大学・附属学校までの交通機関
宮城教育大学まで（青葉山地区）

北山駅

仙台駅西口バスプール⑨番乗り場から
市営バス
「宮教大」
「宮教大・青葉台」
「宮教大・成田山」行き乗車
「宮教大前」下車（所要時間約20分）

仙山

線

至山形

北仙台駅

北仙台駅

附属幼稚園
附属小学校
附属中学校

（上杉地区）

南北線
地下鉄

東北大学病院

宮城教育大学

北四番丁駅

●

48

（青葉山地区）

仙台市役所

仙台駅から約5.5㎞
附属特別支援学校

定禅寺

●

仙台国際
センター
●

東北大学
川内キャンパス

●

東北大学
青葉山キャンパス

東北

広瀬通駅
広瀬通 あおば通駅

●

●

西公園

青葉通
大町西公園駅 青葉通
一番町駅
仙台市

仙台駅

博物館

宮城野通駅

4

● 青葉城址

広瀬川

愛宕橋駅

青葉山体験学習室

7号館
8号館
9号館
音楽棟
美術棟
理科学生実験棟
技術棟
表現活動実習棟
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42

講堂
萩朋会館

❼ 1号館

6号館

31

体育館

❻ 環境教育実践
研究センター

5号館

40

陸上競技場

❺ 情報処理センター

4号館

41

野球場

❹ 保健管理センター

❾ 3号館

教 育 の 未 来 と 子 ど もた ち の 未 来 の た め に

圃場

❸ 附属図書館

（

至東京

5

窯芸実習室

❷ 教育復興
支援センター

❽ 2号館
研究・連携推進課
学生課・教務課・
入試課

Vol.

五橋駅

八木山動物公園駅

❶ 管理棟

至盛岡

仙台駅

川内駅

線

新幹

勾当台公園駅

国際センター駅

西線
鉄東
地下

● 宮城県庁

●

通

宮城県
美術館 ●

（青葉山地区）

青葉山駅

東照宮駅

）

弓道場
青葉セミナーハウス
文化サークル
共用施設
武道場
テニスコート
駐車場
守衛室
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『ままぱ れ』とは 、 宮 城 県 内 各 地 で 無 料 配 布 されて いる、
27

6

子 育 て 世 代 をター ゲットにした 月 刊 情 報 誌 です 。
この『ままぱ れ』の２０１１年２月 号 から、

35
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文化系サークル棟
ほっと広場
（災害避難広場）
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体力が落ちてきています。
この幼稚園では「自由な保育」を謳い、子どもたちの主体的

結果では、先生が前に出て指導する園と、子どもたちの自由な

な活動を中心にした保育をやっています。つまり
「遊び」です。

遊びを主体としている園とでは、後者のほうが運動能力が高

私がここに来た2年前は、遊具にいろいろな年齢制限がありま

いんです。受け身ではなく、子どもたちが自主的に、主体的に遊

した。
ところが、研修に行った秋田大学の附属幼稚園には制限

ぶということが大切なんです。
ここの先生たちは子どもたちの

がありませんでした。ご存じのように秋田県は、学力も体力も

毎日の様子を見て、一人ひとりの遊びが発展するような環境

全国トップです。秋田から帰ってきて、
こっちの附属小学校の1

づくりをしています。それを通して、子どもたちの身体が成長し

年生がドッジボールをする動きを見ていたら、秋田の幼稚園

ていく環境が、知能を伸ばしていく環境なのだと思います。

の年長さんとほぼ同じで、
このレベルで1歳分違うんだなと驚
宮城教育大学

前田順一

教授

1957年宮崎県生まれ。宮城教育大学教育学部教授、
宮城教育大学附属幼稚園園長。宮城県スポーツ推進審議会会長。
専攻は運動生理学。

のをやって欲しいと言われるのですが、全国の幼稚園の研究
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掲載

秋田県が学力も体力も日本一というのは、身体が成長して

きました。園児たちの安全確保云々で、本来子どもが育ってい

いく環境にあるので、学力も伸びているということです。勉強

くべきところを抑えてしまっているんです。
これではいけないと

だけさせておけばいいというわけではないのですね。運動しな

制限を減らしたところ、帰るのが嫌だというくらい楽しんで遊

くなった時、筋肉などが落ちるだけでなく、脳の機能も一緒に

んでいます。

落ちていくというわけです。

また、昨年の春にお父さんたちに協力してもらって、木に太
いロープを渡して張ったり、結び目を作ったロープを下げたり
したのですが、私たちが想定したのとは違う遊び方をしたりし
て、既存の遊具よりも面白いようです。
スタートしてまだ1年く
らいなのですが、子どもたちの動きが全然違ってきました。
お母さんたちから、子どもたちを集めて体育教室のようなも

園長先生と考える
子どもの運動と「賢さ」
の関係

社会全体で、子どもたちが自由に遊べる環境づくりを
所まで一緒に歩いて行くとか。親が運動している子どもは、
よ
宮城県の子どものたちの運動能力・学力の順位が全国的に

く運動しています。子どもを安全な場所に連れて行って遊ばせ

低いのも、
そういうことでしょうか。

てあげるのも大切ですが、それ以前に日常生活でお母さんた

先ほど進化の話をしましたが、宮城県、
それも仙台市が一番
便利だからでしょう。秋田の小中学校では徒歩通学運動を

近所に同じくらいの年齢のお友達も少ないし、安心して遊ばせておけるところもあまりない。
そもそもどうして、
「運動」って必要なの？子どもの成長に運動がどう影響するのか、
お話をうかがってきました。お母さんにはちょっと耳の痛いアドバイスも…。

していく環境は、子どもを成長させる環境にもなります。

やっていて、4kmくらい歩いて通学しているそうです。仙台市内

幼児は1日1時間くらい運動しましょうというのが最近の流

はまだ徒歩のところが多いですが、郊外に行くとほぼ100％車

れです。活発なお子さんなら簡単なのですが、子どもを静かに

で送迎。人間の文明の進化は、
自分の身体を使わなくても何で

させておきたいお母さんたちは、何か食べさせて静かにさせて

もできるという方向で進んでいますから、生活が非常に満ち足

しまいます。また最近は、児童公園や幼稚園などに近所からう

りている宮城県の子どもたちは運動しない。今の恵まれた生

るさいというクレームが入ったりします。子どもたちが身体を

活に、非常に適応してしまっている状態なのです。

動かす時間と空間を、大人が奪っているんです。子どもたちの

さらに宮城県は肥満傾向児の出現率も高い。便利で動かな

体力を伸ばすという時に、やはり社会全体で、子どもたちが本

あったら勉強させたほうがいいんじゃないかという質問を受けます

くてもいいのに、食べるものはしっかり食べる。
それがどんどん

当に自由に遊べる時間と空間を確保することが大切なのです。

運動と身体の機能・構造の関係についての研究です。

が、運動させてから勉強を始めると集中力が全然違いますし、成績

脂肪になって溜まっていく。それが成人以上になると生活習慣

そのことをみなさんに知っていただき、許容できる社会になる

例えば、学術雑誌の「サイエンス」や「ネイチャー」に、
「賢くなるた

も違ってきます。学力と体力には相関関係があるということですね。

病になり、宮城県はメタボリックシンドロームの罹患率が全国

といいですね。

先生のご専門である
「運動生理学」
について教えてください。

めには心臓を動かしなさい。」
という論文が載りました。運動してか

1

ちが運動するようにすることが大切です。お母さんたちが成長

1位となるわけです。子どもだけなんとかしようと思っても、宮

子どもたちがちょっとチャレンジできるような環境があっ

ら勉強したほうが、脳からいろいろな物質が出て、
その直後に勉強し

なぜ人間には運動が必要なのでしょうか。子どもの成長に、

城県は生活環境がそういう状態にあるのですから、まず大人

て、
ひとつ成功した時にお母さんも周りもすごいね！と言ってく

たほうが成績が良くなるから、要するに運動しなさいということで

運動はどう影響しますか。

から運動する環境を作っていかなければなりません。

れるような環境があれば、子どもたちはもうひとつ、
もうひとつ

す。最近では認知能力と体力、学力と体力の関係を示すデータがず

基本的に私たち人間は、運動することによって進化してきまし

いぶん出てきています。脳も身体の器官ですから、脳の機能だけが

た。ハーバードの文化人類学の先生によると、2足歩行になって

伸びるわけではないということです。

手を使い始めたから器用になったのではないそうです。2足で立

と育っていけるのです。
子どもとお母さんが自宅や公園などで遊ぶ時、
あるいは
普段の生活でどうすればいいかアドバイスをお願いします。

1990年代にアメリカのイリノイ州にある公立学校で、
「ゼロ時間

つ生き物はほかにもいますが、2足で長時間走るということが他

特別にどこかに連れて行って運動しなくても、日ごろからお

体育」
という始業前に運動をする時間を設けたところ、OECD（経済

の動物には絶対できない。走ることができるようになって、動物

母さんも子どももお互いに運動する環境を作ってあげること

開発協力機構）が実施する国際的な学習到達度調査でトップになり

を追い詰めたり、ほかの人と協力して狩りをしたり、人間としての

が大事だと思います。車で買い物に行くのだったら一緒に歩い

ました。よく受験生をお持ちのお母さんたちから、運動する時間が

進化を遂げてきた。
ところが現代社会ではその必要がなくなり、

て行くとか、幼稚園にスクールバスで行くのだったら、集合場

園児たちが作った
「食べ物のお店」。
側面には紙で作られた
キャンディーやハンバーガーが
たくさん付けられています。

2
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発達障害のある子どもたちとの
豊かな学びについて考える。

にいること自体が苦痛だったり、不安だったりということがあり

て支えられる障害ですし、誰もが持っているものが極

ます。
ですから、
その人と一緒にいて脅かされない、安心できる

端に出ている子どもたちですから、取り立てて障害と

という気持ちが持てる土台づくりをしていくことが大切です。

いうことを意識し過ぎないことも大事なのかなと思

彼らにとって難しいのは、
目に見えないものがわからないと

います。目が悪い人には眼鏡、耳が聞こえにくい人に

いうことです。
それらを目に見えるものにしてあげれば、
ちゃん

は補聴器があるように、発達障害の子にそれに代わる

と理解できるんです。だから時間などは、時計で示したり、
「タ

ものは、周囲の子どもたちや先生方、何より大人の理

イムタイマー」
というものを使って、残り時間や時間の経過を

解です。それによって「生きにくさ」を減らすことがで

示したりします。ですが実際、人が生きる上で大切なものとい

きると思います。

うのは、ほとんど目に見えないものです。友情や信頼、心は目に

文部科学省が2012年に実施した調査によると、
全国の公立小中学校の児童生徒のうち、
6.5％に何らかの発達障害の可能性があるとのこと。
40人学級1クラスで2～3人となると
決して他人事ではありません。
障害のある子どもたちの相談と支援に
長く関わってこられた先生に、
子どもの心の成長についておうかがいしました。

