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１ はじめに

本校は，神戸市立玉津第一小学校を母体と
して昭和53年に創立され，今年で40年目を迎
える。学校の歴史は決して古いとは言えない
が，地域に育まれた歴史と文化は古く長い。
この地域は，明石川流域に広がる広大で豊
かな土壌に恵まれ，近畿地方で最も早く米作
りが行われたと言われている。校区内でも多
くの古代遺跡が発掘され，出土品も数多く発
見されている。特に「王塚古墳」は規模が大
きく，原形を見事に残しており，現在も「王
塚公園」として地域の人たちに親しまれてい
る。また，室町中期には，戦国の城「枝吉城」
が築かれ，その後キリシタン大名で有名な「高
山右近」がこの地を治め，城下町を形成して
商業も栄えた。しかし豊臣秀吉の天下統一の
前に二度の城攻めを受け，150年に及んだ繁
栄の歴史に幕を閉じた。
明治から昭和にかけては，近郊農村として
農業を発達させてきたが，昭和30年代，都市
部で発生したドーナツ化現象の波を受けて農
地から住宅地への転換が避けられなくなっ
た。そこで，昭和39年，この地の人たちは，
先祖伝来の豊かな地を乱開発から守り，真に
住みよいまちづくりをしようと「土地区画整
理組合」を結成した。全国にも例を見ない，
民間人の手によるまちづくり事業のスタート
であった。以来，住民の英知と奮闘の結晶が，
山積する利害の対立や難問を乗り越え，見事
なまちをつくり上げた。
本校はそのまちづくりの集大成として，幼

稚園・保育所・児童館・中学校などとともに
建設された。通常，学校が建設されるのは行
政のプランニングによる場合が多いが，本校
の場合はこれによらず，住民によって計画が
なされたという点において，大きな意義を有
するものである。以来，本校は地域と密接に
連携し，地域に支えられて発展してきたと
言っても過言ではない。
昭和53年の創立時に420名でスタートした

児童数は，住宅地の造成により，昭和57年に
は，1,000名を超えた。しかし，以後少子化の
傾向から年々減少し，現在の児童数は300余
名となっている。

伝統的な行事を通しての地域の人々とのつ
ながりは非常に強く，新しくこの地に来た
人々を含めて隣人同士の交流も盛んであり，
地域上げての住みよいまちづくりへの意欲が
高い。「枝吉子供祭り」（旧天神祭り）の復活
も，この地域の人々の願いであった。ＰＴＡ
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活動も大変活発で，研修部・保健体育部・広
報部・生徒指導部の充実した活動が子供たち
を支えている。また，地域の諸団体と連携し，
地域の行事の運営などにも協力している。

２ 枝吉子供祭りの歴史

枝吉には，昔からいくつかのお講（団体）
があった。その中の一つである天神講が子供
祭りである。村には２基のねりあんどんが
あったが，戦後，この行事は途絶えた。
枝吉小学校開校時の藤井昭三教頭は「ひょ
うごのわらべうた」を調査しており，その中
で「枝吉の正月うたとねりあんどん」が紹介
された。この時，枝吉小学校に６基のねりあ
んどんが吉田財産区から寄贈された。この６
基は小学生用に原寸を基に新調されたもので
ある。藤井教頭を中心に地域の方々の協力を
得て，学校行事としての枝吉子供祭りの計画
が進められ，開校５年目に第１回枝吉子供祭
りが行われた（注1）。

第17回の枝吉子供祭りからは，総合的な学
習の時間も活用し，本校の特色を生かした教
育活動の一環として取組を進めている。平成
７年には，「第37回創意工夫育成功労学校表
彰」において，科学技術庁長官賞を受賞した。

３ 教育活動としての取組

枝吉子供祭りは，本校の教育目標「心豊か
にたくましく生きる子」を目指し，教育課程
の中に位置付ける活動である。低学年におい
ては生活科，高学年においては，総合的な学
習の時間も考え合わせながら，本校の教育活
動の中心的な取組としている。地域の特色を
生かした行事として創設されたこの枝吉子供
祭りは，学校・家庭・地域のつながりを基本
姿勢としている。そして，祭りを実現させて
いく過程で，協力・奉仕の気持ちを培ってい
くとともに，地域の方々や高齢者とのふれあ
い，それを通して，温かい心情を育むことも
ねらっている。
また，自分たちの創意工夫で作り上げたと

いう意識を児童一人一人が実感できるよう
に，準備段階ではもちろん，当日の流れの中
でも，十分な役割をもたせるようにしており，
児童が学校・地域への所属感をより一層高め，
祭りの主体としての充実感や満足感を持つこ
とで，幅広く自分の力を発揮していこうとい
う意欲的な姿勢を持つことを期待している。

枝吉子供祭りの目標
・学校生活をより豊かで楽しいものにす
るために，総合的な学習の一環として，
自分たちで創意工夫し，祭りをつくり
あげる。

・学年に応じた役割を分担し，協力しな
がら作業を進めることで，連帯感を深
めるとともに，互いの努力を認め合い，
枝吉小学校の一員であることを実感す
る。

・郷土の伝統行事に関心を持ち，進んで
参加する中で，地域の一員としての所
属感を高める。

・開かれた学校づくりを進め，学校・家
庭・地域のつながりをより深める。
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４ 各学年の主な取組

