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子どもの「意見表明権」の社会的意義

－二つの教育実践の分析をもとに

金子真理子

1．問題設定

本稿の目的は、子どもの「意見表明権」の社会的意義とその成立要件を、二つの教育実践

分析を通して明らかにすることである。本稿の立場は、児童中心主義の教育思想と関心を共

有するが、違いもある。

小野（1982）は、児童中心主義を体現したものの一典型としてプラウデン・レポートを取

り上げ、その中心的公理の一つが､「子どもから出発する」すなわち「大人の都合とか論理的

に配列された教科の必要条件や将来の必要性から始めるのではなく、子どもから出発すべき

だ」(小野1982、p.8)という考え方にあると整理した。それでは、｢子どもから出発する」とい

う考え方は、どのような教育的関係を想定してきたのだろうか。小野（1982,p､8-9）がデア

デン(R､F.Dearden,P"6/e"f3/"P"碗αぴEdiMcα"o",RoutledgeandKeganPaul,1976)を参照しな

がら整理したところによると、①子どもは独自の見解を持つ個人として尊重される権利を有

するという認識、すなわち、「子どもを人間として、しかも自らの目的や興味・関心を持ち、
●｡ ● ● ● ● ●●●●●●●●●●●■｡●●●

ある程度の選択や意思決定の機会を要求する人間として見る」（小野1982、p.8．傍点は引用

者による）こと、②｢子どもは飽くことを知らない学習者である」という特定の子ども理解、

③敏感で思いやりがありかつ想像的な洞察力を持って子どもの経験の世界を見ようとする姿

勢、の三点である。ここにおいて、「独自の見解を持つ個人として尊重される権利を有する」

｢自らの興味・関心を持ち、ある程度の選択や意思決定の機会を要求する人間｣｢飽くことを

知らない学習者」といった表現からは、子どもは主体性や能動性を所与のものとして備えて

いる、あるいは少なくとも備えているべき者として認識され、教師は、「敏感で思いやりが

ありかつ想像的な洞察力を持って子どもの経験の世界を見ようとする姿勢」を持てば、子ど

も本来の主体性や能動性を発見できるかのようである。

これに対し本稿は、子どもの主体性や能動性を所与のものとしては見ない。だからといっ

て、児童中心主義に描かれた教育的関係を否定するものではない。むしろ、子どもを「選択

や意思決定」を要求する人間として見ることや、教師が「子どもの経験世界を見ようとする

姿勢」を持つことについては、教育的関係の一つの理想形だと思われる。しかしながら本稿

は、子どもは仮に自らの目的や興味・関心を持っていたとしても、「選択や意思決定」の機会

をどこまで持ちうる存在なのか、という社会学的問いを立てることから出発する。なぜなら

ば、子どもは、被保護者として、そもそも衣食住にわたる生活環境を自律的に選択するとい

うことが難しい存在として、社会的に位置づけられている現状に目を向けるからである。

(かねこ・まりこ東京学芸大学）
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ここにおいて本稿は、子どもの「意見表明権」を、子どもを主体化する可能性を秘めた数

少ない契機の一つとして見る。その~上で、二つの教育実践、なかでも白木次男が震災後の福

島で行った教育実践に注目して、子どもが｢意見表明権」を行使する主体になることを保障

するには､いかなる認識､働きかけ､社会条件が必要なのかを検討する。最後に､子どもの「意

見表明権」が、子どもによる「選択や意思決定」の機会を切り拓く可能性について議論する。

2．分析視角

2.1子どもの権利条約における｢意見表明権」

本稿における「意見表明権」という概念は、「子どもの権利条約」第十二条に盛り込まれた

｢意見表明権」の可能性を論じた山本(2001)の議論を参照したものである。｢子どもの権利」

条約は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために、1989年の国連総会において採択

され、1990年に発効した条約である。日本は1994年に批准した。「意見表明権」は、次の二

項からなっている（条約名および条文は、永井編（1995）による)。

一締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を与える

すべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子どもの見

解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される。

ここの目的のため、子どもは、とくに、国内法の手続規則と一致する方法で、自己に影響

を与えるいかなる司法的および行政的手続においても、直接的にまたは代理人もしくは適

当な団体を通じて聴聞される機会を与えられる。

山本(2001）は、薮本(1995）の議論を参照しながら、「子どもの権利条約」が掲げる「意見

表明権」の意味を次のように整理している。

①子どもの意見表明は、子どもが一人前の主体として公共空間に参加するための手段であり、

子どもはこれを権利として利用できること。

②子どもがこの権利を行使することが｢一人前の主体」になることでもある。

③いったん公共空間に参加したらそこでは大人と同じルールを守る必要があるし、結果に対

する責任も負わなければならない。しかもそれが嫌だからと言って意見表明の権利を行使

しないでいることはできない。権利を行使しなかったためにもたらされた不利益の一端は

行使しなかった本人にあるというのが｢権利」という言葉の含みでもあるからである。

④一方、社会は子どもを意見表明の主体として教育し、意見表明の機会を与える責任がある。

2.2「保護｣からの解放

このような「意見表明権」は、大人の子どもに対する搾取的な関係性のみならず、先進的

な関係性をも、批判的に問い直すものである。大田（1997）は、「子どもの生存と発育とを保

護するための数かずの国ぐにでの施策の歴史」を十分に認めた上で、その中にもいまだ次の

ような問題点が残されていると指摘する。「これらの先進的な大人たちの子どもへの対応の

可〆
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中には、子どもの立場に立って、大人社会のあり方を変えようという意図には、なお比較的

消極的で､大人たちの既成の政治や経済､文化の枠組みはそのままにして、そこでの弱きもの、

被害者としての子どもを保護し、救済しようという発想のものがかなりありました。さらに

は、大人の考える“望ましくない子ども”から、現実の大人社会を守ろうというものまであ

ります｡」(')(大田1997、p.16)。そして、このような発想は、先進的にみえる親子の日常生活

の中にも潜在しているというのである。大田（1997）は、両親と子どもがテーブルをはさん

で食事をしている「誰が見ても平和で楽しい風景」を想定しながら、その背後に隠れた大人

と子どもの関係性の構図を次のように表現している。「でも、それをよく見ますと、テーブ

ルの片方に、もっぱら保護の立場にある両親が座っている。テーブルの反対側には、もっぱ

らあてにされない被保護者、いわば『子どもの世界』という大人がつくった人工の『保護区』

に押し込められた無権利状態の子どもがいる。そして、そのテーブルの上には目に見えない

アパルトヘイトの壁がおのずからできています。大人世代と子ども世代との間のアパルトヘ

イトの壁は、こういうごく身近なところ、日常的な場の中にあるものです。この壁を取り除

くことなしに、子どもの権利は成立しないと思います｡」(大田1997、p.101)。

山本(20()1）は、この大田の議論を受けて、「大人の子どもを保護しようとするその意志こ

そが壁をつくっているのであり、子どもをその壁の中に押し込め、無権利状態に置いている

というのである。もしこのことに無自覚であれば、保護される対象であるためには子どもは

無権利で、社会的な意味で無能力でなければならず、またそうであるのが子どもらしさで

あるといった転倒した事態さえ招きかねないし、現に招いている｡」と現状を鋭く批判した。

その上で山本は、子どもの「意見表明権」の理論的意義を「保護」からの解放にあるとし、次

のように述べている。「公共空間における主体として成長していく場は公共空間以外にない

という意味では、どんな成長段階においてもそのときどきに子どもは公共空間に招き出され

なくてはならないし、そこでみずから他者に働きかけ、他者から働きかけられる経験を積み、

その結果に対して責任を負う経験を積む必要がある。「子どもの権利条約」における「意見表

明権」にはこのような強い意志が込められているように思われる｡」(111本2001,p.323)

