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全国教育者習学の集い ～笑顔と涙によりそおう

教育者かべ新聞

令和４年１月３０日（日） 「全国教

育者習学の集い」が行われた。今年次も新

型コロナウイルス感染防止のため、web会

議システム「Zoom」を使って開催。会場は

法輪閣を使用し、中継を行った。

全国から186名の教員、教育関係者がオ

ンラインで参加した。

テーマは、「笑顔と涙によりそおう」

去年のオンラインでの成果を活かし、今回は

教育者が自分ごととして学び、具体的な課

題に対して、取り組めるようなプログラムと

なった。

今回は初めての試みとなる、年頭法話のか

みしめを事前視聴動画で提供。

当日は、鼎談、グループ共有、代表共有、

最後に田中次長よりまとめの言葉があり、最

後にPR動画があった。

事前視聴動画（要旨）概 要
事前視聴動画では、本年、会長先生からお示しいただきました「生き生きした人生を」との年頭ご法話を、

教育者として、信仰者として大切にしたいことを３つの視点で、習学部・中村部長と教育グループ・田中次長

に学びを深めていただきました。(年頭法話は本会HPからもご覧いただけます。https://www.kosei-kai.or.jp/))

「人を植える」という根本命題に取り組む際に、大切にすべき姿勢について教えてください。

部長＞どのような人を育てるのかということでは、会長先生から、昨年（令和3年）の年頭法話で「知性や理

性だけでなく、人の心の機微の分かる情緒や情理を具えた人、思いやりのある人を育てなければ、本当の意

味の人づくりにはならず、心豊かな社会も築けません。」と教えていただきました。法華経に示されているように、

仏性の自覚、つまりは私たちみんな尊い存在であるということを育てていくことが一番大事だと思います。

会長先生は仏性を磨くということで、感性・知性・品性と教えてくださっています。感性とは、人の優しさやもの

の美しさ、神秘性や不思議を感じる心。知性とは、世の中や生命の構造、人間の構造を把握することが、知

的に分かってくること。また、品性とは、自己顕示欲、独善性、自己中心性をなくしていく、要は、謙虚な人間

になっていくことです。

そういう人間を育てるために大事なのは、やはり常不軽菩薩にならった仏性礼拝だと思うのです。そのことを

私は「人を信じること」と「待つこと」として心がけています。

会長先生より「日本の伝統に込められた「和」の精神を十分に生かし、世界の中の日本として、さまざまな

役割を果たすことが大事である」とご指導いただきました。「和」の精神を教育の場で生かすために大切にし

なければならないことは何か教えてください。

部長＞先生と生徒が教える人と教えられる人、与える人と与えられる人という関係ではないということが心根に

あること。そして、やっぱり薬草の譬えだと思いますね。先生が雲で雲からの雨はみんなに平等に降り注がれて

いる。そして、それぞれの分にあった栄養つまり、慈悲をいただいている。一人ひとりが違っていいし、一人ひとり

が個性を発揮して、成長していけることが、会長先生のおっしゃる「生き生きした人生」なのだと思います。

人間なので、かわいいなと思う時もあれば、まったくと思う時もあると思いますが、私たちには立ち返れる教えが

あります。振り返ったり、立ち止まったりできるということが大事です。子ども達みんなにかわいいということを伝えて

いくこと、そしてみんなで助け合ったり、それぞれ個性を出し合ったりできることが大切だと思います。

年頭法話に「法燈継承後、私が一番申し上げたかったことは、本当の自分を知ってほしいということでし

た。」とお示しいただいていますが、本当の自分を知るためにどういう努力をすればよいのか、教えてください。

部長＞会長先生は、内省が一番大事だと教えてくださっています。何か悪いことをしました、ごめんなさいという

見つめ方ではなくて、それを突き抜けたところにある私というものを知ることが大事だと思います。私がよく申し上

げるのは、分かっているけれどもできない、みんなかわいいって思いたいけど思えない、そういうモヤモヤした気持ち

を大事にすることが、本当の自分を見つけられること、知ることのきっかけになると思うのです。

次長＞そんな気持ちを自分一人で見つめていくことは、一人ではしんどい時もあると思うのですが…。

部長＞会長先生は、散歩しながらでも内省はできると、ご著書に書いてくださっていますが、自分一人では整

理できない時には、信頼している人に話を聞いてもらうのがいいと思います。そういうモヤモヤが語り合える場が、

佼成会の法座であると信じています。

次長＞人と出会って自分を内省するということ、そして本当の自分探しということが、さまざまな人の力を借りな

がら、続けていくことが大事なんだなということを分からせていただきました。
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鼎 談（要旨）

