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東日本大震災下における地域文化としての方言と子ども

加 藤 理

1．学校での子どもの心のケアへの取り組み

東日本大震災の発災から今日まで、身近な人々の犠牲、住宅の喪失、保護者の失職、被災

した学校の再建と統廃合、生活環境の変化、仮設住宅からの通学、進路変更・教育困難等、

被災した子どもたちは様々な問題に直面してきた。

全ての市町村の中で、人的被害が最も大きかった宮城県石巻市では、14の小中学校が津

波被害によって授業を継続できない状態になった。石巻市内の14施設の被害状況をまとめ

ると次のようになる。

表1石巻市内小中学校津波被害状況

地区別等

門脇地区

湊地区

渡波地区

河北地区

雄勝地区

北上地区

牡鹿地区

被災校名

門脇小学校

湊小学校

湊第二小学校

湊中学校

渡波小学校

渡波中学校

大川小学校

大川中学校

雄勝小学校

船越小学校

雄勝中学校

相川小学校

吉浜小学校

谷川小学校

津波到達位置等

校舎体育 館

1階床上2m l床上
1階天井床上3m

1階天井床上3m

1階天井1階天井

犬走りから1.7m浸水無し

2階床上 床上3m

2階屋根流出

1階床上1.5ml床上2m
2階屋上流出

3階床上3階屋 根

3階天井流出

水没流出

水没 ｜流出
2階届|毛 ｜流出

間借り校等

門脇中学校

住吉中学校

仮設校舎（開北小校庭）

仮設校舎（中里小校庭）

仮設校舎（稲井中校庭）

仮設校舎（稲井小校庭）

飯野川第一小学校

飯野川中学校

河北中学校

宮城県石巻北高等学校飯野川校

宮城県石巻北高等学校飯野川校

橋浦小学校

橋浦小学校

大原小学校

こうした状況の中で、校舎の建て替えや学校の統廃合を余儀なくされ、転校、地域の子ど

も集団の解体、通学距離の延長、地域文化の変化など、子どもたちは多くの影響を被りなが

ら震災後の生活を過ごしている。学校の被災状況を見ても、多くの子どもたちが深刻な災害

ストレスに苦しんでいることは容易に想像できる。

東日本大震災では、震災遺児・震災孤児も多数にのぼっている。2011年8月1日付朝日新

聞では、震災遺児が1,295人、震災遺児が229人と報じている。この他、友人・知人や親せ

きを失くした子どもも多数にのぼり、さまざまな要因が子どもたちを災害ストレスで苦しめ

ているのである。

(かとう・おさむ東京成徳大学）
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阪神淡路大震災を契機として、災害を受けた子どもの心のケアは、災害後の子どもたちの