3．方法

3．1残された課題

山本(2001）の議論を踏まえれば、子どもの「意見表明権」は、｢保護区」に押し込められた

無権利状態の子どもを解放し、「一人前の主体」として公共空間に参加させる手段になりうる。

しかしながら、現代の日本においても、これは十分に達成されているとはいえない。そこに

は、次のような未解決の課題が残されていると思われる。

第一に、大人が子どもの「意見表明権」を保障する意義を必ずしも自覚していない。私

たちは、子どもを保護しようとするその意志こそが、「アパルトヘイトの壁」(大田1997,

p.101)をつくっているとは気づかないまま、むしろ子どもはすでに（時に十分すぎるほど）

自由に意見を表明し、自らの欲求を充足しているとさえ思い込んできたのではないだろうか。

たとえば日本では、子ども向けの遊び場、おもちゃ、嗜好品があふれ、子どもは我が物顔で

ワワ
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欲求を満たしていると見る向きもあるだろう。だが、仮にそうであっても、子どもに許され

ているのは、やはり大人の作った人工の「保護区」内での限定的な意見表明と欲求充足に過

ぎないと認識しない限り、子どもの「意見表明権」が保障されなければならない理由は見え

てこない。すなわち、子どもの「意見表明権」を保障するためには、同時に、そのような大

人と子どもの関係性の構図を批判的に捉え直す試みが必要になってくると思われる。しかし

ながら、大人と子どものく保護一被保護〉関係の構図は、私たちの日常知になっているため、

これをいかに相対化した上で、崩していけるのかが課題になってくる。

第二に、子ども自身も、「意見表明権」を行使する意義を自覚していないと思われる。た

とえ大人が子どもに「意見表明権」を付与しようとしたとしても、これを行使するか否かは、

最終的には子どもの手に委ねられている。そもそも「選択や意思決定」の機会が限られてい

る「保護区」にいる子どもが､「あなたには今日から意見表明権がありますよ」と言われても、

自ら進んでこれを行使するようになるとは限らないだろう。なぜならば､「選択や意思決定」

の機会がセットで用意されない限り、子どもは「意見表明権」を行使するメリットをどこに

見出すことができようか。それどころか、「意見表明権」の行使は、公共空間における責任を

付随させる以上、子どもにはリスクとして感じられるかもしれない。したがって、「保護区」

にいる子どもを、教師のどのような働きかけによって、「意見表明権」を行使する主体にする

ことができるのか、という問いが浮かび上がってくる。

第三に、子どもは「選択や意思決定」の機会が限られた存在に置かれているのだとすれば、

この現状を変えていくことは可能なのだろうか。子どもの「意見表明権」を保障することが、

社会における子どもの位置づけとともに、社会のあり方を、どのように変えていく可能性を

秘めているかに関しては、さらなる考察と議論が必要である。

3.2分析の対象

本稿では、二つの教育実践を事例にして分析することで、以上の問題に迫る。分析対象に

選んだのは、いずれも教師が粘り強く、子どもからの意見表明を引き出そうとした教育実践

である。本稿における「意見表明」とは、「子どもの権利条約」を踏まえ、子どもが自らに影

響を与える事柄について自由に自己の見解を表明することを指す。以下では、この二つの実

践を、それぞれ「つくられた家族」と「福島親子の手紙」と呼ぶ。

①「つくられた家族」：神奈川県茅ケ崎市立浜之郷小学校の故・大瀬敏昭初代校長と森田潤

一教諭が2003年9月に行った授業実践である。本稿では、NHKドキュメンタリー「よみ

がえる教室一ある学校と教師たちの挑戦」(2004年2月28日放映）を筆者が文字おこしした

ものをテクストにして分析する。

②｢福島親子の手紙」：福島県南相馬市立小学校の白木次男教諭が東日本大震災後の福島

で行った一連の作文教育をベースにした教育実践である。本稿では、NHK地方発ドキュ

メンタリー「ずっと言えなかった－福島親子の手紙」(2015年3月24日放映）を筆者が文

字おこししたものをテクストにして分析する。

なお、映像資料には、ドキュメンタリーの作り手による情報の取捨選択、編集、構成が加

えられている。本稿では、こうした制約を自覚した上で、大瀬（2004)、白木(2012)、教員
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養成カリキュラム開発研究センター(2015)等を用いて、授業の全体像、背景、意図などを

できるだけ捕捉するよう心がけた。

4．教室における意見表明一「つくられた家族」の分析より

4.1制限された｢選択や意思決定｣の機会

まず､「つくられた家族」をもとに検討していきたい。そこには、「選択や意思決定」の機会

が制限された存在としての子どもの社会的位置づけに、子どもが自ら言及した上で、自分の

生き方に関わる意見を表明する瞬間が創出されている。以下に、詳しくみていく。

この授業は、闘病しながらも学校改革に挑戦し続けた故・大瀬敏昭初代校長の「いのちの

授業」の一環として、4年生の森田学級の子どもたちに対して「道徳」の時間に行われた。森

田は同校に転勤してきて間もない、教職4年目の若手教帥であった。まず、授業の概略と背

景を簡単に紹介する。江戸時代に起きた浅間山の噴火で、土石流に飲み込まれた麓の鎌原村

に、高台に逃げて命が助かった93人の村人がいた。その中には一つとして全員が無事な家

族はなかった。浜之郷小学校の教師たちは、現地調査を続けるうちに、災害から辛くも生き

残った93名のその後の生き方を知る。当時、付近の被害を免れた村主たちは、資材をなげ

うって鎌原村を支援し、家族再編という荒業まで使って、宿場再興を成し遂げたというの

である（大瀬2004、p.63-72)。その過程で、親を亡くした子どもと、子どもを亡くした親が、

強制的に養子縁組を結ばされて暮らすことになった。教師たちは、生存者の子孫の一人にも

会い、生の声を聴く。この現地調査の後、研修部7名と教務主任、森旧教諭、大瀬校長の10

名の参加者で、授業づくりの検討会がおこなわれた（大瀬2004,p､70)。指導案には、単元

設定の理由が次のように記された。家族再編という歴史的史実を通して､｢家族とは何か｣「自

分にとって家族はどのような存在か」について考え、「それはもしかして人工的な家族であっ

たにしても、やはり子どもたち自身に自分の家族を肯定して生きてほしいという願いを込め

て、本授業を構築したいと考えている｡」(大瀬2004、p､7677)