６年生：５年生時の３月，太鼓の引き継ぎ
式として，卒業する６年生に教えてもらいな
がら初めて太鼓を叩く。４月，進級してから
は，音楽の時間，総合的な学習の時間，朝の
おはようタイムの時間，休み時間に練習を積
む。また，５月，６月には，全３回，プロの
太鼓奏者の方をゲストティーチャーとして招
き指導を受ける。なお，２学期には，地域の
敬老会で演奏する。
枝吉子供祭りの班は，学年を縦割りにし，
四つの班を編成している。班の児童同士が親
しくなることをめざし，２週間にわたり縦割
り班で遊ぶ時間を設定し，６年生がリーダー
となり準備が進められる。また，枝吉子供祭
り当日は，各プログラムで下級生を先導する。

５年生：６年生と共に，祭り資材を搬入，
搬出したり，みこしを組み立てたり，大のぼ
りを虫干ししたりという，力作業を担当する。
また，ねりあんどんの大書の制作，ポスター
の制作，獅子頭，だんじりの操作などを行う。
４年生：自分が好きな言葉を毛筆書きした
竹のぼりを持って行進する。花かごの飾り付
けをする。
３年生：「ワッショイ，ドン，ドン」の掛け

声にあわせて，竹太鼓を演奏する。ねりあん
どんの飾りの団扇を制作し，そこに全校生が
願い事を書き，吊るす。

２年生：枝吉音頭を１年生に教える。みこ
しの飾り付けをする。ペットボトルの中に
ビーズを入れた鳴り物を作り，「ワッショイ，
ドン，ドン」に合わせて振り鳴らし，祭りを
盛り上げる。
１年生：２年生と同様，みこしの飾り付け

をし，鳴り物で祭りを盛り上げる。
その他：祭りの進行は主に５，６年生の放

送委員会の児童によるアナウンス，各学年の
代表児童の口上によって進められる。

５ 地域と共に

枝吉子供祭りを行うにあたり，地域や保護
者の力添えは大きい。
大のぼりの組立，設置：約15メートルある

大のぼりを運動場の周りに12本立てる。大の
ぼりの虫干しや支柱に通す作業は児童が行う
が，その後の危険を伴う組立作業，そして設
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置は，保護者や，地域の方と本校教職員で行
う。設置については職場から重機を運転して
駆けつけてくださる地域の方もいる。
「近隣の方へのお願い」ポスティング：代
表児童が書いた，枝吉子供祭りへの招待，練
習に伴う騒音への理解のお願いといった内容
の手紙を，ＰＴＡの方が増刷りして，近隣の
方々の自宅へポスティングする。
枝吉子供祭りポスターの掲示：５年生が書
いた，枝吉子供祭りを宣伝する55枚のポス
ターを，地域の方々が，地域の掲示板等に掲
示する。
児童の登下校の見守り：枝吉子供祭りは，
18時30分より開演するため，児童は終業式の
あと一度帰宅し，夕方再び登校することにな
る。そして，祭りが終演する20時過ぎに下校
する。登校時は多くの保護者が通学路に立ち
登校を見守り，祭り終了後は，家庭の都合で
保護者が来られない児童については，ＰＴＡ
地区世話係の方が自宅まで送る。
祭りの後片付け：祭りが終わり，児童の下
校後すぐ，教職員，ＰＴＡ，地域の方，中学
校の先生，卒業生である中学生が一緒になっ
て祭りの後片付けを行う。大勢が協力し，祭
り資材を大切に扱い体育館へ片付けていく姿
に感動すら覚える。

枝吉音頭：枝吉子供祭りの中で，児童，保
護者，地域の方，卒業生，来賓，職員が一緒
に輪になって，枝吉音頭を踊る。

６ おわりに

７月の放課後，体育館は祭りの工房となる。
「よくこんなの制作できたな」「千年の釘（５
年国語，光村）の職人さんの世界やな」など
と言いながら，針金，ペンチ，ボンドなどを
を持ち，ねりあんどんや，みこしの修理作業
に汗を流す教職員。地域の方から受け継いだ
枝吉子供祭り，伝統を引き継ぎつつも，毎年
少しずつ改善され36回目の夏を迎えた。今年
も校庭に子供たちの元気な「ワッショイ」の
声が響きわたった。これからも子供たちが生
き生きと輝ける場として枝吉子供祭りを継承
していきたい。

（注１）吉田郷土資料館発行の資料より。
（注２）紙面の都合上，全８番の内，一部を

抜粋して掲載。
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１ はじめに
本校は，但馬南部の山間部に位置し，八鹿
中学校，青渓中学校が統合して８年目を迎え
る比較的新しい学校である。全校生261名11
学級，生徒会活動や部活動が活発な明るく落
ち着いた校風をつくり上げてきた。また校区
には儒学者池田草庵の青

