓄えら

れているんのでしょうね。

23日 (金)の剣持先生の一公開には,大勢の先

生方が参観され,ありがとうごございました。信大

の中山先生からも「日本の音楽教育で,非常に貴重

な授業である」というお言葉をいただきました。

今週は,各部会で指導案を仕上げる週です。どう

ぞよろし<お願いします。

今号は、その外国語活動授業研修会での「酒丼先

生からのお話を授業一般に広めて考える」コーナー。

寄稿は,山本先生。つら<楽 しい初任の頃のお話。

剣持先生の連載は、「新潟甚句」にも触れます。

「ちょつと立ち読みコーナー」もぜひ、お読み下

さい。

教師が

愉 しむことの

大切さ・

楽 しさ

剣持先生,一人―公開 ありがとうございました
子どもたちが,必死になつて合わせようとする姿。あの姿は,どこから来るのでしょう。

「できないから」「分からないから」等長で,すぐに投げ出 _7た <なる子どもたちが多いのです

が,願いの実現に向け,ひたむきに取り組んでいました。

その向こうで,汗をかきながら,笑顔を絶やさず,必死に子どもたちを見ている剣持先生の姿

がありました。

昼ご飯の話こからめて③ ・̈

展開場面でのここ(3)
いつたいいつまで続くのか、昼食談義。何を、どう受け止めるか、もう読者の先生んにゆだねます。

ちよつと間き耳をcカランカラン (グラスの水の鳴る音)

A先生 :前回は,「食べる」行為と「学び」について話 しま したよね。

B先生 :2週間も前のことだから,どんな話か分からな<な つて<るよなあ。バ ックナンバーを

よ<読んでおかないと。

校長先生 :そうだ。結構,<だ らない話の中に,物事の人事な部分が隠れているものなのだよ。
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A先生 :一 ってことは,わたしたちの話は,<だらないということですか……。

校長先生 :いやいや,それは言葉のあやだ。簡単なところに,複雑な世界が広が

つているということだよ。

B先生 l数式と同じですね。

校長先生 :そういうことだ。「博士が愛 した数式」(小川洋子作)も,ぜひ,読んでみたまえ。

A先生 :授業でも,ちょっとした「つls~iやき」ラ

ほんの心のつ61やきですね。たつた一:

B先生 :「 トリック」がどうのこうの…でしたっ

校長先生 :ト リックスターだ。                     トリックスター

T見,何の変哲もない,む しろ今考えていることとはちょつとちがうようなことを言う。
｀
   しかし,そこに重要なものが隠されている。

本人は,その重要性をもちろん感じていない。感じていたら,そんな気軽に

る。

A先生 :っ てことは,感 じるのは・・・.

15B先生 :周 りの反だち !?
A先生 :でもあるけど,まずは教師だろうね。その「つぶやき」に,まずは共感し,

そして,全体に広める。どう広めるかは,いろいろだけど。

校長先生 :だから,その「つぶやき」が,池に投げ入れたれた石の波紋のように学級に広がって
_い <んだ。「ひびき合い」

B先生 :「あの店,ほんとにおいしい」というロコミが, じわじわと広がってい<のと同じです

かね。

∧先生 :う～ん、そういうことかな。

25 【寄稿コーす―】 懇い出の初任の地
3年 山本義明

昭和 o6年 3月 30日 、初任地へ軽 トラックで赴任 しました。

ふとんと衣類だけ持って、学校敷地内にある寮への入寮でした。その前 日まで桜の満開な東京

にいて、都会生活を謳歌していたのに、何というこのギャップ・・・。山間のまだ雪残るぐちゃ

ぐちやの校庭のすみにある古ぼけた寮に赴任。

千曲川上流にある、全校で 150名 ほどの単級の山間地の小学校でした。スケー トがさかんで、
「北国の春」の作曲者 :いではく氏の生まれ故郷南佐久郡南牧村です。桜の代わりに、こぶしで

春の訪れを感 じる地であり、真冬は、マイナス 20度を超すほどの極寒地ともいえる土地でした。

寮の部屋の中でも、マイナス 5度 Cま で下がり、ポットの中のお湯が朝になると凍ってしまうほ

どの寒さでした。

その地で、 3年間を過ごしました。

学校敷地内に寮 (小 。中職員共同の)が あり、平日は、朝から晩まで、ずっと学校にいる状態

でした。山から町に下りる土曜 日がとても待ち遠 しかつたですね。

小 。中学校の若手 5名 で、月に一回の土曜日、午後 2時、南牧北小校 F号 を用意 ドンでスター ト

し、上田市市役所前到着 (約 60km)を 競い合ったこと。最短で、 55分で到着して 1位にな

つたことなど。通るルー トがみんな違 うのですね。あとは、 1週 間 :135時 間ずつと学校内に
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いるのです。なんともいえませんでしたね。