『内的成長の視点から関わる教育現場

～子どもが輝いて生きるために』

東京工業大学リベラルアーツ研究教育院長 上田紀行氏

公立小学校校長 三村桂一氏
立正佼成会習学部部長 中村記子

中村：本日は上田先生をお迎えし、三村先生と私の３人で鼎談をさせて頂きま

す。上田先生とは二度目の出会いですが、心が開かれていってとてもワクワクする

気持ちになります。上田先生のご著書『生きる意味』の一説に、「自分の足跡か

ら紡ぎだしていくような確かな手触りを持った生きる意味の回復」とありました。なん

て素敵な言葉なのだろうと心がふるえました。シナリオのない鼎談ですけれども皆さ

まどうぞよろしくお願いいたします。

上田：今日は皆さんとお会いできるのを大変楽しみにしていました。佼成会との

初めての出会いは、私が27歳の時、スリランカでお祭りの研究やサルボダヤ運動

について研究していた時でした。当時、庭野平和財団にお勤めだった國富理事

長さんが訪ねてきてくださって、そこでお会いしたのがきっかけだったと思います。

今日は、将来世代というか、僕たちの世代も大切ですけど、次の世代に何を残

していくのか、どういう子に育って欲しいのかということはとても大切な事で、それを全

国各地で身を粉にして頑張っている先生とつながって一緒に考えていける。そして

経験豊かなお二人からご意見も聞けるということで、すごくワクワクしています。

▢日本の学生の現状と自己肯定感

上田：この20年で学生の気質が変わったなと感じています。すごく評価を気にす

る子が増えたんですよ。成績とか自分が人からどう見られているかを気にしている

子が増えました。自分自身がどういう人間なのか、この一生で何をやりたいのか、

自分の力を誰の何のために使いたいのか、そのものすごく大切なことが分からなく

なっていて、ここにいる人たちに受け入れて欲しいなとか、変な人だと言われたくな

いなとか、そんなことばっかり言っている。

今、評価されることがさらに厳しくなってきています。人間って誰でも欠陥があるし、

ダメなところがあるから面白いのに、全ての科目で満点を取る、それが一番いい子

なんだという感じでやってきている。子ども達が車の部品、機械のようになっている。

これをどこかで変えていきたいなと思ってます。

2011年に日本と韓国と中国とアメリカの4か国の高校生1,000人ずつに聞い

た統計があります。「私は先生に優秀だと認められている」との問いに対して、「全く

そうだ」「まあそうだ」と答えたのは、韓国40.4％、中国は54.8％、アメリカは

81.7％あって、日本は18.1％です。「あまりそうではない」が40.9％、「全然そう

ではない」が39.1％です。

アメリカにホームステイすると、いかに親が子どもを褒めているかが分かります。それ

も多面的に褒めている。ボランティアの授業で車イス押してるあなたを見てこんな

優しい娘に育ってくれたかと思うとお母さん感激して泣きそうとか、成績とかじゃなく

て、多面的に褒めている。だから、アメリカの子どもは一つぐらい優秀なところがあ

るって思えているんですね。アメリカ人は、自分が優秀かどうか聞かれた時に多分、

手を挙げる。日本人は挙げられません。それは、日本人は「お母さん、算数95点

取れたよ」って言ったら、「良かったわね」とは言うけど、「じゃあ書き取り頑張ろう

ね」って、絶対言うと思います。算数は頑張ったけれども、国語はダメ、理科もダ

メってダメなところを探す、それが、日本の教育の愛情だと思っていた。

謙虚であることが日本人の美徳なんだけれども、本当にダメなところを指摘すると、

ああ、そうですか、ダメなんだ、という若者が増えているような気がするのです。今、

収入ガチャとか、親ガチャ、学校ガチャと言われますが、ネガティブなところを指摘し

てそのバネが弱まっているんですね。だから、年長世代が善意の塊で、ここもやりな

さい、そこも足りてないよ、と言っても愛情が伝わらず、優秀な大学でも引きこもり

なる子がすごく増えているんですね。今までみたいに、全ての科目でよい点数を取