しかしながら、検討会で最後まで意見が一つにまとまらなかった案件があった。それは、

授業の最後に子どもたちに問いかける「この再編された家族たちは、本当に幸せだったのだ

ろうか」という発問の是非である。結局、大瀬が「なぜそこに住んだかではなく、住み始め

た生き残りの者たちが、どのように家族を考えていたか、またそれを考えることをとおして、

自分の今の家族をどう考えていくべきなのかを子どもたちに問いかけるためには、どうして

も『幸せ』を入れる必要」があると判断し、森田が最後にこの発問をすることに決まった。(大

瀬2004、p､71-72）

しかし、クラスには親の離婚や再婚などで、現にそうした暮らしをしている子どもたちが

いる。ドキュメンタリー映像の中では、森田が悩む姿が映し出されている。森田は、「一見

うまくいっている家族でも絶対大なり小なりいろんなことがあるじゃないですか、うまくい

ってそうだけど本当は辛いとか｡」と語り、これまでは子どもが抱えている痛みや悲しみに

は触れないようにしてきたという。そんな森田は、「幸せだったのだろうか」と聞くことへの

抵抗感を大瀬にぶつけるが、大瀬の返答は「一人ひとりの考えを大事に聞いてあげるってい
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う授業でいいんじゃないかな、ここは。だから一対一でもいいし。ここはゆっくりと時間を

とってそれぞれの考えを聞いてあげる｡」というものであった。

以下は、映像内の授業場面の一部を文字おこししたテクストである'2i・ナレーターはNと

表記する。

森田「たとえばある人が家族を作ってくれて、強制的につくっていったっていう｡」

N手作りの模型を用意した森田さん。親を亡くした子どもが、命令によって他人と家

族になるまでのいきさつを、わかりやすく説明しました。ここから、いよいよ自分が

他人と家族になったら幸せだろうかと子どもに質問します。森田さんの目線の先には、

母親と暮らしている男の子（以下では、Xと表記）もいました。森田さんは自分の質

問が子どもを傷つけてしまうのではないかと不安で、問いを発することができません。

大瀬「最後の質問」

N大瀬さんが助け舟をだしました。

大瀬「十二軒の家族、十二軒のおうち、幸せだったでしょうか｡」

子ども「幸せだった．…･･とは思いません｡」

大瀬「それ間きたい」

子ども「俺、幸せじゃないと思う」

子ども「家族を亡くして、家族のところに行きたくて、自殺したかもしれない」

子ども「なんか家族がいなくなっちやったから、なんかちょっとさみしい時もあるかも

しれない」

大瀬(Xの肩にそっと手を置いて）「自分だったらどうですか。自分だったら。幸せで

すか？」

X「は？」」

N大瀬さんが男の子にも声をかけました

X(ためらっている様子で沈黙）「……」

大瀬「自分だったらどう？幸せ？」

X「……幸せな時もあるけど幸せじゃない時もある｡」

N幸せなときもあるけど幸せじゃない時もあるというつぶやき。

大瀬「うん。それを言ってもらいたかったんだ。すっごくよくわかる｡」

N大瀬さんはさらに深く聞いていきます。

X「あんまり声でないから。声でないから｡」

大瀬「俺が言ってあげるよ」

X「えっと、なんていうんだつけ」

大瀬「さっき言ったこと。自分だとしたらやだけど……」

X「自分だとしたらいやだけど、三人に決められたことはいやだけど、そこで暮らさな

いとそのまま死んじゃっていくだけだから、暮らした方がいい｡」

大瀬「一人で暮らしていけないんだもんね？」

X「だから、子どもでも、知らない大人のこととかを聞いて、そこで住んでいったほう
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が身のためだ｡」

大瀬「うん。うん。一人で暮らしていけない。三人に決められたことなんだけども、そ

こで暮らさないと暮らしていけなかったんじゃないか。……どうですか。あなただっ

たら。」

Xの隣の席の子ども「やだけど暮らす。。…｡暮らす｡」

大瀬「いやだけど」

Xの隣の席の子ども「暮らす」

大瀬「いやだけど暮らしただろう。……ちょっとおも－い話だったけれども、大変考え

てくれたように思います。……いいですか、何か。森田先生は」

森田（しばらく沈黙したあとで涙を浮かべて､）「……僕自身･･･…、僕が、君たちの親

だったら、頑張って生きてほしいなって思う。……思います｡」

以上の場面では、たとえ自分の意思とは関係なく強制的に家族を再編されたとしても、X

は､｢子どもでも､知らない大人のこととかを聞いて､そこで住んでいったほうが身のためだ｡」

と答えた。子どもは家族の保護なくしては死んでいくだけだと、Xは社会をそのようにみて

いるのである。大瀬が動じることなく、「すっごくよくわかる」と共感し、Xの言葉を繰り返

す様子からは、江戸時代においても、現代の私たちの社会においても、子どもが一人では食

べていけないゆえに、「選択や意思決定」の機会を制限された存在であるという認識を共有し

ていることがわかる。そしてこのことは、Xの発言に耳を澄ましていた他の子どもにも瞬時

に理解され、共有されたのである。「やだけど暮らす｡……暮らす｡」という言葉には、子ども

が｢選択や意思決定」の機会を制限された存在であることを自覚しながらも、それでも生き

ていくことを選択するという意思が表明されている。

4.2子どもを公共空間に引きずり出す

「つくられた家族」の授業のなかで、大瀬はXを、少なくとも、教室という小さな、しか

し公共の空間に招きだそうとする働きかけを行った。それはいかなる働きかけだったのだろ

うか。Xは、大瀬に「自分だったらどうですか。自分だったら。幸せですか？」と聞かれた

とき、「は？」と不意打ちをくらったような、戸惑った表情を見せている。

この時、森田は、「いつもは元気に発言している｣Xが、全然発言していなかったことから

｢やはり『この家族は幸せだったのか？』という発問は、彼にとってつらいものなのか」と感

じ、Xには「答えられない」と思っていたという（大瀬2004、p.8687)。それでも大瀬は、静

かに質問を繰り返す。Xはそんな大瀬に促されて、森田の手記によれば｢小さな声で、今ま

で聞いたことのないような本当に小さな声で｣、答えたのである。森田にとっては、「信じら

れなかった」｢奇跡と感じた」光景だった（大瀬2004、p.87)。

以上の場面からみえてきたのは、第一に、子どもがいかなる意見をなぜ表明できていない

のか、という現状である。「いつも元気に発言している｣Xが、大瀬の質問に対して発言をた

めらったのは、それが自らに否応なく影響を与えていながら、しかも「選択や意思決定」の

機会が自分の手にはないような事柄に対する、意見表明だったからではないだろうか。なぜ
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ならば子どもは、こうした問題に対して、意見表明をこれまで求められてこなかった、ある

