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児童文学の中の子供と教師

文学に学ぶ教育論

西本鶏介

はじめに

《六十人の教師の大方は、ことなかれ主義をつらぬいていた。朝の定刻に自動車で出勤し、

夕方の定刻にははやぱやと帰ってゆく。彼らは知識の切り売り屋にすぎない。生徒の悩みを

聞き、その相談相手になることなど、わずらわしい余事であると軽視している者が多いのだ。

女教師たちは終業の振鈴が鳴れば、連れだって車でスーパーマーケットへ買物に出かけてゆ

く。どこの市場にどのような廉価な商品があるかが、彼女たちの休憩時間の話題であった。

程度のわるい生徒たちのなかに分けいり、その悩みの相談にのることなどに、何の興味も示

さない。彼女たちには、暴力をふるう挨〈さい少年や、売春を行う少女はうとましいだけの

存在であった。そうした大勢のなかで、本気になって生徒たちと取り組もうとしている少数

の教師は、足並みの揃っていない他の教師から、下手に動いてかえって騒ぎを大きくする不

器用者とうとまれていた。〉

これは中学生の校内暴力にメスを入れた津本陽の「敗れざる教師」（講談社）の一節であ

る。学校を破壊しようとする少年たちと彼等をなんとか押さえこもうとする教師たちとの闘

いをなまなましく描き出した小説だ。二十年ほども前の作品にもかかわらず臨場感をもって

迫ってくる。とりわけこんな風に描写される教師たちの無気力な姿が、どこかで今日の教師

像と重なってしまう。

だが、いまや事態はもっと深刻だ。この小説に登場する少年たちは家庭的に恵まれず、勉

強にもついていけず、騒ぎを起こすことでしか心の晴れない連中である。いわば教師の敵と

してはっきり目に見える少年たちであった。そんな少年とは見えないごく平凡な少年が突如

として教師を刺し殺すなんて事件をだれが想像し得ただろうか。

毎日のように伝えられるこうした少年たちの凶悪な事件が、なぜ、どうして起きるのか正

直いって私には見当もつかない。彼等はとっくに教師たちを見放しているのだ。それでも教

師は彼等を見捨てることはできない。どんな場合も彼等の味方であり続けななくてはならな

いのが教師の仕事である。だからといって子供をどこまでも善なる心の持ち主としてたたえ

あげ、常に正義の心を説く教師になれというのではない。教師とて生身の人間である。酒も

飲めば遊びもする。聖人君子面をして教訓ばかりたれる教師を尊敬する子供などいない。大

人の目はごまかせても子供の目はごまかすことができない。

かつて教師は聖職者であった。戦時下に生きていた子供たちは教師のいうこと為すことは

すべて正しいと信じこまされていた。しかし、教師たちとてまぎれもない平凡な人間であっ
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た。私たちが運動場で育てあげたいもをごっそり家へ持ち帰った。疎開先で子供たちへ送ら

れてくる食べ物をピンはねした。腹が立った。くやしかった。でも、「先生だって人間だ。

いざとなれば悪人にも悪魔にもなれるんだ」と気づいたとき、なぜか教師をこわいと思わな

くなった。許せなかったのはその人間的弱さを見せておきながら、なお聖職者ぶろうとした

教師だった。「お前たち、それでも日本の子供か」と、人の食べ物を盗んだ子供を殴りつけ

る教師には殺意さえ抱いたものだ。それは自分の罪をカムフラージュしようとするしらじら

しい芝居のように見えた。

なぜ、人間の負の部分の傷をなめあいながら生きることのつらさと勇気を教えられなかっ

たのか。悪徳裁判官と被告の関係で成り立つ教育ほど残酷なものはない。教師が子供の前で

どんなにいばってみせようとも、教師がなにを考え、なにをいおうとしているのか、子供た

ちにはすでにおみとおしなのだ。あえていうなら教師のもっともよき理解者は自分の教えて

いる子供かもしれない。だとするなら正面に向ける子供の顔より背中を向けている子供の顔

が見える教師でありい。子供のいいなりになることと彼等を理解することとは違う。子供を

理解しようとするなら、子供の心にたちかえり、彼等の哀歓を身をもって知ることも必要だ。

すぐ、れた文学の中で描かれる人間像は時として現実以上の力を持つ。事実よりも真実の重

さがある。現実では見えにくいものまでもくっきりとえぐり出してくれる。もはや人間らし

さの本質までも不明になりつつある今日、子供とはなにか、或いは教師にとっての子供とは

なにかを探る手だてがそこにひそんでいるかもしれない。しかも児童文学として書かれた作

品なら大人には気づかない素顔が成人向き文学以上の確かさで見えてくるはずだ。

と、いうわけで、かつての教師たちはどんな思いで子供たちとかかわろうとしたのか、内

外の児童文学作品を通して考えてみたい。よしんば作者の願う理想的な人間関係であったと

しても、つまらない教育論よりははるかにわかりやすく、学ぶべき点も少なくないと思う。

子供が大好きな教師

教師たる者の第一条件は指導技術のうまさだけにあるのではない。子供にとってかけがえ

のない大人になることである。いいかえれば子供が好きでたまらぬ大人こそが本物の教師で

あるといってよい。会社づとめより教師の方が楽と考えるような人間に子供を教育する資格

はないのだ。

〈松葉づえによりかかって、みんなをまっていた先生は、そばまでくるのをまたずに、大き

な声でいった。「どうしたの、いったい｡」走りよってその手にすがりつきもならず、なつか

しさと、一種のおそろしさに、そばまでいけず立ちどまったものもあった。「先生の、顔見

にきたん。遠かったあ｡」仁太が口火をきったので、それでみんなも口々にいいだした。「み

んなでやくそくして、だまってきたん、なあ｡」「一本松が、なかなかこんので、コトやんが

なきだしたところじゃった｡」「せんせ、一本松どこ？まだ？」「足、まだいたいん？」わら

っている先生のほおを、なみだがとめどなくながれていた。》

作品はいうまでもなく壺井栄の「二十四の瞳」（光文社）であり、自分たちのつくった落
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とし穴でアキレス腱を切り、学校を休んだ大石先生に会いたくて、一年生の子供たちが八キ