様々な状況の中で最重要課題の一つと考えられるようになった。宮城県仙台市では、東日本

大震災発災前から、平成15年に文部科学省が発行した「非常災害時における子どもの心のケ

アのために」をもとに、災害時における子どもたちの心のケアへの対策を策定していた。

仙台市教育委員会が作成した全26ページの「学校における非常災害時の心の健康と回復の

ための支援の手引き－事故、事件、災害に直面した子どもの心のケアのために－」(2006年4

月）には、「非常災害時における心のケア」「災害時における子どもの心のケアの基本的理解」

｢災害発生時の心のケアと体制づくり」「学校の災害時における心のケアの方法と実際」の4

章がもうけられ、発災前の日常的な取り組みでの注意、PISD(心的外傷後ストレス障害）や

発達段階による影響の特徴、災害時における学校の役割、心のケアの体制づくり等について

詳細な記述がなされている。

発災前からのこうした取り組みをもとに、仙台市ではライフラインがほぼ復旧して生活の

再建が進んだ4月初旬から、子どもたちの心のケアへの対応をいち早く開始している。カウ

ンセラーやボランティアをはじめとして、阪神淡路大震災での支援活動の経験者が積極的に

東日本大震災の被災地でも支援活動を行ったが、仙台市教育委員会も、阪神淡路大震災の経

験を参考にしながら、子どもたちの心のケアへの取り組みに積極的に取り組んでいった。

兵庫県教育委員会は、東日本大震災発災とほぼ同時期の2011年(平成23)3月に、全28ペ

ージの「災害を受けた子どもたちの心の理解とケアー研修資料」を発行している。そこには、

｢災害直後から1カ月後までの事例」｢1カ月後から1年後までの事例」「1年後以降の事例」そ

れぞれに、詳細な事例と事例を踏まえた対応のポイント、子どもの話を聴く時の注意点、学

校の取り組み等が詳細に記述されている。仙台市内の小中学校では、この冊子を取り寄せて

閲覧しながら、東日本大震災後の子どもへの対応の参考にしている。

仙台市教育委員会が相談課を中心に東日本大震災発災後に行った災害ストレスへの取り組

みをまとめると表2のようになる。

阪神淡路大震災時には、発災後3年ほどが経過した時に教育的配慮を必要とする児童生徒

数が最大数になったことが知られている。この経験を踏まえ、震災後2年が経過したこれか

らが児童生徒の心のケアにとって最も大切な時期であるとの認識に立ち、宮城県教育委員会

によって2013年2月に『震災後における子どもの心のケアのために』が発行されている。発

災直後から今日まで、継続的に子どもたちの心のケアがなされているのである。

一連の対策の中で、震災の傷跡が生々しい2011年5月に策定された「児童生徒による故郷

復興プロジェクト実施要項～復興へ1学校の力結集！～」は、震災で疲弊したｲ111台市民の心

を子どもたちの力によって復興させようという計画であり、ケアの対象として子どもをみな

すことから、復興の主体として子どもを位置づけようとした計画である点が注目される。

各学校独自の取り組みが中心に据えられているが、各校の取り組みの他に、仙台市教育委

員会主催の取り組みとして次のような計画が立てられている。

I)5.11「復興へ1力を合わせて」（全児童生徒、教職員による清掃等の環境整備活動、あい

さつ運動等）
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表2仙台市東日本大震災後の心のケア対策

年月日

平成23.4.7

平成23.4.15

平成23．4

平成23.4.15

平成23．5

平成23.6.17

平成23.8.18

平成24年度

平成24．3

平成25.2.1

平成25．2

名称

東北地方太平洋沖地震に伴

う児童生徒の心のケアにつ

いて

保護者を対象とする児童生

徒の「心のケア」に関する

調査について（依頼）

｢心の健康調査」実施

｢児童生徒の心のケア」研

修会

児童生徒による故郷復興プ

ロジェクト実施要項～復興

へ1学校の力結集!～

防災・減災に関する研修会

児童生徒の心のケア研修会

非常災害時の子どもの心の

ケアに関する調査

震災後における生徒指導の

在り方一学校の課題と対応

東日本大震災の被災地にお

ける子どもの心のケアにつ

いて～学校教育関係～

震災後における子どもの心

のケアのために

内容

第一次支援(3.14緊急支援チーム立ち上げ、3.15宮城県
臨床心理士会等への協力要請、合同校長会で支援計両の

説明、3.16～17緊急支援計凹iの作成、3．18緊急支援

チームへ支援計画説明、3.19心のケア緊急支援）

今後の予定（随時心のケア支援チームの派遣、2週間か
ら6カ月まで心の健康調査実施、6カ月から1年後まで

心の健康調査実施、校長・教諭等への研修）

仙台市立小中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援

学校に在籍する児童生徒を対象に、保護者に被災状況と

子どもの様子の調査を行い、調査の結果必要なケースと

判断した場合はスクールカウンセラーと協力しながら対

応。

小学生・中学生を対象に21項目の調査と、教職員を対

象に12項目の「心の健康調査」を行い、保護者と教職