いは、その権利を与えられてこなかっただけでなく、「選択や意思決定」の機会に必ずしもつ

ながらない意見表明を行うメリットをそもそも見出しにくいからである。

第二に明らかになったのは、にもかかわらず、Xがこのような自分にかかわる意見を表明

する瞬間がどのようにして生まれたのかというプロセスである。それは、自らの意見を表明

しようとしない子どもの殻をあえて破り、公共空間に引きずり出すような手法によって達成

されていた。その時の大瀬は、Xの戸惑いの表情にひるむことなく、一見無頓着にも見える

ような質問を繰り返した。大瀬があえて土足で踏み込むようなことをしたのは、そうしなけ

ればXの意見表|ﾘ1を引き出すことができなかったからだと思われる。しかし、このような

手法は、子どもを傷つけるリスクを常にはらんでいる。だからこそ、森田にはできなかった

のであり、Xの応答を「奇跡」と表現したことも肯ける。大瀬の「一人ひとりの考えを大事

に聞いてあげる」方法とは、一見受け身のようであるが、そうではなかった。同時に、子ど

もがたとえどんな考えを述べたとしても、それを最後まで聞き取り、受けとめる覚悟と自信

なくしては達成できないことであった。だからこそ、大瀬の何気ない振る舞いの中には、鬼

気迫るものがある。

第三にみえてくるのは、Xがあえて意見を表明したことの意義である。「幸せな時もあるけ

ど幸せじゃない時もある」｢子どもでも、知らない大人のこととかを聞いて、そこで住んで

いったほうが身のためだ」という、Xの言葉は、少なくとも、「血のつながった家族と暮らす

のが、絶対幸せだ」というような一般的、紋切り型のきまり文句とは一線を画している。こ

のようなXの生活経験に基づいていると思われる独自の「意見表明」が、教室という小さな

社会空間とはいえ、他者に受け止められ、共有されたことは、Xに自己肯定感や安心感を与

えた可能性がある。だとすれば、それは、Xが意見表明のために出した「勇気」に見合う経

験だったのではないだろうか。だが、このことは逆に言えば、意見表明は、誰彼構わずただ

為されればよいということではなく、それを受け止めてくれる人と環境なくしては、当事者

にとっては、周囲から異端視されたり、軽視されたり、無視されたり、非難されたりするリ

スクのほうが高くなる危険性をも示唆するものである。

4.3残された｢壁」

以上の授業場面からも明らかなように、児童中心主義の考え方に立ち、子どもを「ある程

度の選択や意思決定の機会を要求する人間」(小野1982、p.8)として見ようにも、被保護者

としての子どもは、その衣食住環境において、「選択や意思決定」の機会が制限された存在に

いまだ押し込められているというのが、私たちの社会の現状である。そして、子どもも、こ

の事実を無意識のうちに知っている。それは、「家族を亡くして、家族のところに行きたくて、

自殺したかもしれない」という子どもの発言や、「自分だとしたらいやだけど、三人に決めら

れたことはいやだけど、そこで暮らさないとそのまま死んじゃっていくだけだから、暮らし

た方がいい｡」というxの発言に表れている。両者がともにたつのは、家族が再編されたと

しても、子どもにできるのは、大人の保護を甘んじて受け入れるか、死んでいくか、二つに

一つという認識である。
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その上で、Xの出した答えは、「だから、子どもでも、知らない大人のこととかを聞いて、

そこで住んでいったほうが身のためだ｡」という選択であった。すなわち、生きることを選

択する以上、被保護者として大人の言うことを「聞く」存在に、すべてわかった上でわが身

を置くという選択である。山本(2001)が｢保護される対象であるためには子どもは無権利

で、社会的な意味で無能力でなければならず、またそうであるのが子どもらしさであると

いった転倒した事態さえ招きかねないし、現に招いている｡」(p､323)と述べたような現状を、

小学校4年生の子どもが見抜いていたのである。

それでは、教師はこのような子どもの認識をどのように受け止めることができるのだろ

うか。大瀬は、Xの意見表明に何度も肯き、その言葉を繰り返し、深い共感を示した。一方

で、別の子どもの「自殺したかもしれない」という言葉も否定されることはなかった。しか

しながら、森田の最後の一言「僕が､君たちの親だったら、頑張って生きてほしいなって思う。

……思います｡」という言葉と、ドキュメンタリー映像にはないが、大瀬の終わり際の「いや

だったろうな。ほんとに幸せだったのかね。でも10年、20年、200年たって、その人たちの

子孫が今もいらっしやるわけ。それって、すごいことだなと思う｡」(大瀬2004,p.183)とい

う言葉は、たとえ幸せじゃなくても「生きること」を選択することの意味と価値を子どもに

問いかける言葉として、子どもたちに受け取られたのではないだろうか。

しかしながら、以上の教師の言葉は、Xと同じ認識の上に立っている。すなわち、子ども

にできるのは、大人の保護を甘んじて受け入れるか、死んでいくか、二つに一つという認識

である。大瀬の「一人で暮らしていけないんだもんね？」という言葉も、子どもは被保護者

としてしか生きていけないという子どもの洞察を支持している。教師も子どもも、大人と

子どもの間におのずからできている「目に見えないアパルトヘイトの壁｣(大田1997、p.101)

のありかを見抜くところまできている。しかしながら、この壁に隔てられたその中で、健

気に生きていく道しか思い描けていない。ここではまだ、「『保護』からの解放」（山本2001、

p.322)という第三の道は示されていない。

これが学校にできる限界点かもしれないと思われた矢先に､震災後の福島で､子どもの「意

見表明」を機軸にして、従来の大人と子どもの関係性の構図を揺るがし、子どもをそこから

｢解放」するような実践が生まれている。次節では、白木次男の実践を事例にして、子ども

の「意見表明」が一過性のものではなく、子どものあたりまえの権利として恒常的に保障さ

れなければならない理由と意義について、さらに検討していきたい。

5．親と子どもの「意見表明権」－「福島親子の手紙」の分析より

5.1何かが子どもを言えなくしている

以下では、白木の実践を紹介したドキュメンタリー番組「ずっと言えなかった－福島親

子の手紙」を文字おこししたものをテクストにして分析する。このドキュメンタリーの概要

は、番組HPに次のように紹介されている。「福島県南相馬市の小学校。6年生の担任・白木

次男先生は、事故後に子どもが書く作文に違和感を抱いてきた。津波で親を失った喪失感、

放射能への不安、長引く避難生活…。つらい体験をしながら、子どもたちは自らの思いにフ
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夕をするかのように、よそいきの文章を書いていた。そして親も、子どもの気持ちを確かめ

られずに4年を過ごしてきた。卒業にむけ、先生が出した宿題｢親子の手紙｣。親子は、互い

の気持ちを手紙につづる｡」(http://www4.nhk.or・jp/chihouhatSu/)