ロの道を歩いてやってきた場面だ。

時代や環境が違っても、ここにあるのは永遠にかわらぬ教師と子供の深い結びつきである。

それ故、子供が好きでたまらない先生と、その先生を親のようにしたう子供たちの姿が胸を

打たずにはおかないのである。子供が心底愛したくなるのは、自分たちのいいなりになって

くれる教師ではない。困ったとき、つらいとき、いつでもとびこめるあたたかい胸を持つ人

である。どうしようもないとき、まつ先に浮かんでくる笑顔の人、私たちがなつかしく思い

出す教師の顔は、きまってそんな人である。泥水の中に転んだ自分を晴れ着のままで抱き抱

えてくれた先生、叱りつけたあとで、そっと頭をなぜてくれた先生のことを忘れる者はいな

いだろう。

｢二十四の瞳」が本になったのは昭和二十七年。その二年後に映画化されてから広く読まれ

るようになり、今では戦後児童文学の代表作にとどまらず、すぐれた家庭小説としても知ら

れている。第二次世界大戦前の暗い時代から敗戦までのヒューマンな庶民生活を教師とその

教え子の姿を通して描いた反戦文学でもあるが、この作品のすばらしさは戦争のおろかさや

それにほんろうされる人たちのかなしみを描いているからではない。どんな苛酷な環境にあ

っても、子供が本気で愛することのできる教師とはなにかを素朴に、あたたかく描き出した

ところに大人も子供もない文学になり得た最大の理由がある。

〈「やぶ入りなんかでもどったときは、きっといらっしゃいね。先生、みんなの大きくなる

のが見たいんだから。なんしろ、あんたたちは先生のはじめての、そしておしえじまいの生

徒だもん。なかよくしましょうね｡」（中略）「せんせ、ながながおせわになりました。そん

なら、ごきげんよるしゆ｡」いかにも、それはおうむのようなぎこちなさだった。いいおわ

るとすぐ帽子をかぶった。おとなものらしい鳥打ち帽子はまんがの子どものようではあった

が、にあっていた。》

これからどんなにつらい仕事が待ち受けているかもしれない。だが、大好きな教師に見送

られていく少年の心は、はればれと輝いていたに違いない。別れはつらくとも、しっかりと

結びあった心は永久にはなれることがないのだ。教師であることの感激が教え子を持つこと

のよろこびがあふれてくる。どこまでも誠実に子供と向きあい、彼等のよりどころになれる

ほこりと感激を素直によろこべる教師でありたいものだ。見せかけのやさしさなのか、本当

に自分たちを愛していてくれているのか子供たちはちゃんとわかっている。

人間らしさの発想

教師の思いやりは子供の人生を生かしもすれば殺しもする。教師とはまことに恐ろしくも、

だが生きがいの持てる仕事である。どれほど学力のない子供でも、どこかに人間としての魅

力をそなえているからである。それを発見し、伸ばしてあげられる教師であるとき、たとえ

ようもないよろこびを感じるはずである。さりとて、やさしさごっこのヒューマニズムで、

ひたすら不幸な子供に同情を寄せる教師になってほしいというのではない。子供にとって大
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切なのはみずからの努力で不幸をのり越える力を持たせてあげることだ。そのことをしみじ