被災地の支援について

らの一番の難しさです。そこで、彼らと一緒に過ごすことで彼

昨年沿岸部の学校に、発達障害のお子さんの支援

らの行動を読み解き、周りの方々との「掛け違い」
をなるべくな

でお邪魔したのですが、先生方が「あの子が心配で

くすよう翻訳し直す。周りの方々が理解できるように、不可思

す」
と挙げる数が尋常ではないんです。発達障害の問

議な言動にある意味を一緒に見つけていくのが、私が教育相

題だけではなく、震災関連の背景があって、落ち着か

談でずっとやってきたことです。

なくなったり、いろいろな症状が出てきていることを
実感しました。いわゆるPTSD（心的外傷後ストレス

もしも自分の子どもに、そういった障害があるかもしれ
ないと思った時、相談できる制度や施設はありますか？

障害）ですが、
これは非日常が日常に戻った時に症状
が出てきます。特に子どもたちはワンテンポ遅れて出

小中学校になりますと、学校に
「特別支援教育コーディネー

てくると思うんです。大人が落ち着いてきたので、
よう

ター」が必ずいますので、まずはその方に相談してみてくださ

やく子どもたちが安心して、不安な気持ちや弱さを出

い。公立の幼稚園ならコーディネーターがいることも多いので

せるようになったということです。まだまだこれから

すが、保育園や私立の幼稚園ではいない場合もあるので、
その

道のりは長いと思いますが、子どもたちにはそれに潰

先生は長く国の研究所にお勤めされていたわけですが、
こちらにいらした理由をお聞かせいただけますか。

「遊び」
というのは他者がいて成り立つ、双方向のコミュニケー

時は地域の相談機関を利用することになります。仙台市です

されない、圧倒されないような強さを持ってもらえる

ションであると同時に、
その時間と空間を共有する関係が必要

と
「アーチル」
という発達障害者支援センターがあり、
ここは乳

よう応援していきたいと思っています。

東京で大学と大学院を出てから、カウンセリングや教育相

です。発達障害のある子は自分の興味を押しつけてしまい、一

幼児期から成人まで一貫して同じ所で相談できるため、全国

談をずっとやってきました。子どもたちや保護者の方にお会い

緒に楽しむことや相手とやり取りをすること、一緒にいて安心

的にも注目されています。
ここには専門家がいて、発達検査を

してのご相談だけでなく、学校にお邪魔して先生方のご相談を

を得ることが非常に難しいんです。それを上手く成り立たせな

したり、
ご両親のお話を聞きながら、子どもの育ちを応援して

お受けすることも多かったです。私の専門は臨床心理学なの

いと、次の
「学び」
に行けません。

います。

で、
その知見を踏まえて子どもたちや保護者の方から教えてい

「学び」
というのは主体的な行動で、生きるうえで必要なこと

またご両親には、子どもに何かしてあげることも大事です

ただいたことを、先生方に噛み砕いて説明すると
「目から鱗が

を人から取り入れたり、経験を自分の糧にする力、それが「学

が、子どものことを理解してもらえる仲間、支えてくれる周囲の

落ちた」
と言っていただくことが多いのです。
この経験を生かし

び」
だと思います。
ですので「遊び」ができるようになるのが、発

大人を増やすということも、
とても大事な役割だと思います。

て、もっと先生方や周りの大人を応援したり、
これから教員を

達障害の子どもの最初の段階だと思うので、そこで躓いてい

目指す学生たちに、教育一辺倒でない幅広い視野で子どもと

る子どもをどう支援していけばいいかを、
日々考えています。

具体的にはどのようなことをするのでしょうか。

発 達障害のある子どもが 身近にいる 環 境になった時、
親 御さんは自分のお子さんにその子たちのことについて
どんなふうに教えてあげればいいのでしょうか。

発達障害というベースはありますが、現れかたは一人ひとり

年齢にもよると思いますが、小学校低学年くらいでしたら、

向き合う力をつけてもらいたくて、
この大学に来ました。
もうひとつは、被災地にいる子どもたち、その子たちを育て
ている大人を、臨床心理学的な方法でお手伝いできるきっか
けがもらえればなという思いがあって、
こちらに来ました。

3

見えません。
これらをどうすれば理解できるかというのが、彼

違います。
その子と話したり、遊んだりしながら、
「今、君はこん

歌の上手下手、走るのが遅い早いと同じように、
じっとしてい

先生のご専門である「発達障害学」について教えてください。

な気持ちなんじゃないか。」
ということを一緒に考えていきま

るのが苦手な子がいるんだよと伝えていただくことで理解して

す。それによって本人が自分の気持ちについて考え始めると、

くれる子も多いと思います。早いうちであれば、言葉よりも体

発達障害を中心に、様々な困難を持っている人たちへの支

不思議と他人の気持ちも分かるようになり、行動面でも変化

験が先になりますから、担任の先生や周囲の大人の態度次第

援ということになるかと思います。人間の発達のなかで「遊ぶ・

が出てくることが多いです。つまり、共感＝子どもの気持ちを

で、子どもはその子との接し方や距離の取り方を自然と身につ

学ぶ・働く」はひとつのライン上にありますが、私が教育相談

二人で共有する関係が土台なんです。遊びの関係では、
自分を

けます。
「 困った子ではなく、困っている子なんだ。」
というふう

で出会った子どもたちは、一番最初の「遊ぶ」で躓いている子

受け入れてくれる人や理解してくれる人がいるということがと

に大人たちが接していれば、子どもたちも自分たちで、いろん

が多いです。発達障害は育て方とかそういうことではなく、

ても重要です。発達障害の子どもたちは感覚過敏を持ってい

な助け方とか、手の差し伸べ方を学んでいきます。

持って生まれた脳の器質に由来するものと言われています。

たり、奇異な目で見られてきた経験があったりして、人と一緒

発達障害というのは障害ではありますが、周りの理解によっ

宮城教育大学

植木田 潤

准教授

東京都出身。平成25年3月まで独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所
教育相談部研究員。平成25年4月より宮城教育大学特別支援教育講座所属。
専門は発達障害学。

発達障害というのは障害ではありますが、
周りの理解によって支えられる障害です

月号
掲載
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宮城 教育 大学

香曽我部 琢

子どもたちはお互いが何をやっているのかを、
目だけでなく音で感じ合っているのだとか。
保育園や幼稚園でのフィールドワークを得意とする先生は、
お子さんたちに優しいパパでもありました。

准教授

山形県出身。小中学
校の音楽教
諭、 山形 大学 附属 幼稚
園教 諭、 東
北芸 術工 科大 学こ ども
芸術 教育 研
究センター専任研究
員、中部大
学、 上越 教育 大学 で教
鞭を 取り 、
201 4年 4月 から 宮城
教育 大学 家庭
課教育講座に所属。
専門は保育
学、 幼児 教育 学。 高校
一年 を筆 頭
に3人のお子さんのパ
パ。

子どもはとてもセンシティブで、いろいろな音に敏感です。
結構珍しい経歴でいらっしゃいますね。

どういう困難に出会って克服して成長していくかということを、

ら友達と言葉を交わす豊かな経験が語彙力を育てる学びとなる

主にインタビューなどの手法で明らかにしていくこと。もうひと

のです。ただ、その遊びのなかにどういう学びがあるのかを、保育

諤々とやっていました。参加者の宿が取れないので、予定変更し

最初は小中学校の音楽の先生でした。附属幼稚園では実践と

つは幼児を対象とした研究で、日常的な場面での認知と知覚の

者は保護者に説明しないとただ遊ばせているだけと思われてしま

ないと学会が成り立たないので、まあいたしかたないです。ただ

研究の両方をしなければならないし、園で唯一の男性保育者で

発達がテーマです。子どもが遊びのなかでどういう場面で“振り

います。遊びのなかで、幼児はいろいろな事象を知覚し、その過

残念だったのは、共同開催を予定していた国際混合研究法学会

したので、遊びの中で子どもの先頭に立って引っ張るなどと父

向き”をするのか、
どんな素材をどんな道具を、
どう操作して遊び

程で思考が行われたり、記憶のメカニズムが働いていたりとさま

のほうは海外からのゲストが多く、これから日程を調整すること

親的な役割やリーダーシップも求められました。ですが園児の

を展開していくのか、遊びにおける幼児の行為に焦点を当てた

ざまな認知活動を行っていることを教えてあげる必要がありま

は難しいので、それだけ単独で立命館大学に場所を移して開催

お父さんたちに熱心な方が多く、また自分の子どもも同じ年齢

研究を主にやっています。保育者の視点と子どもからの視点を

す。私も園を訪問した際に、子どもたちの遊びの意味や価値を解

することになりました。国際学会を地方都市でやれる機会を得

両輪にして、子どもの育ちを引き出すために、保育者がどう関

説したりすることもあります。

ることはなかなか難しいので残念です。

でしたので、楽しんでやることができました。
東北芸術工科大学では、研究員として音を使ったワークショッ
プをしたり、こども芸術大学の担任をしながら研究していまし
た。子どもの遊びに芸術的な表現の様式を入れると、きれいに

