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Vol.
教 育 の 未 来 と 子 ど もた ち の 未 来 の た め に

『ままぱ れ』とは 、 宮 城 県 内 各 地 で 無 料 配 布 されて いる、
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、
『 宮 城 教 育 大 学 情 報コー ナ ー 』を 設 けて い ただきました 。
東 北 唯 一 の 教 員 養 成 大 学 で ある本 学 で 教 鞭 を 執る教 員 の 研 究 成 果 が 、
育 児 や 家 庭 教 育に毎 日 奮 闘 する宮 城 の 皆 さまへ の
ヒントにな ればという思 い からです 。
本 冊 子 は 、この『 宮 城 教 育 大 学 情 報コー ナ ー 』の 2 0 1 6 年 度 分 を
抜 粋してまとめたも の です 。
この 特 集 号によって 本 学 の 研 究 活 動 へ の 理 解 を
深 めて い ただけ れば 幸 い です 。
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子 ど もたちは
お 父 さ ん と お 母 さ んの
生 活 を 見 てい ま す 。

身体の発育・発達に影響する
子どもを取り巻く環境について考える。
4月に入ると健康診断が待っています。
子どもたちの普段の生活で、食事や運動などどんなことを気をつけたらいいのか
お話しをうかがいに行ったら、
日頃の観察からわかる子どもたちを巡る様々な状況が見えてきました。

大学での授業・研究内容について教えてください。
保健体育の先生を養成するコースで、主に保健に関わる
内容を担当しています。健康や病気に関わることとか、環境
に関する話とか、保健の授業をする上で必要と思われる基礎
に関する授業などを行っています。
また、学校では、先生がた
が朝の健康観察を担当します。
その時に子どもたちの様子を
どんな感じに見ているのかといった話題などもあります。
子どもの健康にもいろいろな見方がありますが、私のやっ
ているのは、身体の発育・発達に関わることで、特に肥満の
問題などになります。以前所属していた東北大学には仙台市
内の小中学校の身長・体重のデータが蓄積されていますの
で、
それらを解析しながら研究を進めています。

宮城県はメタボの該当者及び予備軍の割合が、5年連
続全国ワースト2位です。子どもの肥満の出現率も非
常に高いわけですが、そのことをどうお考えですか？
宮城県だけでなく、東北地方の肥満傾向児の出現率は高
い傾向にあります。学校保健統計調査報告書が毎年出され
るのですが、
その時の東北地方の地方紙には、
この子どもの
肥満の話題が記事になることがほとんどです。
生態学に関する分野で、寒い地方にいくと身体が大きくな
る
「ベルクマンの法則」
というのがあります。文部科学省の肥
満傾向児の判定指標は身長と体重でしか見ていないので、
身体が大きいだけで肥満になってしまう可能性があります。
肥満というのは
「身体に過剰な脂肪が蓄積した状態」
と考え
たほうが良いので、本当に肥満が多いのかどうか丁寧に見て
いかなくてはなりません。
とはいえ、宮城県は体力に関する指
標も高くないので、本当に肥満の子が多いのではないかと
考えています。
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また、
その数字の背景にある環境も考えなければならない
でしょう。食生活とか、運動のできる環境にあるのかなどです。
例えば、運動について言えば、都市部より田舎や農村部のほ
うが身体を動かさないという報告もあります。
ちょっとした移動
にも車を使います。一人に一台とはなりませんが、所有してい
る車の台数も異なっています。
また、街灯が少なく暗かったり
して、安全という側面から考えると外遊びはちょっとと感じてし
まうかも知れません。
さらに、地域の過疎化や高齢化が進んで
いるために一緒に遊ぶ仲間が集まりにくくなったりしていま
す。結果的に全体として肥満傾向児の出現率が多いという
ことになるかもしれませんが、
そうした個々の環境も考える必
要があろうかと思います。

先生の研究に、
「乳幼児期の育児環境が学齢期以
降の発育・発達にどんな影響を及ぼすか」
というの
がありますが、具体的にはどういうものでしょうか。
すでにニュースなどでも取りあげられていますが、例えば「貧
困」
の話題などがあります。私の行ってきた研究結果の話では
ないので恐縮ですが、貧困層における肥満のリスクが高いと
いうのは海外でも言われています。菓子パンのようなおなかを
満たせる炭水化物は安く買えるのですが、身体を作るたんぱく
質や野菜は高くて買えないということがあります。
そうすると肥
満や糖尿病のリスクが高くなってしまいます。
また、保健室の先生のお話などによると
「調子が悪い」
と保
健室に来た子に話をきいていたら、朝食を食べて来なくておな
かが空いていて、結果的に
「調子が悪くなっていた」
という事も
あります。朝食を作ってもらえる子と、
そうしてもらえない家庭環
境にある子の違いが出てきています。
ほかにも、親御さんが共働きのため帰りが遅く、歯医者に連れ
て行ってもらえず、虫歯の治療が十分にできていないとか、
いろん
な意味で格差が生まれているような感じでしょうか。
しかしながら、

このような問題があっても家庭だけでは対応できないということも
あります。単に数字をみるのではなく、個人をどのようにサポートし
ていかなければならないのか、考えていく必要があるのでしょう。

子どもたちの普段の生活で、食生活や運動も含め
て気をつけておくべきことはどんなことでしょうか。
母子手帳などに発育曲線が載っています。
それを用いて、
子どもが成長過程のなかのどのくらいの位置にいるのか観察
することは、重要だと思います。
ちょっと極端な例かも知れませ
んが、身長の伸びが小さくなって、
あれ？おかしいなぁと、
ちゃん
と調べてみたら、脳腫瘍が発見されたとか、重篤な病気の見
つかる事例もあります。
また、成長期にある子ども達の体重
は、基本的には増えていくはずなのに、保育園で身体測定を
行っていて
「あれ?この子、
どうして体重が増えていかないんだ
ろう。」
と思ったら、実は家庭ではあまり食事が与えられておら
ず、虐待があったとか。小さいお子さんですと自分で表現する
ことは難しいこともありますので、先生がたが気をつけてあげる
ことも大切ですね。
と、私がここで話しても、皆様には釈迦に
説法になりそうですね。
さて、運動面について考えてみますと、皆さんもお分かりかと
思いますが、幼児期はちょうど物を持ったり、物を使っていろい
ろと遊べるようになる時期ではないでしょうか。
そのようなものと
の関わりのなかで、細かな動きを身につけていくとか、
いろいろ
なことをやらせてあげる必要があるだろうと考えています。
また、本当に普通に身体を動かすこと、散歩などいいと思う
んです。車や自転車の移動ではスピードが速すぎて、見えない
景色もいっぱいあって。歩きであれば、暑さ寒さの季節の違い
も感じられますし、例えば子どもたちにとっては道で拾った石こ
ろひとつでも宝物になったりします。近くのお店まで、子どもと
一緒に買い物に歩いて行くとか、親子の触れ合いのなかで運
動を取り入れていけば、
いいのかなとも考えます。

「ままぱれ」読者にアドバイスをお願いします。
子どもたちは、
お父さんとお母さんの生活を見ています。子
どもと親の食習慣、睡眠時間やテレビの視聴時間などが、関
連するといった報告もあります。私も甘いお菓子や炭酸ジュ
ースが好きなので、息子が似てしまうかも、
と。
だから子どもが
どうというのではなく、
自分の健康のことも考えながら、子ども
の健康についても考えていければ、
よいのかなと思います。
最近興味を持っているのは、睡眠に関することです。成人
において睡眠時間の短いことや寝る前に浴びる
「光」
は肥満
のリスクを高める原因になる可能性が報告されてきました。私
も睡眠時間は多いほうでもないと思いますし、就寝ぎりぎりま
でWebをチェックしたりしているので、
自分の生活習慣を変え
なくては、
と思っています。
それはさておき、例えば、
タブレット
使って、絵本(?)の読み聞かせをするようになったら、
目からの
光刺激になってしまいます。
となると、子どもたちにおいては、
どうなるんだろうか、
と気になっております。

黒川

修行

准教授

栃木県出身。宮城教育大学小学校教員養成課程卒業ののち、宇都宮大
学大学院教育学研究科で教育学修士、東北大学大学院医学系研究科で
博士（医学）。専門は教育保健学、学校保健、衛生学、公衆衛生学で、子ど
もの発育・発達について研究している。
１男のパパ。
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写真提供：NPO法人日本サイエンスサービス(NSS)

