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岩﨑太一

草野 いろいろな意味で︑毎日

のは、どんなところですか?

学校の先生になってよかったと思う

と思っています。皆さんは、三育小

教教育の意義についてお伺いしたい

生方に集まっていただき、キリスト

──今日は三つの三育小学校から先

じています︒

り︑ちょっと少ないのかなと感

どもに任せる規準が︑中学生よ

教えていく段階にあります︒子

え︑自分で判断していくことを

草野 小学生の場合︑自分で考

すか?

な違いとして、どんなことがありま

中学生と小学生を較べた場合、大き

学校で理科を教えておられましたが、

校や教師の価値観が異なっていた場

──そのときに、家庭の価値観と学

います︒

のは︑やはり家庭なのかなと思

るという意味で︑影響力が強い

ときには教師の価値観の中にい

に子どもが置かれ︑学校に来た

に帰れば︑保護者の価値観の中

草野 小学校の場合には︑家庭

ちは大きく変わっていきます︒

教師の発言によって︑子どもた

先生

函館三育小学校教諭

草野知子
司会
福音社代表

島田真澄

教師が教えようとすることをそ
のまま素直に受け止めていく感
じがします︒教師の影響力がよ
り大きくなるということでしょ

子どもたちが私の予想を超える

──中村先生も、かつては北浦三育

合、子どもが戸惑うことはありませ

三育小学校の現場から

現場から

全国に十校ある三育小学校は、
「何事でも人々からしてほしいと望むことは、
人々にもそのとおりにせよ」という聖書の黄金律を校訓に、
子どもたち一人ひとりが神様に愛される
かけがえのない存在であることを何よりも大切にしています。

うか︒

ことをしてくれるので︑面白い

中学校の体育の先生でしたね。

んか?

岩﨑 確かに大きいと思います︒

なと思っています︒

中村 小学生は中学生よりも︑

教師の影響力

──草野先生は、以前、沖縄三育中
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ふれたときに︑親も変わってい

の成長や優しさが家庭の中にあ

を受けるわけです︒子どもたち

れば︑逆に親も子どもから影響

家庭の中で披露することを考え

賛美歌や聖書の言葉を覚えて︑

ない家庭では︑子どもが学校で

たとえば︑キリスト教の背景の

中村 これをプラスに考えれば︑

しいでしょうね。キリスト教につい

ていなければ、教師と親の関係も難

ます。子どもがいい印象を親に伝え

と保護者との関係も密になっていき

だと思いますが、それによって教師

──三育は少人数教育が一つの特徴

な特徴ではないでしょうか︒

ゴールが決まっているのが大き

価値観と理念を持ち︑最終的な

岩﨑 三育の学校はすべて同じ

ひ ろう

くのではないかと思います︒
て無関心だった親が子どもを通して、

りますか?

少しずつ変わってきたという例はあ

──三育小学校と他の小学校との決

中村 三年生になって転入して

三育教育の特徴

定的な違いは何だと思いますか?

子どもたちの成長や
優しさが家庭の中に
あふれたときに︑
親も変わっていくのでは
ないかと思います︒

ているというのは︑子どもたち

きた女の子は︑毎週木曜日にな

と思っています︒

の人生にとって︑とても大きな

草野 三育小学校は︑教師中心

同じ目線で学びができるのは︑
中村 他者を愛する前に︑まず

力になるのではないかと思って

ると︑
﹁今日の放課後はお母さ

子どもにとってもうれしいこと
は自分を愛することが前提とな

います︒

でも︑子ども中心でもなく︑神

なんですね︒
ります︒聖書の中に︑
﹁自分を

中村 受け持ちの子どもたちに

んと牧師先生と一緒に聖書の勉

──キリスト教の神髄として愛があ

愛するように︑あなたの隣り人

は︑神様のことが大好きだと自

様を中心にすべての活動が行わ

りますが、この愛を教育の現場では

を愛せよ﹂とありますが︑教師

分の口で言えるようになろうと

強をするんだ﹂と言って眼を輝

どのように伝えておられますか ?