わっているのか、そこで用いられている保育者の暗黙知、身体知
を明らかにしたいと考えています。
基本的にフィールドワーカーなので、外に行って研究すること

見えるのですが、そうしているうちに、これは本当に子どもたち

を心がけています。昨年までは、山形県最上町の保育園・幼稚園

の作品、活動なのかという疑問を感じたんです。ある種の周りか

に伺って、インタビューや観察をさせていただきました。今は山

特に幼児期の教育、保育では、保育者は全体に対して効率よく

研究には「量的」と「質的」があって、
「 量的」は1,000人単位

指導するというより、個別の子どもに対してどのくらい理解を深

での質問紙調査や厳しい統制下の中で行う実験などで、
「質的」

めることができたかが重要になってきます。
「あの子はこうだった

は現象や体験をインタビューや観察で事例に書き起こし、個別

よね」
と一人ひとりについて話すよう心がけています。
私がやっている音の研究というのは、楽器を演奏したり、歌を

性に焦点を当ててそれをさらに詳しく見ていく作業です。なか
なか他の人が体験し得ないような希少な出来事を扱う研究もあ

らの操作感やプレッシャーのようなものを子どもの作品から感

形市内の保育園に週1～2回お邪魔して研究しています。あわせ

歌ったりするのを対象とするのではなくて、日常において子ども

じるようになったのです。子どもたちにとっての遊びというの

て、環境をこう変えるとこういう遊びが出てくるというアドバイス

が聞いている音、生み出している音を対象としています。例えば

学会とはいっても、一般の方々に向けた講演やシンポジウム

ります。

は、何にも束縛されない、値段の高い画材とか表現様式などに

をしたり、気になったことがあれば、個別に相談させてもらったり

子どもが砂場でシャベルで穴を掘りはじめ、他の子どもがその掘

も実施する予定です。幼児教育に関するものですとか、震災関

囚われないでやることが本物なのではないかと思い、研究を次

しています。

る音を聴いて振り向くような場面です。子どもはとてもセンシ

連や若者の居場所づくりについてのシンポジウムも今年は考え

ティブで、いろいろな音に敏感です。保育園や幼稚園での生活や

ていますので、10月3～4日に変更になりましたが、
ご興味があ

遊びのなかで、子どもたちはお互いが何をやっているかを、見え

ればぜひおいでください。

の段階に移しました。
その後ふたつの大学に単身赴任で勤め、今回こちらに戻って
きたのは、家族のためという理由が大きいです。ちょうど昨年は

今の保育園・幼稚園で気になることはありますか？

るところだけでなく、耳で聞いて感じ取っています。音が気になる

ままぱれ読者にアドバイスをお願いします。

上の娘が高校受験で通塾、真ん中の息子は週5日硬式野球のク

私がお伺いする園では、ある程度遊びの時間はあっても、まだ

と振り向きその音が出ているところを見て、ほかの子の活動を真

ラブチーム、土日は下の息子のスポ少野球部と重なりました。毎

一斉活動、
クラス単位での活動が中心の園が多いので、できるだ

似するなどの相互作用が生まれます。その相互作用の中で、子ど

日だれかをどこかに送り迎えに行ったり、その活動の手伝いをし

け、個々の遊びの時間を増やして、次第に遊び中心に変えて行き

もは相手とコミュニケーションを取ったり、相手を思いやったり、

子どものことを一番理解してくれ、安全基地になれるのは、や

たりしなければならず、妻だけでは対応できませんので、より近

ましょうという話をしています。親御さんから見ると、きれいに列

表情を読み取る力を養うなどの関係性を身につけていくことが、

はりお父さんとお母さんです。そうでないと、その子が健やかに

い宮城に来ました。

に並んで体操していたり、大人しく座ってひらがなを書いたりして

幼児期に重要な経験なのだと思います。

成長できるいい環境にはなりません。子どものしぐさや表情から、
自分の子どもがどんなことを考えているのかを直感的に感じ取

いると、良い教育活動をしている園に見えますが、そうではありま

ご専門の「保育学」
「 幼児教育学」について教えてく
ださい。
ひとつは、主に幼稚園や保育園の先生が成長していくなかで、

5

の時期に大きなイベントが重なってしまいまして。昨日も喧々

せん。幼児期で重要なのは、子どもが自発的に活動する力とその
原動力となる自信や意欲を育てることです。ある研究では、一斉
活動中心の園よりも自由に子どもが遊ぶ園の方が子どもの語彙
能力が高かったという結果がでています。遊びの中で楽しみなが

「日本質的心理学会」大会が、9月から10月に延期
になりましたね。
私が実行委員長で、9月20、21日の予定だったのですが、そ

れるような「心の柔らかさ」が大切です。忙しいと余裕がなくなり
がちですが、ちょっと立ち止まって、少し自分の心をほぐしてお子
さんの言動に目を向け、ゆったりと見守り、付き合う時間を持てる
といいのかなと思っています。

6
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星と一緒に寝起きする観測者から

ご自分の研究も続けておられるのですよね。

星や宇宙を好きになったきっかけはなんですか。

響を受けたのだと思います。
中学校、高校の時はずっとバスケ部であまり勉強していなかっ

宮城教育大学

西山

正吾

准教授

奈良県出身。神戸大学で物理を専
攻、博士課程から名古屋大学で本格
的に宇宙の研究をし、卒業後国立天
文台に勤務。南アフリカやハワイの
すばる天文台で観測を続ける。
2014年4月から宮城教育大学理科
教育講座に所属。専門は物理学、天
文学。

ていました。こんなところにも日本のマンガの影響があるんだ

大学ではどのようなことを教えているのですか。
基本的に物理を教えています。これまで研究をメ
インに長くやってきたので、そろそろ若い学生と
一緒に、いろんなアイディアを出し合いなが

究をしたいと思い、神戸大学で物理を専攻しました。本格的に宇

らやっていく年齢だと考えて、ここに来ま

宙の研究を始めたのは大学院の博士課程で名古屋大学に移って

した。
大学で物理を専門にする研究者は、

その研究室の先生が神戸大学に特別講義に来られたことがきっ

変わった人が多い気がします。研究者

かけでした。初めて南アフリカの天文台に観測に行ったのは

としてではなく、人間として変わり者で

2002年頃。それからはほぼ毎年行っています。

た写真などを持ち帰り、それを大学の研究室で研究してい

本当にそれだけでいいと思うんです。
理屈抜きで「きれいだね。」という感性から入れるのも、
宇宙のいいところ。街なかで明るかったら、ちょっと海や山
に旅行に行っただけでも、星空はさらにきれいになる。そ

附属中学校で研究の紹介をしたり、高校生向けの1日授

れだけで、子どもの心に残ると思います。

業をしたりもするのですが、自己紹介する時は物理とは言わ

学校に上がると、星座を探せとか知識から入ってしまう

ないですね。
「物理教えてます。」
というのと、
「宇宙の研究を
しています。」
というのでは、反応が全然違うんです。宇宙の

ので、小さいうちは子どもが自由に考えればいいと思うん

話はすごく興味深く聞いてくれる子が多いです。写真を見て

ですよ。うちにももうすぐ5歳になる男の子と、今年の1月

貰ったり、実際にどういうところで観測しているかだとか。ハ

に生まれたばかりの女の子がいますが、上の子は雲を見て

ワイのすばる望遠鏡のある場所は、海抜4,139メートルな

「あれ○○に見える！」とか言います。それと同じで、星座も

ので、下に雲が広がる山のてっぺんから観測します。ハワイ

子どもが、あれとあれをつないだら何に見えた！というので

なのに氷点下になるから、観光客がバカンス気分で出発す

いいんですよ。
望遠鏡がなくても、双眼鏡でも結構見えますよ。本当は

る時に、僕だけダウンジャケットとか持っていきます。

外に出て、5～10分くらい暗闇に目を慣らすとじゅうぶん

なって、ちょっと面白かったですね。

たのですが、大学の受験勉強を始めたころに、やっぱり宇宙の研

からです。名古屋大学が南アフリカに望遠鏡を作って、たまたま

上手くいけば流れ星や飛行機が飛んでいるのが見えたり。

使って研究しているという感じです。

遠鏡を借りてきて、一緒に土星や月を見ました。祖母によると、
のだそうです。たぶんそれで父は星が好きになり、僕もその影

家に帰る時に、毎日形が変わる月や明るい星が見えたり、

僕の場合は海外に行くことが多いのですが、そこで観測し
ます。だから大学には実験装置などはなくて、パソコンを

父の影響です。小学校のころ、父が口径10センチくらいの望
父が子どもの頃に大きな彗星が来て、それを祖母と一緒に見た

で、ちっちゃい子にも見て欲しいと思うんです。暗くなって

もちろんです。日本の空はあまり観測に向かないので、

「そこにある星空のススメ」
夕方から起き出して、私たちが眠っている間に満天の星空に
望遠鏡を向けている人。
「すばる望遠鏡」
を実際に使っている先生から、
星空の楽しみかたをうかがってきました。

分が楽しもうと思えば、いつでも楽しめるというスタンス

もそれが許されるというか、むしろそう

南アフリカというと治安の心配をされますが、日本と同じでい

じゃないと人と違った研究は出来ない

い望遠鏡があるのは山奥なので、数年前までは宿泊施設の部屋

というスタンスなので、変な人でも受

に鍵すら付いていませんでした。天体観測の生活は、完全に昼

け入れられます。ここの学生たちはみ

夜が逆転します。夕方起き出して、夕ごはんを食べると太陽が沈

んな真面目で素直ですね。それはある

み、そこから1日が始まります。一晩中ずっと星を見て、朝日を見

意味嬉しいのですが、言われたこ

てから眠るという生活です。僕の観測対象は銀河系、天の川で

とだけやっていても、新しいこ

す。北半球では半分くらいしか見えませんが、南半球なら全体が

とは出来ないよという気もし

きれいに見えます。天の川全体や、そのなかにある星やブラック

ます。

きれいな夜空が見えます。僕も毎年きれいな星空を見た

子どもと一緒に
星を楽しむコツってありますか。

いがために、南アフリカに行っているようなものです。
あと入りやすいのは図鑑かな。子ども向けでなくても、
天体写真の本でもいいですね。それを見て「わぁ、きれい！」

宇宙をやっていていいなと思うのは、基本的に星空とい

と思ってもらえるだけで。難しいことなんて、興味を持って

うのはいつでも見られるということですね。もち

から勉強すればいいんです。気が向いた時に、お子さんと

ろん流星群などの天体ショーや、仙台市天

一緒に空を見上げてください。星空はいつでもそこにあり
ますから。

文台のプラネタリウムでも子ども向

QRコードにスマホをかざすと動画が楽しめます
レーザー光線で
星空を追う
すばる望遠鏡

星空へ伸びる
4本の
レーザー光線

ホールなどを観測して研究しています。
世界中から研究者が集まる場所なので、いろんな人に出会え
ます。宇宙をやっている人は、小さいころからずっと星が好きで、
研究者になる人が結構いますね。学生の頃に会ったチリの学生
が「聖闘士星矢」を知っていました。確かにあれも星座の話なん

南アフリカ天文台と星空

ですが、それをたぶんアニメで見て、宇宙の研究を始めたと言っ
ハワイ・マウナケア山の頂上にあるすばる望遠鏡

7

宇宙のいいところは理屈抜きで�
﹁きれいだね�
﹂という感性から入れること�

けのプログラムがあります。でもそういうことではなく、自
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家族でみんなで食べる楽しい経験から、
子どもの食が広がっていくんです。

健康は体内リズムを整えることから
食の広がりが人生を豊かにする。
朝ごはんをちゃんと食べなさいとはよく言われますが、それが私たちの１日の始まりに
どんな影響があるのか。食と家族についてのお話をうかがってきました。

■ご専門の
「栄養学」
について教えてください。
大学では基礎栄養学と小児栄養学を教えています。
小児栄養学は、子どものためにお母さんがどういう食
生活をしなければならないか、
どういう身体でないとい
けないかについてから始めます。それはもう妊娠前から
の話です。今は痩せているのがいいという風潮がありま
すが、それは子どもを産むことにはとてもマイナスです。
適正な体格がなくて月経もなかったら、子どもは産めな
いし、体内で10ヶ月育てることにも影響があります。自
分の身体をきちんと作らないと、子どもの身体も健康に
作れないということですね。
適正な体格はBMI（体重(kg)÷{身長(m) × 身長(m)}）
が18.5～25で、
どちらにぶれていてもだめなんです。痩
せ過ぎたまま妊娠して、低体重児を産む人もこの頃は少
なからずいます。そうすると、体内にいる時に栄養を豊
富に貰っていないため、節約する身体に生まれてくるの
で、すごく栄養を取りこむけれどエネルギーを節約する
から太りやすく、生活習慣病になりやすくなるんです。お
腹にいるときから、
お母さんは生育段階に応じた栄養を
きちんと与えてあげなければなりません。自分のスタイ
ルばかり気にしていると、将来生まれてくる子どもにそう
いう影響が出てくるということです。