「子どもの権利条約」では、「締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、

その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障す

る｡」ことが調われている。しかしながら、私たちの社会は、この提言をどこまで真蟄に受

け止めてきたのだろうか。むしろ私たちは、子どもはすでに自由に意見を表明していると思

い込んできた節さえある。しかしながら白木は、そうではないことに気付いた。以下は、子

どもが自分の書いてきた作文を発表する場面である。ナレーターはNと表記する。

N東日本大震災と原発事故があった福島県南相馬市の小学校。30年以上、子どもの声

に耳を傾けてきた先生がいます。白木次男さんです。子ども相手でも先生はいつも本

気。クラスの一員となって子どもたちの本音に触れようとしています。大切にしてき

た作文の授業、自分の気持ちを正直に書いてほしいと伝えてきました。

白木「一つひとつのことをもう一回しっかり思い起こして、自分の本当に言いたいこ

とをぶつけてみたらいいんじゃないか｡」

N震災がおきた後、前向きに夢を語る子どもたちの様子に、白木先生は違和感を抱い

てきました。

子ども「野球選手になって少しでも東北を笑顔にしたくて、東北を復興したいからで

す｡」

子ども「僕は、震災前はゲームを作りたかったです。だけど震災が起きて苦しむ人を

見ていたら本当にそれでいいのか、と思うようになりました｡」

白木「あのことがあったから、こうしちゃいけないっていうのは、やっぱり少し、自

分のことを責めすぎかな｡」

N白木先生は気づきました。何かが子どもたちを、言えなくしている。

子どもたちは、「前向き」な意見を確かに言っている。その背後で、どのような意見が、な

ぜ言えなくなっているというのだろうか。同じドキュメンタリー映像が切り取ったものは、

子どもの親への気遣いである。以下は、記者とともに二人の女児が雑談している場面である。

N震災当時は2年生だった子どもたち、子どもなりに、震災、原発事故に向き合い

続けてきました。だからこそ、親を気遣うあまり、家族の中に入ると何も言えなくな

っていたのです。

子どもA「ニュースとかで東電のことやるとさ、いろんなこと言っちゃう。」

子どもB「テレビとかでやると、ずっとさ－、ママとパパがずっと二人で話している

から、別にさ、入るとこ、ないんじやないかな｡」

記者「居心地悪いの？そういう話をしていると。」

子どもB「なんか、すごい嫌だ。なんか邪魔しちゃうんじゃないかな。私いると、二
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人で話したいことも話せないんじゃないかなと思うから｡」

以上の場面からは、子どもは、原発事故のことを口にすることにさえ、一種の罪悪感を持

っているように見える。その背後には､たしかに子どもの親への気遣いがみえる。しかし､｢子

どもたちを言えなくしている」ものは、それだけではない。

白木は、子どもたちの「自己規制」について、2014年11月30日に開催されたシンポジウ

ム「放射能問題に取り組む教育実践｣(3)の中で次のように語った。

「子どもたちはやっぱりあの（震災）当時、テレビでよく長友選手ですか。東北は一つ

だとか、東北頑張れというのが絶えず流されていましたよね。あれもやっぱり、子ども

たちにかなりの精神的な苦痛を与えたのかなというふうに思いました。当時、子どもた

ちがあのコマーシャルを見て次の日、日記に、私が持っていなかった6年生だった子で

すが､「テレビで東北頑張れ、東北は一つ、日本は一つと言っているから、僕は頑張ら

なくちゃいけないと思いました」というふうに書いているのですね。当時、冷えたおに

ぎりと牛乳の炊き出し給食、配給だったのですが、それですらも子どもたちは残してい

た。大人も、子どもは健気で元気であるべきだ、みたいな縛りをしていて、子どもたち

はそのはざまで自己規制していたんだろうな と思います。ですから、子どもたちをそこ

から一度解放してあげなくてはいけないのだと思います。あなたはあなたのままであっ

ていい、というのだろうか。悲しかったら悲しい、寂しかったら寂しい、苦しいという

ことを、 子どもが自らの口から語り出すことで、 精神主義の持つ束縛、 自己規制から逃

してやることが大切なことではないでしょうか。そして、ありのままの表現や自分を認

めてもらった上で、より多くのことを考え、選択できるようになるのかなと感じてきま

した｡」(教員養成カリキュラム開発研究センター2015,p.77.()内と傍線は引用者に

よる｡）

私たちは、上述の「テレビで東北頑張れ、東北は一つ、日本は一つと言っているから、僕

は頑張らなくちゃいけない」というような健気な発言を、子どもの意見表明として見てよい

のであろうか。これに対し白木は、「悲しかったら悲しい、寂しかったら寂しい、苦しいと

いうことを、子どもが自らの口から語り出すことで、精神主義の持つ束縛、自己規制から逃

してやることが大切なことではないでしょうか」と反論する。

白木によれば、子どもたちは大震災と原発事故に対時した時でさえ、大人の想定する「健

気で元気な子ども」へと自己規制していた。大震災や原発事故がそうさせたというのではな

い。山本(2001)の議論をふたたび踏まえれば、私たち大人が、大人と子どもの見慣れた構

図に則って、「『子どもの世界』という大人が作った人工の『保護区』」(大田p.101)に子どもを

留め置いたままで、従来通り無権利状態においてきたからだと思われる。そのため、子ども

たちは被害のさなかにあっても、「選択や意思決定」の機会どころか、「意見表明権」さえ持て

なかったように見受けられる。当時のマスコミで頻繁に流れていた、被災地への「精神主義

的」ともとれる応援メッセージは、大人と子どもの以上のような構図を踏襲したまま、これ
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を強化する方向に働くものであった。

白木は、子どもたちを「そこから一度解放してあげなくてはいけない」という。そのた

めに、白木ができることは、「子どもが自らの口から語り出すことで、精神主義の持つ束縛、

自己規制から逃がしてやること」であった。白木もまた、子どもが「意見表明」を始めるこ

とがもたらす可能性に賭けたのである。

5.2親の苦悩

白木は、このような実践を始めるにあたり、親にも協力を求めた。このことが結果的に、

子どもの「意見表明権」を、教室内の出来事にとどめるのではなく、最も身近な他者である

親子の間で実効的・継続的に定着させる可能性を生み出した。

私たちは、子どもを「『子どもの世界』という大人が作った人工の『保護区』」(大田1997

p.101)に押し込め、無権利状態に置いているとしても、そのような構図があることさえ、今

まで気づいてこなかったように思われる。たとえ気づいたとしても、この保護区なるもの

の「安全性」や「健全性」を疑わず、少なくとも子どもを「保護」できていると思い込んでい

たのではないだろうか。だが、原発事故は、多くの親が信じていたこのような認識さえをも

揺るがす出来事であった。ここにおいて､<保護者としての親〉とく被保護者としての子ども〉

の間の「アパルトヘイトの壁」(大田1997、p.101)を壊しうる主体は、子どもだけではなくな

った。このような状況下で、白木は、親にも子どもとともにその主体になってもらおうとし

たのではないだろうか。それが、卒業前に親子に出した最後の宿題一これまで言えなかった

本音をぶつけ合う「親子の手紙｣である。

最初に書くのは親である。白木は、親が気持ちを打ち明ければ、子どもも心を開くように

なると考えた。しかし、白木の出した宿題は、親にとっても重いものであった。原発事故か

ら四年、田畑では除染が続けられ、多くの子どもたちが親の送り迎えで学校に通っている。

自宅の防風林を切って除染したり、車で子どもの送迎をしたり、子どものためにできるだけ

のことをやって暮らしているある父親は、息子のYにずっと聞けずにいることがあると語

り出す。

父親「私の判断で、こちらに残るっていうふうに決めてしまったんで、Yとしては、も

しかすると避難したかったんじゃないかな。でも、それはちょっと……聞けないなあ‘

聞いてしまうとやはり、謝っても、もう取り返しがつかないですからね｡」

そして、迷いは母親にもある

母親「避難、ずっと遠くに避難してればよかった･･…･かなみたいな。今でもちょっとそ

う思ったり。」

記者「なかなか難しい選択ですよね。’慣れない場所で苦労されている方の話を聞くと

.．．･･･o」

母親「夫婦で話してても、なに言ってるの、あなたはって｡」
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｢たぶん、思っていることは多々･･･…｡」