せい

谿
けい

書院があり，「慎
しん

独
どく

」の教えのもと「志期高遠 功貴切近」を
教育指針として，学校生活に規律を重んじる
精神がみなぎっている。生徒は立ち止まって
の「分離礼」（語

ご

先
せん

後
ご

礼
れい

）を行い「しっかり聞
く，良い返事をする，さっと動く」の姿勢が
身についている。
現在，養父市は国家戦略農業特区として全
国的に有名であるが，人口減少が加速化する
状況下であり，明日の養父市を担う人材育成
が学校の使命となっている。また小中一貫教
育が本年度からスタートし，「学力向上」や「中
１ギャップの緩和」とともに，子どもの地域
活動参加による「地域の活性化」が取組の柱
となっている。

２ 中学生の地域活動参加
⑴ 取組のねらい
故郷に生まれ，生活する中で，地域との関
わりは必須であり，地域そのものが子どもの
成長にとって大きな影響を及ぼす教育環境で
ある。そのため，どの学校も地域人材や郷土
教材を学校教育として活用し，故郷を知り，
親しむ教育活動を実施している。本校でも，
小中一貫教育で「やぶ・ふるさとキャリア教
育」を柱に教育活動を展開している。また地

域に学ぶ「トライやる・ウィーク」では，生
徒が充実した社会体験を行い，これまで大き
な成果を上げている。
私は更に，地域人材の活用にとどまらず，

生徒を地域行事に積極的に参加させて地域ぐ
るみで子どもを育む取組を進めることにし
た。そのねらいは次の通りである。
①「明日の郷土を担う人材育成」
子どもは地域の中で育つ。地域で行うキャ

リア教育として推進する。子どもが地域社会
に馴染み，地元の期待感を受けて将来の人生
設計を描けるようにする。
②「地域の教育力を高める」
子どもと地域住民との関係を深め，見守る

人を増やし，様々な活動を通して地域の教育
力を高める。
③「地域の活性化」
高齢化した地域で若者が活躍し，そのこと

で地域の活性化を図る。
⑵ 地域活動の実態把握
生徒は普段の学習に加え，部活動にも一生

懸命取り組む。また塾に通う生徒も少なくな
い。このことからこれまで地域行事が行われ
る休日は中学生が地域活動になかなか参加で
きない状況であった。しかし，昨年度よりそ
の状況を打破し，生徒の地域活動を積極的に
進めることにした。もちろん定期テストや部
活動の大会等を優先できるように配慮し，可
能な範囲で参加できる体制を整えた。
中学生の参加が可能であるかを把握する必

要があったため，校区内の全61地区の区長さ
んへ手紙を出し，各地区の祭事・行事・活動
等の調査を行った。中学生がいる地区はその
内51地区であるが，どの区長さんからも丁寧
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な回答があり，多くの地区から中学生参加の
主旨に賛同いただいた。
⑶ 地区との連携
年度初めの区長会総会，八鹿町自治協議会
総会に出席し，本旨を説明し地域活動におけ
る中学生の受け入れ及び取組の推進を依頼し
た。多くの区長さんから「分かりました。お
任せ下さい」と了承いただき嬉しい限りで
あった。中には後日，綿密な計画書を提出し
てくださった地区もあった。地域への働きか
けは，やはり校長ならではの仕事であると痛
感した。

３ 地域活動へ積極的に参加する
⑴ クリーン作戦
毎年６月第１日曜日に「但馬10万人クリー
ン大作戦」が各地区で取り組まれている。今
年も本校生徒は全員が参加し，幹線道路のゴ
ミ拾い，歩道の除草，花の植栽作業，河川清
掃など，約２時間ほど作業を行った。また本
年度は小中一貫教育の観点から小学生（５・
６年生）も参加し，中学生がリードして区民
と共に汗を流した。今や中学生は立派な働き
手として地域に認識されている。

＜生徒の感想コメント＞
今回の但馬クリーン作戦に参加した事
で，すごく地域の役に立てたのではない
かと思う。中学生はほとんどの人が参加
して，皆，黙々と作業して小学生の良い
お手本になれたのではないだろうか。私
達の地区では草抜きをしたが，袋が一杯

になるまで頑張った。振り返るとすごく
きれいになっていて，私も嬉しくなった。
こういった中学生にできることを一人一
人が積極的に行い「地域の役に立つ」そ
んな中学生になっていきたい。

⑵ 防災避難訓練
北但大震災の教訓をもとに，毎年９月の第

１日曜日に市内一斉防災避難訓練が実施さ
れ，中学生も住民と共に各地区の公民館に集
合し，防災の講話を聞いたり簡易消火訓練に
参加したりしている。今年は寝たきりの方の
確認や独居高齢者の誘導，防災袋を持ち寄っ
て防災指導を受ける地区もあった。生徒たち
は区民の一員としての自覚が芽生え，真剣な
態度で活動を行うことができた。
⑶ 地区運動会
八鹿地域では毎年10月第１日曜日に「区民

大運動会」が開催される。これまで中学生は
競技出演や参観での参加が主であったが，更
なる活動の場を求めて，運営スタッフとして
活動することを主催する地区自治協議会に申
し出た。快く承諾をいただき，招集誘導，競
技（スターター），用具，放送，救護接待，景
品係など，運動会運営の全ての係を生徒が担
当することとなった。運動会参加者51名の内
24名が係員として活動した。運動会当日，生
徒達は区民リーダーから指導を受けながら共
に機敏に活動し，地域住民に交じって大いに
活躍した。特に放送係の生徒は事前にアナウ
ンス原稿をつくり当日に臨み，楽しい実況中
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継が地域住民の心をつかんだ。中学生の活躍
によって運動会が盛況となり，中学生が地域
で輝いた楽しい一日であった。