員に向けて子どもの反応や子どもと関わる際の留意点等

に関する解説を配布。

illl台市教育センター大研修室において、武蔵野大学教授

藤森和美氏を講師に講演「東日本大震災を体験した子ど

ものトラウマと心のケア」を開催。

市民の精神的ダメージの大きさを考え、「復興へ1学校

の力結集!」をスローガンに児童生徒と教職員が地域住

民や関係機関・団体等と連携して市民の震災復興に向け

た意識の高揚を図り、児童生徒一人一人に将来を担う自

覚を持たせる。

実施期間：平成23.5.11～平成24.3.30

各学校は地域清掃、学校開設避難所の清掃、激励へのお

礼状、決意のメッセージ、学校の特色を生かした活動な

どを展開。

校長・園長に対して「心のケア研修会」に引き続き、神

戸市総合教育センター所長森本純夫氏の講演「教育の復

旧から復興、そして創造へ」

神戸市教育委員会事務局主任指導員大濱義弘氏の講演

｢学校の元気は子どもたち・教職員の笑顔から－阪神・

淡路大震災の経験から～」

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課保健指導

係による調査。

校長・園長を対象に学校内の状況の調査。

全11ページに及ぶ東日本大震災後の生徒指導の指針。

阪神淡路大震災の経験に学びながら、仙台市の児童生徒

の現状と課題に対する取り組みと対応を提示。

文部科学省発行。市内各校へ配布。

心のケア推進事業の概要について説明

宮城県教育委員会発行。市内各校・各園に配布。発災後

1年11ヶ月を過ぎたものの、震災の影響がいまだに懸

念される中で、児童生徒の心の回復や健全な成長を支え

ていくための手引書として作成。

心のケアの意義、学校の役割、各学校における心のケア

の対応について解説。災害時における心のケアの基本的

理解について、小中高等学校児童生徒、障害のある児童

生徒別に解説。

7



子ども社会研究19号

②7.11「今、私たちにできること」（各学校代表児童生徒による意見交換、ふるさと復興

サミット）

③11.11「集めよう！私たちの力」（ふるさと復興サミットで提案された活動を実施）

④12.12「明日へ1心ひとつに」（全児童生徒、教職員による地域清掃等の環境整備活動、

あいさつ運動、関係機関による防犯・防災活動）

復興の主体として子どもを位置づけ、子どもたちの生きる力を被災によって疲弊した地域

の復興に積極的に活用しようとする姿勢は評価すべきである。だが、この計画の中には、地

域復興に必要な地域文化の復興や、地域文化の一翼を担う子どもの存在という視点が欠落し

ている。

地域文化には、お祭りに代表されるハレの日の年中行事や生育儀礼、地域産業や食文化、

昔話、方言などの日常的な文化がある。いずれも、震災からの復興を果たし、地域を復興し

ていく上で重要な文化であるが、特に心や感情を表現する手段としての言語は、心の復興の

点できわめて重要な文化である。

言葉は思考を司り、思考の結果は言葉となって発せられる。また、言葉は感情に働きかけ、

感情もまた、言葉で表現される。仙台市出身の筆者をはじめとして、多くの東北人の場合、

心の中の独白は方言でなされることが多い。つまり、多くの東北人の思考と感情は方言に司

られているのである。口の動きも、方言を使う時の方が滑らかに動いていく。東北の風土と

文化の中で、方言に適した筋肉が形成されているのである。

石川啄木の歌に、「ふるさとの山に向かひて／言ふことなし／ふるさとの山はありがたき

かな」や、「かにかくに渋民村は恋しかり／おもひでの山／おもひでの川」がある。この中に

表現されているように、人は誰でも拠り所としての故郷を心の中に抱き続けている。心の拠

り所としての「故郷」は、山や川や大木や奇岩といった故郷の景色にとどまらない。同じ啄

木の歌の「ふるさとの誰りなつかし／停車場の入ごみの中に／そを聴きにゆく」は、「方言」

に心の拠り所としての「故郷」を重ね合わせる心情を表現している。

復興の主体は、言うまでもなく被災者でなければいけない。かつての被災地は復興地とし

て、そしてかつての被災者は復興者として、主体的に動いていかなければいけない。復興

者が主体者となるためには、復興者の思考を司り、感情に働きかける「言語｣が必要である。

そして、支援する側は、そうした復興地の「言語」を理解し、そこに寄り添うことが求めら

れることになる。

ここで言う「言語」は、文字通りの言語のことだけではない。それぞれの様々な歴史と文

化、地域の事情などの一切を含めた、言語に司られながら形成されてきた思考と感情の総体

を意味している。復興者たちは、今まで以上に故郷とそこに住む自分たちの様々な事情につ

いて、自分たちの「言語」で考え、自分たちの「言語」で発信し、自分たちの「言語」で思い

を共有していかなければいけない。一方で、支援する側は、自分たちの「言語」を善意の下

に被災地に垂れ流すのではなく、復興地に住む人々の「言語」を理解し、尊重することが求

められる。

思考と感情を司る「言語」は、被災した子どもたちの心のケアにとっても重要であること
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はいうまでもない。復興にとって重要な地域文化の一つとして、震災下における言語につい