｢言ってはいないけど、お互い、たぶんそういうのあるよね。そこまで言っちゃつ

みたいな｡」

しかし、子どもの姿が目に入ると、そうした会話もやめてしまい、父親と子どもの会話は

少なくなる一方だった。そんな日々のなか、父親は手紙をなかなか書き始めることができな

い。

父親「伝えたいことはいっぱいあるんですけどね｡」

母親「たぶん親子で震災のことってまともにしゃべってないから、う－ん､どうなのかな、

なんて。でも、隠さないで聞いたら、たぶん話をしてくれるんじゃないかな、Yはね。

だから頑張って書いてね｡」

父親「いや、俺、書けないなあ。まだね、もうちょっと時間がほしいですよね、震災の

ことはね｡」

悩みや不安を打ち明けられずにいたのは、子どもだけではなく、親もそうであった。Yの

父親は、子どもと震災のことを話すには、「もうちょっと時間がほしい」という。父親は、早

く元の暮らしを取り戻したいと、原発事故の一か月後、避難先から家族で戻ることを決めた

が、その際、子どもに「意見表明権」を与えなかったことに自覚的である。そのことが、父

親の現在の苦悩につながっている。｢Yとしては、もしかすると避難したかったんじゃないか

な｡」と思いつつも聞けないでいるのは、「謝っても、もう取り返しがつかない」と思い詰め

るようになったからである。しかも、自分の選択に迷いが生じた場合、子どもの意見を聞か

なかったことに対するうしろめたさや自責の念は、倍増するのだろう。裏を返せば、原発事

故という差し迫った状況下ではじめて、親は子どもの「意見表明権」を保障されてしかるべ

きものとして捉えるようになったのである。この気づきが、原発事故のような惨事を契機と

してもたらされたことは不幸である。

5.3苦悩の社会的背景一「意見表明権｣が認められていない社会

震災から四年が経とうとするなかで、Yの父親は自らが決めた過去の選択に際し、子ども

に「意見表明権」を与えなかったことに対して、自責の念を抱くようになった。このような

親の経験は、「子どもの権利条約」が調った「自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、

その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障す

る」ことの重みをあらためて伝えてくれる。しかしながら、Yの父親の苦悩は、父親の自己

責任に帰すべき問題ではなく、社会的な問題として見ていくべきである。

第一に、父親の行った選択は、彼が望む選択肢からなされたものではない。残るにせよ、

避難するにせよ、原発事故前の元の生活を取り戻すというベストな選択肢は残されていなか

った。もとから不利な選択肢しか用意されていないにもかかわらず、私たちの社会は、親た

ちに選択責任を負わせ、自責の念を抱かせることで、親たちを沈黙させ、社会の責任をうや
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むやにしている。そうして親たちの苦悩は、家族の問題であるかのように私事化されつつ

ある。子どもだけでなく、親からも、｢選択権」のみならず､「意見表明権」を奪っているのは、

原発事故によって露呈されたこのような社会のあり方である。

第二に、父親が子どもに意見を聞かなかったのは、何も特別なことではない。親として、

私たちの社会におなじみの大人と子どもの関係性の構図にしたがって、「被保護者」としての

子どもを「保護」してきただけである。したがって、問題とすべきは、個人の判断ではなく、

私たちの社会におけるこのような認識枠組みである。ただし、事故から四年が経ち、あたり

まえとされてきたこのような日常知までもが、親たちの間で根底から揺らぎはじめている。

原発事故は、それほどの大きな出来事だったからである。

第三に、「意見表明権」は、原発事故が起こる前から、そもそも私たちの社会には根付いて

おらず、子どもだけでなく、大人にも十分に保障されてこなかった可能性がある。このこと

の行為への影響を考えなければならない。つまり、大人も子どもも「意見表明権」を自らの

権利として意識化しないまま、権利を行使することを怠ってきた。それは、原発事故がわが

身に差し迫った状況になったからといって、一朝一夕に行使できるようになるものでもない。

それどころか、社会の現状を振り返れば､「公式見解」ならざる個人の「意見表明」は、「持論」

として片づけられたり、あるいは、バッシングや封殺の対象とされたりすることさえある。

このように多様な他者の「意見表明権」が認められない社会であるがゆえに、人々は、マス

コミ等で世間に流布されてきた定型化されたメッセージに踊らされ、それとは異なる意見

を表明できないでいる。こうして、子どものみならず、大人までもが｢精神主義の持つ束縛、

自己規制」や「自己責任論」の輪から抜け出せないのではないだろうか。そして、このよう

な大人による保護の対象である子どもは、さらに二重の意味で、この輪から抜け出せないで

いることになる。

このように考えると、父親の苦悩はきわめて社会的なものであり、そもそもの原因は「意

見表明権」が認められていない社会にあるように思われる。したがって、私たちは、「意見

表明権」を、大人と子どものあたりまえの権利として社会に根付かせる試みを急いで始めな

ければならない。子どものその時々の「意見表明」が、個々の親によって保障されるという、

親の判断に依存する社会を目指すのではない。大人と子どもを含むすべての人の「意見表明

権」が、権利としていつでも保障されることがあたりまえの社会をめざすべきである。この

ような社会が構築されていれば、親子もそれぞれの意見を表明し、互いに聞きあうことがで

きたと思うからである。

白木の実践は、このような取り組みの先駆けとなるものである。その特徴は、授業の中で、

個々の「意見表明」を創出することに終わらず、親子の手紙のやり取りを通して、教室を超

えた親子の日常生活に働きかけていく。それは、親子関係を再構築しながら、そのなかで子

どもを「意見表明権」を行使する主体へと実効化していくような、きわめて実践的なもので

あった。以下で、そのプロセスを見ていこう。

5.4「意見表明権｣を行使する主体へのプロセス

子どもは、親への手紙をどのように書いたのであろうか。そこには、子どもをメッセージ
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の受け手としてだけでなく、送り手として主体化させようとする働きかけがあった。最初の