また市内の小規模の小学校では，運動会の
午後は区民運動会を行っており，以前から多
数の中学生が参加している。中には中学生の
希望によりプログラムが組まれ，ダンス表現
をするなどして地域住民と交わりながら楽し
い時間を過ごした地区もあった。

⑷ 年末地区清掃
本地域では年末に迎春準備で神社清掃や公
民館清掃が行われることが通例である。これ
らは地区隣保の輪番で行われる大人の作業で
あるが，これに中学生が参加できないかと考
え各区長さんに提案した。地区により事情が
異なっていたが，約半数の地区から中学生参
加の承諾を得た。12月27日～31日，神社清掃
では竹箒で落ち葉を掃き，しめ縄づくりを教
わり，公民館清掃ではガラス拭きや障子の張

り替えなどを行った。区民の高齢化が進む中
で，中学生は地域の若い伝承者として活躍し
た。
⑸ その他の活動
○地蔵盆（８月下旬）
各地区の路地に小さな地蔵堂があり，地蔵

盆の飾り付けなどの役割を中学生が担ってい
る。活動を通して高齢者の方々との親密なふ
れあいがある。
○体力測定会
区民の健康維持増進のため，自治協議会主

催で行っている。２学期中間テスト前であっ
たが，７名の中学生が補助員として活動した。
○秋祭り
小学生の子供会を中心に「やっさ」（神輿）

巡業や神社での「子ども相撲」が行われる。
近年は子ども数の不足から中学生も要請され
て参加している地区もある。
○除雪作業
除雪は但馬に住む者には当たり前の作業で

ある。自分の家の周りはもちろん，公共の場
所も助け合って除雪を行うのが習慣となって
おり，中学生も共に汗を流して地域貢献をし
ている。

４ 地域の活性化へ
中学生の若い力が地域活動によって地域に

元気を与え，本市や地域の活性化に繋がって
きているが，更に中学校全体の取組として，
生徒会が地域貢献を進めた。
⑴ 花火募金
毎年７月中旬，八鹿の夏祭りが開催される。

これまで中学生は昼間の吹奏楽パレードに参
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加してきたが，本年度は祭りのフィナーレを
飾る打ち上げ花火に協賛する取組を行った。
花火は一発5,000円ほどの経費ということで，
生徒会執行部役員が毎朝生徒玄関に立ち，全
校生や教職員からの募金活動を行った。その
募金を八鹿地区自治協議会に持って行き，８
発の花火を打ち上げることができた。夜空に
大輪の花を咲かせ「只今の花火は八鹿青渓中
学校の提供でした」というアナウンスで市民
から拍手喝采を浴びた。祭りを盛り上げよう
とした中学生の地域貢献の気持ちが市民に賞
賛され，生徒達も大いに喜んだ。

⑵ ふれあい郵便
毎年，社会福祉協議会から「ふれあい郵便」
を依頼されているが，この活動を更に活性化
させた。「暑中見舞い」「クリスマスカード」
「春のお便り」と年３回，全校生が同じ独居高
齢者に絵手紙を送っている。季節のイラスト
とともに相手の健康を気遣う気持ち，自分た
ちの生活の様子，励ましの言葉を書き添えた。
受け取った方々はそのハガキを大切にしてお
られ，中には毎日見ながらご飯を食べている
という方もおられると聞いている。子ども達
にとっても本当に嬉しいことである。

５ おわりに
子どもは「地域の宝」である。後継者とし

て地域の方々に大事にされ，よく育てても
らっている。生徒達は学校では得られないこ
とを体験し，ふれあい，肌で感じて学んでい
る。中学生の地域活動には，色々な心配事が
ある。職員の付き添いがなく本当に地区に任
せられるのか，安全面はどうか，保険はどう
か，不審者対策はどうか，子どもは本当に活
動に入っていけるのか，などと考えればきり
がない。しかし生徒達はたくましく活動し，
大人達はそのような姿をしっかり受け止めて
いる。
地域の人々の意識も変わってきたと感じ

る。この取組によって中学生は頼れる存在と
して認識されるようになった。また同時に中
学生を指導する中で人材育成の機運が起こ
り，地域の教育力が高まってきているようだ。
生徒達は活動を通して地域に馴染み，地域

社会への参画の垣根が低くなってきて，様々
な活動に自主的に参加するようになってき
た。また地域に自分の役割があるということ
に喜びを感じている。正に明日の郷土を担う
人材育成が各地区で推進されている。
この取組がやがて子どもたちの具体的な

『夢』や『志』に繋がり，地元に帰ってくる人
生設計を描いてくれることを，私は期待して
やまない。
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１ はじめに