みと教えてくれるのが八島太郎の「からすたろう」（偕成社）である。

ちびと呼ばれるその男の子は、いつも一人ぼっちだった。先生をこわがって、なにひとつ

覚えようとしない。勉強の時間も休み時間も一人のけ者にされていた。それでも休まずに学

校にやってくる。

《いつもきまって、なつばでくるんだくんとうをもってきました。雨やあらしのときも、み

のにくるまって、とぼとぼとやってきました。》

いわゆる落ちこぼれの子供である。そして最上級生の六年生になったとき、新しい先生が

受け持ちになった。先生はこのちびに目をつけた。山の上から通ってくるちびは勉強ができ

なくても野ぶどうや山いものあるところをよく知っていた。だれよりも花のことをくわしく

知っていた。

先生はそんなちびの力を生かすことを考える。だが、ほかの子供たちに対して、ちびにや

さしくしてやれとはいわない。先生は花壇づくりの時にはまつ先にちびに手伝わせ、おまけ

にちびしか読めないような習字でも堂々と教室のかくに張り出す。学芸会のとき、先生はち

びを一人で舞台に立たせた。いったいなにをしようとするのか、なにができるというのか、

父兄たちも生徒たちもあきれてちびを見つめた。ちびはつぎつぎとからすの鳴きまねをした。

卵からかえったばかりの赤ちゃんの鳴きまね、うれしい時や不幸があったときの鳴きまね。

《おしまいに、一ぽんのふるい木にとまっているからすをまねて、ちびはとくくつのこえを

だしました。「カアウカアウ1カアウワアッ！」こんどはだれもかれも、ちびがすんで

いる、とおくてさみしいところをはっきりとそうぞうすることができました。そこでいそく

先生は、ちびがなぜできるようになったかをせつめいしました。日の出とともにいえをでて、

日ぼついえにかえりつきながら……まいにちまいにち六年ものあいだ……。ぼくたちみんな

は、そのながいあいだ、ちびにどんなにつらくあたったかをおもいだしてなきました。》

こうして卒業していったちびは、家族といっしょに焼いた炭を売りに町へくるようになっ

た。

《しかし、もうだれも、「ちび」なんてよびませんでした。みんな「からすたろう」とよび

ました。「やあ、からすたろう！」するとからすたろうは、そのなまえがきにいったという

ようにうなづいてほほえむのでした。》

なんと感動的な幕切れだろう。からすたろうはりつばな炭焼き職人としてかならず自立す

るに違いない。これは戦前にアメリカへ渡った作者が遠い子供の日のできごとを絵本として

描いたものである。個性教育などとは無縁の明治の頃に、こんなすばらしい教師のいたこと

に感動させられる。本当の教師とはなにかを痛いほどに教えてくれる。

ちびをいたわりもせず、子供たちにやさしさを強要もせず、大人の心までも動かした先生

の行動を支えていたものはなんであったか。それはちびへの同情でも一人よがりのヒューマ

ニズムでもなく、人間として差別のない思いやりである。だれよりも自然の心を知っている

ちびの内面を見事に見抜いていたからである。
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子供を救えない教師

しかし、いかにベテランの教師であっても子供の中の複雑な感情を理解するのは容易でな

い。今日の子供たちにとっての最大の不幸は両親の離婚である。生活に困ることはなくても

心の傷は決して消えるはずがないからだ。そんな子供に対して教師はどう向きあえばいいの

か。だまって見守ってあげるだけでは子供があわれすぎる。

ジュデイ・ブルームの「カレンの日記」（長田敏 ・偕成社）は離婚しかけている両親

ころなく描いてアメリカの子供たち

出来事だけに、それはフィクション

らえずにはおかない。

きゃならないのだろう。結婚なんて、

そのことがよくわかる。去年結婚す

獄
赴
窕
牝
睦

の間でとまどい、苦しむ十二歳の少女の内面をあま

に広く読まれた小説である。当たり前のどこにでも

にとどまらず、現実の問題として子供たちの心を深

<わたしはぜつたいに結婚なんかしない。どうして

人をみじめにするばかりなのに。シンガー先生を 見れぱ

るまでは「ペイス先生」とよばれて、だれからも好かれていた。六年になって、受け持ちが

ペイス先生でなかったら死んでしまうと、私もいっていたくらいだ。そしてそのとおりに、

六年の受け持ちはペイス先生にきまった。でも、どうなったと思う？先生は夏休みのあいだ

に結婚して、今では魔女のようになってしまったわ。それからわたしの両親。ふたりはいつ

もけんかしている。》

結婚した先生さえ憎まずにいられないカレンの思いを冒頭から描いて、作者は子供にかわ

って大人を告発する。

《学校について、私は持ってきた欠席届けをシンガー先生にわたした。（中略）「よくなって

よかったわね｡」とシンガー先生がいった。わたしはびっくりして、先生の顔を見た。先生

は、なにか知っているのかしら。ママが学校へ電話して、パパが家から出ていったことを話

したのかしら。でなかったら、なぜシンガー先生が、とつぜんこんなにやさしくなったのか、

わからない。生徒が欠席しても、先生はけっしてなにもいわないのに。（中略）それなのに、

なぜ先生はわたしに、よくなったなんていうのだろう。もしも先生がわたしの両親のことを

知っているとしたら、わたしはぜつたいに死んでやるわ。》

ここまで大人に不信感を持たずにいられないカレンのかなしみが強く伝わってくる。そし

て結局のところ、なにもしてあげられないシンガー先生。これが現場の教師の本当の姿でも

ある。

《デビーはもしシンガー先生がもう一度、ヘアスプレーを使ったら、校長先生にいいつけて

やるといっている。受け持ちのクラスの全員の前でヘアスプレーを使っている先生が、生徒

におぎょうぎがよくないなんてことをいうのは、おかしいわ。先生なんか、いないほうがず

っといい。きょうの午後、来年の学校のために、小さい緑色のカードにいろいろと書きこみ

をさせられた。質問のひとつは両親についてだった。（中略）わたしは「離婚」に印をつけ

た。おそかれ、はやかれ、いずれは、この事実になれていかなければならないのだ。》

たとえ子供を救うことはできなくても、こんな憎まれ役の教師にだけはなってほしくない。

もし、シンガー先生にカレンの心を理解しようとする心があったらここまで憎まれずにすん
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だはずである。あと少しのがまん、卒業してくれればもう自分には無関係、そんな教師の身