しかけは、親からの手紙である。

(1)衝撃

ある親が子どもに向けた手紙には、次のような言葉が記されていた。

「震災があって普通のことができなくなり、やっぱり親として力不足なんだと思いま

した。どう安心させられるか、情けないけど、分かりませんでした｡」

子どもを「保護しようとする意思」を持ち続けながら、「普通のこと」ができなくなった生

活の中で、子どもをどう安心させられるかさえわからなくなった親の悲しみが伝わってくる。

親から見れば、親と子どもの間の「アパルトヘイトの壁｣(大田1997、p.101)は、皮肉にも差

し迫った状況の中で、既に崩壊していたのである。それは、子どもにとっては衝撃的な事実

であったと推測される。

ドキュメンタリーでは、親からの手紙を読みながら涙が止まらない子どもや、まともに読

むことさえできない子どもの姿があった。白木は言う。「お母さんの嘆きだったり、お父さ

んの苦労だったり、親の生き様をちゃんとわかる子。溜息でも、反対にうれしいこと、喜び

なんかがちゃんと自分のこととして受けとめられる子、そういうふうになってほしいと思

っています｡」先にも述べた通り、「意見表明」は、誰彼構わずただ為されればよいというこ

とではなく、それを受け止めてくれる人と環境なくしては、これをあえて行う者のリスクに

しかならない危険性がある。それは、子どもだけでなく、大人も同じである。白木は、子ど

もを「『子どもの世界」という大人が作った人工の『保護区』」(大田1997,p.101)に安住させ

ない。まるで大人と同じように、相互行為の担い手として、他者の思いを受け止めうる存在

として扱っている。だが、それだけではなかった。白木が子どもに課したより大きな課題は、

子どもが自分の思いを伝えられる主体になることであった。

教師は、多様な声を聴くことのできる位置に立っている。子どもの声。親の声。教師は、

時にお互いの声の媒介者にもなりうる。一方で、そうした響きあう声の中で、子どもは、親

の思いを受け止めた上で、そこからどこまで自由に、自律的に、自らの意見を表明しうるの

かという難題は、いまだ残されているように思われる。

(2)「親を乗り越えていく」

子どもが親への手紙を書く場面で、白木は子どもたちに告げた。

「まず目当てはね、伝えたいことをはっきり伝えるために、必ずお父さんお母さんあ

りがとう、おかげでこんなに成長しました、こんなに立派になりました、だけじゃなく

ていいんだよ。今だって反発している人もいるでしょう。そこはお互いぶつかりあって、

はじめてみなさんが親の思いを深く理解したり、あるいは皆さんが親を乗り越えていく

んだと思うんです｡」
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親の思いを理解しながらも、それに従うのではない。白木は、子どもが伝えたいことをは