るのがいいのではなくて、あなたはここが素晴らしいよ、優秀だと言っていいよと、

ちょっとアメリカのよいところを取り入れてみるといいと思うのです。

先程の統計で、「私はできることはいっぱいある」の問いに対して、日本は

36.8％、アメリカ90.0％、中国は81.3％、韓国は69.9％という結果。これは、

日本人からしたら嘘。私、声がいいから声優になったらいいですね、と今まで何百

回と言われましたけど、私に俳優になったらいいですねと言う人は一人もいません。

なれないことの方が多いに決まっているんですが、なんで海外の学生はたくさん出

来ることがあるって言えるのか。ここがヒントで、海外の学生の母集団には、やりたく

ない事が入っていないんだと思います。やりたいことを母集団にすれば、そのやりた

いことの中に出来ることはたくさんあるじゃないですか、我々はやれないことも母集

団にしているから、だからああいうパーセンテージになる。自分がまずはやりたいと思

うところから入ることが大事だと思います。

もう一つ、なぜ日本人が優秀か問われても手を挙げないのか、日本社会では優

秀だって言ったらいじめられるのです。日本中の優秀はクラスの中で何点取ったか、

順位が問題です。ただ、そこにはカラクリがあって、もし、算数でこのクラスでぶっちぎ

りで一番になりたいです。なぜなら世界の貧困を救いたいという志があって、だから

むちゃくちゃ勉強して算数の力で世界の貧困を救いたいです、って言ったらその子

いじめますか？ 算数もっと頑張ってくれ、俺は得意なギターでみんなを幸せにする

よ。お前は算数で頑張ってくれってなるでしょ。

今までの日本社会は固定した集団の中で、誰が偉くて、誰が下という順位づけ

をやってきたと思います。これからは、自分の志とか自分が何をやりたいかという希

望を育てていく時代、内的成長社会であり、ますますそれが必要な時代だと思い

ます。

▢勉強は得意だけど、好きじゃない子

三村：私が勤めている小学校では、中学受験をする子が結構いるのですが、た

だ気になることがあります。算数の成績がABCの3段階でもちろんA。点数で言え

ば、殆ど95点とか100点とか。でも算数好きじゃないって子が結構いるんです。勉

強はできるけれど好きじゃないという子たちをどう見ていけばいいのか、どのように寄り

添っていけばいいのでしょうか。上田先生がおっしゃった志という部分であるならば、

小学校の段階で志ということがあるのかお伺いしたいと思います。

上田：うちの子どもが行っている小学校でも、半数以上が中学受験をします。小

学校の子たちが、目の前に志望校を見せられているから、将来、看護師さんがい

いとか、プロ野球の選手がいいとか、そこまでイメージが飛ばなくなってる感じがあり

ます。受験してよい教育を授けてくれる学校に行くのはいいかもしれないけど、そも

そもそれが目的なの？ その向こう側にある世界をもっと良くしていこうよとか、あな

たもワクワク生き生きしていこうよ、という一番の根っこにあることが大切で、我々も

それを分かっているはずなのに、やっぱり目先のものに弱いですね。

中村：中学受験とか、親の目を敏感に感じて、純粋に算数の面白さとか出来る

ことの嬉しさを味わえなくなってきているように感じます。どうしたらワクワクできるので

しょうか。

三村：以前、幼稚園や保育園を見に行く機会があって、すごく面白いなと思った

のは、幼児教育って園によって全然違って、1時間とか2時間ずっと同じ遊びをして

いるし、この子の遊びを翌日まで

繋げるには作成中のものをどうキ

ープしておいてあげようか、と考え

るというお話を聞いて、目が開か

される思いがしました。

私は、小学校ですので教師側

のカリキュラムがあって、 45分で



完結させる、8時間教えると一つの単元が終わりますということは考えても、この子

にとって、今学んでることが、幼稚園では遊んでることが、どんな行き先があるのかな

ということを考えることがあまりありませんでした。

上田：進化生物学をやっている面白い研究者がいるのですが、彼は小学生の頃