■学生さんにもそういった指導をしているのですか。
学生に、食事とエネルギー消費の調査をしてレポート
を書かせて、日頃の食生活に気をつけるよう言っている
ので、
うるさい奴と思われているかもしれませんよ。
ひとり暮らしの学生の食生活は、家族と同居している

9
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学生と比べると本当に貧弱です。それが大学４年間だけ
ならまだしも、卒業後もずっと続いてしまうと大きな問題
になります。食習慣は変えるのが難しいので、一度きちん
と食べない習慣がついてしまうと、抜け出せないんです。
だからなかなか、生活習慣病がなくならないんですよ。
うちの学食でも朝食を出しているんですが、朝食をき
ちんと食べることが大事です。朝起きて、光を浴びると脳
は覚醒するんですが、身体の内部は「食べる」
ことによっ
て目覚めます。食べて、咀嚼する動作で、消化管を動かす
ことによって身体全体に「起きたんだぞ。」
ということを
伝えてあげなければなりません。それでリセットして、1
日が始まるんです。
いつ食べてもいいというものではなくて、食べるべき
時間があるというのが、時間栄養学の考え方です。朝昼
晩をきちんと食べることによって、
身体のリズムを整える
ことが、健康につながるということです。
お子さんに限ら
ず、お父さんも仕事で遅くなることが多いかと思います
が、夕食が遅くなると、夕食から朝食への時間が短くな
るので朝におなかが空かない。
その時点でリズムが狂っ
ているんです。
それで朝食を食べなかったら、
リズムがど
んどんずれていくので、就寝が12時くらいなら8時か9
時くらいには食べていただきたいですね。

■お子さんの食生活で気をつけることは。
一般向けの公開講座で「好き嫌いは本当に好き嫌い
か。」
というタイトルで、子どもの食の好き嫌いについて、
味覚の観点から話をしたことがあります。
小さい時は本能で味を見分けているので、甘いとか
しょっぱいは好きな味なのですが、酸っぱいとか苦いは嫌

いなほうに入ります。
でもそれはずっとは続かなくて、経験

した。何を食べるかということだけでなく、家族で食べる

によって変わっていきます。小さい時から、それこそ離乳食

環境が大事ということですね。お父さんと子どもが話す

になったときから、食べる経験をいっぱいさせてあげるこ

時間を設けるとか、
お母さんの生活全般に対しての意識

とが、子どもの食生活の広がりを助けてくれます。

が高いんじゃないかと思います。

初めて食べるものは嫌いになる確率が高いんですが、

子どもに限らず、
お父さんやお母さんにとっても、家族

そこでお母さんが「美味しいよ。
自分も食べているよ。好

全員で食卓を囲むことが食環境を整えるいいパターン

きだよ。」
というメッセージを与えながらあげると、
「あ、

になるのかなと思います。毎日は無理でも、週末には一

大丈夫なんだ。」
って思うんです。信頼関係ですよね。お

緒に食べるようにするといいですね。

母さんが嫌いなものは、子どもは絶対食べないですよ。

「みんなで食べる」
という雰囲気によって、美味しいと

だからまずは、お母さんがバラエティのあるものを食べ

いう経験も擦りこまれていくと思うんです。
ひとりで食べ

なければならないということですね。
「 好き嫌いをなく

ていたら美味しくないですからね。家族で集まって食べ

す」のではなく
「好き嫌いを作らない」食生活というの

る楽しい経験から、子どもの食が広がっていくと思うの

は、やっぱりお母さんが好き嫌いしていたら出来ないと

で、出来るだけそういった時間を持つようにしていって

思います。

いただければと思います。

また、大人になればなるほど見たことのない食べ物に
対しては防御の姿勢になりますので、いろんな経験をさ
せるならすごく小さいうちがいいですね。
こんな味もあ
るんだということがわかれば、バラエティが広がって、栄
養のバランスや健康にも関わってきますから。

■ままぱれ読者にアドバイスをお願いします。
以前、子どもの食生活と保護者の食意識についての
調査をした時、お母さんの食に対する意識が高いご家

宮城教育大学

亀井 文

准教授

大阪府出身。大阪市立大学生活科学研究科
で博士課程を修了。広島の安田女子大学を
経て2009年4月より宮城教育大学家庭科教
育講座に所属。仙台に来て一番驚いたのは
「ほや」。西のほうでは見かけないとのこと。
専門は栄養学。

庭では、
お父さんが朝食の食卓にいるという結果が出ま
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子どもの良さを
いっぱい言えるような
おかあさんになって欲しい。

先生の卵を育てる視点から
学校と保護者の関係を考える。
教育の現場で子どもたちに教えつつ、
先生たちの良き相談相手にもなってきたかたに、
先生や学校との付き合いかたについてお話をうかがいました。

これまでのお仕事と教職大学院について
教えてください。

もありました。保護者のかたから先生や学校に要望はい
ろいろあるけれども、
お母さんたちには、
できるだけお子
さんのいいところを先生にいっぱい教えて欲しいと思い
ます。そうやってお子さんのいいところを共有したうえ

大学を出てからずっと小学校教諭として、そのあと県

で、
「じゃあどうしようか。」
という話をして欲しいと伝え

の教育事務所に３年いた後、教頭として小学校に勤め

たこともあります。教師側も親側も、子どもの成長を願

て、昨年４月、大学へ異動になりました。

う気持ちは一緒なのに、そこでずれてしまってはもった

教員養成の専門職大学院として創られたのが教職大

いないですよね。家庭での良さと学校での良さを共有し

学院です｡先生にはより高度な専門性と豊かな人間性･

ながら、
その子がいろんな力を持って伸びていける環境

社会性を備えた力量が求められています。教職大学院で

を、
お互いに作ることが大切だと思っています。

は､現職の先生と学部卒業生を対象に､学校教育とその

また先生という仕事も、子どもの成長に関わり合える

運営に高度な指揮・指導力を発揮しうる教員を育てるこ

とてもいい仕事なのですが、責任のある仕事ですし、い

とを目的としています。

ろいろな力を持っていないと難しい仕事になってきてい

ここでは現場経験のある者を実務家教員として置い

ると思います。
「 授業力」
と一口に言っても、その中には

て、学生たちにより現場に近い形で教えています。私は

子どもを見る力であるとか、教材をしっかり見る力、子ど

「授業づくり」
の部分、
ほかのお二人は中学校での経験が

もたちの家庭環境、保護者や地域のことも考えるなど、

長く
「学級経営」
や
「生徒指導」
を中心に話をしています。

大学生の力も大きかったと思います。震災直後の物資の

だということを理解したうえで授業づくりをしていくこ

仕分けから、その後の子どもたちの学習支援には、仙台

とが大事だと思っています。今は先生方が情報交換をす

はもちろん県外様々なところから来てくれました。被災

る場も結構ありますし、小学校に入ってからも、なだら

地の学校には、今でも県内外の学生が来てくれていま

かに学校に慣れさせるスタートカリキュラムがあります

す。

ので、そのなかで小学校の良さ、みんなで学ぶというこ

そうやって、学生をはじめ、
いろんな人と子どもたちが
関わることは非常にいい経験で、人の手が多いというこ
と、多くの目で見て貰える環境は、現地の先生方にも少
しは余裕ができるので、
とてもいいんじゃないかと思い
ます。
震災から4年以上経ちましたが、ひとつのクラスの中
にいろんな環境の子がいます。背負っているものがみん
な違うんです。そんな中でも、授業の1時間はみんな同
じ1時間なので、いかに子どもたちに楽しい学びをさせ
てあげられるかがとても重要だと思います。

総合的な力が必要だと思っています。

小学校と保育園・幼稚園の連携は
いかがでしょうか。

たちが面白がるかとか、
こういう教材であれば、
どういう
す。学生たちが院を卒業した時に、少しでもそういう力を
付けて子どもたちの前に立てればいいと思っています。

震災の時はどちらにいらしたのですか。
登米の教育事務所に勤めていました。地元は気仙沼
で、幸い家族は無事でしたが、
自宅は津波で全壊しまし

最近の先生は授業以外にもやることが
たくさんあったり、保護者のかたの対応も
大変だと聞きますが。
確かに新任の先生の中には、参観日が恐いという先
生もいますね。教頭時代、懇談会を後ろで見ていたこと

11

た。
１学期は、県の教育事務所での学校訪問がすべてス
トップしたので、気仙沼市の教育委員会で、学校に配る
物資の仕分けなどを中心にやっていました。学校再開が
４月２０日頃でしたが、避難所から登校する子どもたち
のためのスクールバスの運行表の作成とか、お弁当を
持ってくることができない子どもたちの人数把握とか、
微力ながらかかわらせていただきました。そんな中で、

ままぱれ読者にアドバイスをお願いします。
私自身も子どもが3人いますが、
「子どもの良さをいく
つ言えるかな？」
ということですね。私自身の反省も込め
てですが…。そのお子さんのいいところ、お子さんが興
味を持っていることを先生に伝えて欲しいですね。
また、これまで保護者の方々にお伝えしてきたこと
は、何かあればいつでも、事が大きくならないうちに学

「授業づくり」では、1時間の授業でどうしたら子ども
視点で授業を組んだらいいかなどを実践的にやっていま

とを掴んで貰えればいいと思います。

小学校入学後、
４５分間座っていられないなど、保育
園・幼稚園との環境の変化によって、学校生活になじめ

校に話をしてほしいということです。
メールやSNSでは
なく、実際に顔を見て、人と人で話が出来る環境を、学
校も家庭も努力して作っていくことが大事だと思ってい
ます。
みんなが子どもの成長を願ってやっていることを、
お互いに理解し合って、子育てをしていって貰えればい
いかなと思います。

ない状態が続く
「小１プロブレム」
というのがあります。
保育園・幼稚園から小学校に期待をもって入ってくる子
どもたちがスムーズに学校生活をおくることができるよ
う、先生がた同士のつながりを密にすることが大事で
す。
保育園・幼稚園の先生と小学校の先生が、
お互いにど
んなことをやっているのかとか、
こんなことまでできるん

宮城教育大学

小野寺 貴子

准教授

栃木県出身。宮城教育大学を卒業。公立小
学校教員・教頭、宮城県教育事務所指導主
事を経て、2014年4月より母校の教職大学
院で、実践経験を生かし学生の指導にあ
たっている。国語教諭。趣味は演劇鑑賞。