っきり伝え、時に「親を乗り越えていく」ことを求めた。すなわち、子どもが｢子どもの権

利条約」に示された「自由に自己の見解を表明する」権利を行使する主体になることを、求

めたのである。しかしながら、このような白木の働きかけに対し、鉛筆を握りながらも遅々

として進まない子どもや、鉛筆を握ることさえできない子どもがいる。「意見表明権」が必

ずしも根付いていない社会にあって、無理もない反応である。白木は、全く書けなかったZ

を呼びだして、さらに働きかける。

「お父さんは、あなたに伝えたくて一生懸命書いたんだと思う。せっかくお父さんが

あなたにピンポン球をポーンと、あるいはポールを投げかけたんだよ。じゃあ僕はこう

だよってポールを投げ返さなくちゃ、お互いいつまでたってもわかんないんだよ。ちが

うかな？」

「意見表明権」が根付いていない社会において、子どもがこれを行使するための条件とは、

自らの「意見表明」を受け止めてくれる人と環境がそこにあるという確証ではないだろう

か。親の手紙は、このような確証を得るための、材料の一つとして提供されたのかもしれな

い。手紙の中身は、もちろん重要である。だが、少なくとも手紙を書くという行為そのもの

も、子どもと会話を始めようとする意思の表れとみることもできる。だから、親からの手紙

は、子どもの「意見表明」を受け止めてくれる可能性を示唆するものである。こうして子ど

もは、「意見表明権」を行使するよう背中を押されると同時に、「ボールを投げ返さなくちゃ」

というルールと責任を伝えられ、早くも公共空間における主体へと位置付けられようとして

いる。たしかに原発事故がなければ、これほど急ぐ必要はなかったかもしれない。白木は、

子どもを「精神主義が持つ束縛、自己規制」から解放するために、止むに止まれぬ決断をし

たのだと思われる。

Zは、放課後になって、やっと手紙を書き上げた。「いきなり手紙があることを知っておど

ろきました。とりあえず開けてみました。体は今ではたてよりも横に大きくなったけど、前

はすごく小さかったらしいです。いつも心配かけてごめん。あと、今まで自分を育ててくれ

て、ありがとう。これからもよろしくお願いします｡」

この短い手紙は、自らの思いを吐き出すというより、言葉を絞り出すようにしてやっと書

かれたものであった。そこには、親への配慮と感謝の気持ちがつづられていた。子ども自身

が「自分はどうしたいのか」という「選択や意思決定」につながるような「意見表明権」を行

使できるようになるまでには、確かにまだ距離があるもしれない。それでも、そのような主

体へと成長するための最初の扉は開いたのではないだろうか。親子という最も身近な他者と

の間で、相手の思いを受け止めて、自分の思いを返すというキャッチボールは、始まったば

かりである。
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6．結論

6.1「意見表明権｣から｢選択や意思決定｣へ

「子どもの権利条約」が子どもに保障されるべきものとして提言した「意見表明権」とは、

子どもが自らに影響を与える「すべての事柄」について「自由に自己の見解を表明する権利」

である。ただし、子どもの「意見表明権」には、「選択や意思決定」の機会が必ずしもセット

で用意されているとは限らない。子どもはその衣食住環境において、「選択や意思決定」の機

会がきわめて制限された存在であることは、大瀬と森田による「つくられた家族」のなかで

も、白木による「福島親子の手紙」のなかでも、繰り返し確認できる。原発事故後の暮ら

しについても、子どもには選択権がなかったかもしれない。たとえあったとしても、子ども

は結局、ただひたすらに親と一緒にいることを選ぶのかもしれない。

それでも、子どもの「意見表明権」は、子どもに「選択や意思決定」の機会を拓く、ほとん

ど唯一の手段になると思われる。それは二つの意味一現在的意味と将来的意味一においてで

ある。

第一に、子どもの「意見表明権」が行使されるようになれば、親が子どもに影響を与えう

る「選択や意思決定」を行う際に、子どもの意見を考慮する余地を生み出す。｢子どもの権利

条約」第十二条第一項は、子どもの「意見表明権」とともに、「子どもの見解が、その年齢お

よび成熟に従い、正当に重視される」ことを求めている。すなわち、子どもの意見はすべて

もっともというわけでも、大人の意見に優先されるというわけでもなく、「その年齢および

成熟」に応じて、あくまで「正当に重視される」ことが求められている。この場合、最終的

な判断は親に委ねられることになると予想される。つまり、子どもの「選択や意思決定」の

機会は、親の「選択や意思決定」を経由せねばならない以上、部分的で限られたものになる。

それでも、子どもの「意見表明権」は、親と子どもが議論しながら、「選択や意思決定」を共

同で行う可能性を拓くものになりうる。

第二に、子どもは、大人になって親の保護から自立した時に、はじめて十全な「選択や意

思決定」の機会を手に入れる可能性を持つ。だから、上述のように、子どもが｢意見表明権」

を行使することで、たとえどんなに部分的であっても「選択や意思決定」に参加する経験を

積むことは、子どものこのような「将来」へとつながる実践一子どもを将来における「選択

や意思決定」の主体として成長させていく実践－としても位置付けることができる。だから

こそ、子どもは「意見表明権」を行使すべきであり、山本が言うように、「どんな成長段階に

おいてもそのときどきに子どもは公共空間に招き出されなくてはならないし、そこでみずか

ら他者に働きかけ、他者から働きかけられる経験を積み、その結果に対して責任を負う経験

を積む必要がある｡」（山本2001,p,323）

そのためにも私たちは、「意見表明権」をあたりまえの権利として社会に根付かせる試みを、

今からでも始めなければならない。子どものその時々の「意見表明」が、個々の親や教師に

よって保障されるという、個人の判断に依存する社会を目指すのではない。子どもを含むす

べての人の「意見表明権」が、権利としていつでも保障されることがあたりまえの社会が構

築されてはじめて、個々の子どもの「意見表明」が保障されると思うからである。

Q1
ゴー



子ども社会研究21号・【特集】子ども中心主義のパラドックス

このような社会の実現に向けて、教育にできることは何だろうかと考えたとき、白木によ

る「福島親子の手紙」は、きわめて実践的な取り組みであった。そこでは、親子がこれま

で「ずっと言えなかった」思いを伝え合う試みを通して、従来の構図とは異なる、新たな親

子の関係性が創出されようとしている。これにより、白木の実践は、子どもの「意見表明権」

を、実効的・継続的に日常生活の中に定着させる可能性を秘めたものになった。このような

教育を通した地道な取り組みこそ、私たちの社会に、「意見表明権」をあたりまえの権利とし

て根付かせてゆく一歩となるのではないだろうか。

6.2「保護｣からの解放

大瀬と森田による「つくられた家族」の授業も、大人と子どもの間の「見えないアパルト

ヘイトの壁」(大田1997、p.101)の存在を鋭く見抜いたものである。しかしこの授業は、こ

れを批判的に見つめながらも、大人と子どもの間のく保護一被保護〉関係の構図自体は踏襲

したまま、子どもに「生きること」を求めて終わる。すなわち、〈被保護による生〉とく非保

護による死〉を天秤にかけて、当然のごとくく生〉の価値が伝えられたのである。ここでは

まだ、「『保護』からの解放」（山本2001、p.322)という道は示されていない。

これに対し、白木による「福島親子の手紙」は、以上の二者択一だけではない、別の生

き方があることを、子どもに示唆するものとなっている。すなわち、子どもが｢意見表明

権」を行使することで､「『子どもの世界』という大人がつくった人工の『保護区』」(大田1997、

p､101)から解放され、公共空間における主体として生きる道である。それは、〈被保護によ

る生〉と対比するならば､〈｢保護｣からの解放による生〉とも呼べるだろう。

折しも、福島の親たちの間でも、子どものく生〉に対する新たなオプションを受け止める

素地が生まれてきている。ある親は、子どもを「保護しようとする意思」を持ち続けながら、

原発事故で「普通のこと」ができなくなった生活の中で、子どもをどう安心させられるかさ

えわからなくなったと告白した。親から見れば、親と子どもの間の「アパルトヘイトの壁」

(大田1997,p.101)は、皮肉にも差し迫った状況の中で、既に崩壊していたのである。親は、

もはや子どものく生〉を保障するためならば､〈被保護による生〉という従来の枠組みを捨て

ることもいとわないのではないかと思われる。

ここで社会に必要になってくるのは、親による「保護」だけに依存せず、子どもたちを社

会で育てるシステムである。たとえば、ウクライナの取り組みを紹介した白石(2014)の報

告では、チェルノブイリ事故後、国費および民間や海外の団体による保養が、制度的、組織
●●●● ●●●●

的、継続的に行われてきた。そこでは、教師たちが子どもを連れて、学校ごとで汚染のない

地域に保養に連れて行くケースが珍しくない。このような取り組みの背景には、「子どもた

ちは社会で育てる」という伝統があるという（白石2014、p､40-63.)。また、医師としてベラ

ルーシの子どもたちの外科治療に携わった経験をもつ、現松本市長の菅谷(2013）によれば、

ベラルーシでも匡|主導で、ウクライナと同様の保養の取り組みがなされているという（菅谷

2013,p.216129。これに対し、日本の取り組みは草の根の段階である。たとえば、松本市内

ではNPO法人が、原発事故の被災地に暮らす子どもたちを親元から離し、長期的に寮に受

け入れる全国初のう°ロジェクト「まつもと子ども留学｣(4)を実施しているが、菅谷市長はこ
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れに対しても行政的支援を行っている(5)。

「保護」からの解放は、親たちの意識改革のみならず、社会の中にそれに応える制度的

組織的な受け皿を用意することによってより具体化すると思われる。

6.3「白いガーベラ」

「何色にもなれる未来を願う朝白いガーベラ君に手渡す」

震災後に子どもを連れて仙台から避難し、沖縄に移住した俵万智は、この短歌とともに述

べている。「子どもの人生は子どもの手で色を塗っていってほしい。そのために大人がして

やれるのは、白いキャンバスを用意してやることだけだ｡」(俵2012、p.47)俵にとっての「白

いガーベラ」は、避難という選択だったと思われるが、筆者は本槁を書き終えたいま、この

歌を次のように解釈したいと思う。

近代社会において、親が子どもに「何色にもなれる未来」を手渡したいと願ってきたこと

は想像に難くない。と同時に、これまでは、親としてそれがそこそこできているだろうと信
●●

じられてきたのではないだろうか。子どもに特別な環境はプレゼントできなくても、無地の

キャンバスなら用意できているだろうと。このようなある種、楽観的な見方は、個々の親の

能力や資源にかかわらず、社会に対する漠然とした信頼感に基づくものであった。

しかし、原発事故は、このような親の世界観を変えてしまった。俵も私たちも、ガーベラ

の白さを問わずにはいられなくなってしまったのである。親は、自分が手にしているガーベ

ラは、本当に真っ白だろうかと、不安を抱くようになった。こうしていったんガーベラの白

さが問われるようになると、もともと真っ白なガーベラなど、どこにもなかったのかもしれ

ないとさえ思えてくる。
●●●●●●

このような気づきにあって、親、教師、すべての大人がいま、子どもに手渡せる「白いガ

ーベラ」とはいったい何であろうか。それこそは、本稿で検討してきた「意見表明権」とそ

れを保障する社会ではないだろうか。人々が不安を抱えたまま、個々バラバラに自分のガー

ベラを探している状況だからこそ、せめて子どもを含む誰もが自由に安心して意見を表明で

きる社会であってほしい。それだけではない。先に述べた通り、「意見表明権」は、子どもに

｢選択や意思決定」の機会を拓く、ほとんど唯一の手段になると思われる。私は､子どもに「意

見表明権」という「白いガーベラ」を手渡すことで、子どもが将来にわたって、「選択や意思

決定」の機会を拓いていく礎を築くことを願いたい。今日から始まるこのようなプロセスこ

そが､「何色にもなれる未来」を具現化していくものだと信じて。

汪
川 ただし大田は、ここでも急いで以下の留保をつけている。「もちろん、神の下に平等であるはずの

子どもが、不当な大人社会の犠牲になっている状態にあることから守ろう、という『無心の善意』に

みちた試みが数多くあったことも、忘れてはなりません｡」(大田1997,p.16)

大瀬(2004)の授業実践記録(p.156183)と較べると、この授業場面にも編集が入っていると思われる。

同シンポジウムは､筆者の所属する東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センターが主催し、

筆者が司会をした。
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(4)2014年4月に8人の女子生徒の入寮でスタートしたが､家庭等の都合により2名が地元福島に転校し、

現在の入寮生は6名である。(｢まつもと子ども留学プロジェクト｣HP｡httP://www.kodomoryugaku-

matsumoto.net/?p=1413)

(5)市は、財政支援は行わず、学習環境や居住環境の整備等で行政的支援を行っている。(松本市長記

者会見2014年3月11日。http://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/sityo/kaiken/2013/20140311.

html)

記：本稿は、2014～2017年度科学研究費補助金基盤(C)「『科学』カリキュラムの日英比較社会学」

(研究代表者金子真理子）による研究成果の一部である。
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