さて、研究授業のほうですが、新卒ですから、 1年 目の 6月 12日 にさつそくお相伴授業 (昔

はそのような言い方であったが、今は係内授業)を理科でやらされました。「ジャガイモの育ち

5方」です。

4月 、肥料袋に種芋をまいて育ててきたじゃがいもです。途中、中がどうなっているかなと、

肥料袋をカッターで破 り、中からたくさんのじやがいもが出てきたときの喜びはいまでも忘れま

せん。無我夢中でやった授業でした。

その後の、9月 の全校研究での社会科研究授業は悲惨でしたね。

10 2年 目からは、教育課程国語科の研究授業ばかりで、物語文の読み取りの研究「子どもが自ら

読みを深めていく国語の授業～その子なりの読みを大事にしながら～Jで した。

2年 目は、「大造じいさんとガン」「アンリー・デュナン」「緑の馬」「虔十公園林」。 3年 目は、
「二つの面」「気のいい火山弾」と続けて、 10月 、教育課程研究協議会本番で、「桃花片」の

実践授業をおこないました。

15 当時の研究主任は、教務主任 と兼ねていて、現在は、佐久市教育委員長をやられてお ります。

厳 しかったですね。

当時は、ガリ版で印刷。毎年支給される鉄筆と謄写版。ロウ原紙は、すぐ穴が開いてしまって、

その都度、赤チンのような修正液をそこに塗るのです。ベテランの先生は、四角いマスに上手に

書きます。こっちは、汚くて薄い字しか書けません。違いがすぐ出ましたね。

20 研究のほうは、「一人読みから共同読みへ」ということで、一人読みを十
`ヾ

に、共同読みが造

襲
`〔

するまで、 自分ナ リの読みを深め、迫先 にてい く姜をずっと追っていったのです。「これで

はだめだ」「この教材なら」・・ 。ということで、都合、 7つ扱い、物語文を求めていき、最終

的に、岡野薫子さんの「ヴヒ花片」に夏休み明け間近に決まったのです。

早遠教材研究。近くの田から粘土土をいただき、瓦のかけらと藁も一緒に混ぜて、粘土釜を作

25り 、実際にそこで縄文土器を焼いてみました。教材の本質に少しでも近づこうとしたのですね。

研究授業当日の朝まで、本時案が決まらず、真夜中、教頭 。研究主任・先輩諸先生方が児童役

になっての模擬授業をし、発間が決まらないと、OKがでるまで、や り直しですね。

日の前に子どもを想定し、こんな動きをするのではないかそのときはこんな発間をしたらと。

泣けましたね。もう一度、子どもたちのこれまでの 7時間分の読みのあゆみを読み返し、最初の

30切 り込み口を見つけ、第一発言者の決定を 1ノ ヽようやくOKがでたのです。そこから、ようやく

本時案作成にかかって本番を迎えたのです。

このときの卒業文集 【翼】に、悪ガキでつっぱっていたけどクラスのヒーローのような存在で

あつたAH児 (現在,岩村田小教諭)がこんな文を残 lノ ていました。

35 想い出のコーナーに

「。・・略・・・先生のことで、一番印象に残っていることは、国語の授業の桃花片で先生の

顔がす鰭らしかったここです。」

と書いてあったことを、今回の寄稿を書くに当たつて昔のものを引っ張 り出してきて、たまた

ま本棚にあった当時の卒業文集で見つけたのです。子どもなりに、担任の様子をよく見ていたの

40ですね。

よく私に怒らオl′たこのハII児が書いたことがなんともいえませんね。

―研究部便り23′ p3-



連載 教材探 しの旅 !八ふ静のな②   剣持康典

全国新保広大寺大会 《八木節》
る,禅宗のお寺 「広大寺」といわれています。

いう曲名の唄ができ,大流行します。

特に,芸人たちが好んで歌ったため,ほぼ全国に伝播したといいます。有名なものには 《津軽

じょんがら節》があります。そして足利で花開いた 《人木節》もその 1つと言われています。

しかも新潟では,樽を楽器として

打つ「樽ぎぬた」が伝わっています。

《新潟甚句》等,盆踊りの曲では好

んで使われています。

そうした「樽ぎぬた」力ヽ,三国街

道を伝わって,群馬～栃木あたりで

歌われていた 《新保広大寺》系の唄

に取り込まれて,堀込源太によって

大成されたのです。

足利市堀込町出身の「堀込源太」という人物が

確立した 《人木節》は,t)はや日本を代表とする

民謡という感じです。

民謡の形式としては「口説節」といい,長編の

物語を延々と語つていくタイプ。《人木節》では,

「国定忠治」が有名ですが,いろいろな物語が扱

われていたそうです。

この曲の原型は新潟県十日町市下条新保にあ

ここの住職をからかう唄として 《新保広大寺》と

《新保広大寺》全国新保広大寺大会

ちょっと立ち読みコーナー

『教師花伝書―専門家として成長するために―』佐藤学/2009小学館

(82p 「教職の専門性を支える三つの教養」)

…教師の専門家としての実践は人々が想定している以上に複雑であ

り,高度に知的な実践であること,教師の専門家としての実践を支える

知識ベースは「不確実性」に満ちてお り,「反省的実践」によって形成される性格をもつてし

ること,教師の専門家としての実践は「暗黙知」 (勘やコツ)に よつて機能している部分が多

いが,それらの 「暗黙知」は教師自身の豊かな経験と同時に豊かな知見によって支えられて

いること,教師の専門家としての成長は一人では達成されず,創造的実践に挑戦する「同

性」を基盤とする専門家共同体において達成されること,な どである。

…教師の専門家としての力量が「生得的な資質」ではなく「学習される知的能力」であり,

同僚ととともに実践の事実から学び,実践と理論とを統合する不断の過程であることを示

している。
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