12

10
2015年

す。今の3Dプリンターではまだセッティングが難しく、フ
リーで転がっているデータもありますが、自分で作りたいも

とが言われています。
そういう時にものづくりをやっ

のを作るなら、3DCADが使えないと出来ないので。海外だ
と学校に3Dプリンターが入っているので、そういうのを見
ると日本は遅れているなと感じます。
アメリカなどでは、STEM教育とよばれるサイエンス（Ｓ
cience）、テクノロジー（Ｔechnology）、エンジニアリング

いくチャンスかなと思っています。
日本は
「ものづくり大国」

立たなくなるし、ほかの国から遅れていくと思います。

されるので、やはり義務教育の中でこのような活動ができる
時間を定着させることが重要であると感じています。
3Dプリンター技術というのは、材料をいろいろ変えられ

あるんですが、3Dプリンターやレーザーカッター、刺繍

展示会に出展しましたが、介

准教授

護 食 などの 研 究を本 格 的に
やっている人もいるんですよ。

横浜にFabLab関内があって、私はそこの立ち上げメ
すが 、みんなネットワークが 繋 がっているんです。
FabLabSENDAI FLATは南町通りの雑居ビルの中に
ミシンなどいろいろあって、
そこで講習を受けて、
それら
を使ってものづくりをするコワーキングスペースのよう
なところです。
ただ機材を貸し出すだけでなく、
そこでコ
ミュニティを作っていろいろやっているので、面白いこと
をやる人が集まってきていますよ。誰でも使うことが出
来るので、小学生はまだあまりいませんけど、
この夏休
みに中学生が来てすごいものを作ったと聞きました。私
もせっかく仙
台に来たの
で、何かお手

http://fablabsendai-flat.com/

伝い出来るこ
とがあれば

さっそくですが、先生は
ねじの専門家とのことですが…。

を出していま
す。
▲3Dプリンター。このネコを作るのに約30分かかる

研究しているわけではないんですが、工業高校にいた
ので工場見学などで金属加工の工場を回るうち、
なぜか
ねじを作っている人と仲良くなり、詳しくなりました。ね

大会のお手伝いをしました。
ここに先週大会に出場した水
中ロボットがあります。
「 15水

じの研究というのは「締結」、つまりどうやったら外れな

中ロボコンin JAMSTEC（海
洋研究開発機構）」という、全国の大学生や高校生が参加
する大会なのですが、中学生・高校生はプールの底にある

いねじが出来るかというものなのですが、ねじとか歯車
とかばねとか、そういう地味な部品の研究者が減ってき
ているんです。最初はロボットや機械工学の本を書いて
いたのですが、ねじに詳しくなってきたときに書いた本
が予想以上に売れました。ねじの業界って、実は結構大
きいんですよ。
けれど大事でありながら、基本的なことが
意外と知られていないので、本を出したことで輪が広
がったり、業界のかたに声をかけていただいて、
さらにい
ろいろ見せて貰ったりしました。

石を吊るして空き缶を拾う競争です。1日目にロボットを組
み立てて、2日目に競技をやるんですが、何しろ防水が難し
い。
これは有線バージョンですが、無
線だと送信機・受信機だとか、筒の
中にバッテリーが入っているので、防
水加工に手間がかかります。

大学での研究は、ロボット教育や教育用の3Dプリン
ターについてやろうと思っています。その一つに水中ロ

▲水中ロボコンはアイデアや技術の勝負だ

空き缶を回収するのが課題です。後方に2個と下に1個スク
リューが付いていて、後方のスクリューで左右に動かし、下
のスクリューを使って真下に沈むんです。ロボットの下に磁

そうするとご専門は
「ロボット」
と
「3Dプリンター」のほうですか。
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と、たまに 顔

ボットがあります。昨年までは
毎年出場していたのですが、
今回はスタッフとして8月末の

▲大会に出場した水中ロボット

3Dプリンターのほうは、教育用に
子どもたちが使いやすいようなもの
を設計して、自作して広めるなど、そ
ういったことをやろうと思っていま

▲3Dプリンターでこんなものが作れる！

今の中学校の技術の時間は、
どのくらいなんですか？
少ないです。週に1時間程度しかない。ただ指導要領
の改訂で、このところ内容は割と充実してきています。
PCが学校に入ってきてここ20年くらいで、何を教えるか
ということも変わってきています。
「コンピュータのしく
みを知ろう」や、プログラミングによる計測・制御などは
入っていますが、
３Ｄプリンターを活用したデジタルも
のづくりなどはまだ導入されていません。
アメリカでは「今の小学生のうち65％は、今の世の中
に存在しない職業に就く。」
と言われていますが、
それは
単純作業はロボットに置き換わって、
クリエイティブなこ
と、人間にしか出来ない仕事しか残らないというような
意味です。決められたことを丸暗記して吐き出すトレー
ニングをいくらしても、
クリエイティブな能力は身につか
ないから、教育も変えていかなければならないというこ

▲FabLab発祥の地ボストンで開催されたFabFesta

ままぱれ読者にアドバイスをお願いします。
ゲーム機を与えるだけでなく、親子でものづくりを楽
しんでほしいですね。紙工作でも、
ペットボトルで何かを
作るでもいいと思うんですが、それによって立体的な感
覚を養ったり、
自分の作りたいものをデザインする力が
つくと思うので。やっぱり2Dの画面でなく、形のあるも
のに触れて、失敗して、いろいろ苦労・工夫した経験は役

決められたことの丸暗記では、クリエイティブな能力は身につきません。

ンバーです。 FabLabは国内に10ヶ所くらいあるんで

神奈川県出身。
東京学芸大学教育学研究科技術教育専攻修士課程、東京工業大学大学院総合理工学研究科メカノマイクロ工学専攻博士課程修了。
博士(工学)。
約20年東京工業大学附属科学技術高等学校で教鞭をとりながら、
幅広くものづくりや執筆に取り組んでいる。
主な著書に
「トコトンやさしいねじの本」
「基礎から学ぶ機械工作」
など。
12月に出版される予定のねじの絵本を監修。

FabLab SENDAI FLAT

ではなく、もっと早くからやっておかないと製造業は成り

です。そこでは３Ｄプリンターを活用してロボットを作った
りもしています。日本でも学校外のスクールで少しずつ導入
されていますが、お金がある人しか通えないことなどが懸念

んを使って和菓子を出力する3Dプリンターをものづくりの

門田 和雄

「技術立国」
と言われていますが、大学や会社に入ってから

「FabLabSENDAI FLAT」
との関わりについて

を混ぜて木質のものを作るとか。私は昨年生徒たちと、白あ

宮城教育大学

ている教科はもっと前に出て、その大切さをアピールして

（Ｅngineering）、数学（Ｍath）に重点をおいた教育が注目
されています。
コンピュータを活用したデザインやプログラ
ムなどを通して、
これらの科目を総合的に学ぼうとするもの

るから幅広いんですよ。
コンクリートで家を作るとか、木の粉

VOL.78

月号
掲載

に立つと思います。家で親御さんが何かやっている子は
圧倒的に有利だと思うんです。
「駄目だよ、触っちゃ。」
で
はなく、料理でも何でも作っている姿をちゃんと見せて
手伝わせることが、絶対に成長に大きな影響を与えると
思いますね。
年内に子ども向けの科学雑誌の絡みでねじの絵本も
出ますし、大学のほうから、子どもたち向けの出張講座
は出来ますかというお話しも来ているので、お声がかか
れば私もお手伝い出来るかもしれないですね。
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新田 秀樹

鑑賞から体験するものへ

教授

札幌市出身。1981年宮城県美術館設立準備室
を経て同館学芸員。1992年から宮城教育大
学。2005年から「仙台視覚芸術振興ネット
ワーク（SCAN）」のコーディネーターとして
「五感の都市へ：仙台芸術遊泳」の企画運営に
関わる。2012年から仙台市市民文化事業団評
議員、
2013年から附属小学校校長。

仕 掛けられたアートの
企みに触れる。

美術館を飛び出したアートたちは、伝統工芸を現代的なデザインの商品に変えたり、外か
らの人的交流を生みだす起爆剤にまでなっていました。あちこちに旅に出たくなるような
パブリックアートのお話をうかがってきました。

う、
そういうもののツアーガイドを作ってみたいな

ができて、親も子どもも行けるような都市づくりが実現

と思っています。

できるといいなと思います。
このところあちこちで行われているアートプロジェク
トは、主流としては美術館主導ではなく、民間ベースの自
発的なものが多いです。
その仕掛けに美術館が関わった
り、文化振興の行政がお金を出してやっています。
「横浜
トリエンナーレ」
とか「越後妻有アートトリエンナーレ
（新潟）」
とか、
あとは瀬戸内海で行われている
「ベネッセ
アートサイト直島」などは泊まりで行かないと見られな
い。
アートと観光が結びついて、
デスティネーション・キャ
ンペーンのアート版のようなことになっています。越後妻
有などは里山の過疎地でイベントを始め、
その結果とし
てアートセンターのような拠点ができていきました。い
ろんなタイプの社会とアートの結びつきかたが生まれて
います。
ただ、
アートの質を保つという意味では、
ミュージアム
や専門のキュレーターの果たす役割が大切です。金沢

先、若い人たちにもっと興味を持ってもらうにはどうす

21世紀美術館、十和田市現代美術館、国際芸術セン

ればいいのか、県では現在、美術館リニューアルの懇談

ター青森のように、体験する芸術というものをミュージ

以前はアートマネージメントの授業もやっていたのです

会を作ってプランを練っているので、そこでもっと観客

アムのなかに取り込んでいくような新しいタイプの

が、教職免許取得には必要がないのでなくなりました。

層を広げるアイディアが出てくれば面白いですね。

ミュージアムが、
これから求められるのではないかと思

大学では美術史や美術理論分野を担当しています。

以前はそういった、学校以外でアートと関わっていく分
野に就職していく学生もいたのですが、
日本ではそうい
う職業で食べていける土壌があまりないんです。
私の研究は、
ひとつはミュージアム出身なので美術館
関係のこと。
それからパブリックアートと言って、美術館
の外で日常の生活環境とアートを結びつける分野です。
仙台で言えば「彫刻のある街づくり」など、芸術を使って
地域づくりやまちづくりをする分野ですね。そういう流
れは、宮城県よりも芸術大学のある山形県のほうが、
自
治体も大学も熱心です。仙台には芸術大学はないです
が、宮城教育大学の美術科や東北生活文化大学がそれ
をカバーしています。

2005年の「仙台芸術遊泳」は、仙台市内の
美術館やギャラリー、カフェ、気仙沼のリア
ス・アーク美術館まで一緒になったイベント
だったそうですが。
ひとつの美術館だけでなく、地域のミュージアムが連
携することにより、
アートが人々の感性を揺さぶり、
さら
に街が共鳴するイメージ。
それが2005年から始めた
「五

います。また、地域の資源を活かしていくアイディアを
アーティストと一緒に考えていくことにより、地場の産業
の付加価値を上げることも、地域振興にもなるし、新し
いアートを創造するきっかけにもなると思いますね。