は点数を取らせることよりも、仲間というのは自分を助けてくれるものなんだという、

根底の安心感さえ身につければいいんだと断言しています。仲間って信頼できるよ

ねって思えている人は、人生で挫折とか失敗とかいくらでもあるじゃないですか、その

時に立ち直れるレジリエンスがある。遊びもそれに通じるところがありますよね。

三村：遊びって一人の遊びもありますが、年齢が上がると関係性のある遊びもあり

ますね。

上田：最近、個別最適の学びと言われます。すごくいい言葉なんだけど、ちょっと

危険な気がしちゃっています。

三村：教員との人事面談でよく聞かれるのが、上位層を伸ばすにはどうしたらいい

のかということです。一つの答えとしていいなと思っているのは、出来る子に苦手な

子を教えてあげて、と言うことです。実際そのようにして子どもを伸ばす先生がおられ

るのですが、やっぱり温かいです。もう一つは、教える子が、算数の点が取れるだけ

でなく算数は楽しいと思える。出来ない友達が分かってくれることが楽しい、相手に

伝わっている喜びは、質が違うものなのだと感じます。自分が分かる喜びから人に

分かってもらう喜びという、質の転換が大事かなと思っています。

▢ワクワクすることと苦悩すること

上田：僕は『生きる意味』で、ワクワクすること、苦悩にぶち当たることどちらも大切

と書きました。日本社会には、ワクワクすることを封殺するところがあって、例えば、

同じ職場で同じ仕事をやっていても、ワクワクする人と苦しいなと思う人がいる。大

体新入りの若者が「ワクワクする」と言うと、「アイツ苦労が足りないな」と言う人がい

て、ひどい仕事が降りかかってくるわけ。そしたら、「先輩、人生苦しくなってきました」

なんて言うと、「ようやく分かってきたか」ってなる。そういうことは、もうやめようよ、ワク

ワクすることがあったら「良かったね」でいいと思うのです。

もう一つ、苦悩って何で起こるかというと、今、自分がワクワクすることが出来てい

ないからなんです。ストレスって意外と重要で、自分の心と体が喜ぶことをやってな

い時にストレスかかるんですよね。ストレスは今あなたやりたいことやってないんじゃな

いの、という心と体からの警告なんです。

本当に苦しいときは誰かに言える、そこが仲間なんですよね。教育に関わる我々

は、生徒にそう言うんだけど、自分自身はどうでしょう。家に帰って家族に対して言

えてるのか。今ワクワクしてないってなかなか言えないですから。我々自身が、いのち

が喜んでいるかどうか、鋭敏になることが必要ですね。中村部長は落ち込むことな

いんじゃないの。（笑）

中村：落ち込むことはありますよ。でも上田先生がおっしゃったように仲間に聞いて

もらったり、主人に話したりします。主人は全然違う角度から言ってくれるので、すご

く悩んで考えるけれど、最後は、なんとかなるわって思えます。

上田：「なんとかなるわ」が本当に大切。やっぱり神さま仏さまがついててくれてるか

ら、まあなんとかなるでしょって。そのゆるさってとっても重要ですよ。

三村：小学校でも、今、苦悩に向き合うことがとても大事になってきていると思い

ます。全てが低年齢化しているので、人間関係の悩みも小学校の時から深くなっ

てきてます。その中でどう教員が寄り添う人になれるか。あるいは友達同士の関係

性を作ってあげれるか。小学校には、ワクワクは結構あります。でも苦悩に寄り添う

というところを課題として感じています。

上田：人生には、メリハリがあっていいと思うんですね。ワクワクする出会いにどれだ

け心を開いていけるかということと、本当に苦しんでいる時にそこに向かい合える余

裕があるかということです。教師は、普段はまあちょっと手を抜いても、ここが大事

だっていう時に、それに向き合える、その余裕をいかに持つかが重要だと思うのです。

それから、自分が苦しんでいることを他の人に言うことは迷惑じゃない、ということ

を分かってほしいと思っています。僕が学校に講演に行くと必ず話すことなんですが、

電車の中で足を広げて二席取ってたら迷惑だよねって。あと、ゴミをそこら辺に捨て