て次に考察を加える。

2。震災と地域文化の核としての方言

震災からの復興と震災支援の中で、被災者自身の心をありのままに表白する手段として、

そして、被災者の心に寄り添うための手段として、方言の活用が一部の人々の間で着目され

てきた。

周知のように、東日本大震災では、東北地方の太平洋側から関東までの広範な地域が被災

した。人や建物に被害をもたらした深刻な津波被害は青森県から千葉県までの6県におよび、

震源域も岩手県沖から茨城県沖の南北500キロにわたっている。この広範な地域では、方言

も多様に発達していて、被災地の方言が全て等質のものとはいえない。

方言体系全体の中で類似したものが存在する地域を区画として示した方言区画では、東北

方言は青森県、秋田県の全域と岩手県旧南部領、山形県庄内地方、新潟県下越地方の北奥方

言と、岩手県旧仙台領、宮城県と福島県の全域の南奥方言の2つに分類されている。関東方

言も栃木県と茨城県の東関東方言とその他の西関東方言に区分されている(')。

具体的な発音やアクセントの違いによってこれらの区分は考えられている。東北の方言は

一般的に「ズーズー弁」と呼ばれているが、このような括りで表現できるほど単純ではない。

たとえば､「キ」の音を見ると、青森・岩手県と宮城県、そして福島県で違いが見られる。

青森県・岩手県では、｢木｣がキとシの中間のような音になり、「咳」はセギとセジの中間のよ

うな音になっている。宮城県では、「木」はチになり、「咳」はセジとなる。福島県では、「木」

はキ、「咳」はセギと発音されている。宮城県では「機械」がチカイ、「柿」がカチ、「救急車」

がチューチューシャになる地域が存在するのである。

ジとズ、シとス、チとッの区別がつきにくいことは「ズーズー弁」と呼ばれる東北方言の

特徴でもある。青森県の太平洋岸では、ジとズがジになる。そのため、「知事｣｢地図」はどち

らもチジとなってしまう。岩手県・宮城県・福島県沿岸北部までは、ジとズがズになる。つ

まり、「知事」も「地図」もツズと発音される。

無アクセントも宮城県から北関東の被災地に特有の方言である。「柿｣「雨」｢箸」は、共通

語ではそれぞれの前者でl音目の音が高くなり、2音目の音が低くなる。「牡蠣｣｢飴｣｢橋」は、

逆に2音目の音が高くなる。だが、宮城県などではl音目と2音目は同じ高さなのである。

こうした方言は、被災地において他地域からの支援者が被災者の言葉が理解できなかった

り、意味を取り違えて混乱したりする原因ともなった。そのため、甚大な津波被害を受けた

宮城県気仙沼地方に赴く医療関係者をはじめとする支援者のために、小パンフレット『支援

者のための気仙沼方言入門』(2011年8月、東北大学文学部国語学研究室）が発行された。そ

こには、「発音｣｢文法｣「間違えやすい単語」が表3のように紹介されている。

アクセントと発音の違いだけでなく、共通語と同じ音で意味が異なる単語も存在するため、

他地域の人々が容易に理解できなかったことは当然である。

被災地外の人々にとって被災地でのコミュニケーションを困難にした方言だが、被災地の

u
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表3『支援者のための気仙沼方言入門』

発音

文法

間違えや

すい単語

項目

①シがスに聞こえる

②力行・夕行がガ行・ダ行に

聞こえる

③キがチに聞こえる

①「～サ」

(共通語「～二・～へ｣）

②「～べ・～ツベ」

(共通語「～だろう【推量】」「～

しよう【意志】｣）

③「～ツコ」

(身近にある小さい物を親しみ

を込めて呼ぶときに使う）

①ナゲル（共通語「捨てる｣）

②「ダカラ・ホンダカラ」

(共通語「(本当に）そうだね｣）

③「コワイ」「コエー，

(共通語「疲れた｣）

④「ワガンネ」

(共通語「だめだ｣）

例

獅子・煤・寿司→スス、知事・地図・辻→ツズ

手術→スズツ

開ける→アゲル、的→マド、

※共通語の「上げる」「窓」などもともとの濁音は鼻にかか

った鼻濁音に聞こえる

上げる→アンゲル、窓→マンド

柿→カチ、来た→チタ

学校サ行ぐ（学校へ行く）

仕事サ行ぐ（仕事に行く）

明日、雨だく（明日雨だろう）

みんなでがんばツペ（みんなでがんばろう）

そのひもツこ、取ってける（そのひもを取ってくれ）

あどナゲねばわがんねぞ（もう捨てないとだめだ）

ナゲでおいでける（捨てておいてくれ）

今日、暑いごとれ（今日は暑いね）ホンダカラ！（本当にそ

うだね）

コェ－なあ（疲れたなあ）

そんなごとやってワガンネヨ（そんなことやってはだめだ）

寒ぐでワガンネ（寒くてだめだ．仕方ない）

人々にとって方言は人と人をつなぐコミュニケーションの手段として、災害の中での感情を

表現する手段として、そして、被災によって苦しむ心を解放する手段として大きな力を発揮

してきた。

こうした方言の力が発揮された取り組みに、方言エール､方言ラジオ体操､方言俳句がある。

方言エールには、被災地外の人々の方言を使用したものと、被災地の方言を用いたものの

二種類存在する。後者の例が圧倒的に多いが、前者の例としては、「東日本おうえんしま

っせ～!」という大阪のエールや、「お気張いやったもんせ姶良より」という鹿児島からのエ

ールなどが見られる。両者は、大阪弁を用いて大阪の人々に被災地を応援することを宣言し

た前者の例と、被災地に向けて鹿児島の人々からの気持ちを届けようとした後者の例とにさ

らに分類することができる。

これらは、被災地から遠く離れた地方も被災地を応援していることをアピールしたもので

あると共に、自分たちの方言を用いてアピールすることで、被災者との心的距離を縮めて一

体感を伝えようと意図したものであることがわかる。

被災地外からの方言エール以上に、東日本大震災後には被災地の方言を用いながら、被災

者から被災者に向けてエールを送るものが多数見られた。発災後間もなく、避難所や倒壊し

た建物の壁などに、方言エールが掲げられていった。東日本大震災被災地での方言エールの

使用例については、田中宣廣がまとめているが2'､「がんぱっぺ高田」「みんなでがんばっぺな
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蕊
鞍
酵
騨