勝手さを見せつけられたような気がしてならない。先生に悩みを打ちあけるどころか、それ

を知られたら死んでしまいたくなるような子供にしてしまったのは両親のせいだけではな

い。シンガー先生はどうやらこの小説の中にだけ存在する教師ではなさそうだ。解決はでき

なくても子供の悩みに耳を傾けられる人でなければ教師失格になってしまう。

教師の見えない子供の心

子供の内面は実に多様である。たとえば嫉妬。それは子供が成長していく中で決して避け

ることのできない内なる葛藤といってよい。外から判断しがたいばかりでなく、子供自身に

とってもつかみ得ないものだけにいっそうやっかいなのだ。ときとして言葉に表現できない

病的な感情として落ち込んでしまう。

キャサリン・ストーの「マリアンヌの夢」（猪熊葉子訳・冨山房）はそんな不可解な子供

の感情を鮮やかにえぐり出したユニークでファンタスティックな作品である。

病気のため家で療養しているマリアンヌは家庭教師としてやってくる先生の誕生日にバラ

の花を贈ろうと思って用意してた。ところが、いつもは九時半にやってくる先生がなかなか

こない。先生から電話があって、途中でほかの生徒の家によってほしいと頼まれたから三十

分遅れるという。いらいらしながら待っているマリアンヌの前にやっと先生があらわれた。

しかもバラの花束を持って。

〈「マークは、今日が私の誕生日だってことを知っていたの。それで、今日はいつもならマ

ークの家へ行く日じゃないものでね、ちょっとでいいから特別に寄ってほしい、といってき

たのよ－－そうすれば、わたしに渡せるから－－ちょっと待ってね、あなたに見せてあげる

わ」（中略）「ほらね」先生はいった。「きれいでしよ？わたしの好きな花なのよ。なんてき

れいなこと！すこしあなたにあげましょうね、マリアンヌ。一本ずつ色のちがうのがほし

い？」そういいながら、先生はマリアンヌに分けるぶんをまとめはじめた。（中略）マリア

ンヌは返事しなかった。にがにがしい思いで、マリアンヌは花をながめた。感謝して、うれ

しそうに見せなくてはいけない、ということはわかっていた。しかし、そんなことはとうて

いできそうになかった。だまって怒りと失望の涙を流すのをやっとこらえているだけで、精

一杯だった。（中略）先生が部屋を出ていってしまうと、マリアンヌは体を起こした。マリ

アンヌは怒っていた。あんまりひどく怒っていたから、その感情をあらわすためになにか

荒々しいことをしなければおさまらなかった。チェスターフイールド先生のくれたバラの花、

マークのバラの花をマリアンヌはすっかり床の上に投げ捨てた。（中略）「マークなんて大嫌

い」うなるようにマリアンヌはひとりごとをいった。「大嫌い、大嫌い。けだものよ・あい

つは。あたしの贈り物をめちゃめちゃにしたんだわ。世界じゅうであいつがいちばん嫌いだ

わ。死んじまえばいいのよ」》

マーク少年は彼女以上の病人で歩くことさえできないのだ。そのことを知っていながらな

おマークへの憎悪をもえあがらせずにはいられないマリアンヌの嫉妬心、それは大人以上に
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つらく残酷な感情である。先生の笑顔を見たいばかりにいやな宿題もやってのけ、久しぶり

に晴々とした気持ちでプレゼントを用意して待っていたのに。皮肉にも先生は同じバラの花

を、彼女にも分けてあげようといったのだ。先生とて悪気があっての行為ではない。うれし

さをマリアンヌにも分けてあげようとする善意からの行為であった。うかつにもマリアンヌ

のプレゼントを知らなかっただけである。

しかし、そのことでマリアンヌがどれほど深く傷ついてしまったか。果たして彼女にどん

な手をさしのべてあげればいいのか。この物語りを読むとき、改めて教師の仕事のむつかし

さを思い知らされる。子供を苦しめる原因は倒産や両親の離婚といった目に見えるものだけ

ではない。このマリアンヌのように教師ですら気づかない複雑な思いにさいなまれている子

供のいることを忘れてはならない。それをみずから克服していくまで根気よく手をかしてあ

げられる感情教育者であるとき、教師は真に人生の師たり得るのかもしれない。

別れても好きな教師

母を思う気持ちとは違う。身近にいる女の子を好ましく思う気持ちとも違う。憧れのよう

な、甘えたいような恋ともいえぬ胸のたかなり。にもかかわらず、その人の側にいるとわざ

と嫌われそうな行為をとってみたくなる。叱かられ、迷惑をかけることで、その人への愛を

示そうとするもどかしさ、やさしい大人であるその人は、決してぼくを憎みやしない、いや

そんなぼくほどかわいいと思ってくれるにちがいないと。

少年が初めて異性への愛を感じる相手、それは女の先生だ。その思いは異常でもなければ、

よこしまなものでもない。信頼できる大人の女性への愛は、少年が子供から大人へと旅立つ

ための美しくも尊い試練なのである。決して実らぬ愛故に少年はかけがえのない心の痛みと

して、いつまでも大切に持ち続けていく。大人になってからの教師へのなつかしさは、どれ

だけ好きな人であったかという愛の軽重にあることを思い知らされる。心に深く残る教師と

は別れても大好きな人である。

ユーリイ・ヤーコフレピッチ・ヤーコブレフの短編小説「バーンブス」（宮川やすえ訳・

｢美人ごっこ」所収・旺文社文庫）はそんな教師への思いを見事に描き出している。小学生

のとき、先生からバーンブス（楽器の名前）というニックネームをつけられた暴れん坊も、

いまは離れ島で地震の予報官として働いている。何十年ぶりかで町にやってきたバーンブス

は「ぼくたちが歌手のトウラ・リャ・リャと呼んでいた」音楽の先生を捜しあて訪ねていく。

先生は楽器博物館の監視係をしていた。すっかり年をとり、顔はかわっていたが、あの若か

った頃のつんと上を向いた鼻はそのままだった。バーンブスは先生に話しかけた。

《「先生は窓のそばに立っていました。そこでぼくは、二本の指のあいだにゴムを引っかけ

て、パチンコをつくりました。それからかちかちの紙の玉をつくると、そいつをつばでまる

め、先生をねらってぶっぱなしたんです。ぼくはいつも失敗ばかりしていたのに、その時ば

かりは命中したんです……。先生はあつと声をあげてドアのほうへ歩いて行きました。ての

ひらで目をおさえて……」（中略）「ぼくはすぐ、目の病院へ走って行きました。そして、先
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生がどうなったかを見ようと思って、窓の中をずっとのぞいていたんです。……。（中略）