先生がこれからやっていきたいことはどん
なことでしょうか。
社会とアートを結ぶ活動、いわゆるパブリックアート

感の都市へ－仙台芸術遊泳」
でした。
メディアテークが、

と呼ばれているものの研究を続けていきたいです。具体

そういう地域のミュージアムのネットワークを積極的に

的に言うと
「アートパーク」
という、芸術と公園が一緒に

進めていきたいという希望が強い施設なので、補助金を

なったジャンルがあり、世界的にも増えているんです。
日

貰って隔年で3回ほどやりました。

本での先駆けは箱根にある
「彫刻の森美術館」。
そこは自

その時にできたネットワークを母体にしてSMMA（仙

然環境とアートが一体になった新しい形のミュージアム

台・宮城ミュージアムアライアンス）
という組織ができま

です。
これができた当時は、まだ森のなかにある彫刻を

した。
アートに限らず、同じテーマで展覧会をやることに

鑑賞する場という感じだったんですが、今や芸術作品は

よって、1館だけでは見えにくけれど、束になるとこうい

鑑賞するというよりは、環境と自分が一体となって体験

保育園や幼稚園、小学校の団体向けのワークショップ

う資産が仙台市にあるということがわかりやすい。広報

するものに変わってきています。
その一番大規模なのが、

や移動創作室など、普及部を中心にいくつかメニューが

効果もあるし、集客アップも狙えるということで作られ

イサム・ノグチが設計した札幌の
「モエレ沼公園」。
ここは

あります。
ただ一般の来館者には活動が見えにくい面が

た組織です。

先生は以前宮城県美術館におられたわけ
ですが、美術館では何か子ども向けの催し
などはありますか。

ままぱれ読者へアドバイスをお願いします。
お子さんにはとにかく本物に触れさせること。イ
ンプットがどのくらいあるかによって、アウトプット
の「質」が変わってきます。無からの創造はできませ
んから、インプットをたくさん、それもリアルな体験
をたくさんすることでしょうね。美術として鑑賞する
ものだけがアートではありません。五感でものを受
け止める力とか、それが基本だと思うんです。額縁絵
画を見ることから、地場の工芸品を食器として使う
ことまで、ある意味すべてアートなんですよ。だから
トレーニングするというものではなく、好奇心を持っ
てリアルなものにいろいろ触れていくチャンスを
作ってあげれば、五感が敏感になり、あとはおのずと
ついてくると思います。

本物に触れることで、
アウトプットの「質」が変わってきます。

だからお客さんの年齢層が上がってきています。
この

先生のご専門について教えてください。
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出すとか、
どこかに子どもアートセンターのような施設

月号
掲載

「大地を彫刻する」
というコンセプトでデザインされてお

あるかもしれませんね。絵本原画のコレクションも充実

12月に地下鉄東西線が開業しますが、東西南北の地

していますが、展覧会のラインナップからは宮城県美術

下鉄沿線沿いにはかなりのミュージアムがあるので、そ

ができる環境なんです。
ほかにも帯広の
「十勝千年の森」

館にはあまり、子どもをターゲットにしてお客さんとして

の交通体系を上手く使えるような仕掛けが欲しいです

など、新しいアートパークが世界中に増えているので、ヘ

育てるという強いコンセプトは感じられません。

ね。そこを結んでフリーで行けるような周遊チケットを

リテージツーリズムやカルチャーツーリズムに役立つよ

り、公園全体がアートであるなかで遊んだり、
ピクニック
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月号
掲載

石川県金沢市出身。大阪大学理
学部物理学科、同大学院理学研
究科物理学専攻博士課程修了。
東 京 大 学 宇 宙 線 研 究 所を経て
2002年から宮城教育大学で理科
教育講座の物理学を担当。大学院
生の頃からのカミオカンデの住人。
趣味はドライブやギター演奏など。

謎 だらけ の 研 究 に 、子どもたちにもどんどん 参 加して 欲しい 。
要なんです。
今回梶田先生が発見した「ニュートリノ振動」は、
それまで質量がな

大阪大学に入ってから、長島順清先生の「ニュートリノの謎」
という
本で初めてニュートリノを知って、漠然と
「これは面白いかもしれない」
と

いと考えられていたニュートリノにそれがあることを証明しました。基礎

思っていたら、
いつのまにか先生の研究室に入っていました。まだよく

科学として、
そういうひとつの前進をするということが重要な成果ではな

わからない、謎だらけだ、
ならばやってみようかと始めて30年。何か特別

いかと思います。

なことがなくても、好きなこと、
これをやってみたいなと思うことがあれば、
それを選ぶのが一番いいと思います。

日本は素粒子物理学の研究が盛んなのでしょうか。
湯川博士の中間子理論から始まって、小柴先生のカミオカンデで
の実験、小林・益川先生や南部先生の研究などノーベル賞で見ると目
▲SKタンク内部。地下深くまで届くニュートリノを、
ほかの宇宙線の雑音に邪魔されず観測できる。 (c) Kamioka Observatory, ICRR（Institute for Cosmic Ray Research), The University of Tokyo

究極に静かな地下1,000メートルから

宇 宙 の 謎・物 質 の 謎 に 迫る。
今年のノーベル物理学賞は日本の梶田隆章先生とカナダのアーサー・マクドナルド先生が受賞しました。
何年かごとに「素粒子」
とか「カミオカンデ」
とか聞くけれど、
日本は素粒子の研究がそんなに盛んなの？
実は宮城教育大学はスーパーカミオカンデの共同研究機関。
さっそくお話をうかがってきました。

ままぱれ読者へアドバイスをお願いします。
夏に大学で
「ひらめき☆ときめきサイエンス」
という、小中高校生を対

立っていますが、研究者の数はあまり多くはないんですよ。研究はもの

象にしたプログラムをやりました。私が研究している、
ニュートリノを検出

すごく盛んにやっているんですけど。

する
「液体シンチレータ」
を作って、普段は目に見えないものがここにあ

ある意味先見の明と言いますか、発見に結びつくちょっとした偶然

るということを体験してもらったのですが、楽しそうに実験していました

や、幸運なことを達成するためにあったのは、
アイディアだったと思いま

よ。個人的に国際リニアコライダーやニュートリノに興味があるという

す。小柴先生がカミオカンデをスタートさせてすぐ、1987年に超新星

子たちが集まってきて、学校の先生に質問してもわからないから質問し

爆発があってニュートリノを検出することができたのですが、光を捉える

てもいいですか？なんて子もいました。そういうイベントに参加して、興味

「光電子倍増管」は、
それまでの小さなものとは違って、
カミオカンデの

を持ってもらえるとうれしいですね。

は直径50cmくらいの大きなものなんです。大きければ、
それだけたくさ

最近の教科書は写真などできれいにまとまっているので、子どもたち

んの光を受けることができますからね。これを作ったのは「浜松ホトニク

から
「終わっちゃった研究」
と思われると困るんです。その実験は今も続

ス」
という会社なのですが、小柴先生のアイディアにこの会社が「それ

いていて、
まだまだわからないことがたくさんあるので、子どもたちがどん

はできない。」
とは言わず、予算度外視で「先生のために作ってみよ

どん参加してくれることを願っています。
さっき言ったように、研究者の

う。」
と心意気だけで実現してくれました。

人口が少ないので(笑)。

なんだか町工場の成功物語みたいですね。
カミオカンデは鉱山跡地を利用して装置を建設したので、全部で3

スーパーカミオカンデ
（以下SK）
は飛騨市神岡町の
地下1,000メートルにあるそうですが、そんな深いと
ころにいて恐くありませんか？
元鉱山というとエレベーターで降りるイメージかもしれませんが、横か
ら入るんです。私は大学院生の頃からカミオカンデに参加しているので
すが、当時は鉱山の人たちが乗るトロッコで15分くらいかけて行きまし
た。SKは建設時に掘削した土砂を運び出す専用のトンネルを掘った
ので、研究者も車で入れるようになっています。
直径・高さが40メートルの円筒形のタンクの壁に約1万1千本の光
センサー
（光電子倍増管）
が取りつけられ、半導体の洗浄に使うような

普段は入れませんが、毎年夏に「ジオ・スペース・アドベンチャー」
と
いう、施設を見学できる企画があります。
タンクの中には入れませんが、
全国から応募を受け付けていて、普段見られないところに行けるチャン
スですよ。
※「ジオ・スペース・アドベンチャー 」に つ いての 詳 細 はこちら
【http://gsa-hida.jp/】

非常に基本的なことなんですが、ニュートリノや素
粒子の研究というのはなぜ重要なのですか。
物質を構成している最小の粒子が素粒子で、
そのなかで電気を持

超純水5万トンを蓄えて、
ニュートリノを捕まえます。地下にコントロール

たないのがニュートリノです。いつも私たちの回りを光速で飛び回って、

ルームがあって、朝の8時から夕方の4時まで研究者ふたりがそこでモ

私たちの身体を1秒間に約1兆個も突き抜けています。それらを研究す

ニターを監視しています。以前は3交代制でそこにいたのですが、現在

ることは、宇宙を構成する物質の謎を解明することにつながります。

は残りの時間は地上の施設でやっています。重要な現象がいつ発生

これは基礎科学という研究で、
すぐ生活や人類の役に立つというわ

するかわからないので、機械が止まったりしたらすぐ回復させなければな

けでもないですが、
やはり基礎が成り立ってこそ、応用分野が進んで行

りませんからね。

くことになりますので、
そういう意味で基礎科学をきちんとやることが重
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億円の施設だったんです。純水を作る装置もお金がないので、東北大
学にいらした鈴木厚人先生などが苦労されて、
自分たちで作りました。
物理学者なのか何なのかわかんないですよね。それでも目標は決まっ
ていましたから、
そのためだけにみんな一生懸命協力して、研究者が出
したアイディアをみんなで形にしていきました。本当に町工場みたいで
したね。

先生は小さい時から理科がお好きだったんですか。
嫌いでしたね。小学校ではどっちかというと勉強嫌い。中学に入って
からバンドをやっていたので、文化祭で演奏させてもらう許可を先生か
らもらうために、
ちょっといい成績を取っていたほうがいいかなと思って
勉強したりしました。でも小さい時に嫌いだと言っていても、
どこかで好
きになることはあるんです。高校で進路を決める時に物理を選んだの
は、宇宙が割と好きで、当時テレビでやっていたカール・セーガンの「コ
スモス」
という番組で宇宙の時空の歪みとか、
ブラックホールができる
仕組みなどがアインシュタインの「相対性理論」
から導き出されることを

▲ひらめき☆ときめきサイエンス

会が開催されます
ニュートリノについての講演
第71回年次大会
一般社団法人 日本物理学会
演会を開催
イズミティ21にて一般向け講
（日）
2016年3月20日
「ニュートリノで探る宇宙の謎」
★