⑭無

宮城県女川町の仮設商店街「きぼうのかね商店街に貼られた方言エール

宮古｣「がんばつつお宮古｣「がんぱっぺし宮古｣「がんぱっぺ宮城｣「がんぱっぺし石巻｣「がん

ばっぺ東北」といった方言エールが紹介されている。

田中は、｢被災者たちが､方言を、まず生存､次に長期避難生活､さらに再建の掛け声として」

掲げたことを紹介し、「『方言』こそ『残ったただ一つのふるさと』」だったと分析している(3)。

先に引用した啄木の歌には、方言を故郷そのものと見る心情が表現されているが、津波で

家も土地も地域社会も失って避難した人々にとって、故郷を離れて異郷の地にいた啄木と同

様に、方言こそが故郷そのものと感じられていたのである。

方言ラジオ体操は、私たちのラジオ体操、という意味の「おらほのラジオ体操」という掛

け声とともに始まるラジオ体操である。発災から5か月過ぎた8月12日にラジオ石巻のスタ

ジオで録音されてその日のうちに放送。さらに発災から半年後の2011年9月10日と11日に、

石巻の人々が掛け声に合わせて体操する様子を石巻市内各所で撮影してYOuTubeで公開し

ている。

「イヅヌサンスゴログスヅハヅ(1，2，3，4，5，6，7，8)」に始まり、「ン

デバメーカラウエサアゲデオッギグセノビッコスッベシー（腕を前から上に上げて、大き

く背伸びの運動)」「アシバモドステテアスノウンドウ（足を戻して、手足の運動)」のよう

に、宮城県石巻地方の方言で掛け声がかけられ、おなじみのラジオ体操が行われていく。

「おらほのラジオ体操」では、公園で遊ぶ子どもから畑仕事で休憩している老人まで、石

巻の老若男女がグラウンドや避難所前、駐車場、田んぼや畑の脇、港など様々な場所で笑顔

でラジオ体操を行っている。画面の最後には、「大好きな東北の、その方言のラジオ体操で、

日本全国でラジオ体操しませんか。いつも東北が感じられるように。東北の方々の元気な姿

をともに感じられるように。私たちは、きっと一緒にラジオ体操ができる。きっと日本の笑

顔が一緒になる」というメッセージが流れる。

日常的に石巻で方言を使っている人々にとって、旧知のラジオ体操が自分たちの方言によ

る掛け声で流れることによって、自分たちの地域文化を強く実感すると共に、同じ言葉を使

う人々による連帯感と一体感を感じ、被災によって傷ついた心身を癒し、そして鼓舞するこ

とができる企画である。

方言俳句は、甚大な津波被害があった宮城県名取市で活動する「方言を語り残そう会」に

よって､『大震災五七五の句集負げねっちゃ』(2011年、銀の鈴社）としてまとめられている。

この会の会員は、仮設住宅を訪れて方言を用いた紙芝居や民謡で被災者たちを慰問する活動

を行ってきた。会では、「たとえ辛い経験であってもそれを言葉にすることで、心の重荷を
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ほんの少しでも軽く」することを願って、心情を俳句に託して吐き出してもらい、被災者の

災害ストレスを緩和する取り組みを行っている(4)｡『負げねっちゃ』の中には、次のような句

が収載されている。

ごっしゃくで巨大津波のバガヤロー

流されだががと築いだ思い出も

たまげたや二階に船がさがさまだ

くやすいな泣く、でぐなっちゃ負げねがら

アルバムのでろをはだげで胸いっぱい

負げねっちや諦めねっちゃ生ぎるつちや

ほでなすで死の町なんてかだんなよ

(ごつしやく翻＝怒る）

(がが＝妻）

(たまげた＝驚いた）

(悔しいな泣きたくなった負けないぞ）

(でろをはだげで＝泥を払って）

(負けないぞ、諦めないぞ生き抜くぞ）

(あさはかに、死の町なんて話すな）

震災後、被災地では様々な文化活動が展開されたが、絵を描く子どもの姿が多くの避難

所で見られた。避難所となった仙台市若林区の七郷小学校では、3月16日、校舎の一角に国

際支援NGOセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンによって「子ども広場」が開設されている。