ここに来たばかりの頃は、私の経 歴からか

ルするために、
アメリカの山や火星でシミュレー

「彼は教材開発のプロだから」
と紹介されていま

ションしたり、
「アジサイ電池」
では元々高かった

したが、専門は化学が中心でしたが、幅広く理

彼女のプレゼン能力を活かせました。

科教育を探求し追い求めていくつもりです。

高校の化学部では
どのような活動をされていたのでしょうか。
仙台二高の前の古川高校にいた時に、化学
部があまり手をかけられていない感じだったの
で、何か誇りを持たせたいと思い大会に出るよう
に取り組みました。
それは仙台二高に移ってからも変わらず、
もう

宮城教育大学へは公募で入られたそうですね。

来ました。
そのようなことも、本学に来るきっかけと
して評価していただけたのかなと思います。

20年の高校教員生活を経て、昨年4月に本
学に飛びこみました。最初の2校は中学校の勉

大学での授業・研究内容について教えてください。

強がわからないまま高校に入ってきた子も多いと
ころで、
そういう子たちがきちんと高校を卒業し

小学校から大学・大学院までの、広い意味で

て、
まっとうな社会人になるためにどうするか取り

の公約数的な理科教育をやっています。なかで

組むような日々で、良くも悪くも生徒指導の面で

も特に、受講した学生が将来教壇に立った時

鍛えていただきました。

に、教材の研究法や開発の仕方を見つけること

宮城教育大学に来る前は、仙台二高に9年
間勤務していたのですが、
そこでは教科指導と部

また、今は仙台市内には二華や青陵の中高

活動指導に力を入れました。教科では新しい理

一貫校があるので、高校で教えられる技量を持っ

科教材、特に化学教材の開発を手がけ、部活で

た、
なおかつ中学校でも教えられる先生が現場

は「インテル国際学生科学技術フェア（Intel

でも求められています。中学校から高校にかけて

ISEF）
2015」
（以下「ISEF」）
という、世界の高

は、勉強の中身の難しさが激変します。両方をき

宮城県出身。北海道大学薬学部、同大大学院環境科学

校生が参加する一番大きい世界大会で、
日本初

ちんと接続して教えられる先生が求められていま

研究科修了。20年間の高校教員生活を経て、昨年4月より

の2年連続グランドアウォードを受賞することが出

す。

渡辺 尚

准教授

宮城教育大学理科教育講座を担当。専門は理科教材の
開発と実践。趣味は旅行、
スキー、
テニス・バドミントン・野球
をはじめとする球技、
そして囲碁。一女のパパ。
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の出来る目を養わせる内容の授業です。

少し上を狙いたいと思い、化学グランプリ
（※1）
の上にある国際化学オリンピック
（※2）代表候
補になるような生徒を育てたいと思いました。最
終的に日本代表候補に7人出し、
うちひとりは
本大会まで行ったので、乗せれば行ける能力を
持っているんだと思いました。
また、世 界で高 校 生として初めて、学 術 誌
(Journal of Materials Science)にアカデミッ
ク論文が掲載されましたし、地震によって土砂
崩れがどう起こるのかを予測する
「砂山シミュレ
ーション」や、
「 塩害に強いアジサイを用いた色
素増感太陽電池」の研究でISEFでグランドア
ウォードを受賞することが出来ました。
どちらの研
究もきっかけになったのは震災でしたが、
「 砂山
シミュレーション」
ではアメリカの審査員にアピー

「ままぱれ」読者にアドバイスをお願いします。
私が関わった生徒で、小さい時に台所でみそ

仙台二高は100年以上の歴史があります

汁が吹きこぼれて、黄色から橙色の炎が上がっ

が、
これまでISEFに行ったことはありませんでし

た時に、
その子はお母さんに「この色はナトリウ

た。進学校だから出来て当たり前というのでは

ムという元素の炎色反応、花火みたいなものな

なく、
やはり生徒は育てないとだめです。こういう

んだよ」
と解説されて、子どもながらに「へー」
と

と意外と反発を食らいますが、一高や二高で教

思ったそうです。農学部出身のお母さんらしくて。

師に課せられているのは、上の子をもっと育て

身近にある不思議について、一緒に考えると

て、
さらに上に行かせてやろうという気概ではな

か話せることが大事というか、子どもの芽を育む

いのかと思います。

ことになるのかなと感じますね。私にも5年生の
娘がいて、私なりにいろいろな話をするんです

囲碁部の顧問もなさっていたそうですが。

が、乗ってくることもあれば、
ダメな時もあります。
でも親としてはそこでめげてはいけない(笑)。教

私自身囲碁を打ちますし、顧問に就く前の囲

育に特効薬はなくて、毎日の積み重ねだと思う

碁部は全国大会で4位を2回連続獲っていた

ので、答えが出なくても一緒に遊びながらで良い

ので、
もうちょっと育てれば上に行くと思い、
それ

ので、考えてあげる姿勢と会話が大事なのかな

までつながりが希薄だった東北大囲碁部や、
プ

と思います。

ロ棋士の招聘指導、
ジュニアの囲碁教室と連

本学では「イノベーティブ・ティーチャー
（主体

携を図るようにしました。小学校から大学（～プ

的に考え、生涯学び続ける教師）」
ということを

ロの指導）
までを上手につなげて育てていけば、

掲げていますが、
それは「イノベーティブ・ペアレ

生徒は一貫して伸びていくのではと取り組んだ

ンツ」
でもあると思います。人間生きていれば、新

結果、4年目に優勝しました。東京や大阪には

しい知識を日々吸収して学んでいきます。それは

プロ棋士の指導を頻繁に受けられ恵まれた環

私たちも、親として体現していかなければならな

境にいる子もたくさんいますが、指導者の育て

いと思います。私たちも子どもたちと一緒に考え

方や、戦略と戦術しだいで、子どもたちを大きく

ていくことがイノベーティブなのであり、
そこから

花を開かせることができると思いますね。

将来、子どもたちが花開いていくんだろうと思っ

※1 化学グランプリ…1999年より開催されている、全国の高校生以下の学生が化学の実力を競い合う大会。成績上位
者20名程度が、国際化学オリンピック代表候補に推薦される。
※2 国際化学オリンピック…1968年より開催されている化学の国際大会。例年約60ヶ国から200人を超える高校生が
参加し成績を競うほか、
エクスカーションを通じて他国の参加者との国際交流を深める。

ています。
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保護された井土のメダカ→

「サクラマス 広瀬川」と検索してヒットした関東のかたのブログに、
「 地元の友人から、
サクラマスが釣れたら研
究に使う先生がいるから連絡してと言われた」とお名前が出てきてびっくり。広瀬川を一本の軸に、環境保護・震
災復興・街づくりについてのお話をうかがってきました。

宮城教育大学

棟方 有宗

↑オレゴンの小学生たちと

←オレゴン州立大学の
教授と

先生の研究について教えてください。
基本的には魚類で、専門はサケ科
魚類のサクラマスの回遊行動やその
メカニズムの研究です。それを大学院
からずっとやっていて、
仙台に来てか
らは広瀬川の魚、
震災以降は仙台市
沿岸のメダカが中心になっています。
また魚と合わせて、
彼らのエサになる
水生昆虫や川そのものの環境につい
ても調べています。
電車で1時間くらいで奥多摩という
東京西部出身なので、
週5日くらいは
川に行って、
ヤマメやいろいろ魚を子
どもの時から釣ったり観たりしていま
した。それがそのまま研究になって、
そ
のまま就職というか。
子どもの時の夢がそのままぶれなかっ
たのですね。広瀬川は仙台100万都
市の中を流れているわけですが、
どの
くらい魚がいるのでしょうか。
だいたい60種類くらいはいると思
われます。都市の川でありながら、
ま
だそれだけの魚がいるというのは全
国的にも珍しいです。また一般のサク
ラマスは春に海に下るんですが、
広瀬
川には半年早く秋に下りるサクラマス
がいるんです。それは非常に珍しい現
象で学術的にも注目されており、
それ
を研究しています。
もちろん都市河川ですからデメリッ
トもあるのですが、
上手く調
和できれば都市のなか
でも魚がいて、
市民も
どんどん利用できる
環 境になるはずな