岡宇宙素粒子研究施設長）

（東京大学宇宙線研究所神
中畑雅行 教授

A～」

み ～重力波検出実験KAGR

「地下で測る宇宙のさざな
★
研究科）
（大阪市立大学大学院理学
神田展行 教授
ww.jps.or.jp/
://w
も開催予定→http
「特別講演」
※このほかに

知って、
これを勉強してみたいなと思って。
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Image Landsat
Data SIO,NOAA,U.S.Navy,NGA,GEBCO

震災から5年。

学校が果たした役割と、
与えられた課題について考える。
disaster
（災害）
にはdis（離れる）
aster
（星）
で、
「幸運の星から離れる」
という意味があります。
震災当時の学校と地域が経験したことを生かし、
「再び
（re-）
星（aster）
のもとに還る」
との願いを
教材にこめた先生にお話をうかがってきました。

この本をまとめられた後は、
どんな活動をされていたのでしょうか。
山形大学や福島大学の先生がたと一緒に復興学をやった関係で、

翌日が後期日程の入試だったので、大学で会場設営の確認をして
いました。揺れが来て、学生たちと中庭に避難したり、安全確認をして
回っていたのですが、暗くなった時にある先生がワンセグを見て「気仙
沼に津波が来ている。」
と。燃えているような暗い映像を見て、状況が
まったく理解できませんでした。9時くらいまで大学にいたのですが、八
木山橋が落ちているという話があったので、青葉山のほうから山を抜

かを、
ともかく絶対に残さなければならないという思いがありました。結
果として、現場の先生方だけでなく保護者、地域の人々を含む一般の
方々に知ってもらわなければならないと思い、学術的なものではなく、
わ
かりやすい内容にしました。

1993年の北海道南西沖地震で大きな被害のあった奥尻島の調査

係者の意識と対応能力を高めていくためのプロジェクトです。モデルに
なったのは、兵庫県の教育委員会が災害時に教員を派遣して、学校

ところから出てきて、
だんだんと全体像がわかるようになったのがこの3

の早期再開を支援するEARTHと、災害時に派遣される医療チーム

年間。
これを今後どのように生かしていくかですね。

DMATです。
どちらも阪神淡路大震災後に立ちあげられました。今や

2015年3月に仙台で国連防災世界会議があり、
この震災がどうな

それまでも「地域との連携が大事」
ということはわかっているつもり

ました。その後は電話やSNSを使って、学生の安否確認をやっていま

だったんですが、学校が地域の防災拠点になっていたり、地域との連

した。

携ができていたところほど、津波からの避難も避難所運営もスムーズ

著書「学校を災害が襲うとき 教師たちの3.11」は
2011年7月から翌年1月まで10名の先生がたへの
インタビュー調査をまとめたものですが、
これをやろうとしたきっかけは。
元々フィールドワークが専門でしたし、
その経験から研究者が聞き取

にいっていました。やはり地域あっての学校であり、学校があっての地
域だなということを非常に強く感じました。
典型的な例としては、第18共徳丸が打ち上げられた気仙沼市鹿折
地区も、
「 防災に強い街づくり」
を学校を巻き込んでやっており、
あそこ
は3日間くらい炎上していましたが、生存率は釜石と同じくらい高い
（99.8％）
んです。また仙台市の荒浜小学校も地域ぐるみで「災害に
強い街づくり」
をやっていたので、大きな地震があったら学校に籠城す

るのと、
いわゆるジャーナリストが書くのとでは違いがあり、研究者の、

ると決めており、備蓄もありました。周囲を水に囲まれましたが、ヘリに

学校の現場を知っている者の目線で残しておかなければならないと

よるホバリングの訓練もやっていたため、震災当日からヘリによる救出

思ったのです。
まずは何があったのか、生死を分けた線はどこにあった

が行われました。地域と一緒に訓練を行っていたところほど、災害に強

のか、
あんな大災害に対して、素人の先生たちがどうやって対処したの

い体質になっていたことがわかります。
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ろうとしていることは、災害時のプロのかたに危機管理の仕方を教わっ

のかということを土地勘のない人にぱっとわかってもらうにはどうしたら

て、
それをどう学校版に改めていったらいいかを勉強していくことです。

いいかを考え、最初は紙の地図を貼り合わせたのですが、理科の菅原

今回の震災では、避難所運営に日頃から子どもたちという集団に向き

敏先生の力を借りて「リアスターReaster」
を作成しました。仮想地球

合っている学校の先生方の日常的な職業的能力が大いに役に立っ

儀ソフトウェア「Google earth」に津波の高さや避難者数を落とし込

たので、
そういう日常やってきたことをレベルアップしていければと思い

み、直感的にわかるようにしたものです。これなら自由自在に、角度や

ます。
またDSATの一環として、学内で防災教育を体系化したものにして、

ろな調査をする人にも便利です。
またタイムマシーン機能があるのでそ

宮城教育大学を出れば災害への知識があり、一定のトレーニングを受

こにどんな街があったかもわかるんです。私自身も現地に行ってみる

けているという状態を作るということを、大学を挙げてやっています。

と、前の記憶というのがだんだんあやふやになってきて、前から何もな
かったんじゃないかと思うんですよね。地図上に、当時の記録のPDF
やYouTubeもリンクさせています。

震災を教訓として、改めて私たちがやるべきこと、
子どもたちに伝えて行くべきことはなんでしょうか。
学校の行事などを起点にしながら、学校と上手く関わっていくことで

先生のことだけでなく、
地域住民のかたのこともかなり出てきますね。

ける道を通って何とか自宅に帰り、
しばらくは歩いて大学まで通ってい

今回の経験から教訓を引き出し、今後の学校災害に備えて教育関

に行かせてもらったりしました。その間に学校関係者の声がいろいろな

見る距離を変えることができますし、標高なども出るのでこれからいろい

先生ご自身は、
どこで震災に遭われたのですか。

宮城教育大学で設立した
「災害時学校支援トレーニ
ング（DSAT）」
とはどんな活動なのでしょうか。

すね。幼稚園などでもそうですが、先生と関わり、周りの保護者のかた
と関わり、保護者の方々でいいネットワーク関係を作っていただいて、
一緒に子育てをしていく。わが子だけでなく、
みんなで子どもたちを見て
いく。そういうネットワークができると、
日常のトラブルにも強くなれます
し、
いざという時のお互いの助け合いができるようになると思います。
▲危機感を喚起するうえでも、
こういう資料は重要になる。

▲全体を知らせたくて、
がむしゃらに地図を貼り合わせた

リアスターでは避難所になった学校の情報も見ることができます。こ
れを見ると、都市部の学校ほど受け入れ避難者数が多いんです。JR
仙台駅近くの榴岡小学校には、地域住民に加えて駅を閉め出された
帰宅困難者やオフィスからの避難者などで想定の4倍を超える2,500
名の避難者が押し寄せました。それに先生たちがどう対処していったの
か、沿岸部だけでなく内陸部の学校でもどういうことがあったのか、今
後はもっと検証して発信していかなければと思っています。
リアスターは誰でもご覧になれる資料ですので、一般のかたにも参
考にしていただきたいですね。

宮城教育大学

田端 健人 教授
東京大学大学院教育学研究科博士課程修了（博
士号修得）。2001年より宮城教育大学に勤務。
フィールドワークから得た教育現場の情報を、哲学や
心理学などの観点から分析する手法で教育実践研
究を行い、震災後はその手法を生かした記録と発信を
続けている。
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歴 史学 というのは
暗 記 ではなく�
新し い 発 見 を常に
模 索 して行く学問なんです�

今の時代を深く知るために

過去に生きた人々の
声に耳をすます。
歴史は暗記科目という印象が強いけれど、当たり前のことながらそれは人が生きた証。
歴史上の有名人から自分のご先祖様まで、本当はどんな人で何を考えていたんでしょう？
それを読み解く
「歴史学」についてお話をうかがってきました。

ご専門が18世紀のロシア政治史とのことですが、
なぜロシアに興味を持たれたのですか？

大学ではどのような授業を担当されているのですか。
ひとつは教職に関する科目で、小中学校の歴史の授業でどういう

大学入学が1990年なのですが、1985年から当時のソ連でゴル

史料を読むべきか、歴史的なものの考え方とはどういうものなのかと

バチョフ政権がペレストロイカを進め、89年に東欧革命が起こり、社

いうような一般的な内容。専門のほうの授業では、16世紀から20世

会主義圏の国々が変動期に入る時代背景がありました。まだ社会

紀までの西洋史全般や近世ヨーロッパ政治史を教えています。

主義やマルクス主義が生命力を持つ時代ではありましたが、以前の

それともうひとつ、教養系の科目で「伝統と近代化」
というのを担

ような独裁的な体制というより、
いかに民主的な体制にシフトしていく

当しており、
ここでは日本は19世紀後半の明治維新以降、
ロシアは

かという時代でした。

18世紀の初めに、近代化を国家の政策として推進したという点で似
小学生のころから歴史が好きで、中
高生の頃には
『三国志』や『水滸伝』

ているということを考えてもらう授業をやっています。

の影響で中国史に興味がありました。

世（1672～1725年）
で、服装がフランス文化

大学に入った頃は西洋古代史のほう

に影響を受けたものになったり、
ロシア正教の

が面白いかなと考えていたのですが、

教えで伸ばしていた髭を剃らせるなどいろいろな

ある時『「死せる魂」の社会史』
（ 土肥

分野で改革を進めました。何よりサンクトペテル

恒之）
という本と出会いました。
『死せ

ブルクを建設した人物です。

ゴリの小説で、19世紀のロシア貴族

の領主が、
自分たちの農民をいかに酷使していたのか、
あたかもモノ
のように扱っていた様子を若干ユーモラスに描いた作品です。土肥
先生の本では、
その前提となる18世紀の農民たちの生活や、彼らが
どういう意識を持っていたのかなどが書かれていて、
それが非常に面
白く、
自分でも研究できないかと思い、慌ててロシア語を覚えてロシア
史を勉強するようになりました。その後、研究対象を貴族や官僚にシ
フトし、政治史をやるようになりました。
学生に自分の研究を紹介する際、
それぞれ勉強したいことやこだ
わりがあるかもしれないが、何かのきっかけでそれが大きく変わること
もある。そういう出会いがあることが、実は人生にとっては大事なん
じゃないかという話をしています。

いない。
さらに日本史は高校
では必修ではないので、
日本
史も小中学校でやっただけ
という、歴史の勉強の空白
が生じてしまっており、
それを
どう改 善 するかが 問 題 に
なっています。

月号
掲載

歴史の面白さ、
それを学ぶ意味とは
どういうものでしょうか。
「歴史学」
というのは、史料をもとにして過去の姿をつきとめていく
作業です。史料が新たに発見されることもあれば、
すでに誰かが読ん
だ史料でも、読みかたを変えると違った見方が出来るなど、新しい発
見を常に模索して行く学問なんです。暗記ものと思われていますが、
どんどん読み替えられていくものなんです。
歴史というのは、想像力というかイマジネーションが大事だと思うん
です。その時代、
その環境しかなかった時に、人はどういうふうに行動
したのかを考えることが大事です。
また、歴史上の様々な出来事は、