ちゃったら迷惑だよねって、だから日本人はあんまりそういうことをしない。それが日本

人の美徳。でもね、君のいのちはゴミじゃないから、ゴミを捨てたら迷惑だけど、君の

いのちはゴミじゃないので、ボロボロになってどうにかなったら、絶対に誰かに言ってく

れって。それは全然、人に迷惑じゃないんだよ。苦しいということを親友に言うのは、

そんなことまで相談してくれたの、俺も生きてて良かった、こいつの役に立てるんだっ

て、ものすごいプレゼントを与えられることなんだよって。だから自分のいのちをゴミだ

と思うなよと。

ポジティブな事を人に与えるのはいいんだけど、自分の悩みとかネガティブなことは

他の人に迷惑なんだって信じている子がものすごく多いんですよね。

▢よき種をまき続けていく

中村：最後に先生方から一言、本日のご感想をお願いします。

三村：今日のテーマの内的成長と志をということで、小学校はやっぱり学ぶことが

楽しいんだっていう、まさに無邪気さ、子ども達のもってる無邪気さこそを私たちがと

もに喜んであげられること、それがきっと何のために学ぶのかという使命感に成長して

いくのかなって思いました。子どもの無邪気さが使命感に変わり、時に苦しいことが

起こっても、僕はやっぱり学びが好きなんだっていう無邪気さに立ち返ることによって、

改めて自分の使命を見つめ直すことができるような、そんな循環が起こせる小学校

になったらいいなって思います。今日は貴重な機会をありがとうございました。

上田：今日はお招きいただきありがとうございました。ダライラマさんのことを思い出

しました。

アメリカでダライラマさんが講演してみんながものすごく感動している時に、一人の

若者が手を挙げて「ダライラマさんが、世界で一番不幸な人じゃないですか。だって、

チベットであんな虐殺が起こって、あなたはチベットから脱出しなきゃいけなくなって、

どうしてそんなに苦しんでいる人が、こんなに幸せそうに僕たちを元気づけることがで

きるんですか」と、とんでもない質問をしてみんなフリーズしちゃったんですね。

その時、ダライラマさんは、「いや確かにそうだよ。今、全てのものは関係しあって生

きているんだ、と縁起の話をした。君はそんな素晴らしい質問してくれて、そういうい

い質問をして君と出会ったことがこれからの世界平和に繋がっていくんだよ。この講

堂を埋め尽くした何千人の人たちは、そのことを望んで来ているでしょ。だから、もの

すごく苦しい現実はあるのだけど、今ここで起こったことに関してはよいこと。僕たちの

縁起の法はどういうことかというと、よき種を蒔けばよいことが起こる。色んな不幸は

あるけど、今日ここでよき種が蒔けて、そのよき種は必ず芽を出し花を咲かせる日

がくる。それは僕が死んだ後かもしれないし、100年後かもしれない。でも今日のこ

の出会いはよき種だったよ。だからよき種の事を考えて、こんなハッピーなんだよ」って

ワッハッハって笑ったんですね。

教育もそうだなと思っていて、日々苦しかったり、ストレスがあったりするし、子ども

達は僕たちが亡くなってから成長することだってあるし、芽を出すところまでしか見ら

れないかもしれない。だけど日々よき種を蒔き続けているという、そのことが大らかさ

になっていくし、僕たち自身もちょっと輝かせていける。つらいことがあってもよき種を

蒔いたかな、とそのくらいの大きさで進んでいきたいなと思います。その希望を僕たち

がもっていることが、子ども達に伝わっていくんじゃないかなって思います。

今日は、先生方の明るいオーラにひたされて、私もちょっと明るくなったような気が

します。どうもありがとうございました。

中村：今日のこの出会いの中でよい種を蒔いていただきました。私たち一人ひとり

が、ワクワクしてキラキラ輝いていけることが、子ども達の輝きにつながるのだと感じさ

せて頂きました。本日は誠にありがとうございました。
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◆ 公式LINEアカウント ◆
教育者のための公式LINEができました！教育・セミナーの開催のご案内や申