ので、
そこを目指していくつかの市民
団体と一緒に取り組んでいます。人が
関心を持って関わっていかないと、
バ
ランスを保てないというのが日本の自
然なんです。広瀬川をコアにして、
保
全や調査を教育にも活用できる方法
を考えています。
ただ広瀬川は水質はいいのですが
水量に問題があって、
源流の山が低い
ため水量の変動が激しいんです。そ
れで水が途切れそうになったり、
水温
が上がってしまうので、
水源の森を育
てるなど、
水量をいかにバランス良く
安定させるかも課題ですね。
魚たちはどのあたりまで遡上している
のですか。
本流ですと熊ヶ根、
そこにある鳳鳴
四十八滝まで行っています。あとは支
流の大倉川にある大倉ダムの下まで行
っています。下流のほうには田んぼや
発電所に水を引く取水堰が4つあるん
ですが、
魚に発信機を着けて追跡した
ところ、
そこもぎりぎり行き来していま
した。
愛 宕 堰から六 郷 堀 、七 郷 堀 、仙 台
堀などを使って広瀬川の水を田んぼ
に引いていますので、
一蓮托生という
か上流で雨が降らなければ田んぼも
影響を受けます。また田んぼ優先で
水を引けば、
下流の水が少なくなって
魚の行き来が難しくなるので、
その両
方が維持できるよう考えなければい
けません。
魚を見るということは点で見るので
はなく、
常に上流の森と海とのつなが

り全部を見ていないとわからないし、
守れないんです。ですからお子さんに
川の魚を一尾見せることによって山
のことも伝えられますし、
特に回遊魚
はこれらの基本的な条件が整ってい
る象徴だといえます。

授業で子どもたちと接することも多い
のでしょうか。
「ひらめき☆ときめきサイエンス」を
9年間続けているのと、
仙台市環境局
の環境講師出前講座で市内のいくつ
かの小学校でプログラムを持っていま
す。子どもたちと「川に行くと夢中に
なって帰りたがらないので、
授業を終
わらせるのが大変なんです。子どもた
ちはそれを受け入れる興味とキャパシ
ティーを持っているんですが、
最近で
は子どもたちが水辺に行く機会が少
なくなっています。教科書だけでは得
られる情報が少ないので、
なるべく現
物を見て体験的に学ぶほうがいいの
ですが。
仙台市沿岸部の井土地区のメダカを
守る活動について教えてください。
震災前の時点で用水路がコンクリ
ート製になったことや、
ザリガニなどの
外来種が増えて数が減っていたので、
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万一のことを考えて2010年に20～
30尾を捕獲して飼育を始めたのです
が、
震災があって完全にいなくなって
しまったんです。
震災の前から八木山動物公園と宮
城教育大学は連携していたのですが、
そういう経緯があったのでぜひメダカ
の復活をというお話をしたところ、
当
時の遠藤園長が仙台の沿岸部に住ん
でおられてこのことをよくご存じだっ
たということもあり、
やることが決まり
ました。復興事業にメダカがいる環境
を組み込んで貰うことをゴールにして
いるのですが、
なかなか進まないため、
震災の翌年から「メダカの里親プロジ
ェクト」を始めました。動物公園が中心
になって今では2百数十組の里親が
おり、
トータルで1万尾くらいになって
います。この研究室の外の池と動物
公園の正門の池にもそれぞれ数千尾
くらいがいます。皆さん、
環境も踏まえ
た復興という意識を持っておられて、
親御さんであればやっぱりお子さん
のために環境を残したいと思っておら
れるんですね。

15
16

10/

土
日

あとはどうやって元の場所に戻す
かについて、
ずっと関係機関と協議し
ているのですがまだ環境が整っていな
いのが現状です。仙台うみの杜水族
館にも置かせて貰っていますし、
地下
鉄東西線荒井駅にあるせんだい3.11
メモリアル交流館にも常設で水槽を
置かせて貰うので、
将来的にはメモリ
アル交流館などを基地として田んぼ
などのフィールドガイドも出来ればと
考えています。
10月に開催される「ひらめき☆ときめ
きサイエンス」ではどんなことをやる
のですか。
今回は「サケマス類の謎に迫る～
体のつくりと行動を観察しよう～」と
いうことで、
作並で開催します。初日は
エサになる水生昆虫（川虫）を観察し
て、2日目は川虫を模した毛鉤を作っ
て、
魚が食べる様子や、
食べたエサが
どのように吸収されるのかまで掘り下
げてみたいと思いますので、
ぜひご参
加ください。本当は作並の地域おこし
も兼ねて、
泊まりで科学プログラムと

先生
東京都出身。平成12年東京大学大学院農学生命科
学研究科にて博士（農学）を取得。平成11～15年日
本学術振興会特別研究員、
平成15年より宮城教育大
学理科教育講座に赴任、
平成19年より准教授、
オレ
ゴン州立大学客員教授。平成23年より宮城教育大学
環境教育実践研究センター教員を兼務。

いうのをやってみたいんですけど。
ままぱれ読者にアドバイスをお願いし
ます。
田んぼの用水路にちょっと網を入
れて、
どんな生き物がいるか見るだけ
でも、
興味を持つきっかけになると思
います。
また動物公園や水族館に行ったら、
スタッフにいろいろ質問してもらうこ
とですね。そういう方々はたぶん私と
同じように、
魚の楽しさとか魅力を伝
えたい人ばかりだと思うので。うわべ
だけを見るのではなくどんどん質問し
て、
大人と科学のコミュニケーション
を取ってください。
インプットが多いほうが脳の刺激に
もなりますし、
魚に限らずいかに全体
の環境に好奇心を持って自分で掘り
下げられるかです。水族館などのスタ
ッフにも「 仕 事 の 邪 魔になるからダ
メ」とあきらめないで、
どんどん話しか
けてみてください。

サケマス類の謎に迫る
～体のつくりと行動を観察しよう～

←ヤマメ

なぜ河川でサケ類が暮らすことが出来るのか考えてみよう!
講師名

棟方 有宗 先生

集合場所 JR仙山線作並駅
人

数

各日10名

開催時間 10：00 ～ 15：30
対

象

小学5・6年生

締

切

10月4日（火）

ひらめき☆ときめき
サイエンス
作並渓流釣り場にて→

お問い合わせ先 お申し込みに関すること、 国立大学法人 宮城教育大学 ひらめき☆ときめきサイエンス担当
ひらめき☆ときめきサイエンス 宮城教育大学
検索
当日のプログラムの詳細 etc…

←八木山カトリック幼稚園に居候
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天体観測をもっと身近に
タブレットで
夜空の星を追いかけよう。

先生の授業・研究内容について
教えてください。

れを実用化する研究をやっています。
タブレットに星図が出るので、
そこ

めて、
プラネタリウムの解説や「ひと

理科教育講座で地学、
特に天文分

で星や星座をクリックすると、
自動的

み」天体望遠鏡を使って天体観測し

夏休みには、
夏の風物詩のペルセ

野を担当しています。研究としては、

に望遠鏡がその星のほうを向いてく

たり、広 報を担 当している人もいま

ウス座流星群が8月12,13日に一番

地球や惑星の進化の過程で起こる天

れる仕組みです。そして、
望遠鏡がと

す。

体衝突のメカニクスの解明と、学校

らえた星の映像をインターネットを介

の授業の中での、
IT機器などを活用

して観察することができます。今は学

の を授 けて 興 味 を支 えてくれまし
た。

の見頃です。また、
南の空の低いとこ

した天体観測の教育方法や教材研

校でもタブレットが導入されつつあ

究を行っています。

り、
デジタル教科書や映像を見るため

毎年開催されている「ひらめき☆
ときめきサイエンス」について
教えてください。

大学に進学するまでは、
地球表層

に使われていますが、
将来的にはそう

インターネット望遠鏡を使って遠隔

のダイナミクスや、
地球や惑星の起源

いった操作機器としても使えるように

天体観測を体験したり、
大学の天体

や進化に興味がありました。特に太陽

なっていくと思います。

ろに土星と火星とアンタレスの競演
が観られますよ。小さい望遠鏡があ
れば土星の輪も見えます。日が暮れ
て暗くなったら観られるので、
お子さ
んが夜更かししないで観られるから
いいと思います。