も子どもたちも︑ともに愛され

話しています︒親や家族が大好

れています︒これが︑いちばん

子どもを愛するとは、どのようなこ

ているという視点から︑聖書の

きなのは無条件の信頼があるか

かせて話してくれます︒親子が

となのでしょうか?

学びを深めていくことができる

らで︑これは神様を信頼するこ

を愛することはできないと思い

に愛される経験がなければ︑人

岩﨑 神様がこれからも必ず導

ん伝えたいのはどんなことですか?

──教師として子どもたちにいちば

な特徴ではないかと思います︒

ことができるのは︑三育の大き

めにみんなで祈ったり指導する

題が起こったとき︑その子のた

三育小学校の現場から

の違いだと思います︒

﹁も
岩﨑 自己肯定感が低く︑

と思うんです︒

とと同じことなんだと伝えてい

ういいや﹂
とか﹁どうせ自分は﹂
という言葉がつい出てしまう子

ます︒子どもたちには︑今のあ

いてくださることを知ってほし

──「神様、大好き」と子どもが言

ます︒子どもたちの中で何か問

るがままの自分を受け入れ︑自

いと思います︒子どもたちが困

う前に、
「神様は君のことが大好きな

子どもたちの祈り

分は必要とされているかけがえ

難に直面したとき︑本当の助け

んだよ」ということが伝えられると

どもは少なくないんです︒十分

のない存在なんだということを

を求めることのできる方を知っ
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体験的に伝えることができれば

祈りに始まり祈りに終わる学びの中で、
人の痛みがわかり、喜びを分かち合える
心を育んでいます。

いうことですね。

草野 このあいだ参観した東京
三育小学校の聖書の授業の中で︑
祈りのリストを作っていました︒
か

ぜ

自分のための祈りもあったと思
いますが︑風邪をひいている友
だちや︑知りあいの方の病気の
ためにとか︑いろいろなことを

幸せというのは︑
何も問題がないということではなく︑
たとえ困難のなかにあっても︑
それでも希望を持って前向きに

めの進路指導ではなく︑何のた

岩﨑 十年後︑二十年後の成長

に育ってほしいと思っていますか ?

──卒業後、子どもたちはどんな人間

すごく心が動かされました︒

剣に祈っている姿を見て︑私は

たちが知らない人のためにも真

的な社会の中にあって︑子ども

時間があったのです︒今の利己

いたとき︑やんちゃな男の子が

岩﨑 以前︑東京三育で働いて

考えて、高度経済成長を推進してき

に、物の豊かさが幸せに結びつくと

──戦後の日本はアメリカをモデル

います︒

て成長していってほしいなと思

神様と人に奉仕できる人間とし

分に与えられた賜物を通して︑

思います︒子どもたちには︑自

現状と向き合うことが大切だと

した姿を信じて︑今の子どもの

──函館三育小学校は数年前に単式

を上げ︑希望する大学に入るた

中村 子どもたちには︑偏差値

ょうか?

の幸せをつかめるようになるのでし

ような状況の中で、どうすれば本当

ているような気がしています。その

をはっきりと言えないためにもがい

でもないことに気づきながら、それ

あと、人間の幸せは、地位でも財産

ました。しかし、バブルが崩壊した

歩いていくことではないかと思います︒

めに生きるのか︑何のために働
いました︒みんなで遊んでいる

から複式になりましたが、メリット

リストにして祈るシーンとした

くのか︑何のために学ぶのかと
とき︑ルールを守らないで︑た

としてどんなことが挙げられます

本当の幸せとは?