本校は単位制の定時制普通科高校で，創立
70年の歴史がある。
本校の特色の一つに「演劇部」の活動があ
る。平成17年度から活動を始め，まだまだ部
の歴史は浅い。普段の活動時間は，平日は授
業終了時から１時間，休日は夕方からの４時
間となっている。
現在の部員数は14名で，15歳から27歳まで
の幅広い年齢層で構成されている。ほとんど
の部員がアルバイトをしており，昼は仕事，
夜に授業，授業終了後から部活動と一日中休
みなく活動している。また，部員の中には，
中学校では不登校であったり，いじめをうけ
たりと様々な辛い経験をしてきた者も多い。
それらの経験に，今の自分たちの考え方を取
り入れることで，演劇活動に役立たせている。

２ 責任感を持たせる

本校は毎年秋にインスパイアハイスクール
事業として演劇部の発表を行っており，地域
の方々に本校の取組や実情を知ってもらう機
会の一つとなっている。部員たちもこの舞台
を大きな目標の一つとして捉えており，４月
より準備を始める。それぞれの役割や配役は
各々の希望に基づき，話し合いによって決定
している。キャストとして舞台に立ち，観客
からの視線を浴びることを希望する者もいれ
ば，裏方として小道具の出し入れ等に徹する
ことを希望する者もいる。この舞台を成功さ

せるために，全員で納得のいくまで話し合い，
配役や演出等を決定する。また，部員の中に
は強いこだわりを持っている者も多く，時に
は泣きながら自分の意見を訴え続ける者もい
る。しかし，全員が「良いモノを創りたい」
という強い思いを常に持ち続けており，小道
具の色や，大道具の配置１㎝にまでこだわっ
ている。そのため，本番直前に台本を書き換
えることも少なくない。
平成28年度は「姫北アフターデイズ」と題

し，部員たちがこれまでに経験したことや，
姫路北高校の生活を知ってもらうための演出
を行い，劇を創った。裏方も含め，「自分たち
で創りあげた劇」という意識を持ち，それぞ
れの役割に責任を持ち行動した。この演劇活
動が，自尊感情や，自己有用感を芽生えさせ
ている。また，アルバイトや学校生活にも良
い影響を与え，何事にも前向きに考えること
が多くなった。

３ 素人顧問の出来ること

現在，演劇部の顧問は我々を合わせて５名
であるが，実際に毎日の活動に携われるのは
２名である。５名全員が複数の部活動を受け
持っており，他の３名も別の部活動の主顧問
をしている。いずれの顧問も，行事や大会の
役員等として，忙しい毎日を送っている。現
在，主に演劇部に携わっている顧問は「吉田・
中谷」の２名で，二人の共通点は「演劇の素
人」であるということである。特別な演技指
導等を行うことができない分，活動中は常に
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見守り，部員の様々な要望に応えるよう心掛
けている。部員たちが創る劇の評価（部員は
『ダメだし』と呼んでいる）をお願いされるこ
とがあるが，スタッフ個人に対することや
キャストに関することを言うことはほとんど
ない。しかし，素人の立場から観たときに感
じた違和感や，観客として思ったことはどん
な小さなことでも伝えるようにしている。ま
た，社会人としての考え方や行動，一般常識
等を聞かれることも多く，演技の中で違和感
が生じないように考えて答えるようにしてい
る。
そんな「素人顧問」は，時に劇の練習を見
て涙ぐむことがある。それは例えば以下のよ
うな場面である。
部員Ａ：『小さいころからお父さんはいませ
んでした。お母さんは身体に障害があって，
ときどき「死ね」とか酷いことを言います。
お母さんのせいでいじめにあったこともある
のに・・・でも，お母さんのために行動して
る』

部員Ｂ：『小さいころからお父さんはおらん
かった。お母さんも小学生のころからはたま
にしか帰ってこんくて，年老いたおじいちゃ
んとおばあちゃんに育てられた。お母さんが
帰ってきたとき，たまに作ってくれたクリー
ムシチュー，おいしかったな～。・・・そん
なお母さんが急に「会いたい」って言ってき
て，勝手なのに嬉しかった』

部員それぞれの実話であるため，必然的に
感情がこもってくる。「ここの台詞のところ
で泣きそうになった。辛い思いしたのに，今
はそれを乗り越えて頑張ってるな」など，ア
ドバイスというより，素人の私たちが観て感
動する場面等を伝えるようにしている。
部員たちは，私たち顧問のダメだしを『一

観客の意見』として聞いてくれており，言う
ことを真剣に受け止めてくれる。そんな部員
たちに応えるためにも，彼らの練習をいつも
真剣に見つめている。

昨年，生徒会が校門での「あいさつ運動」
を行っていた時，部員たちから「私たちも参
加していいですか」と申し出があった。「あ
いさつ運動」自体は１ヶ月足らずの取組なの
で顧問の私たちも一緒に参加していたが，部
員たちは終了後も「これからも毎日続けてい
きます」と言って現在も続けている。部員た
ちにとって人前であいさつすることが，観客
の前で演技をすることの恥ずかしさを克服す
ることにもつながり，大きな声を出すことが
発声練習にもなっている。
本校生には「おはようございます」，全日制