あれから何年たったことでしょう。でもあの時先生の目がつぶれたんじゃないかと思って今

の今まで、ぼくは先生に会うのがこわかった……」バーンブスは、言葉をとぎらせた。その

時、どこかでドアがぱたんと閉まる音がした。監視係はさっと音のした方を横目で見た。と

たんにバーンブスは、その人の片目が動かないままじっと止まっているのに気がついた。

(中略）「あなたには、なんにも関係がないのよ・これはあなたのパチンコのせいではないの

よ……」》

それでも信じようとしないバーンブスを連れ、先生はかつての小学校の音楽室へ行き、彼

のせいでないことを実証してみせてくれた。

《別れの時がやってきた。バーンブスは昔の先生をわきへ連れていって話しはじめた。「ぼ

くは歯が痛くなった時のことを、よく覚えています。先生はその時、ぼくをやさしく抱いて

くれたんですよ。ぼくは先生にもたれかかり、胸にしがみついて、いつまでも離れたくなか

った……。（中略）それなのに、どうして先生をパチンコで打ったりしたんだろう……」昔

の先生はバーンブスに言った。「大人になる途中だからなのよ。男の子の心にはね、自分の

思っていることとは反対のことをしたがる、悪魔のようなものが住んでいるものなの…

…」》

この先生は少年の切ない感情までもやさしく受けとめていてくれたのだ。別れても好きな

先生は生涯子どもの心に生き続ける。

血の通いあった成績表

だれだって覚えがあるだろう。通信簿を開く前のあの心のときめきを。がんばったはずな

のに成績が落ちていたときのくやしさ。思いがけず成績があがっていたときのよろこび。教

師にとってはなんの感慨もわかない通信簿であっても、子供には天国か地獄へのパスポート

だ。いい成績をとるだけが勉強ではないといっても、やっぱり成績はあがったほうがうれし

い。「よくがんばった」という教師のひとことが、どれほど子供を勇気づけることか。

だとするなら事務的な成績づけだけではすまされなくなる。一人一人の子供の顔を思い浮

かべながら血も涙もある通信簿にすべきだろう。

《「先生、ぼく先生におねがいがあるんです。ぼくの日課簿に4って書いてください」「今

週のおわりには、みんなの点をつけてあげることになっています。そのとき、あなたにも書

いてあげます｡」と、先生がこたえた。「ねえ、先生、おねがいですから、いま書いてくださ

い。ぼく、どうしてもいるんです！」「なぜ、あなた、そんなにいそぐの？あなたの4は逃

げやしないでしょう」「逃げやしないってことは、知っています。ぼく、おかあさんにみせ

たいんです。ずっとまえに、ぼく文法で4をとりますって約束したんです」（中略）「ぼくた

ちみんなでおねがいします。先生1コースチャだけに書いてください。あとのものは今週の

おわりでいいんです｡」先生は、ほほえんだ。「みんながそういうのなら……」と、先生はい

って、シーシキンの日課簿を手にとった。シーシキンは、わくわくしながら、先生が日課簿
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に4と書くのをじっとみていた。（中略）「うん、これが4なんだ！」と、シーシキンは、に

っこりした。「ぼく、夢にまでみていたんだ！なんども考えたんだ－－4をもらって、おか

あさんにみせよう。そうしたら、おかあさんは、すっかりよろこんでくれるんだ。おかあさ

んのためにべんきょうするんじゃないことは、ぼくだって知ってるんだ。おかあさんは、い

つでもそういうんだ。でもぼくは、やっぱりおかあさんのためにだってするんだ。（中略）

もうひといきで、ぼくは、5がとれるんだ。そうしたら、おかあさんに、じまんしてもらえ

るよ。ジーナおばちゃんにも、じまんしてもらえるよ。ときどき、ぼくをおこるけど、ジー

ナおばちゃんだって、いいひとなんだ」〉

これはユーモアにみちた友情物語として読みつがれてきたニコライ・ノーソフの「ヴイー

チャと学校友だち」（福井研介訳・岩波書店）の終りの方の場面である。コースチャ・シー

シキンも主人公のヴィーチャも勉強ぎらいで、宿題はいつも他人のを写していた。そのこと

をからかわれたヴィーチャはみずから勉強することを決意する。先生や友だちにはげまされ

てようやく自分自身で考えることの楽しさをわかるようになった。だが、シーシキンのおか

あさんは昼間働きに出ていてだれもやかましくいうものがいない。大嫌いな国語のテストの

日は仮病で学校を休み、仮病が見つかると、今度はおかあさんにもだまって学校を休んでし

まう。そんなシーシキンのためにヴイーチヤは必死になって彼の勉強を助け、ついに先生か

ら4をもらうところである。

模範生でも成績優秀でもないヴイーチャとシーシキンの友情でかちとった4の成績だ。そ

れをあたたかく見守る先生。なんともさわやかな気分にさせてくれるシーンである。2から

3、更には3から4へと変わるまでの努力がどれほどかがやかしいものであるかをわかって

やれる教師でありたい。4の成績をとってあたりまえの子供と4をとるために必死でがんば

った子供とではどちらが本当に4にあたいするかはいうまでもない。通信簿は単なる成績の

報告書ではなく、教師と生徒の血の通いあった生活の記録書である。

みずから表現できる子供

｢運動会」や「遠足」の作文ほどつまらない作文はない。まるでお義理のように決まったこ

とを書かねばならない子供が気の毒だ。因にこの種の作文ですぐれたものにであったためし

がない。そもそもかかせる側にしてからが、それによって子供の表現力を育てようなんて意

識は最初からもちあわせていないのである。

中には例外の人もいるだろうが、近頃の教師は総じて作文教育に熱,し､ではないようだ。せ

っかく子供が作文を書いても感想一つ書かないでハンコ－つなんてのもある。かつての先生

はまずい作文にもかかわらず、まつ赤になるほど感想を書いてくれた。それを読んでどれほ

ど心動かされたことか。ベバリー・クリアリーの「ヘンショーさんへの手紙」（谷口由美子

訳・あかね書房）は不幸に立ち向かう少年が、感動した本の作者へ自分のことを手紙に書い

て送る日記の形で描かれた物語である。

主人公のリー・ボッッは六年生。両親が離婚したため、転校して母と二人で暮らしている。
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友だちもいないさみしさからリーは二年生のとき、先生が読んでくれたお気に入りの本の作