｢子ども広場」は、紙と色鉛筆を用意して子どもたちに開放した「遊び場」である。この「遊

び場」で、海や波の絵を夢中になって描く子どもの姿が報告されている。

震災後に絵を描くことに没頭する子どもたちの姿について、2011年4月5日付朝日新聞に

は、「描いて安らぐ、被災地の子」という見出しで､「東日本大震災でショックを受けた子どもの

心を、絵を描くことで解き放とうとする試み」が紹介されている。また、4月9日付朝日新

聞宮城全県面に、「あの波も、壊れた街も絵にするんだ子どもら、胸の内描く東日本大

震災」という見出しで、被災地で白い紙に向かう子どもたちの姿が報じられている。これら

の記事では、震災によるストレスと不安を抱えた子どもが絵を描いて心の中を表現していく

ことで、少しずつストレスや不安から解放され、恐怖でふさがれていた感情の通り道ができ

ていくことが述べられている。

震災後の心情を俳句で表現する行為は、子どもたちが絵で心の中を表現することと同様に、

心の中の悲しみや絶望、やるせなさ、不安などを表現することによって感|冑の通り道を作る

行為なのである。そして、その際に、日常的に用いている方言を使用することによって、心

の中をありのままに表現することができている。

引用した句では、「怒る」と言わずに「ごっしゃく守」という方言を用いることで、心の底か

ら湧きおこる本心からの怒りの感情が表現されている。次の句では、「妻」と言わずに「がが」

と表現することによって、作者の心中には津波で犠牲になった亡妻の顔だけではなく、声や

ぬくもりまでもが浮かんできていたのではないだろうか。最後の句では、「かだんなよ」とい

う方言を用いることで、自分たちの故郷の惨状を被災地外の人々が第三者として安易に話す

ことに対して感じる、ふつふつとした怒りと、心中に湧き起こってくる負けじ魂や不屈の精

神が表現されている。

感情や思考を表現する上で方言が大きな力を持っていることが､『負げねっちゃ』に収録さ

れたこうした句から理解することができる。震災ストレスからの解放にとって、方言の活用

可へ

土乙
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は大きな意味を持っていることが実感できる。

3方言を用いた子どもの表現

3-1「郷十章謡｣運動

子どもの感情や思考を表現する際に方言を用いることは、仙台の児童文化運動の中で、大

正時代にすでに主張されていた。

大正10年前後に湧き起こった空前の児童文化ブームは、東京だけではなく、函館、仙台、

栃木、茨城、新潟、福井、名古屋、大阪、和歌山、岡山、大分、佐賀など、全国的な広がり

の中で展開されていった。それにもかかわらず、北原白秋や西條八十らの詩人が書き、『赤

い鳥』や「金の船』『おとぎの世界』『童謡」などの児童文芸雑誌に掲載される童謡は、そのほ

とんどが共通語で書かれたものであった。

こうした動向に対して、1921年（大正10)3月に仙台で童謡専門誌『おてんとさん』を創刊

した人々は、宮城の子どもたちに宮城の言葉で童謡を提供することを提唱する。スズキヘキ

と共に『おてんとさん』発行の中心となった天江冨弥は、創刊号に「童謡雑感」というエッセ

イを載せ、その中で「郷土童謡」を提唱している。天江は、「郷土童謡」について次のように

説明している(5)。

今の童謡の多くは大低標準語で歌われて居ます、そのことは全然悪いとは言へません

がことさらに標準語や東京弁で歌わせることはないと思ふ。仙台の子供等は仙台弁で歌
ママ

ふのが木当だ、東京弁で歌ふことを強ゐる必要などはどこにもないと思ふ。（中略）

八幡さんのあま犬だんまり犬

やろこめらわいわいせなかへのろが

烏のあはうがぱぱかけやうが

八幡さんのあま犬だんまり犬

これは拙い作だがこの言葉を見て戴きたい、やろこめらと言ふ言葉は標準語で言ふ子

供等にあたるけれども、も少し深い意味があるのです、仙台の人はやるこめらと言ふ言

葉によってすぐ翻町はづれの汚ならしい乱暴な子供の一群を思い出す〔で〕せやう〔｡〕こ

のやろこめらと言ふ言葉の感じ方によってこの童謡は随分異ってきます〔｡〕また「たつ

ぺすめり」等と言ふ言葉も仙台の人でなければ味わい得ぬ言葉でせう〔｡〕｢たつぺ」とは

氷つた道路を指し「すめり」はすべりです〔｡〕

降った雪が固って道路がツルッルすべる様になると子供等は下駄や竹で作った竹下駄

で道路の上をすべって遊びます〔｡〕

この時の気分は「たつぺすめり」ただこの六字で充分尽されてゐます〔｡〕

〔〕＝引用者

「やろこめら」や「たつぺすめり」は、「子どもたち」や「スケート遊び」といった標準語で

言い換えることができるものの、仙台に住む人々にとって、この言葉が喚起させる感情やこ
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の言葉が想起させる情景も含んだ、深く広がりのある言葉であることを天江は述べている。