の生徒には「さようなら」，地域の方には「こ
んにちは」と，使い分けてあいさつをする。
はじめは部員たちの声も小さく，通行人は素
通りであったが，最近は「こんにちは」と返
してくれる人も出てきた。毎日の地道な活動
が，これからの自分たちに必要なことだと理
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解しはじめている。昼間は社会人として働い
ている部員たちは，あいさつの大切さを十分
に理解しており，職場と変わらず元気よくあ
いさつをしている。私たち顧問は一緒にあい
さつを行い，演劇部の部員一人一人を見守っ
ている。
今年度，素人顧問が行ったことの一つに「部
長の決定」がある。例年は部員だけで「部長
選び」が行われていたが，今年度は顧問の指
名により部長を決定した。昨年１年間，部員
たちの練習や行動を見てきて，最上級生から
ではなく，下級生の女子部員を部長に選んだ。
彼女は，人前に出ることをあまり好まず，ずっ
と裏方ばかりを希望していた。真面目で一生
懸命に取り組むところが長所であったが，自
分の意見を主張することが苦手で，頼まれた
ら嫌とは言えない性格である。演劇部以外に
も放送部，生徒会役員として活動していた。
それぞれを一生懸命に頑張っているが，どれ
も自主的に取り組んでいるとは言えないと感
じていた。
部長は，顧問からの指示や練習計画等をう
まく部員に伝えなければならず，就任当初は
顧問のフォローが必要であった。しかし，今
では自分の言葉で部員たちに伝えることがで
きている。その結果，「定時制通信制生徒生
活体験発表大会」ではクラスの代表となり，
自身のこれまでの出来事や，演劇部で部長と
して成長したことを見事に発表した。
この部長を中心に部員全員がまとまりをみ
せており，平成29年度も「Birthday Night」と
題し，創作劇で演劇の大会に出場することが
決まった。現在は地域の方にむけた自主公演
のために細部にこだわりながら練習に励んで
いる。

４ 実話による強み

昨年度の「姫北アフターデイズ」の脚本を
手掛けたのは主人公を演じた部員本人であ
る。部員たちから話しを聞き，それを文章に
おこす。演じる部員たちは自分たちが話した

内容であるため演じやすい。その結果，この
演目で「西播大会優秀賞」をいただき，県大
会へ出場することができた。県大会では審査
員から高い評価をいただくことができたが，
残念ながら近畿大会に進むことはできずに
「優良賞」で終わった。部員たちの落胆は大
きかったが，次の演目へ向けて再び基礎から
練習を始めた。また，この脚本は大阪ガス株
式会社が主催する「第５回ハイスクールＯＭ
Ｓ戯曲賞」で「佳作」に選ばれ，表彰を受け
た。部員たちが自信をつけていく要因ともな
り，今後が楽しみである。

３学年次の部員Ｃは，中学時にはほとんど
人と話すことができず，高校入学当初も小さ
な声しか出ない生徒であったが，２年生の冬，
「春の大会では主役を演じたい」と申し出て
きた。まだまだ声は小さいが，本人の積極性
に驚かされた。部員Ｃは，この主役への申し
出の直前，父親を病気で亡くし，演劇部どこ
ろか学校を辞め仕事に専念することになるか
もしれない状況であった。しかし本人は，自
分で考え，自分の意志で，自分のために主役
を申し出てきたのである。キャストを決める
ための話し合いやオーディションが行われた
が，本人の熱意が部員に通じて主役を務める
ことになった。そばで頑張っている部員た
ちの姿を見て，自分も頑張らなければなら
ないと思い，積極性を得ることができたの
である。
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部員Ｃの演技は満足のいくものになり，今
年も主役選出のためのオーディションに挑戦
してきた。また，地域の方々に演劇部の活動
を知ってもらいたいと，自ら進んでチラシ配
りを行っている。これまでの自分の生き方に
自信を持ち，堂々と自分の意見を主張できる
ようになってきた。

中学時にいじめにあった部員は，自分の発
言に自信を持てずにいる。しかし，クラブ活
動ではいじめは存在しない。それぞれが他人
を思いやり，仲間といることの大切さを理解
しているようである。多くの部員が，今まで
の自分の過去を隠すことなくさらけだして話
してくれる。
私たち顧問は，部員の話を一つ一つ聞くこ
としかできないが，彼らは話すことで少しず
つ成長しているように感じる。そして，演劇
という仮想の世界で役を演じることで，これ
までの失敗や挫折，辛かった経験を客観的に
見ることができる。部員たちが大人になって
いく瞬間である。また，成人部員の男性から，
社会人として必要なことや大人としてのマ
ナーやコミュニケーションを教わり，自然に
身につけている。高校を卒業するころには，
成熟した大人になっていることだろう。

５ 終わりに

私たち顧問の取組は，生徒と一緒に行動し，
生徒たちが本音で語り合える環境を提供する
こと，生徒たちが活動する中で本当の自分を

表現することができる場所を作ること，そし
て，その活動を見守っていくだけの簡単なも
のである。その中で生徒たちが成長していく
姿を実感できたことは大変光栄である。しか
し，単年だけの成功では意味はない。これら
の活動を定着させるためにも部員が良い習慣
を引き継ぎ，責任感を持って部のことを考え
て行動することが必要である。そのために私
たち顧問が行うことは，「素人顧問として見
守る」だけに終わらず，部員たちが力を発揮
できる環境を常に作っていくこと，部員が本
音をぶつけ合える部活動にすること，そして
顧問がどんな時でも常に頼りになる存在であ
ることを心掛けていく必要があると考えてい
る。
昨年の高校演劇祭で，審査員から「演劇を