望遠鏡を使って天体観測をします。雨

あとは頑張っているママたちにも、

系が形成する時には、
天体がぶつかり

が降ったら小型望遠鏡を組み立てて、

ご褒美に家事から離れて、
自然の豊

合って大きく成長していく過程があり

その仕組みを実験したりします。残念

かな山奥で「降るような星空」を観て

ます。その意味でも天体の衝突現象

ながら今年はもう定員に達してしま

欲しいですね。娘が小さかった時、
信

はとても重要です。そこで、
大気の中

いましたが、
また来年もやりたいと思

州で本当に星が降るような空を見た

に落ちてきた隕石がどう摩耗してい

っていますので来年5・6年生になる方

んですけど、娘はそれを覚えている

くかとか、
それによるクレーターの形

は楽しみにしていてくださいね。

んです。時々ふと「あの時のあの星、

成のメカニズムなど、天体衝突の数
値シミュレーションをやってきました。

▲ＳＦ映画で観た世界が現実に

もうひとつ仙台市天文台と連携し

きれいだったね。」と言う時があるん

て開催する「スペースラボin仙台市天

です。そういう体験を、
ママにも子ど

この4月まで雑誌「ニュートン」の編
集長だった水谷仁先生の研究室初の
女子学生だったのですが、私が卒業
する頃は男女雇用機会均等法施行
前で、
男女差がない外資系企業に就
職しました。その後休職してアメリカ
の大学院に行くチャンスをいただきま
した。その時に、当時の宇宙開発事
業団（現JAXA）の宇宙飛行士試験
を受けたこともあり、
その試験で一緒
に受けて宇宙飛行士になられたのが
若田光一さんです。

先生が研究しておられるIT機器
を活用した天文教育について
教えてください。

青葉山のうえにある宮城教育大学。
その屋上にある天体望遠鏡ドームからの
街の眺めは絶景でした。
ここで天体観測するのも素敵だけれど、
子どもたちには寒いし眠い！
授業時間中にリアルタイムで、夜空の星を観測する方法を
研究している先生にお会いしてきました。

宮教大の卒業生にも天文台に勤

今の小学校では、
月の満ち欠けで
すとか、星座や太陽の日周運動など
を習います。天体観測は夜間に天体
望遠鏡がないと出来ないので、先生
たちにとってはやりにくい授業である
反面、
子どもたちにとっては人気のあ
る分野なわけです。
宮城教育大学のインターネット天

もちろん、
授業ではこういう望遠鏡

文台」という講座があります。理科教

もたちにもして欲しいですね。子ど

を使って、
夜には本物の星を観て欲し

育講座の物理・化学・生物・地学の先

もは体験したことしか次の世代につ

いですね。今の子どもたちはバーチャ

生と学生が実験教室をやります。私

なげられないので、
ぜひバーチャルじ

ルにはすごく強いのですが、
逆にリア

が12月17日(土)に開催する「星空た

ゃないたくさんの体験を。

ルな体験が弱いですから。やっぱり本

んけん」は対象が小学生ですので、
ぜ

そして 働 いているママさん たち

物が大事ですよね。

ひ小さいお子さんも親御さんと一緒

へ。私の時代は職場でも周りの人に

仙台市天文台にも
ずっと関わっておられます。
2008年7月に西公園から錦ケ丘
へ移転した時から関わっています。先

に参加してください。また今年は宮沢

助けられながらの子育てが出来たけ

賢治生誕120周年ということで、
音楽

れど、今はそういう優しい環境の職

の先生方もコンサートをなさいます

場は難しくなっているのかもしれま

ので、
天文台のHPをみて見てくださ

せんね。いい環境やサポートがママ

い。

さんたちにありますように。仕 事も

日400回を迎えた、
土佐台長が土曜

家事もママが100％頑張り過ぎると

ン」では「衝突クレーターの科学」と

ままぱれ読者に
アドバイスをお願いします。

いうテーマでお話しさせていただきま

小学校1～4年生の頃は甲府に住

も大変だよねって、
80％くらいがちょ

した。仙台市天文台は望遠鏡も大き

んでおり、当時は自然と戯れて暮ら

うど良かったかもと、
経験上お伝えし

いし、
展示室も国内で一番広いし、
プ

していました。そのあとは高校まで東

たいですね。

ラネタリウムのドームも大きいです。

京でしたが、
たくさん本を読んだり、

の夜に開いている「トワイライトサロ

一級のものが3つ揃っているのは全

地球物理に興味のあった私に、
父が

国でここだけですので、
おらが町の天

当時は珍しかった気象衛星ひまわり

文台を誇りに思います。

からの白黒写真など、
いろいろなも

子どもが熱を出したりするから、
余裕
が大事なんだけれど、
余裕を持つの

文台システムは、
ネットを経由して宮
教 大にある天 体 望 遠 鏡を遠 隔 地か

髙田 淑子 先生
名古屋大学理学部で惑星科学を学んだのちに
日本IBMに入社。その後カリフォルニア工科
大学地球惑星学科で天体衝突のシミュレー
ションを研 究し、P h . D （
. 惑 星 科 学 ）を
取得。帰国後、
旧通商産業省工業技術
院（ 現 産 業 技 術 総 合 研 究 所 ）、東 京
大学理学研究科を経て平成10年か
ら宮城教育大学。来年20歳になる
一女のママ。

らタブレットなどのモバイル端 末を
使って操作するシステムです。小学
校の授業でこれを活用して、子ども
たちに 望 遠 鏡を実 際 に 動かしても
らう天 体 観 測 の 研 究 をやっていま
す。昼でも金星の満ち欠けなどは見
られますし、最終的には時差のある
外国の望遠鏡を動かせれば、
いつで
も授業で天体観測が出来るので、
そ

9

◀屋上にある天体望遠鏡

スペースラボ in 仙台市天文台
第1回

第4回

10月23日
（日）13：30-16：00

天動説vs.地動説－実感編－

第2回

12月11日
（日）13：30-16：00

国語と理科が合体した植物学けんきゅう教室

仙台市天文台で宇宙の不思議に触れてみよう。
今年の不思議テーマは「宮沢賢治」

12月3日
（土）13：30-16：00

きらきら結晶をつくろう
第5回

講座内容・お申込み方法など詳細はHPをご覧ください。
お 問 合 せ 宮城教育大学スペースラボin仙台市天文台 事務局

12月17日（土）16：00-18：00

星空たんけん

第3回

12月4日
（日）13：30-16：00

風を感じる－宮沢賢治の自然観－

◆第 1～4 回は小学生（高学年）、
中学生対象、第 5 回は小学生対象
◆定員…各回 20 名

http://rika.miyakyo-u.ac.jp/information/spacelab.html
tel

022-214-3931 mail spacelab@ml.miyakyo-u.ac.jp
10

中一ギャップを

乗り越える方策としての

小中一貫教育を考える。

事前にいただいた資料に、メタ認知とか学
習 方 略とか 難しい用 語 が 並 ぶ 認 知 心 理
学。その観点から中高一貫教育ならぬ小中
一貫教育や、インターネットを使っての調べ
学習などを実践的に研究している先生にお
会いしてきました。

9
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施設一体型なら問題共有がしやすく、
1～9年生まで一緒なので
カリキュラムを組むにも縦割り学習 にも適していますね。