『おてんとさん』は通巻7号で終刊を迎えるが、天江らの主張を反映して、次の詩のような

方言を使った子どもの児童自由詩を『おてんとさん』各号の中に見ることができる'6)。

子牛

べこやのぢんつあん

ちこし ぼる

子牛め見づけて

よだれこたれた。

桃生郡飯野川校尋二戸村孝一

「べこ」は牛、「ぢんつあん」はおじいさん、「ちこ」は乳､「よだれこ」はよだれのことである。

子牛が反謁のために口から漣を垂らしている様子を見て、酪農家のおじいさんが牛の乳をし

ぼっている姿を見た子牛が、お乳がおいしそうだと思って思わず樋を垂らしたのだろう、と

感じたことを表現した子どもの詩である。

この内容を、「酪農家のおじいさん／乳しぼる／子牛がみつけて／よだれ垂れた」と表

現しても、宮城の子どもたちには情景が伝わりにくい。「べこやのぢんつあん」と方言を用い

て表現することで、雛が深く刻み込まれたおじいさんの額や汗と垢で汚れた作業着、牛舎の

匂い、牛舎に響く牛たちの鳴声などが読み手の子どもたちの脳裡に鮮明に浮かぶことになる。

「ぢんつあん」という方言は、単なるおじいさんという意味にとどまらず、長年生きてき

た老人への親しみと畏敬の念が込められた言葉なのである。詩を作った子どもも、「べこや」

や「ぢんつあん」という方言を用いたからこそ、目にした情景と心の中で思いやった子牛の

気持ちを簡潔に表現することができたのである。

「郷土童謡」の典型は、天江と共に『おてんとさん』を発行したスズキヘキの「ユキムシト

テブクロ」に見ることができる。ヘキは方言を用いた詩を多数創作しているが､「ユキムシト

テブクロ」は、方言を用いなければ表現しきれない北国に住む少女の辛さや喜びが見事に表

現された詩である(7)。

ユキムシトテブクロ

ユキムシホー

ユキムシホー

オラナドテブクロ

カッテモラッタ

ユキムシホー

ユキムシホー

アカインナケイドンナ

カ ッ テモラッタ

14
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ユキムシホー

ユキムシホー

ユキヤギイデァドッテ

ナイダベヤ

ユキムシホー

ユキムシホー

テ ブ ク ロネエドッテ

ナイダベヤ

ユキムシ

ユキムシ

ミルヒト

コライバョ

ユキムシ

ユキムシ

アカインナ

ミサイバヨ

ホー

ホー

オモデサ

ホー

ホー

オラインナ

「ユキムシ」は方言ではないが、雪が降り始める頃になると飛ぶわずかに冑みかがった5ミ

リほどの白い綿状の虫のことである。「アカインナ／ケイドンナ」は、「赤くて毛糸の｣、「ユキ

ヤギ／イデァドッテ／ナイダベヤ」は「霜焼けが痛いって泣いたでしょう」、「ネエドッテ」は

｢無いよって」、「コライバヨ」は「来てみなよ」、「アカインナ／オラインナ／ミサイバヨ」は

｢赤い私の手袋を見てみなよ」とそれぞれ標準語で言い換えることができる。

標準語でも言い換えることができるこれらの言葉だが、この詩の情景は、方言を用いるこ

とで仙台に住む人々の心に深い共感を惹き起こす力を持つことになる。「霜焼けが痛いって

泣いたでしょう」ではなく、「ユキヤギ／イデァドッテ／ナイダベヤ」と方言を用いることで、

この少女の辛さと苦しさが仙台人の心のひだの奥深〈まで分け入ることになるのである。

「ユキヤギ」は、単なる霜焼けではない。霜焼けがさらにひどくなると、かゆさではなく

ズキンズキンとした鈍痛を伴うようになり、手足の先が赤黒くはれ上がることになる。氷の

ような冷たい水に触れながら家の手伝いをしたり、極寒の中で生活したりするうちに、手先

が骨の芯まで凍えるような厳しさで「ユキヤギ」になってしまう。「ユキヤギ」という言葉は、

指先がズキンズキンと痛む苦しさに涙をこぼす少女の心身の痛みと苦しみや生活の厳しさを、

仙台人の脳裡に想起させる力を持っているのである。この厳しい真冬の光景とその中での辛

さは、標準語の「霜焼け」で十分に表現できるものではない。

また、「アカインナ／オラインナ／ミサイバヨ」では、赤い毛糸の手袋をもらった少女が、

嬉しさと誇らしさで手袋をはめた小さな手を空に掲げながら小躍りしている様子を想起させ

1匡
上矩ノ
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る。「ミサイバヨ」と方言を使うことで、貧しい生活を強いられていた少女が、宝物のような

手袋を手にすることができた誇らしげな気持ちが、同じ生活環境の中で辛い冬を過ごす仙台

の人々にありありと伝わっていくのである。

子どもたちの心象風景が方言によって表現されることで、ありのままの子どもの心を表現

することができ、また、方言を用いた詩によって、より深く作品で表現しようとした感情や

光景が読者に届くことになる。方言を用いることに対するこうした認識が大正時代の児童文

化運動の中で形成され､主張され実践されてきたことに､あらためて注目しなければならない。

3-2『作文宮城』の中の子どもの表現

前述のように、東日本大震災後、被災地では絵を描くことをはじめとして様々な文化活動

が展開された。

作文や詩によって心の中を表現することも、発災直後から行われてきた。仙台市の中学生

の作文を集めた『三・一一震災記憶集あの時私は…』(仙台市立岩切中学校、2011年6月）、

岩手・宮城・福島三県の津波被害地の避難所を回って集めた子どもたちの作文をまとめた

『つなみ被災地の子ども80人の作文集』(文藝春秋、2011年8月）、宮城県の高校生の体験

記『わたしの3.11~東日本大震災体験記』(宮城県佐沼高等学校、2012年2月）、岩手県大船渡

市の子どもたちの作文を中心に集めた『津波はいつかまた来る～その日のために』(大船渡ユ

ネスコ協会､2012年2月）、宮城県南三陸町歌津地区の子どもの作文を集めた『未来への遺言』

(2013年2月）など、文集としてまとめられたものも多数存在している。

1953年（昭和28）に創刊された『作文宮城』でも、60号特別編として『あの日の子どもた

ち2011.3.11東日本大震災記録集』(宮城県連合小学校教育研究会国語研究部会、2012年10

月）を出版している。

この中には、宮城県を「気仙沼・本吉｣｢石巻・牡鹿・束松島｣｢登米・栗原・大崎・遠田・

加美｣｢黒川・松島・塩竈・七ヶ浜・利府・多賀城・仙台｣｢亘理・岩沼・名取・白石・刈田・

伊具・角田・柴田」の5地域に分けて、計327の作文と詩が収録されている。

作文では、｢地しん、やんだごと」（＝地震、いやだこと）、「まるで、せんそうのあとみたい

だっちゃねえ」、「あぶないから、こっちさご」（＝危ないから、こっちに来なさい)、「ちつち、

あんだおりこさんだもんな」のように、会話体での方言の使用例を多数確認することができ

る。

『あの日の子どもたち』の中で、方言の使用例として最も注目されるのは、石巻・渡波5年

生の本I1I健秦が書いた「おだつなよ1津波」というタイトルの作文である。この作文の最後

は次のように締めくくられている(8)。

この震災で、今まで気がつかずにいたことに気づいたり、たくさん考えさせられたり

しました。食べられることのありがたさ。水道、電気、車のない生活のたいへんさ。そ

して、助け合う気持ち。ぼくが今まで、考えもしなかったことをたくさん考えることが

できました。でも、あの津波さえなかったら…という思いはどうしてもあります。一番

強い気持ちは、津波への怒りです。たくさんの命、そしてぼくたちの学校、友達、大切
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な思い出、それを一瞬でうばった津波。