心から楽しむ彼らの魂の輝きは，年齢や立場
を超えた高校時代という青春のかけがえの無
さと，演劇の持つ根源的な喜びを教えてくれ
ました」と講評していただいた。同時に「演
劇的技術や演出は未熟なところが多い」との
アドバイスもいただいた。演劇部を立ち上
げ，これまで指導されてきた顧問の先生方か
ら引き継いだ演劇部を盛り立てていくには，
「素人顧問からの脱却」し，次のステップに進
むことが今後の課題である。
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○経緯
私は，教育相談担当として川西市や猪名川
町の保育園，幼稚園，小学校，中学校を巡回
しています。その中では，特別支援学級在籍
の児童・生徒や通常の学級の幼児・児童・生
徒の行動面や対人関係面，学習面に関する相
談があります。中でも印象深かったものは，
中学校での学習不振に関する相談でした。テ
ストでの得点が低く，内容を見てみると空白
が多く，点数が取れているところは記号選択
や本文を参照しての空欄補充の問題でした。
間違いの傾向性を見ていくと，２行以上の設
問が正しく読めていないのではないかと思わ
れる箇所がありました。担任の先生に確認す
ると，生徒本人が読んで分かりにくいときに，
大人が読んであげると解けることがあるとい
うことでした。何故そのようなことになるの
かよく分かりませんでした。対象生徒が「注
意のコントロール」に課題を持つことから，
注意の配分が影響して，先に読んだ内容を記
憶しにくく，理解することが難しいのではな
いか，と当時は捉えていました。
その後，別の相談で，漢字の読みが苦手な
ケースについて検討する機会があり，その中
で「音韻操作」に原因があることを知りまし
た。音韻と聞くと，小学校低学年の特殊音節
の指導で関連することは知っていましたが，
漢字の読み（熟語で複数の読みのある漢字）
にも関連するということには驚きました。河
野俊寛先生（金沢星稜大学）の書かれた書物

を何冊か読み，河野先生ご自身に質問もさせ
ていただくことで，特殊音節の指導や漢字の
読み，読解に「音韻操作の問題」が絡んでい
ることが理解出来ました。
○音韻操作の問題
音韻操作の問題とは何かというと，日本語

のひらがなは，英語とは違って，「あ」という
文字に対して「/a/」というように，１文字に
１音が対応しています。人は，書かれた文字
を読む場合，黙読であっても脳内で音声化を
図っているといわれています。この，文字か
ら音への変換に個人差があり，変換の速さが
平均値よりも遅い場合に，読むことの負荷が
高まることになります。
単音で文字から音への変換が弱い場合は，

ひらがなの習得が困難になりますし，単音レ
ベルは大丈夫だけれども単語レベルや文章レ
ベルになると文字から音への変換が悪くなる
場合もあるというように，音韻操作のつまず
きには色々な段階があるといわれています。
文章レベルで文字から音への変換につまずき
があると，読むこと自体に全エネルギーを
使ってしまい，内容把握まで余力がない状態
になってしまいます。これが“自分で読むと
内容が分からないけれども，人に読んでもら
うと分かる”ということの原因だと考えられ
ています。
文字を音に変換することを「デコーディン

グ」といいますが，このデコーディングが苦
手な子は，音を文字に変換すること（エンコー
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ディングといいます）も苦手な場合が多いと
言われています。つまりこれらが読み書きの
苦手さにつながっていると考えられていま
す。学習障害のお子さんの８割がこのデコー
ディングやエンコーディングの弱さを持って
いると言われています。（注１）
特殊音節でつまずいている子の場合は，

「ちょきん」の「ちょ」ように「/cyo/」で１
音だけれども文字に書き表すと２文字とな
り，１文字１音のルールが崩れてしまいます。
ここでつまずいてしまうわけです。（注２）

さらに漢字の熟語の読みとしては，「上手」
という熟語があります。この読みには，「じょ
うず」という読みもあれば，「かみて」という
読み方もあり，どちらで読んだらいいのかと
いうことになります。しかし「Ａ君は折り紙
が上手です」という文では「じょうず」と読
み，「Ａ君は，舞台の上手から現れた」という
文では「かみて」と読むように，前後の文脈
から判断されます。文脈とは，「折り紙」とか
「舞台」といったことがそれにあたると思い
ますが，こうした語彙が来た時にはこういう
使われ方をするという理解があって正しい読
みができることから，これも，広義の音韻操
作の問題だと捉えることが出来ます。
○実際の学習場面でどのような状態が見られるか
まず巡回教育相談で授業の様子を見せてい
ただいた時には，子どもの書いた掲示物に注
目します。小学校や中学校で多いのは，図２
のように，単語などの表記で１音を抜かした

ような表記です。
また「～は」のところが「～わ」になる，

「～を」のところが「～お」となる，あるいは
「～へ」が「～え」となっているといった“音
が同じ助詞の間違い”も多く見られます。他
には特殊音節の間違いが見られたり，漢字が
あまり使われず平仮名表記が多いという様子
もよく見られたりします。英語が入ってくる
と単語の綴りがうまく書けないという話もよ
く聞きます。