ー先生の授業・研究内容について教えてください。

ー震災の影響で、沿岸部は学校が減っていますね。

ようとすることについての予備知識が必要になるのではない
かと思います。

わかりやすいものとしては発達と学習の心理などがあり

逆に地下鉄東西線の荒井駅周辺は増えています。あのあ

ますが、結局人の記憶とか学習というのは何だろうという

たりは今後5年くらいでかなり人口が移動するのではないで

ことを、心理学の面から研究しています。

しょうか。

また検索しても、本人にとって身近で分かりやすいページ
から閲覧し始める傾向があります。既存の知識を強化・補完

またコンピュータ統計ということもやっており、これは

一方、小中連携をするうえで問題になるのが教育課程をど

するために検索してしまって、自分の知識から一歩踏み出し

質問紙やアンケートをどう作るかです。アンケートは生徒

うするかということです。英語の授業が入ってくることもあり

た正しい答えにたどり着けません。検索する技術は持ってい

を対象にしたものもありますし、研究の目的によっては保

ますが、5-4制とか、4-3-2制とか。そこに先生の免許状や小

るけれど、教師がそれを導くような教え方をしないと求める

護者や教員に対してアンケートを取ることもあります。そ

中学校での教え方の違いなども加わってきます。だから一番

結果にはならないんです。そういう教師の役割が、情報機器

うすると質問の内容も多岐に渡りますし、対象の年齢に

理想的なのは、ひとつの建物のなかに小中学校がある「施

の活用としては重要なのではないかと思います。

よって設問の作り方も変わってきますので、そういったノ

設一体型」だと思います。登米市にある豊里小中学校がそう

ウハウを学んでもらっています。

なのですが、まず職員室が一緒なので問題の共有がしやす

ー宮城教育大学はJICAと協力して、海外からの研修員を

いですし、1年生から9年生まで一緒なのでカリキュラムも組

受け入れています。

ー先生の研究のテーマには「中一ギャップ」もあります

みやすく、縦割り学習のようなものもやりやすいですね。実

ここ最近は東南アジアやアフリカ諸国の先生がたが多い

が、それについてお話しいただけますか？

際に「施設一体型」では、成績でも大きな成果があるという

のですが、例えば授業研究を研究テーマとしておいでになる

ことが報告されています。

先生がたを現場にお連れしたり、その先生がたに講義したり

中一ギャップというのは、小学校から中学校に進学した
際、学習や生活の変化になじめず、不登校となったりいじ

「施設隣接型」の例としては、あまり多くはないですが、

します。日本は授業研究が進んでいるし、また宮城教育大学

めが増加する現象のことで、結局「環境移 行」の問題で

仙台市の吉成小学校と吉成中学校のようにフェンス1枚で隔

としての蓄 積もありますから、そのノウハウを提 供していま

す。実際に小6から中1に上がった時に「いじめ」が1.5倍、

てられているものがあります。「施設一体型」は予算の問題

す。

「校内暴力」も3.5倍、
「不登校」が2.8倍になっています。

上簡単に造るのも難しいかと思いますので、「施設隣接型」

それを解決するために、平成17年度に文部科学省の方

でいくしかないような気もします。

JICAではなく自分でも、海外の「中一ギャップ」なども研
究しています。例えばシンガポールでは小学校6年生の時に

針で主に学力や学習面について学校間の連携施策をきち

中学校に進むと勉強の仕方がわからなくなってしまうとい

PSLE（Primary School Leaving Examination 小学校

んと考えようという動きがあったのですが、その後過疎化

うのは、
「予習復習の仕方がよくわからない」「何のために勉

卒業試験）というのがあります。これは中学受験のための試

や少子化によって小学校や中学校が統廃合になり、仕方な

強するのかがよくわからなくなってしまった」などの理由が

験といいますか、その後を上中下の3つのカテゴリーに分け

く連携ということになっています。普通小学校2校に対して

挙げられていますが、連携を図ることによって少しでも緩和

る試験です。ですから一家のプライドをかけて取り組んでし

中学校1校の割合なので、小学校が1校なくなることによっ

出来ればいいのではないでしょうか。

まうので、今後もっとマイルドなものにしようとしているよう

て自然に小中一貫になるのですが、スクールバスをどう配
置するかなど予算の問題も出てきますね。
今も文部科学省では改革案を作成しているのですが、学

です。そういったものも研究しています。
ー教育現場への情報機器の導入については、どのような
研究をされていますか？

ーままぱれ読者にアドバイスを。

校評議員の集まりでもまだ連携の話は積極的にはされて

インターネットの使い方ですね。学校で実際に検索サイト

博物館などのいろんな施設に連れて行っていただければ

いないようです。学校のほうも話し合う余裕や機会がない

を使った「調べ学習」をやっていると思うんですが、年齢に

ということでしょうか。また日常生活でも、家族で学校の勉

のかもしれません。また学区によって事情が異なるので、そ

限らず、おおむね同じようなことが言えるようです。ネットを

強の内容について話したり、新聞を読んだりニュースや科学

れぞれに合わせてやっていくしかないのかもしれません。

使ってもみんなまったく同じサイトを見てしまうので、結果は

番 組を見るような生活習慣にしていると、学力が 高かった

あまり多様化はしていないですね。良い検索結果を導き出す

り、勉強方法が良くなったということが知られています。

平 真木夫 先生
埼玉県出身。北海道大学大学院文学研究科博士課程行動科学終了。博士（行動
科学）。1999年から宮城教育大学、現在教職大学院に所属。専門は認知心理学・
教育心理学。主に中一ギャップなど小中連携に関わる問題や、教育現場への情報
機器の導入について研究している。

ためには、ヒントの質のようなものを自分で操作することが

あるいはリビングに電子辞書でもあれば、ご両親がお忙し

大事だと思います。どんな情報を探しているのか、あまり説

くて構ってあげられなくても、それだけでも違ってきますよ。

明できない状況で検索すると、適切なキーワードを入力で

ネットですといろんな意 見が 転 がっていますから、内容が

きず、適切な検索結果にたどり着けません。だから、検索し

ニュートラルな電子辞書が一番いいかもしれませんね。
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目を見てうなずくだけで伝わる想いがあります。

相談所、保育園、児童発達支援センターに勤め、その間１５年間宮城教育大

言葉を持たない子どもたちの内側から溢れる気持ちを受け止めてきた先生が、

宮城県出身。明治学院大学社会学部社会福祉学科卒業後、養護施設や児童

これから子どもたちに関わる学生や先生、

お母さんたちに伝えたいことをお伺いしてきました。

佐々木 孝子 先生
学で幼児教育講座の非常勤講師として勤務。主に障害をもつ子どもたちの
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何かを教えるのではなくて、
子どもたちが自分で力を発 揮する場を
作ってあげることが大事です。

しいと思いました。食事は栄養だけではなく、みんなと一緒

人間のコミュニケーションというのは、言葉だけではあ

に食べる雰囲気とか、においを楽しむとか、すべてまとめて

りません。
「 非言語的コミュニケーション」でほとんどの思

食事だと思うので、お母さんや栄養士のかたにも協力していた

いは伝わります。何を言うかというのは、どんな言葉を使

だいて挑戦しました。その体験を通して、行動も意欲的になっ

うかではなくて、どのように伝えるか。目を見てうなずくだ

ていったり、食べさせる際のやりとりでコミュニケーションが

けでも肯定的な思いは伝わります。障害がある子もそう

育って、そこからまたいろいろな可能性が生まれてきます。

いった動きのなかで、
「 待つ」ということを覚えたり、見る

子どもたちを見守るということは、そういう感動や気づ
きがあるということを学生さんには伝えたいと思ってい
ます。

力や考える力が育っていきます。
あるお母さんの感想で「わらべうたを歌っていると、優
しい気持ちになります。」というのがありました。子どもた
ちにゆったりと関わること、本当にそれに尽きます。

そういった子どもたちとの交流を通じて
感じるのはどういったことでしょうか。
障害があってもなくても、長くかかっても待っていれば、
子どもたちが持っている力は道筋に沿って育っていくとい
うことに気づきました。そういうことに気づく私たちの心
が大事なのであって、大人の私たちが関わりかたを考えて
みようということですね。
教えるのではなくて、子どもたちが自分で力を発揮する

教育現場での姿や子育て支援、家族支援について、現在は特任教授として実

場を作ってあげることが大事です。今のお母さんたちは一

践的な知見を伝えている。

生懸命になり過ぎるところがありますから、一緒に楽しん
で「すごいじゃない。」と言える時間を持てば、子どもたち
は自分が持っている力でぐんと伸びていきます。
昨年度から仙台理美容専門学校でも
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幼児期に関わった子が中学生になった時にお母さんと