「おだつなよ1津波｡」

復興するというのは元どおりにすることだけではないと思います。いま、ぼくたちは、

l11J、学校を復興しようとがんばっています。

「がんばれ！渡小。がんばれ！自分｡」

タイトルにも使われている「おだつなよ!」が最後にも使われ、作者の思いをこの一言に集

約させている。この言葉によって、全てを一瞬で奪い去った津波へのやり場のない怒りと憤

りが的確に表現されている。

「おだつ・おだづ」は、「ふざける、はしゃぐ、、調子にのる、いきがる」という意味の言葉で、

｢おだってんな」（＝ふざけるな、調子にのるな）のように否定形で用いられることがほとん

どである。そして、否定形で用いる場合、単に怒りを表すだけではなく、｢今に見ていろ」と

いう逆襲への強い意志も込めて用いられることが多い。

津波に対する自身のやり場のない怒りを「おだつなよ!」に込めることによって、作者が発

災以来抱えていた津波への怒りと憤りは感情の通り道を見出し、「今に見ていろ」という気持

ちが復興への決意とエールにつながっていっていることがわかる。この作文を読んだ被災地

の子どもたちも、「おだつなよ!」という言葉によって自分のやり場のない感情の通り道を見

出し、津波によって心身に抱え込んだストレスからの解放の糸口を見つけることが期待でき

る。

この作文に見られる作者の津波への感情は、標準語で表現しようとする場合、的確な言葉

を見つけることができずに不十分なものとなってしまう恐れがある。その結果、感情の通り

道を見つけることができず、ストレスを溜めこんだままになることが懸念される。

こうした例からも、地域文化と生活の中で育まれる感|冑の表現手段として、発災後の被災

地において、子どもたちの心のケアのために方言を積極的に活用することを視野に入れた活

動が模索されるべきであることが理解できる。

おわりに

ここまで、地域文化としての方言と、被災地での方言の活用例、そして感情表現において

方言が持つ力について確認してきた。

ここまで見てきた例以外にも、被災地での活動の中で様々な方言の活用例が確認できる。

2012年10月6日～8日に、復興庁が主催し、玩具の輸入販売のボーネルンドが請負業者とな

って釜石市中妻体育館で「親子のあそび広場」が開催された。この企画は、公園や学校など

に仮設住宅が建設されて自由に体を動かして遊べる場所がない子どもたちのために、遊び場

を提供し、同時に保護者の交流の場ともなることを期待して開催されている。この時の広報

のための配布チラシには、水色の地に白抜きの文字で、「さあ、思いきり遊んでみっぺす！

親子のあそび広場」と書かれている。被災者たちの心に響くことを期待して、主催の復興庁

が方言を使用しているのである。
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方言が発災前から子どもと災害に深く関わっていた例も確認できる。発災時に子どもたち

が迅速に高台に避難して全員無事だった岩手県大船渡市立綾里小学校では、方言劇によって

津波の怖さや悲惨さをよりリアルに子どもたちに伝えることが行われてきた。この方言劇

は、明治三陸地震の時の津波体験が昭和三陸津波で活かされたことを題材にした物語で､「あ

あ～あ、何つうごったくえ。家も何もかも、なく零なってしまったがあ」といった方言で表現

されている。この劇の中には、津波があったらすぐや高台に逃げる、何も持たずに逃げる、「て

んでんこ」の言葉に表されるように、一人ひとりの判断で逃げなければみんな助からない、

ということが教訓として盛り込まれている。

この劇に方言を用いた理由として、震災時の校長だった鈴木春紀は、次のように述べてい

る(9)。

津波に対する恐怖感や悲惨さを伝えるのに方言が有効だったと思います。例えば、標

準語で「痛い」という言葉は、地元の方言で「いでえ」といい、本当に痛そうに感じるん

です。｢痛い」といってもそれほど痛さを感じませんが､「いでえ」というと本当に痛いの

だとすぐ､感情が伝わってきます。そこが方言の良いところだと思います。

方言が、地域の人々の感情に訴求する力を最大限に利用して方言劇は作られていることが

理解できる。綾里小学校の方言劇は、教育出版が発行する小学校5年生向け社会科教科言に

｢自然災害から守る」の項で取り上げられている。

震災後、宮城県では方言ヒーローも話題になっている。方言を使いまくって宮城の街を守

る「未知ノ国守ダッチャー」が登場する2分間のテレビ番組である。

名前は、「未知ノ国守」が「みちのくにのかみ｣、つまりみちのく東北を表し、「ダッチャー」

は宮城県の沿岸部を中心に語尾につける「だっちゃ」に由来している。悪役は「ヤンダー軍

団」でその親玉は「Dr.ガオール」である。「ヤンダー」は「いやだ｣、「ガオール」は「疲れる」

という意味の方言に由来している。

テーマソングにも方言が用いられ、「人は戦う時が来る／たれかこくなよ／おどけでねぇ

パワー／ダッチャー／けっばれわらすこ／オラほの力」といった歌詞になっている。「たれか

こくなよ」は「怠けるなよ」、「おどけでねえ」は「すごい、半端でない｣、「けっばれ」は「がん

ばれ｣、「わらすこ」は「こども」、「オラほの」は「私たちの」という意味である。

ダッチャーはテレビだけにとどまらず、幼稚園や小学校でヒーローショーを行ったり、

JErOみやぎが行う震災孤児への奨学金制度とのコラポを行ったり、宮城県警から感謝状を

贈られたりと、ll'吊広く活躍している。ダッチャーが活躍する姿を見るうちに、子どもたちが

自分たちが住む故郷への誇りと、生活文化としての方言の豊かさに気づいていくことが期待

できる。

発災後、被災地では子どもたちの心のケアの取り組みが様々に行われてきた。また、地域

再生のためのイベントも様々に行われてきた。そうした取り組みやイベントの中で積極的に

方言を用いることが有効であることは、ここまで確認してきた地域文化としての方言と地域

住民の感情に訴える力からも確認できる。
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被災した子どもの心の再生のために、そして被災によって変化を余儀なくされた人と人と

の結びつきを構築していくために、地域の再生と地域文化の継承のために、効果的な防災教

育のために、さらに被災によって喪失の危機にある地元のアイデンティティを取り戻してく

ために、方言の力を見直し、方言を積極的に活用することを今より以上に模索してもよいで

あろう。方言の活用は、次の災害に備える上で、東日本大震災によって浮かび上がった重要

な課題の一つと言えるのではないだろうか。
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