し込みはもちろん、「佼成」の会長法話をもとに、先生方が自分の感じた事を発

表する「会長法話を受けて」を毎月配信する予定です。

今後の情報が欲しい方は是非活用ください。

QRコードを読み取っていただくか、

ID「@sensei_rk」で検索いただき、

お友だち追加をお願い致します。

本年会長先生より年頭ご法話で「もっとも肝心なのは自分を見つめ、知ることで

あります。」とご指導頂きました。一方で自分を見つめること、つまり“内省”が「生き

生きした人生」につながるのか、“内省”がそんなに価値のあるものなのか、と疑問を

もたれた方もいらっしゃるかもしれません。

会長先生は、人間にとって「内省によって本当の自分を知ること」が「生き生きし

た人生」につながる、実は最も力強いものであることを「心田を耕す」という視点で

30年間私たちに説き続けてきてくださり、今年「自分を知る」という視点でご指導く

ださいました。しかしながら、上田先生からお示しいただいたように近代の日本社会

のしくみは、自らの内なるもの、つまり会長先生のお示しくださった「本当の自分」を

知る、信じる力を育まず、評価基準を自分の外に設定し、正解を求め、周りの目

を気にする子ども達を育ててきたように思います。いやむしろ、自分自身がその先

頭に立っているのではないか、と大きな問いを私自身にいただいたように思います。

その意味では、子どもが輝いていくには、心を育てる様々なあり方とともに、大人

である私たちの内的成長が大切であり、内省によって本当の自分を私たち自身が

知ることが肝心であることが本日の鼎談、今の４名の先生方の発表から改めて教

えていただいたように思います。

先日のご親教式典の中で光祥さまは、「法華経を生きている人とご縁を結ぶこ

とができる―それが佼成会の一番の魅力だと私は思います。一人ひとりの人生を

通して法華経が生きている。私たちの中に法華経が生きている。人生を法華経し、

法華経を人生する。そんな私たちでありたい。」とお言葉をくださいました。子ども達

にとって学校に行く意味、それは勉強すること、友達と遊ぶこと、給食を食べること。

たくさんありますが、子どもにとって学校に行くことの何ものにも代え難い一番の魅力

は「ワクワクしている素敵な先生と出会うこと」だと思います。手のかかる男の子に

一生懸命声をかける子どもの努力を見逃さず褒めてくれる先生。大好きな虫のこ

とを一生懸命伝えてくる無邪気な子どもを大切に思う先生。「せんせいあのね」と

いうと「なぁに？」と優しい目で答えてくれる先生。声をかけられずに隅っこの方にい

る子も可愛いと感じる先生。今思い起こすといつもそんな先生が私の隣にいてくれ

ました。何を語るか、何を伝えられるかよりもあの人に聞いてもらいたいそんな人間

に私もなっていきたい。今回の学びのおかげでそんなことを感じ、私の心によき種を

植えることができました。また、私自身もよき種を蒔けそうなそんな気がします。

最後に、来年は立正佼成会の教育者活動が始まって５５年の節目の年にな

ります。今後の教育者活動やそのあり方も改めて、見直しや検討を進めてまいりた

いと思います。先生方のご意見も頂戴し、共に作り上げていきたいと考えておりま

すので、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。ご清聴頂きまことにありがとう

ございました。
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◇元気がでる教育相談講座

１回目：４月２９日（祝・金） オンライン開催