教えていらっしゃいますね。

お会いしたのですが、お母さんがその子が空き箱で作った

理美容の資格取得に直接関係はないのですが、誰にで

棚の写 真を見せてくれました。その子は話せないのです

も優しい福祉社会の実現を目指すため、又、これから人と
接する仕事につく学生さんたちに社会福祉を学ばせたい

ままぱれ読者にアドバイスを。
「わらべうたあそびによる保育」のいいところは

言い古されていることですが、お子さんがちょっとだけ

どんなところですか？

頑張れば 到達できる課題を設定してあげて、褒める場面

が、物づくりや絵を描くんです。その作品は、私とその子が

平成元年からやっているのですが、親と子と先生がみん

を作るようにすればいいと思います。お子さんはお母さん

幼児期に過ごした施設のホールにあったオーディオラック

なで学べるものはないかと探していた時に、宮城教育大学

に 褒められたことが嬉しくて、次へ次へと出 来るように

という法人の意向から、一般教養で教えています。新聞を

で、そっくりでした。その再現力は記憶力の良さだけでは

の佐藤雅子先生のわらべうたによる保育に出会って、研修

なっていきます。
「 私は叱ってばかりいるお母さん」という

使って授業することもあるのですが、4月の熊本地震で理

片付けられない、そのオーディオラックから生まれた楽し

にお呼びしたのが始まりです。

方も多いと思うんですが、お子さんが頑張れる場面を作っ

美容師さんたちが車両型の移動美容室で現地入りした記

かった思い出が必ずあるはずだと思います。

なぜわらべうたがいいかというと、母語である日本語が

てあげて、笑顔になれる関係を大事にしていけばいいと思

事などを読んで、皆さんの仕事はただ技 術だけではなく

また、以前は私と会話できなかった子が、何年か経って

ベースにあるからすっと耳に入ってくるし、日常生活の動作

て、人の気持ちを癒してあげることができる素敵な仕事だ

からばったり会ったとき「孝子先生、メガネかけてる。メガ

がたくさん盛り込まれています。動作が付くので、相手が

お子さんの姿をよく見て、言葉にならないメッセージを

ねと伝えました。私も言葉ではない、触れ合うことで心が

ネかけてなかった。」と言ったんです。当時体験したことが

意味を理解できる。例えばとんぼの歌を歌いながら、とん

キャッチしてあげること。そんなお母さんになれると、子

通じ合う世界で仕事をしてきましたので、そういうことを

ちゃんと記憶の中にあって、言 語を獲 得した時にそれを

ぼを獲るように指先を子どもの指先にくっつける。相手に

育ては楽しくなるかなと思います。

伝えたくてこの仕事をお受けしました。

使って話してくれたんですね。
「この子は幼児期に気持ちを

心が向かっていくことを感じ取れる。身体

います。

あと、簡単なものでいいので育児日誌をお薦めしたい

受け止めて貰ったという体験があって、人といると何か得

が触れ合うことで思いが 通じ

と思います。育てている時にあった感動的なこと、素敵な

先生の授業・研究内容について教えてください。

られる、いいことがあるということを知っていった」と、そ

る。わらべうたというのは、人

ことを書き留めておけば、大きくなって辛いことがあった

最初は「わらべうたを取り入れた保育」でしたが、長く子

の子たちのお母さんからは言っていただきました。

間 関 係 を 遊ぶ 世界なんです 。

時でも、子どもを信じようと思う元気をくれますよ。また

どもたち、主に障害児に関わってきた私が発信できるの

あとは食事に対しての取り組みです。発達障害は偏食を抱

そ れ によって人とのコミュニ

「書く」という行為で、自分の怒りを収めることもできます

は、幼児期体験がその子の育ちにどのような影響を与える

えていることが多いし、重度重複障害で経管栄養（胃ろう・

ケーションを育てたり、模倣力

かという「障害児の育ちと幼児期体験」だと思います。

鼻チューブ）のお子さんにも、口で味わう楽しみを感じて欲

を高めてくれるんです。

しね。
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異文化コミュニケーションの
道具としての英語を考える
2020年度には英語は3年生から必修化、5・6年生は正式教科になります。
イマドキの子どもたちは小さい頃から英
語が身近にあるけれど、教える先生は大変なのでは？その先生を育てているリース先生にお会いしてきました。
ーー大学での授業や研究について教えてください。

ね。英語だったら英語の字幕も付いているので、聞き取れなかっ

授業はほとんど英語の教授法についてです。理論や、学生たち

たら字幕を見ながら何度も聞くというリスニングの練習も自分で

が模擬授業をしてそれについてお互いに評価し合います。今年は

できます。授業でわからないままになっていたことも、
そういった教

やっていませんが異文化理解の授業もやっています。
また英語で

材なら自分のペースで観ることができますのでうまく活用すればい

のプレゼンテーションのコツについてですとか、大学院では英語

いと思います。

を学ぶ動機づけの授業や、ICT（情報通信技術）
を普段の授業で
使う方法などを研究しています。

ーーICTはどのように活用しているのでしょうか。

まず資料の配布をネットでやっているので、数年前は年間１万

枚近く使っていたのが今は100枚も使わなくなりました。
テストもPCでやります。紙のテストだと採点に時間がかかり、学
生に返すのが2週間後になるのですが、PCならテストが終わって1
分以内に採点が終わって学生に返します。
同時に私のPCにどうい
う問題が難しかったかというレポートが届くので、
すぐにその場で
説明することが出来ます。2週間前ではなくやったばかりのテスト
ですから、記憶が鮮明なうちに解説出来るので効果的ですね。
学校でのスマホを使用禁止にしているところも多いですが、授
業でうまく使えばいいと思っています。例えば「今日の天気はどう
ですか？」
という、見ればすぐ答えのわかる質問がありますね。
これ
を、
オーストラリアのシドニー、
キャンベラ、バースなどの天気は今
どうなっているのかをスマホで調べて2分以内に答えるということ
を、先日高校の模擬授業でやりました。
ただ禁止するのではなく、
そういうふうに効果的、現実的な使い方を指導したほうがいいと
思っています。
一番効果的なのは
「反転学習」
です。通常の流れですと、授業で
文法の説明などをやり、宿題でその文法練習をやるわけですが、
反転学習では先生が自分の授業や教科書の説明のビデオを作っ
てYouTubeにアップします。学生たちには予習で必ずそれを見るよ
う指導し、授業の最初にその内容についてテストします。
それから
普段宿題でやっている練習問題を授業時間に指導しながらでき
るので、一人ひとりの学生の勉強を見てあげることができ、
とても

ーー2011年から小学校で外国語活動が始まったわけです
が、効果は出てきていますか？
子どもたちは英語ができるようになっているし、英語が好きな子

どもが増えていると思います。初めて高校の授業を見た時、生徒た
ちはほとんど英語をわかっていませんでした。
ただ文法の説明だけ
の授業だったので、大学に入るためならともかく、英語はコミュニ
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昨日の自分と比べて
ちょっとでも伸びることが大切だと思います。
「唯一のライバルは昨日の自分」

リース エイド
リアン

先生
オーストラリア
出身。19 97 年に
来日し福 島で
ALTや副 担 任
として英 語を
指 導し、20 10
年
から宮 城 教 育
大学英語教育
講 座 で 教 鞭を
執る。准 教 授 。
2男1女のパパ
。

ということで。
ケーションのためのツールなので、
そういうふうに使って欲しいと

売所で梨を買いました。柚子も日本独特のものだと思いますし、
お

思います。

風呂に入れるのもすごく魅力的だと思います。

小学校の先生方は、英語を教える経験もトレーニングもないの

また、
日本のイメージといえば東京や京都ですが、
それとは全然

で大変だと思いますが、
まずは子どもたちが楽しく、英語が好きに

違う東北の田園風景もいいなと思います。
あとは
「祭り」
ですね。特

なるような授業をやればいいと思います。英語を話せるようになり

に秋田が面白くて、
「なまはげ」
にはとても感動しました。私も福島

たいというモチベーションを持てるよう、歌をやったり、YouTubeで

で和太鼓をやっているのですが、祭りは見るのも楽しいですが、参

海外の映像を見せたり、英語を話している日本人の映像を見せる

加するともっと楽しいですよ。

ことも大切だと思います。最近は先生たちの意識も、英語はコミュ
ニケーションツールだというように変わってきていますし、今の子
どもたちは英語に接する機会も増えています。街で道を聞かれて
も、間違えることを恐れずに英語を使って欲しいですね。

ーーこのところ外国人観光客が増えていますが、
お薦めした
い宮城・東北を教えてください。

ーー外国の方々と交流するうえで大切なことはなんでしょうか。
世界には様々な文化、
いろいろな考え方があって、外国人と触

れ合うチャンスがあれば、英語の勉強が出来ると考えるよりも、
そ
ういったことを知るいい機会になると考えるのがいいと思います。

ーーままぱれ読者にアドバイスをお願いします。

やはり食べ物ですね。先日従兄弟が初めて日本に来たのです

華道や茶道を見ると、
日本の文化には
「完璧」
ということがある

が、作っている人と話したら楽しいと思い、松島の帰りに利府の直

と思います。
それは素晴らしいのですが、
お子さんたちと一緒に英
語を勉強する時は、
そういう文化やプライドをちょっと捨てて、完
璧な発音や文法でなくてもいいですから、
コミュニケーションを取
るんだという態度をお子さんたちに見せてあげてください。英語を
勉強する目的は大学に入るためじゃなくて、20～30年後に仕事や
遊びで日本語を話せない人と英語でコミュニケーションを取るこ
とですので。
また、私の好きな研究者ドゥエックが発表した
「マインドセット
（心の持ちよう）」
という考え方があります。
ふたつのマインドセット
があって、
ひとつは頑張っても伸びない、生まれつきの能力しかな
いんだと考える固定的なマインドセット。
もうひとつは、頑張れば
伸びるとか、間違ってもいいんだという
「しなやかマインドセット」
で
す。
イチローも平均打率3割という素晴らしい成績を出しています
が、
それは10回に7回は失敗しているということなんです。失敗を恐
れず、失敗したら次はもっと上手くいくよう自分で考えてもう一度
挑戦することが大切なので、私たちは子どもたちをこの
「しなやか
マインドセット」
になるようにしなければならないと思います。
あとは人と比べたりしないことも大切だと思います。人と比べる
のではなくて、昨日の自分と比べてちょっとでも伸びていれば、
み
んな伸びるのではないでしょうか。
「 唯一のライバルは昨日の自
分」
ということですね。