いう意味を問いかけていくこと
たいたりするんです︒

に生きるということが幸せにつ

自分の損得を忘れ︑他者のため

ということわざがありますが︑

います︒
﹁情けは人の為ならず﹂

歩いていくことではないかと思

それでも希望を持って前向きに

たとえ困難のなかにあっても︑

題がないということではなく︑

草野 幸せというのは︑何も問

んだ﹂と言ったのです︒そのと

だから僕が一緒に遊んであげた

ずに︑一人で遊んでいたんだよ︒

の子は誰も仲間に入れてもらえ

って︑理由を聞いたところ︑
﹁あ

です︒私はとっても不思議に思

に︑あの男の子と遊んでいたん

子がいました︒その子が昼休み

ない﹂と泣きながら訴えてくる

り︑
﹁もうあんな子と遊びたく

やってくれるので︑担任はただ

同じ教室にいる二年生がすべて

ば︑一年生が入学してくると︑

かなくてはなりません︒たとえ

数が少ないので︑自分たちで動

がすごく主体的ですね︒教師の

らいです︒それに︑子どもたち

ると︑五年生が不安定になるぐ

ね︒六年生が卒業する間際にな

上級生と下級生の仲がいいです

草野 児童の総数が少ないので︑

三育小学校の現場から

少人数学級は社会の縮図

が必要なのではないかと思いま

ながるのではないかと思うんで

き︑やはり聖書の大事なメッセ

見守っていればいいという感じ

か?

す︒

ージが伝わっているんだと思い

です︒そういう意味で︑上の学

あるとき︑十五分休みが終わ

──聖書を学んで、子どもが変わっ

ました︒

す︒

たという事例はありますか?
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Ha ko d a t e

ました︒役割を与えられ期待さ

く成長する姿をたくさん見てき

でしたので︑子どもたちが大き

校で働いていましたが︑全寮制

中村 私は以前︑北浦三育中学

ているのではないかと思います︒

人になる準備を早いうちからし

ばならないという意味では︑大

ね︒自分で考えて勉強しなけれ

によって︑主体的になるんです

年が下の学年の世話をすること

たちを見ることができるメリットも

もいるので、教師が複眼的に子ども

──教室には他の学年の子どもたち

メリットではないかと思います︒

人数学級の担任として︑大きな

全員と話ができるというのが少

とが愛だと思うんです︒毎日︑

を認める︑相手を大切にするこ

っとわかりやすく言うと︑相手

ど愛という話が出ましたが︑も

とではないかと思います︒先ほ

りを見ることができるというこ

ることができる場合でも︑少人

三十人学級だったら部外者にな

ラ ブ ル が あった と き︑普 通 の

たとえば︑クラスの中で何かト

て︑少人数教育が多いですね︒

の方が選んでくださる理由とし

会の中で働いておられる方は︑

がる方もおられますが︑逆に社

長ができると言うと︑驚いて嫌

ただ︑それによって全人的な成

き込まれますよ︑と話します︒

数だと︑必ず当事者になって巻

草野 入学試験のとき︑保護者

質だと思っています。

ので、人間関係は結局、量ではなく

──私も複式の三育小学校で育った

くさんあると感じています︒

うだけのメリットが複式にはた

れたとき︑子どもたちはそれに

あるのかなと思います。逆に、デメ

して︑他の意見が出にくかった

応えようとして頑張ります︒一

長が見られます︒

りとか︑体育の時間に球技をす

リットはありますか?

草野 少人数学級の良さという

学年三十名規模の少人数ですが︑

があります︒でも︑それらを補

函 館 三 育小 学 校

草野 たとえば︑一つの意見が

教育の土台であるキリスト教の精神を通し、
人生を切り拓く力を養っています。

新入生が卒業していくときには︑

To k yo

出たとき︑それにみんなが傾倒

東 京 三 育小 学 校

親や教師が考えている以上の成

知的好奇心を引き出し、主体的な学び
を通して、本物の知恵を培っています。

る際に人数が足りないことなど

三育小学校の現場から

Yo ko h a ma

ことでは︑子どもたち一人ひと
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横 浜 三 育小 学 校

心と体の健康づくりのために、さまざまな
体験学習に取り組んでいます。

そういうもめ事の中で妥協点を
見つけていくというような訓練
を小学校のうちからしてもらえ
るのはとても大事なことだし︑
異年齢の子どもたちがいること
は社会の縮図なので︑とても有
り難いと評価してくださる方も