子どもたちに、歴史に興味を持ってもらうには
どうしたらいいでしょうか。

昔に起こった、
自分とは無関係なものではなくて、現在の自分たちを
相対化して捉えるためのデータなのではないかと思うんです。つまり、
今の自分たちが生きている社会や時代が、昔からこうだったのではな
く、
それ自体を疑う観点を持つことが、
もしかすると歴史を勉強するこ

ピョートル1世

小学校では、歴史を学ぶのは
6年生になってからなんですね。
宮城教育大学に来て、久しぶりに新しい教科書を見て驚いたので
すが、小中学校では、
日本史と絡む部分以外、世界史はほとんど学ば
ないんです。学習指導要領に出てくる、子どもの負担を減らすというこ
となんでしょうが、授業だけでは情報量が格段に足りないと思います。
小学校では室町時代はほとんど室町文化のことしか出てこないし、中
学校の教科書には補論以外にはルネサンスが出てきません。
高校では世界史は一応必修なんですが、2006年に世界史未履
修問題というのが起きました。本当は必修なのにやっていなくて、2～
3月に補講をやって単位を出したのですが、
その事件があったあとも、
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るけれど、ほとんど理解して

ロシアの西洋化を推し進めたのはピョートル１

る魂 』は19世紀のロシアの作家ゴー
「死せる魂」
の社会史

実際にはほとんど勉強してこない。だから大学でフランス革命の話を
しても、知らないという学生がいます。世界史は形だけは履修してい

2

VOL.82

2016年

今の子どもたちが置かれている環境は、我々が子どもの頃とはか

との意義なのかなと思います。

なり違う気がしていて、学校の教育だけでは何においても限界がある

最近、今ある社会や状況が当たり前であるかのように考えて、何も

と思うんです。何かに興味を持つきっかけは学校に入る前とか、学校

しなくてもずっと続けられるんだと思われているような印象を受けること

以外の時間から得られることも多いと思うんですが、現代では家庭に

が増えました。今与えられている権利も、
それがずっと守られるかどうか

もそういった余裕がないんですね。
歴史は知れば面白いと思うんですが、
ゲームやライトノベルの面白

はわからないわけです。そういう意味では、歴史というのは将来的なリ
スクマネジメントとしても重要なのではないかという気がしています。

さとはまた違うので、先にそちらの面白さを知ってしまうと、
こちらに振
り向いてくれない状況があるのではないかという気がします。
うちの娘は小学校5年生ですが、娘に読んで貰おうと思って「まん
が日本の歴史」
を揃えたものの、全然読まないんですよ。その代わり
「ベルサイユのばら」のアニメの再放送は見ているので、
「 最近の研
究だとフランス革命というのはこんなきれいごとじゃなくて」
とか、
「『首
飾り事件』
は本当にあった話なんだ」
とか横でぶつぶつ言って、娘が
「へー」
って(笑)。何かきっかけがあった時に、
それをどう導いていくの
か。
これは歴史だけでなく、何についても言えることだと思うんです。

宮城教育大学

田中 良英 准教授
東京大学文学部卒業。東京大学大学院人文
社会系研究科博士課程単位取得満期退学。
博士(文学)。専門はロシア政治史。拓殖大学海
外事情研究所客員研究員、東京理科大学・共
立女子大学・お茶の水女子大学などの非常勤
講師ののち、2011年4月より宮城教育大学で
社会科教育講座を担当。二女の父。
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「 安 心 基 地 」と してのおうちでの 生 活を大 切 にすることが 基 本です 。 3

2016年

大学での授業・研究内容について
教えてください。

今は核家族が多いので、なかなか
相談するのも難しいですよね。

教育相談やスクールカウンセリングなどに
関する授業を担当しています。研究テーマは
心の支援やケア、心理療法などです。教育
委員会の教育相談の仕事や研修などのお
手伝いもさせていただいています。

そうですね。それでも、
ひとりで子育てする
のはたいへんですから、保育所や幼稚園、
小学校の先生に連絡・相談したり、可能で
あれば祖父母の手を借りたり、近隣の支援
を得たりすることが大切です。たいへんさを
抱え込まない工夫が大事だと思います。
そう
いった支援の求め方も適応していくために
必要なスキルだということを知っていただけ
ればと思います。
小学校と中学校にはスクールカウンセラ
ーがいるのですが、生徒たちもまだ利用の
仕方があまり上手くないように思います。日
本では昔からプライベートな悩み事はひとり
で対処するというやり方が普通でしたから、
誰かに助けてもらうということが下手なんで
すね。でもせっかくいい支援がいろいろある
んですから、助けを求めながら問題を解決し
ていくというスキルを身につける時代だと思
っています。

幼稚園や保育園、小学校など、子
どもたちが新たに家族以外の世界
と関わっていくうえで気をつけるべ
きことはどんなことでしょうか。

大人になっても一生続く
人 の 成 長と環 境 へ の
適 応 について 考える 。
もうすぐ入園・入学の季節。
我が子の成長を喜ぶ半面、
「うまくやっていけるのかしら」
と
心配しているかたも多いのでは？
今月はお子さんたちが新しい世界に飛び出して行く時の
接しかたについておうかがいしてきました。

それまで生活していた環境から外に出て、
家族以外の様々な大人や子どもと関わって
いくことは、私たちの発達や社会に出ていく
準備のための知識やスキルを身につけると
ても大事な機会になります。
ほかの家庭や社会と関わるのは一種の
「異文化交流」であり、
それがお互いの個
性の発達や展開・拡大につながっていきま
す。こうしたことが「適応のバージョンアップ」
の過程で、乳児期・幼児期・児童期・思春
期の発達段階は、
それぞれの生活環境と重
なってきます
（図1）。それに伴って、適応の
やり方も変えていかなければならないので、
たいへんなのは当然なのです。よく知られて
いるのは
「小1プロブレム」や「中1ギャップ」
といった問題ですが、青年期や成人期、
さら
に現役引退の後まで、常にバージョンアッ
プし続けなければならないので、子どもに限
らず、大人もたいへんなわけです。
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（図1）

生活環境の変化で子どもも大人もバージ
ョンアップを求められるわけですが、特に親
御さんの不安や焦りが強くなってしまうと、
お
子さんもそれに引きずられたり巻き込まれた
りするので、親御さんが自分自身の支援や
相談を求めることも必要になってくると思
います。
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小学校低学年くらいだと、どのよう
な悩みが多いんでしょうか。
新入生になって、一学期は親も子どもも
夢中で過ごすのですが、夏休みになるとちょ
っと生活や気持ちが戻ってしまって、
その後
の学校適応が難しくなるようなことが時々あ
ります。
新しい生活環境では本人にとって初めて
遭遇するような
「難問」
がたくさん出てきます。
例えば「絵具の赤が（使い切って）
なくなっ
た」
とか、
「 教科書を忘れてきちゃった」
とか。
大人からすれば「え？そんなことで悩んでた
の？」
と思いますけど、
自分の子ども時代にも
そういう経験があったのではないでしょうか？
こういう時には、適応のバージョンアップ
に向けて、具体的にどうすればいいのか、新
たな知識やスキルを教えてあげる支援が必
要になってきます。絵具は単品でも買えると
か、教科書は隣のクラスの子から借りればい
いとか、思いきって先生に相談するとか。
こう
いった新しい知識やスキルを身につけて、新
しい環境に慣れていくんです。
だから、
もしお子さんが朝に「おなかが痛
い」
とか
「学校に行きたくない」
と言うようなこ
とがあっても、
すぐに「不登校では？」
と慌て
る必要はなくて、何が起こっているのか落ち
着いて見守ればいいんです。だいたい先生
はそういう話を聞くとピンとわかりますので、

先生に家での様子を伝えて助力を求めなが
ら解決していくことです。

適応のスキル・適応のスタイルと
はどういったものでしょうか。
子どもの場合は学校、大人の場合は仕事
といった
「社会生活」
をうまくやるためには、
そ
の適応のためのスキルやスタイルを身につ
けていることが必要です
（図2）
。
これら
（図3）
を身につけていると、社会生活を上手くやっ
ていけるようになります。
ただ、
それだけでは不十分で、
「心の土台」
がしっかりしていることが大事です。
「自分は
これでいいんだ」
と肯定的に思う自己肯定感
や、
「自分はやれる」
と思う自己効力感。こう
いう心の土台が揺らいだり、
ぐらついたりする
と不登校のような状態になることがあるよう
に思います。
適応スキルや適応スタイルを身につける
ためには、
いつも手助けするのではなく、慣れ
てきたら自分で取り組むことを励ますなど、
自
分で対処していく姿勢を身につけさせるため
のバランスが大切です。親のほうが不安だと
子どもが困らないように先回りして手助けし
がちですが、
そうすると練習不足になって、大
人になったときに困ることになりかねません。
㐺ᛂ䛾䛯䜑䛾䠎䛴䛾ᇶ┙
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（図2）
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ことだと思っています。表面的には元気に
見えても、
自分でも周囲でも気づかないよう
な心の傷が残っていることがあるので、注意
や見守りを継続することが必要です。
また毎
年3月は、
いろいろな関連行事があったり、
新聞、
テレビなどで特集をやったりするので、
心の傷が活性化しやすい時期なので、注意
が必要です。
またこの先、上の学校に進学したり、生活
状況や環境が大きく変化する時などに適応
上の問題が発生することがあります。ただ、
それが震災の影響かどうか見分けがつかな
いことも多いので、阪神・淡路の先例もあり
ますので、過度に恐れずに、様々な可能性を
考えながら、心の見守りを続けるといいと思
います。

ままぱれ読者にアドバイスをお願
いします。
子どもたちが新しい環境で元気にチャレ
ンジしていくためには、
「 安心基地」
としての
おうちでの生活を大切にすることが基本だと
思います。ただ、
お母さんひとりで抱えるのは
たいへんなので、
ご家族や近隣の人たち、
ま
た地域にはいろいろな子育て支援の場があ
ると思いますので、ぜひそういう人たちの応
援をもらってほしいと思います。保育所・幼稚
園や学校の先生たちはお母さんたちの味方
ですから、不安や心配なことがあったら助力
や支援をもらいながら、一緒に子育てしてく
ださい。子どもを通して学ぶことはいっぱいあ
りますから、
お母さんがバージョンアップする
機会にもなるので、
お子さんと一緒にお母さ
んも新生活にチャレンジしていただければと
思います。

㐺ᛂ䛾䛯䜑䛾䝇䜻䝹䜔䝇䝍䜲䝹䛸䛿
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（図3）

震災からまもなく5年が経つわけ
ですが、子どもたちには心理的な
影響はどの程度、どんなふうに残
っているのでしょうか。
これは10年単位で考えなければならない
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