効果的だと思っています。
反転授業に限らず、今はYouTubeに教材がたくさんありますの
で、授業でやったことの細かい説明を何度も見ることができます
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音 楽 分 野に限 ら ず 、

のはなびら」などがある。2016年4月より宮城教育

た く さ んの世 代の中に

鉄道の夜」、混声合唱と和太鼓のための組曲「さくら

子 ど も がいるこ と は 、

音声・音響効果賞）受賞。室内楽、合唱劇等を中心
に作曲活動を展開。合唱劇「ポラーノの広場」
「 銀河

と て も 大 事 な ので は

東 京 藝 術 大 学 大 学 院 修了。N H Kオーディオドラマ
『ソフィーの世界』の音楽で放送文化基金賞（音楽・

ないか と 思い ま す 。

子 ど も た ちのために 何 か 面 白いこ と 、

ために な るこ と を や るのは 、宮 城 教 育 大 学の得 意 と す る とこ ろ 。

音 楽 を 軸に 、学 生 と プロの音 楽 家 と 子 ど も た ちの

懸 け 橋に なっている 先 生に お 話 を う か がって き ま し た 。

吉川 和夫 先生

1
2017年

VOL.93

月号
掲載

大学附属小学校校長。

「じゃがいも」の公演は年1回、11月か12月に山形でやって、
1月に東京公演もあります。
その「じゃがいも」さんと一緒に作った宮沢賢治の曲を中
心に「仙台クラシックフェスティバル（せんくら）」でやって
いるのが「せんくら・うた劇場」です。4人の声楽家の方と、
宮教の倉戸テル先生のピアノとで「読み聞かせ」ではなくて
大人向けの「語り聞かせ」、
「歌い聞かせ」のようなコンサー
トです。

先生は宮沢賢治がお好きなんですね。

附属小学校の校長先生として力を入れていることは
ありますか。
実質的なことは副校長にお任せしているので、自分が仕切
るという立場とはちょっと違うんです。いざとなれば責任を取
る立場です。ただ、副校長も音楽の先生なので、自然と音楽
活動に力が入っているかもしれません。実は副校長に詩を書
いてもらい、僕が作曲した新しい曲を、先月の学校全体の合
唱の会で、職員合唱で発表しました。子どもでも歌えるよう
な曲なので、いずれは子どもたちに歌ってもらえるといいなと
思っています。

賢治の「ビヂテリアン大祭」を作品化した「声明と狂言の
かり取り組んだものだと思います。昔から宮沢賢治が好きだ

震災に関連して「被 災地へピアノをとどける会」の
活動もされています。

ったかと言われると、読んでも難しくてよくわからなかったん

ピアニストの庄司美知子さんが2011年4月に、南三陸の避

語りのための≪論義ビヂテリアン大祭≫」が一番最初にしっ

です。ただ、賢治はとても音楽が好きだったし、彼は声を出し

先生の授業・研究内容について教えてください。

ストラ演奏会を軸に、いろいろ遊べるイベントを用意していま

音楽教育講座で作曲と音楽理論を教えています。音楽理

す。できるだけ一流のものを体験させたいという小山さんのポ

論は音楽の文法のようなもの。音楽を勉強する人は基礎基本

リシーで、天文台にお願いしてミニプラネタリウムを持ってき

として知っておいてほしいものです。それと学生には「作曲を

たり、書家の方に書道パフォーマンスをしてもらったりしまし

する」楽しさと難しさを感じてほしいと思っています。

た。子どもと一緒に何か面白いことをやるというのは宮教の専

先生が音楽を始めたきっかけは何でしょうか。

門なので、先生や学生たちにも協力してもらい、昨年は宮教の

親が長く続けられるような習い事をやらせたいと、幼稚園

大学以外でも、いろいろな活躍をされておられます。

オケが山田和樹さん指揮で演奏しました。小山さんはこれか

宮城教育大学は仙台市天文台と平成21年7月に協定を締

らもずっと続けていこうと計画していらっしゃいます。

結しており、先月もロビーコンサートをやりました。土佐台長
がとても音楽がお好きで詳しくて、星にまつわるコンサートを
すぐにやりましょうとおっしゃって、9月と12月の年2回で今回
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ながら書いていたような気がします。原稿用紙に目だけで描

あとは山形市の「合唱団じゃがいも」。ここは1974年創設
で歴史が長いのですが、メンバー同士が結婚して子どもが生
まれて、ご夫婦の練習について来た子どもたち「子じゃが」が

いているのではなくて、音で書いている。擬音も多く、言葉の
流れ方が、私にとって賢治は音楽を付けやすい、自然に書か
せてもらえる感じがします。

難所に電子ピアノを持ち込んで演奏会をやったんです。その
時に小さな女の子ふたりが、ボロボロになった楽譜を持って
「ピアノを弾いてもいい？」と言ってきたそうです。津波でピア
ノを流されて、音楽をやっている子どもたちができなくなって
しまうことに心を痛め、この活動を始めました。全国から使っ
ていないピアノをお預かりして、調律師さんや運送会社とも
協力して、修理したピアノを届ける活動で、これまで480台以
上贈ってきました。

くらいからヴァイオリンで育ちました。4年生の時に名古屋放
送児童管弦楽団（現・NHK名古屋青少年交響楽団）に入り、
ここは子どもの音楽番組を作っていたので毎週収録があっ
て、遊び場が名古屋のNHKでした。中学生や高校生、お世話
してくれる先生や父兄がいて、家族とは違う集団のなかで育

で18回目になります。毎回必ず星や天体にまつわる曲を入れ

一緒に歌うようになった変わった合唱団です。「孫じゃが」も

ています。音楽科の学生や卒業生を中心に、今回は合唱で宮

加わって三世代で参加されているご家族もいます。一緒に歌

沢賢治の作品を歌いました。来場者の方々に生演奏を楽しん

うといってもそういう曲はあまりないので、作曲家の林光さん

分野に限らず、そういうたくさんの世代の中に子どもがいるこ

でいただくと同時に、人前で演奏することはとても勉強になる

にお願いしました。いろんな世代が関われるものということ

とは、とても大事なのではないかと思います。

ので、学生たちにとってもいい機会をいただいています。

で、宮沢賢治の流れができました。いろんな年齢層の声が混

特に音楽が好きな家族というわけではありませんでした

東北に縁のあるピアニストの小山実稚恵さんが一昨年から

じっているからすごく色彩的というか、歌・語り・動き・音楽を

が、美術の展覧会にはよく連れて行かれました。子どもだか

始めた「こどもの夢ひろばボレロ～つながる・集まる・羽ばた

組み合わせた合唱劇です。昨年やった「鹿踊りのはじまり」は

ら絵の良さなどはわからなかったですけど、そういうところに

く～」のお手伝いもしています。これは子どものためのオーケ

林光さんの曲ですが、一昨年は私の「オツベルと象」でした。

行く習慣を付けてくれました。

ったのはすごく良かったなと思います。「じゃがいも」もです
が、いたずらをするとよその大人が叱ってくれるんです。音楽

ままぱれ読者にアドバイスをお願いします。
コンサートでも美術館でも、ぜひたくさんいろんなところへ
連れて行ってあげてください。それが日常になれば、大きくな
った時に自分で行ってみようと思うようになります。またうち
では、本はいつでも買ってくれて、本を読む習慣を付けてくれ
たことも良かったと思います。
コンサートは0歳児からのものもあるし、多少大人びたも
のも「これはこの子にはちょっと難しいかな。」とはあまり思
わずに、いろいろチャレンジしてみるといいでしょう。難しく考
えず、
「なんか今日の良かったね。」でいいと思うんですよ。
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「でもさ、
『勉強』と『学ぶ』って同じなの？」はっとするような疑問が飛び交います。
震災後、p4cという「探究の対話」が県内の学校で取り入れられるようになりました。
教員時代の経験をもとに、それに取り組んでいる先生にお話をうかがってきました。

庄子
●宮城教育大学にいらっしゃった経緯を教えてください。
37年間の教員生活で、ずっと考え続けていたことがふ
たつありました。
教科指導には必ずねらいがあり、指導のあとには達成で
きたかどうかを評価しなければなりません。そうした中で
私たち教員は、正解に導くための手立てを工夫しながら子