大事にしたいのは︑
子どもたち一人ひとりを︑
愛をもって接するということです︒

く︑自分から知識を得︑多くの

たことに従って生きるのではな

しまうからです︒人から言われ

分で判断できない人間になって

かを選び取っていかないと︑自

中で︑子どもたちが主体的に何

は︑世の中の多様性︑情報化の

く︑保護者にもお伝えすること

ージを︑子どもたちだけではな

頭に置き︑聖書の大切なメッセ

た授業づくり︑行事づくりを念

いて︑聖書の価値観を中心にし

岩﨑 学校のすべての活動にお

うようなことはありますか?

て、ぜひこれをやっていきたいと思

──最後に、三育小学校の教師とし

をやり直したいと思っているんだと

と言ってきたんです。小学生も人生

おれ、一年生からやり直したいな」

男の子が私の膝の上に乗り、
「先生、

たとき、函館三育小学校の五年生の

──以前に函館教会で牧師をしてい

きたいと思っています︒

いくという過程を大事にしてい

もハードルが高く︑大変なこと

行きながら教会へ通うのはとて

させることです︒地元の学校へ

子どもたちを三育中学校に進学

切だと考えていることの一つが︑

中村 小学校での働きの中で大

ていければと願っています︒

して愛があふれるような場にし

事など︑学校全体の雰囲気を通

するということです︒授業や行

ち一人ひとりを︑愛をもって接

大事にしたいのは︑子どもた

挙げています︒これを選んだの

的な学びの工夫﹂を課題研究に

草野 私は今︑大学院で﹁主体

ています︒

くことが私の使命であると思っ

たちや保護者の方々に伝えてい

のことを︑声を大にして子ども

きる場だと確信しています︒そ

育て︑他者を認め合う体験がで

寮生活こそが︑子どもの自立を

ほしいと願っています︒そして︑

らに中学︑高校で深めていって

です︒六年間学んだ聖書を︑さ

情報から正しいものを判断し︑

知って、ちょっとびっくりしました。

ができればと思っています︒

行動していく力が必要だと思い

そういう思いを持っている子どもた

多いですね︒

ます︒これを︑小学校の学びの

ちがけっこういるのではないかと思

行事の中で自分の課題を決め︑

もやり直すことができるというメッ

生まれ変わることができる、いつで

三育小学校の現場から

チャレンジ

中で表現すると
﹁主体的な学び﹂

っています。

ひざ

になるのではないかと考えまし

それを自分の言葉でまとめてみ

セージが伝えられたらいいと思うん

聖書の学びの中で、いつでも人は

る︒自分だけではなく︑他の人

ですね。今日はお忙しいところ、あ

た︒そのためには︑授業や学校

と共有してみる︒自分と意見が

りがとうございました。
（構成・永田）

違えば話し合いというプロセス
を通してさらに何かを発見して
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くさの ともこ
1975年、東京都出身。広島三
育学院高等学校、岡山理科大学
理学部化学科卒業後、沖縄三育
中学校理科教諭、担任、女子寮
舎監。その後、公立の補助教諭
を経て函館三育小学校教諭に。
2014年3月に同校を休職し、4
月より東京学芸大学教職大学院
に在学中。
いわさき たいち
1983年、山形県出身。基
督教独立学園高等学校、明
治学院大学社会学部社会福
祉学科卒業後、三育学院カ
レッジキリスト教教育学科
に学び、小学校教員免許状
を取得する。東京三育小学
校を経て、現在、横浜三育
小学校教諭。
なかむら じゅん
1976年、横浜市出身。広
島三育学院高等学校、日本
体育大学体育学部健康学科
卒業後、北浦三育中学校保
健体育科教諭、担任、男子
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