者への手紙という方法で日記を書くようになる。なにしろ面白い本であった。三年生のとき

には自分で読み、五年生のときには、この本で読書感想文を書いた。リーは手紙の中で、自

分のことをくわしく作者のヘンショーさんにあてて書く。その手紙を通して一人の少年がが

んばって生きていく姿がいきいきと伝わってくる。因に作者はこの本によって一九八四年度

のニュー・ペリー賞を与えられた。作品のすばらしさはともかく、この物語に何気なく登場

してくる教師たちに注目した。

《今日学校のろうかでず図書室の先生がぼくをよびとめて、見せたいものがあるといいまし

た。図書室へ来なさい、というのです。そこで先生はあなたの最近刊をわたしてくれました。

ぼくにいちばんに読ませてくれるのです。ぼくはきっとびっくりした顔をしていたのでしょ

う。先生は、ぼくがあなたの本をしょっちゅう借りるので、あなたの本が大好きなことを知

っていたのだ、といいました。〉

果たして自分の教え子がどんな本が好きなのかまで把握している教師が私たちのまわりに

いるのだろうか。この少年が手紙を書くようになったのもこんな教師がいたからだ。六年生

になって新しい学校へ転校したとき、そこの先生もまた書く力をつけさせるため、作家につ

いてのレポートを書かせる。みんな特別の教師でなく日常的なごく当たり前の教育をしてい

るにすぎない。ただし常に子供たちのことを考えて。作家のレポートや作品への感想を書か

せるようにするのが作文指導になるとは思わない。しかし、どんな形であれ、自分を語り、

自分を考えられる文章を書ける子供にしようとする教師の誠実さを見逃すわけにはいかない

だろう。

近頃の子供はものをよく見たり、考えたりしないと嘆く教師がいる。よく見ないのではな

く、見て、考えて表現する力を育てようとしていないからである。作文は子供の文章力をつ

けさせるためだけではなく、人間としての豊かな感性を育てるためでもある。教師は必ずし

も文章の達人である必要はない。作文を書く楽しさ、自分を表現できるよろこびを与えてや

ることこそが第一である。この物語の主人公はいう。

〈ぼくはもう父を憎んではいない。憎むことができない。そうできたほうが、らくになるか

もしれないが。〉

書くことによってリーは大人の痛みまでわかる子供に成長したのだ。子供はだれだってす

ばらしい表現力を持っている。教師としゃべることは苦手でも、文章によってならもっと気

楽に語ってくれるかもしれない。近頃の子供がみずから作文を書かなくなってしまったのは

いったいだれの責任だろうか。

子供の親と闘える教師

子供の能力や意志にかかわりなく、自分の好みの学校に進学させようとする親があとをた

たない。そんな親のいいなりになって受験に手を貸す教師はもっと罪が重い。たとえ合格で

きても子供にとっては少しもうれしくないだろう。登校拒否の子供が増えているのはもしか
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して、こんなところにも原因があるのかもしれない。