員免許状更新講習などにも関わっています。また、平成26
年度から発行されている、被災地で頑張っている教職員や
子どもたちの様子を紹介する教職員向け情報誌「ちょっと

●p4cとはどのようなものなのでしょうか。
ハワイの教育で大きな成果をあげた「探究の対話」のこ

会に出れば、自分たちの生き方やあるべき姿など、正解が

とで、東日本大震災の支援で交流のあったワイキキ小学校

分からない問題とも向き合わなければなりません。
（ 今の

の教員が2013年7月に仙台市立若林小で披露したのが始

若い人たちは、選択肢がないと固まってしまうという話も

まりです。具体的には子どもたちが自分たちで問いを立て、

聞きます。）学校教育の中で、正解が１つではないことにつ

コミュニティボールを使いながら、輪になって座って対話を

いて考える機 会が、もっとあってもいいのではないかと

し、考えを深めていくものです。コミュニティボールと呼ば

思っていたことがひとつ。

れる毛糸のボールには、
「ボールを持った人だけが話せる」

ふたつめは、クラスの雰囲気によって同じ学びでも結果

「話したくなければパスできる」などのルールがありますが、

が違ってくるということ。学びの前提として「楽しく学べる集

基盤にあるのは「何を話しても否定されない、笑われない。

団づくり」があるのに、そのことにどれだけの心を砕いてき

みんながちゃんと話を聞いてくれる」という安心感（セーフ

ただろうかということです。2013年に「p4c（philosophy

ティ）です。

for children 子どもの哲学：探究の対話）」と出会い、自分

「教師からの問い」ではなく「子どもの問い」を大切にす

が考え続けていたこのふたつのことを、これからの教育に

るので、子どもが課 題を見つける力や探 求心が 高まりま

役立てられないかと、p4cを研究する上廣倫理・哲学教育

す。また「幸せとは何か」
「働くとはどういうことか」
「将来の

研究室が設置された宮城教育大学に来ました。

夢は何か」など、
「 正解がひとつとは限らない問い」につい
てみんなで考えるので、思考力や創造力、探求心を養うこ

主にp4cの実践研究にあたっており、それを活用して教

校や仙台市教育委員会に勤務。平成26年3月に仙台市立富沢中学校校長を最後に定
年退職、同年4月から宮城教育大学に特任教授として勤務。小学校2年生を頭にお孫
さんが5人いる「ままぱれ」の先輩世代。

たいむ」の編集にも携わっています。

どもたちの理解を深めようと努めてきました。ところが社

●先生の授業・研究内容について教えてください。

修 先生

仙台市出身。宮城教育大学卒業。昭和52年から37年間、宮城県内の国公立小中学

とができます。こういった問いは、その場で結論が出なくて
もいいし、何年かかるかわからない。歳を重ねるにつれて、

結論が変わる問いでもあります。一生考え続けることが大

姿を見出すことができるのです。学校の応援団というか、

事なんです。

そうした人たちを掘り起こすことが大切です。

また、
「 ボールを持った人だけが話せる」というルール

子どもは家庭や学校だけで育てるのではなく、地域も一

は、みんながちゃんと聞いてくれる心地 良さや 満足感か

緒になって育てるという考え方は、これからのスタンダード

ら、
「しっかり聞く」という姿勢が身につき、おしゃべりをし

になってきます。家庭と学校と地域が同じ課題を共有し、そ

なくなった事例がありました。基盤となる「異なった意見は

れぞれの立場で子育てに関わっていくことが必要ですね。

良いが、人を傷つけることは言わない」という約束事が、み
んなが安心して本音を語り合える環境づくりに繋がり、そ
こから自己肯定感も生まれました。
ある対話のなかで、自分が不登校だったことや、祖父が
亡くなったことなど、クラスの仲間が知ってはいたけれど
触れないできたことを本人が話したことによって、
「私たち
を信じてくれているんだ。だから言えたんだ。」と、ぐんとク
ラスがまとまったという話も聞きました。このようによりよ
い人間関係の構築による居場所づくりの効果もあります。
ですが何より、本学がこのp4cを取り入れたのは、東日
本大震災で被災して、押しつぶされてしまった子どもたち
の心のケアに役立てたいと考えたからです。環境も変わ
り、復興に追われる大人たちの陰で知らず知らず我慢を強
いられている子どもたちの心を、本音の語れるp4cを通し
て解き放してあげたいという、教育大学としての強い思い
があったからです。
●地域のなかの学校のあり方も研究されています。

「正 解が ひとつとは限らない問い」は
年齢とともに答えが 変わることもあるので、
一 生考え続けることが大事なんです。
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●ままぱれ読者にアドバイスをお願いします。
お 母 さんたちは 、幼 少期 の 子どもから「 マ マ 、どうし
て？」という質問攻めに遭った経 験もあろうかと思いま
す。そんな時はまず「よく気づいたね。」と不思議に思った
こと自体を褒めてあげてください。そしてすぐに正解を与
えるのではなく「ママも分からないから一 緒に考えよう
ね。」と語りかけることも大 切です。何かを覚えたとか出
来たというのを「うちの子天才かもしれない」と思うこと
も大切ですが、疑問が湧いてくる子どもは、将来もっと有
望だと思います。子どもが物事に疑問を持つこと自体や
その疑問を大切にして、一緒にその答えを追い求めてあげ
られるといいですね。
また、小さい頃から自分の良さに気づかせ、自己肯定感
を育てていくことが大切です。家族とのコミュニケーショ
ンが多い子どもほど、自己肯定感が高いという調査結果も
ありますので、一緒に食卓を囲みながら子どもの自慢を聞
いてあげて、良さを引き出し、伸ばしていってください。子ど

中学で職場体験に行くと、子どもたちが変わります。そ

もの良さを発揮できるような、活躍の場を与えることも大

れは、
「 大人の本気さ」に出会うせいだと思うんです。また

切です。自分の良さを自覚している子どもは、それを武器と

『ちょっとたいむ』の取材で気仙沼の先生から聞いたこと

して何事にも自信を持って挑戦していけるようになります。

ですが、
「延々と続く復興工事の様子を目にしている子ども

さらに、失敗する経験や負ける経験も大切です。将来、

たちにとっては、地域の復興のために歯を食いしばって頑

逆 境に遭 遇したときに、頑張り過ぎ てポキンと折れるの

張っている大人の姿こそが希望の光だ。」と。地域との関わ

ではなく、柳の枝のようにしなることのできる心の耐性、

りのなかで魅力ある大人と出会い、そこに将来目指すべき

打たれ強さも、併せて身につけてほしいと願っています。
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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

地下鉄東西線「青葉山」駅から徒歩約7分

仙山

線

至山形

■附属学校まで（上杉地区）

（上杉地区）

南北線
地下鉄

宮城教育大学

東照宮駅

東北大学病院

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

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

●

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

五橋駅

愛宕橋駅

八木山動物公園駅

❶ 管理棟
❷ 防災教育未来づくり
総合研究センター
❸ 附属図書館

❾ 3号館
4号館
5号館
6号館
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

41
40
31

32

42

講堂
萩朋会館

❼ 1号館

（

青葉山体験学習室

体育館

❻ 環境教育実践
研究センター
❽ 2号館
研究・連携推進課
学生課・教務課・
入試課

圃場

陸上競技場

❺ 情報処理センター

）

至東京

窯芸実習室

野球場

❹ 保健管理センター

至盛岡

広瀬通駅
広瀬通 あおば通駅

●

線

新幹

勾当台公園駅

定禅寺

国際センター駅
川内駅

● 宮城県庁

仙台駅

西線
鉄東
下
地●

●

通

宮城県
美術館 ●

（青葉山地区）

青葉山駅

北仙台駅

北仙台駅

仙台駅前 仙台ロフト前⑰⑱⑲乗り場から
市営バス
「旭ケ丘駅」
「鶴ケ谷七丁目」
「東仙台営業所」行き乗車
「附属小学校前」下車(所要時間 約15分)

附属幼稚園
附属小学校
附属中学校

弓道場
青葉セミナーハウス
文化系サークル
共用施設
武道場
テニスコート
駐車場
守衛室

25

24

体育系サークル棟
30
21

33

20

22

16

18
19

23

職員宿舎

15

3

39
7

29

10
8

13

34
38

9
27

6
5

35
28

文化系サークル棟
ほっと広場
（災害避難広場）

12

11

17

4

14

2

1

26

正門
36

37

附属特別支援学校
男子寮
プール
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