２回目：９月１１日（日） オンライン開催

◇青年教員セミナー

日時：８月７日（日） オンライン開催

詳細はQRコード『習学ガイド』へ

まとめ

発行：立正佼成会 教育グループ ／ 東京都杉並区和田１‐５‐１２

問合せ：教育者教育担当 ＴＥＬ：０３‐５３４１‐１１０５ E-mail: sensei@kosei-kai.or.jp
発行

グループ共有の後、４名の方からご自身の立場で抱えている葛藤や取り

組んでいること、鼎談を聞いての感想や実践したいことが語られた。

管理職を代表して M先生

上田先生のお話を聞かせて頂いて、評価であるとか、正解を求める、順位を上

げる、その中で頑張れる人材づくり、そういうような指導に重きを置いていたなと思

いました。本当にいかに自分の力を発揮させていくのか、そういう人生を歩むのかと

いう事に関しては、多様性の理解、この重要性、そこに生徒に縁になっていく、こ

れを学びました。私は信じることができなかったり、待つことも出来なかったり、すぐ

結果を要求してしまう自分ですが、今年一年信じ続ける事、待ち続ける事、この

続けられる自分になることを目標として、精一杯頑張っていきたいと思います。

代表共有

保育の現場を代表して Ｉ先生

私は、日々の保育の中で、走り回る子を困った子だなぁと思ってしまうことがあり

ました。自分の心の癖に気付き、一人ひとりが尊いという事、その子の仏性を見つ

けて輝かせてあげられているか、ということをいつも振り返るようにしています。今日

教えて頂いた、自己肯定感を高めることや、子どもがワクワクを感じられているか、

ということは、私たちでも実践できると思いました。子どもがやってみたいと思える活

動をたくさん増やし、さらにそれを褒めてあげる、認めるということを大事にしていき

たいです。幼稚園や保育園でも、自分がやりたいことを見つけられない子がいるの

で、自分のやりたいことを見つけられる、そういう視点で保育していきたいと本日の

集いで勉強させていただきました。

中学校の現場を代表して O先生

私は現在中学3年生の副担任をしていますが、3人の男子生徒が別室登校

をしており、彼らの心にどうより添っていけばいいかということをテーマに参加させて

頂きました。今日のお話を伺って、彼らがちょっと頑張ったことを褒めながらも、こう

いうことがもう少し出来るといいよね、というダメ出しが常についていて、彼らにとっ

てはやる気を殺ぐような、ワクワクも何もないようなそんな接し方になっていたな、と

反省しました。つらい状況の中でも毎日、学校に来ているだけでも、実はすごく

頑張っていることだと思います。「よき種を蒔く」と教えていただきましたが、彼らの

幸せを願いながら、私が何をさせていただくことが彼らにとってのよき種なのか、そ

れを考え出会っていくことが新たな課題だと思いました。

地域での活動を代表して Ｉ先生

教職を退職したあとにNPO法人で不登校の子ども達の学習塾を経営してい

ます。現職の時は周りに合わせなくちゃいけないという、何か見えない圧力があり

ましたが、現在はすべて1対1で、その子と自分との関係で指導ができ、日常的

にワクワク感をもって毎日生活しております。上田先生が自分の力を誰のために

使いたいか、それが生きがいになるとおしゃっていましたがとても感銘を受けました。

退職した教員は多くの財産を持っています。その財産をうまく生かして、現場を

手助けするようなシステムを作ることが、日本の教育の変えていく一つじゃないか

なと思っています。

令和４年次 教育者教育に関する研修会