それにしても子供の進路についての教師の仕事を奪いとってしまったものはなにか。親の

エゴイズム、自主性を持てない子供、望みの生かせない社会などその理由をあれこれと並べ

てみてもはじまらない。あえていうなら教師自身の無気力さにある。親に対する姿勢の弱さ

にある。どうせかまっても仕方のないこと、親にまかせておく方がよいと知らず知らずのう

ちに逃げ腰となっていやしないか。

ジリアン・エイプリの「がんばれウィリー」（松野正子訳・岩波書店）は相手が親でも子

供の側に立ち続ける教師の情熱を見せてくれる物語である。ウイリーは小学校を卒業したあ

と、もっと勉強を続けたいと願っている。できることなら上級学校へ進みたい。だが、父親

の頭には息子の将来の設計図ができている。十三歳で学校を卒業させたらすぐに実社会へ出

して成功させ、その半身像が市役所の壁に飾られることである。その父親をチャーチ先生は

必死に説得する。

〈「ウィリアムにグラマー・スクールの奨学金の試験を受けさせたいと思いますが……。ウ

ィリアムはひょっとすると、マンチェスター・グラマー・スクールに行けるかもしれません。

大変よくできます。グラマー・スクールについで大学へ進学できないともかぎらないのです。

いかがですか。オーバーズさん。お考え下さい。大学生のウィリアムを｡」（中略）オーバー

ズ氏が、またカウンターをたたきました。「学校だの、大学だのは、他の方法では身を立て

られない連中のためのもんです。ウィリーには脳みそと分別がある。それが、ウィリーの望

むところへ到達させるでしょう。チャーチ先生。コベットがなんといっておるかごぞんじで

すか？コベットは、こういつとります。「教育とは、養い育て、仕こむことである。読み書

きを教えることではない」とね。さらに、こうもいっておる。「自らの仕事に関して必要な

ことをじゅうぶん知る人。その人こそ、教養のある人である。他人の職業について書かれた

ものを読むことのできる人間のことではない」いかがです？》

この物語の舞台は二十世紀の初めの頃であり、今日とは事情が異なる。戦前、家庭の貧し

かった日本の子供に通ずる話でもある。日本にもチャーチ先生のような教師は数多くいた。

恵まれた今日の日本では、この逆の場合がほとんどである。子供が勉強したくないのに親の

方がむりやり進学させたがるのだ。従って先生よりもこの親のいうことの方が説得力がある

ように見えるかもしれない。だが、その立場はともかく、ここには子供の将来について親以

上に子供のことを考えている教師の姿がある。親の身勝手さから子供を救い、彼の人生に手

を貸してやろうとする教師の情熱がひしひしと感じられる。

担任教師のすすめを父親がきっぱりと否定したため、ウイリーは父に反抗して二度目の家

出をする。しかし、最終的にはみずからの意志でグラマー・スクールへ進学する。ウィリー

を成長させたのは頑固な大人たちとの闘いにあったといってよい。それというのも彼には憎

むべき大人の中にだれよりも自分をわかってくれるチャーチ先生がいたからだ。

子供をかわいいと思わない親はいない。それでいて子供の心をわかってやろうとしない親

が多すぎる。そんな子供たちをだれが助けてやるのか。親に気に入られる教師よりも子供た

ちに頼りにされる教師の方がはるかにすばらしいと思う。

可司〆
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校則をめぐる子供の闘い

子供にとって御仕着せや校則ぐらいいやなものはない。年齢が進めば進むほど、こいつに

抵抗したくなる。教師の権力が絶対であったあの戦時中ですら、いかにして制服の一部を自

分なりにカッコよくするか、中には罰を覚悟で風変わりな制服につくりなおす勇敢な少年も

いた。

しかし、今日の若者たちの珍奇な服装を見ていると、教師でなくても文句をいいたくなる

ときがある。個性の主張や美的センスとはほど遠い仮装行列の衣装とあまり変わらないもの

があるからだ。まさか学校の中までそれで押し通す学生はいないが、教師たるものはいつの

時代も御仕着せや校則の忠実な管理人であるところがつらい。だからといって子供のいいな

りになってなに一ついえない教師は情けない。校則をふりかざして子供を取りしまる教師も

考えものだが、人間の社会である以上ルールがあるのは当然である。校則なくして学校生活

は成りたたない。それでもなおそこから少しでも自由になりたいと闘うのが子供である。

スー・タウンゼントの「モール君のおとなはわかってくれない=133/4歳の秘密の日記」

(武田信子訳・評論社）の主人公もそんな子供の一人である。

《とても反抗的な気分になっていたので赤いソックスをはいた。厳重に禁止されていること

だけど、もうかまうもんか。集会の時にスブロクストン先生にぼくの赤いソックスを見つか

った！あのおいぼれは、出目のスクルートンにいいつけやがった。校長室に呼ばれて規則違

反者であることがどんなに危険なことかをお説教され「家へもどって規定の黒いソックスに

はきかえなさい」といわれた。（中略）おとうさん、急にたけり狂った1おとうさんは学校

に電話して（中略）スクルートンを呼び出し、電話に向かってどなり続けていた。「女房は

逃げるし、おれは仕事をクビになるし、おまけに馬鹿息子を世話しなくちゃならないんだ

(中略）それなのにあんたは息子のはいているソックスの色がちがうからといって、おれの

息子をいびってるんだな！」》

だが、教師の方も負けてはいない。自分は規範を維持したいと願っている。黒いソックス

さえはいてくれればすべてを忘れようといいはる。さてその次の日、

《目が覚めて下着をつける前にまつ先に赤いソックスをはいた。おとうさんがドアのところ

で「頑張れよ」といってくれた。英雄になったみたいな気分だ。曲がり角のところでパンド

ラや委員達と会った。皆、赤いソックスをはいていた。（中略）学校につくまでずっと「我

らは退かぬ」を歌った。校門を入る時、ぼくは少しおじけづいたけど、パンドラは激励の声

を元気いっぱい上げてぼく達を励ました。出目のスクルートンは4年生用の更衣室の中で待

ちかまえていた（中略)｡ひと言もいわずにあごで上に行きなさいと合図した。赤いソック

スの一行は上の階にゾロゾロと上がった。ぼくの心臓はすっごく大きくドッキドッキと打っ

ていた。校長はものもいわず静かに校長室に入ると椅子にすわり、鉛筆で歯をトントンと叩

き始めた。〉

そこで渡されたのは両親あての手紙で、中には一週間の停学処分にする理由が書かれてい

た。子供たちもたいしたもんだが、彼等をがんとして処分する教師も見事。もし、こんな立
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場に立たされたらどうなるか。よく話しあってというセンチな教育論からはなにも生まれて

