
はじめに

本授業は、平成23年度後期に実施した必修の科目

であり、22名の大学院生が受講した。授業の目的は、

シラバスにあるとおり、「現代の社会における学校

生活の位置づけを理解し、教員に求められる使命や

専門性、研修のあり方、方法などを究明し、充実し

た学校生活を協働で運営していく力とコーディネー

ト力の育成を目指す」ものである。

授業は中田正弘教員との共同で進めたが、本報告

の 5コマは向山が構想し、主担当として実施した。

今次の授業では東日本大震災の復旧、復興に際し

て学校や教員に求められる使命や専門性について、

具体的な事例を基に考察できるようにしたいと考え

5 コマの授業を「教員の社会的使命―東日本大震

災－」として計画した。

また、本授業を実施するにあたって、事前に激甚

被災地の視察を呼びかけ平成23年 7 月28日、6 名の

大学院生と清水保徳教員と石巻市立大川小学校、仙

台市立岡田小学校を訪問した。その報告も併せて、

5コマの授業内容を提示して授業を開始した。

1 オリエンテーション　9月20日

（1）発災当時の状況

第 1 講では、授業の進め方の後で、私自身の東日

本大震災の発生時の状況とその後の対応について報

告した。

発生時の状況について、私が「現代教育科学2011，

10月号『東日本大震災からの三日間と情報ネットワ

ーク』」に掲載した内容を紹介した。以下のとおり

である。

発災時刻、私は皇居近くの九段会館 2階の喫茶室

で 3時から始まる会議前の時間を過ごしていた。

突然の大きな揺れに、すぐに勤務校の中央区立泰

明小学校へ戻らなければいけないと直感し、揺れの

中を 2 階階段を駆け降りた。「外は危険です」とい

う年配スタッフの声を背中で聞きながら、たった 1

台駐車していたタクシーに飛び乗った。

九段会館の 2 階天井は、その後崩れ落ちて 2 名の

死者と多数の重軽傷者を出した。―略―　学校の玄

関で鞄を放り出して、私は校庭に駆け込んだ。

すでに校庭に避難していた子どもたちを見なが

ら、指揮をとる副校長から現況の報告を受けた。

幼稚園児はすでに保護者と降園中。低学年児童は
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下校指導中。中高学年児童は 6 校時途中で校庭に避