次に注目するのは，音読の場面です。中学
校では音読の場面はあまり見られませんが，
小学校では授業で音読場面を見せていただい
たり，担任の先生や保護者から音読の際の様
子を教えてもらったりしています。その際，
気を付けなければいけないのは，音読の場合，
家庭学習で何度も取り組んでいると，暗唱に
近い状態になっていることがあるということ
です。「『逐次読み』といって１文字１文字追
うような読み方になっていませんか」「単語
や文節の途中で，区切って読んだりしていま
せんか」あるいは「文末を適当に自分で変え
て読んだり，とばして読んだりしませんか」
ということを先生や保護者に尋ねると，「大
丈夫です」と答えられる場合が多いのですが，
重ねて「初読の時はどうですか」とお聞きす
ると，「逐次読みになりがちです」とか「単語
や文節の途中で，区切って読むことが多いで
す」という答えをいただきます。
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▲ 図１ 日本語の文字と音の関係 ▲ 図２ 表記間違いの一例



○アセスメント
簡易なものとしては，「URAWSS（ウラウ

ス）」という検査を使い，読み書きの速度を調
べることで，音韻操作の弱さを持っていない
かを調べます。
また特殊音節については，「多層指導モデ
ルMIM」を使って，つまずきがないかを調べ
ていくようにしています。

○ボトムアップの指導とトップダウンの指導
年齢やどのような支援がとれるかによって
変わりますが，幼稚園や小学校中学年くらい
までならボトムアップの支援として「音韻操
作の課題」をご提案しています。
具体的には，２音や３音の単語を使ってま
ずは，“いくつの音に分解できるか（音節分
解）”という課題に取り組みます。例えば，「い
す」ならいくつの音からできているかを子ど
もに問いますが，初めの頃は「？」と戸惑い
の表情が見られることが多いです。これは
「/i/su/」という音の塊は捉えられているけ
れども，どんな音が組み合わさってできてい
るかが分かりにくいという状況だと捉えられ
ます。多くは「分からない」と答える，また
は「2音」とか「3音」と当てもののように答
えられることが多いです。そこで図４のよう
なブロックを操作することで考えてもらうよ
うにしています。
これだと手にとって実際に１音１音に分解
することができることからイメージしやすい
ようです。またブロックには文字も貼り付け

ておき，文字がヒントになるように工夫をし
ています。

ブロックを使ってまずは２音の単語から
“いくつの音から出来ているか”を考えます。
実際にブロックを分解する前に，予想を立て，
正しいかどうかブロックを分解することで確
認するという流れになります。ブロックを分
解しなくても正しく２音の分解ができるよう
になってきたら，今度は３音の単語で同じこ
とを繰り返します。これもブロックを分解し
なくても正しく答えられることが増えて来た
ら，今度は２音や３音の単語を混ぜても正し
く答えていくことが出来るかを見ていきます。
これらがクリア出来たら次は，「（２音の単

語の）頭の音（語頭音）は何か」とか「（２音
の単語の）お尻の音（語尾音）は何か」（音韻
抽出）を考えてもらうようにします。この際
もブロックを使い，分解したブロックの語頭
音が何か，語尾音が何かを目で見て実際に口
に出して確認していきます。ここはとても難
しく，何度か繰り返しても要領を得ない場合
は，“一音削除”という次の方法をとります。
この方法をとることによって，ない音だと

いうことで，気付きやすさがあるように思い
ます。
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「なんの音がない？」

▲ 図５ 一音削除課題

操作で塊から１音に分解します。
▲ 図４ ブロックを使っての音韻操作の練習

▲ 図３ 読み書き検査URAWSSと多層指導モデルMIM



こうした方法を通じて２音の語頭音や語尾
音を取り出すことが出来たら３音でも同じこ
とを行います。３音の単語の場合，語頭音や
語尾音に加え，語中音（真ん中の音）が出て
きますが，これが捉えにくい場合が多く，や
はりブロックといった目で見て操作できるも
のを使って確認をしていくようにします。
この音韻抽出ができないと，ひらがなの習
得は難しいと言われています。また音韻抽出
が出来ると，指示や説明で単語を聞いた時に，
語頭音を聞くと，脳内でレキシコンから該当
しそうな語彙のリストを作り出すと言われて
おり，指示や説明の理解にも関連しているの
ではないかとも考えられています。
トップダウンの支援としては，「デイジー
教科書」や「和太鼓」といった“読み上げソフ
ト” を使って，自分で読む作業をなくして
ダイレクトに内容理解に迫れる方法をとって
いくようにしています。

○取組の結果
ブロックを使っての音節分解や音韻抽出の
課題に取り組むことで，声に出して読むこと
への抵抗感が減ります。また少ない文章なら
ば，自分で読んで内容を捉えるまでの時間が
以前と比べて少し短くなりました。
デイジー教科書を使うことでは，予習とし

て家庭で活用してもらうことで，授業への抵
抗感が少し緩和されました。
音韻操作に課題があるケースは本校の教育

相談の１/３程度を占めていることから，つ
まずきへの正しい理解と支援方法の普及にこ
れからも微力ながら努力していきたいと思い
ます。
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▲ 図６ デイジー教科書