こない。教師たるもの、ときにはきびしき悪役になることも必要だ。このさわやかな闘いの

ようにそれが原因で憎しみあうような関係でないところがうらやましい。因にこの本はイギ

リスの女流作家が十四歳の少年になりかわり、日記スタイルで書いたもの。両親の不和にも

かかわらずたくましく生きていく少年の内面がいきいきと描かれ、大人にも子供にも広く読

まれたという。

愛の尊さを教えた教師

むかしは教師に宿直というのがあった。「今夜はおれの宿直だ。来たい者は来い｡」先生に

そういわれると私たちは夕食もそこそこに宿直室へ押しかけた。先生が身銭を切って買い込

んだ駄菓子が新聞紙の上に山のように積んである。私たちはそれを食べながら先生の話を夢

中になって聞く。こわいお化けの話もあるが、先生が子供の時にいたずらした話もある。

教室での顔とは違って、そこにはまるで兄のようなやさしい笑顔があった。決して上等で

ないお菓子がなぜあれほどおいしかったのか、いまでも思い出すことがある。教師は慈善家

でも子供の奉仕者でもない。しかし、時には身銭を切ってでも子供をはげましてくれる教師

はやっぱりすてきだと思う。教え子がわが子同様に思えるとき、教師として一人前である。

学校で寄宿舎生活を送っている生徒たちはクリスマスがくると待ちかねたように家へ帰っ

ていく。だが、父の失業でマルチンは帰りの旅費もなく、学校へ残ることにした。そのこと

を知った先生はマルチンにたずねる。

《「きみの両親は、きみに帰ってほしくないのかね」「とんでもありません。先生。両親は

ぼくの帰りをのぞんでいるんです」（中略）「これはいったいどういうことなんだ。両親はき

みの帰りをのぞんでいる。きみも帰りたいという。にもかかわらず、きみは学校にのこるの

か？これはいったいどういうわけだね」「それは、ぼく、いいたくないんです。先生。じゃ、

これで失礼させていただきます」マルチンはいうと、くるりと背をむけ、そのままかけさろ

うとしました。しかし先生は、かれをしっかりとひきとめました。「ちょっと待った、おい」

先生はいいました。それから先生は、マルチンのほうにかがみこむと、あたりの木々にさえ

きかせまいとするかのように、それはそれは小さい声でききました。「きみは旅費でもない

のかね？」そのとたん、マルチンのけなげな態度も、どっとくずれてしまいました。かれは

こっくりうなずきました。そして、九柱遊戯の雪におおわれた手すりに頭をもたせると、よ

よとなきくずれてしまいました。かなしみは少年のうなじをとらえ、前にうしろに、ゆさぶ

りにゆさぶりつづけました。正義先生はびっくりして、そのそばに立ったままでした。先生

はしばらく待つことにしました。はやまってなぐさめの言葉をかけてはならないことを、先

生は知っていたからです。やがて先生はハンカチをとりだすと、少年をひきよせ、その顔を

ぬぐってやりました。「よし、よし。もういい」先生はいいました。（中略）「じゃあ、ほら、

この二十マルクをあげる。これだけあれば、往復の旅費にはたりるね」マルチンは、気でも

ぬけたように、そ~のお札を見つめました。が、やがてはげしく首をふりました。「いけませ
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ん、先生、そんなこと」正義先生は、そのお札をマルチンのポケットにつっこむと、いいま

した。「すぐいうことをきくかね？このわからずや」》

これはエーリヒ・ケストナーの「飛ぶ教室」（山口四郎訳・講談社文庫）の心にしみる場

面である。何度読んでも胸が熱くなってくる。ここには生徒のかなしみがわかる教師ならで

はのあたたかさがある。先生がマルチンに与えたものはお札にとどまらない人間愛の尊さで

ある。久しぶりに両親の元へもどったマルチンは流れ星を見て思わず祈る。

《「どうぞ、ぼくのおかあさんとおとうさん、それから正義先生と禁煙さん、ジョーニーと

マッツーとウリー、それにセバスチャンにも、この世でほんとうにたくさんの幸福がさずか

りますように」》

親も先生も友だちもすべての人が幸せになってほしいと願わずにはいられないマルチン。

正義先生のプレゼントは彼の心の中で見事に愛の祈りとして花開いたのである。

おわりに

取りあげた作品はいずれも今日の学校生活や子供たちを描いたものではない。しかし、こ

れらの作品に登場してくる人たちを見ていると子供の教育は時代や環境とかかわりのない教

師の人間性にあることがよくわかる。教える者と教えられる者の関係よりも深い信頼感が見

てとれる。人間が人間によって教育することの本質がいきいきと迫ってくる。いまどきこん

な教師ではいられないという人があるかもしれない。だが、ここには白けきった子供の心を

豊かにうめられる教育の手がかりがあるように思う。

教師に限らず私たち大人はともすれば常識でしか物を見ようとしない。子供たちはそんな

常識とは無縁である。にもかかわらず子供が変わった行動をとるとすぐに注意する教師、問

題が起きるまでなんにも気づかない教師、こんな教師のもとからは個性的な子供は育たない。

いつもおとなしく、見た目の真面目な子供より大人の常識からはみ出す子供の方がはるかに

人間的なのだ。

今日の学校教育のむつかしさは、待つことの必要な子供に待てない教育をほどこすところ

にある。子供一人一人の成長を見きわめるひまはなく、一日も早く学校を送り出す技術とし

ての教育に傾かざるを得ない。正直にいうなら教師の手のかからない子供ほどありがたいの

である。教育は息の長い仕事である。その息の長さに耐えられる教師でありたい。教育制度

をいかにいじくりまわしたところで子供の心を忘れた教育ではどうにもならない。親も教師

も時流にあわせたせっかちすぎる教育から子供に人間らしさを取りもどす時間を与えてやる

べきだ。必要なのは授業のたくみな教師ではなく、とまどい、苦しみながらも牛のようなし

ぶとさで子供を育ててくれる教師である。

児童文学作品における子供と教師の心のふれあいを通してさまざまな教育問題について考

えてきた。現実は小説や物語世界の比ではないだろう。自分の子供時代をふりかえってみて

も、いまどきの子供はなにを考えているのか見当もつかないところがある。

それでも教師である限り彼等の声なき声を聞きとり、自分の人生がかけがえのないもので
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あることを教えてあげねばならない。他者の痛みがわかり、生命の尊さを身にしみてわかる

ように語ってあげねばならない。子供たちのすばらしい未来のためにもっとも信頼できる大

人として力を貸してやれるのが教師としてのほこりであり、生きがいでもあるはずだ。あの

かがやかしく、野性的な自分の子供時代をいきいきと思い出せる教師であってほしい。
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