難。現時点で、校舎内の損傷について確認できてい

ない。地震の状況については、テレビとラジオで聴

取中であるとのこと。

以上の報告を受けてから総指揮を副校長から引き

継ぐ。3月11日午後 3時20分頃のことである。

ここまでが発災時の状況である。この日、私は、

35人学級の実現要請のために岩手県の小学校長会長

などとともに、参議院の野党幹部の議員事務所への

要請活動を行い、3 時からの教職大学院評価機構の

会合のために九段会館へ向かったのであった。

そこで危機一髪、難を回避して奇跡的に瞬時に勤

務校へ戻れたのである。なお、同行した岩手県の会

長は、3月14日にようやく岩手県へ帰還できた。

（2）泰明小学校での発災後の対応

私が総指揮を引き継いだ後の行動について時系列

的に説明をした。

（ 1）主事に校舎内の破損か所を点検させる

（ 2）6年担任から 2階講堂の破損があるとの報告が

すでにあったので、2名のスタッフと現場の視

認に行く

（ 3）校舎内の安全が確認されたので、4 年、5 年、

6年の順に担任と非常勤職員を補助させて荷物

を取りに行かせる

（ 4）1年から順にトイレに行かせる。以下 6年まで

実施する

（ 5）ラジオを私の傍に用意させ、状況を把握する

（ 6）ネットで交通機関の運転中止、バス運行状況

を把握する

（ 7）集まり始めた保護者に準備ができ次第、引き

取りを開始すると予告し、しばらく待機する

よう伝える

（ 8）保護者に交通機関が止まっていること、東京

湾に津波の恐れがあることを伝える

（ 9）居残り児童用のおやつを教職員に2万円分ほど

購入に行かせる

（10）1 年から校庭の水道水を飲みに行かせる

（11）ここまでで各学級の人員点呼を再度行う

（12）校庭に流入してきた帰宅困難者のスぺースを

確保する。

（13）男性主任教諭に命じて、校庭下を通る地下鉄

丸の内線から水が逆流してこないか駅まで確

かめに行かせる

（14）1 年から順に引き取りを開始する

（15）事務主任に命じて引き取りを開始したことを

ホームページにアップする

ここまで30分間。ようやく初期対応の第 1 ステー

ジを完了した。

続けて第 2 ステージの対応策を説明した。後日に

なって、初期対応後の対応策は各地域や各学校の実

態、校長の危機対応方針などによって多様な態様に

なっていたことが明らかになった。

中でも、1 都 3 県26区市から10種の交通機関で通

学する泰明小学校児童の引き取り状況は、普通は通

学区域の狭い公立小学校では例外的な事例である。

加えて、銀座という地理的条件から帰宅困難者の

大量流入にもあり、第 2 ステージも組織的効率的な

対応が求められた。

夕食開始までの第 2 ステージは次のとおりであ

る。

（ 1）ラジオとテレビで被災状況の続報を確認する

（ 2）空模様が悪くなってきたので気象情報を確認

させる

（ 3）職員にしばらくしたら体育館へ 2 次避難する

ので準備するように指示する（暖房、マット、

椅子、黒板など）

（ 4）玄関と正門に引き取り場所を掲示するように

指示する

（ 5）残り半数（約180名）程度になった時点で体育

館へ移動する

（ 6）6年保護者から、ホームページの内容が「引き

取りに来るべきか学校が預かるか不明である」

との抗議がある。事務主任に命じて、ホーム

ページの内容を明確にする

（ 7）防災担当教員に非常用備蓄倉庫内の物資を確

認しておくように指示する
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（ 8）発災後 3 時間を経て、居残る児童に不安が高

まりつつあるのでおやつを配布する（一人 3

個ずつ）

（ 9）居残り児童の宿泊場所を幼稚園教室にするよ

うに指示し、教室の道具を片付けさせる

（10）非常用食糧と毛布、ござを備蓄倉庫から運び

出すように指示し、毛布を密閉用保管袋から

出す

（11）発災後 4 時間を経て日が暮れて不安がってい

る児童が散見される。校長とじゃんけんゲー

ムをする

（12）5 回戦で勝った数だけ、おやつを配布する

（13）現時点での居残り児童数やおやつ配布をホー

ムページでアップする

（14）非常用食糧の炊き出しを児童、教職員、帰宅

困難者の分を含めて行うように指示する

（15）体育館を片付けて、宿泊用の幼稚園教室に男

組、女組に分かれて移動する。それぞれの教

室にベテラン教諭を担当として配置する

（16）幼稚園教室前に本部も移動する

（17）体育館、幼稚園遊戯室を帰宅困難者用スぺ－

スとして開放する

（18）児童に炊き込みご飯とスープを配食する。の

ちに、帰宅困難者にも配食する

（19）副校長が、帰宅困難者に共同で食事の支度を

するように指示する

（20）現時点での居残り人数や夕食の配食をアップ

する

ここまでが午後 8時までの状況である。

第 1 講で、地震発生からの 6 時間程度の学校の動

きをみせることで、ストレートマスターには臨場感

を抱かせた。また現職教員には自分の勤務校との比

較をさせるようにした。

（3）校長会の対応

大学院生にとって、各学地の校長で組織する校長

会の動きは見えにくい。

発災直後から校長会は、被災地の支援や関係省庁

への要望、震災対策委員会の設置などの業務をすす

めた。その中で、特に風評被害への対応についての

事例を上げた。

全国連合小学校長会では、震災発生直後から対応

を進め、3月末に全国21000名の会員に向けて「保護

者の風評被害への啓発活動について」という文書を

発信した。

内容は次のとおりである。

○放射性物質拡散による風評被害の例

①　水道水に対する過度な忌避

②　雨に対する過度な忌避

③　肌を露出することに対する過度な忌避

④　屋外の空気を呼吸・吸引することに対する過度

の忌避

⑤　野菜をはじめとした農作物に対する過度の忌避

⑥　牛乳をはじめとした畜産物に対する過度の忌避

⑦　魚類をはじめとした水産物に対する過度の忌避

⑧　関西・沖縄方面などへの一時避難をはじめとし

た過度な忌避

○余震や東海地震発災に対する過度な恐れの例

①　伊豆方面や房総方面での臨海学校や移動教室な

どに対する過度な恐れ

②　海岸周辺や埋立地等での校外学習や遠足などに

対する過度な恐れ

③　校舎の耐震性に対する疑念や不信に基づく恐れ

④　児童の登下校時の地震発生に対する恐れ

⑤　交通機関利用時の発生に対する過度な恐れ

○風評被害に基づいて増加が予想される学校への一

方的な要求の例

①　給食の各種食材等の産地公表やその安全性の保

障の要求

②　給食中止や弁当持参の要求

③　学校の水道水の安全性の保証やその公表の要求

④　学校の水道水の使用禁止や水筒持参などの要求

⑤　長袖・長ズボンや手袋、マスクなどの着用措置

の要求

⑥　校庭での体育や外遊びの制限や禁止の要求

⑦　教員引率による集団登下校の日常的な実施の要

求

⑧　宿泊行事や校外学習などの中止要求

⑨　一時避難時の児童の出席扱いの要求や学習保障

帝京大学教職大学院　第 3号（2012年 8 月）
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の要求　　　　以下略

本授業では、こうした情報を提供した後に、次

の事項について調べ発表する大学院生の担当を決

めた。

①　勤務校での発災時の対応

②　被災地訪問の報告

③　激甚被災地での対応

④　都内の学校での対応

⑤　地方公共団体からの政府への要望

⑥　放射能をめぐる風評被害の現状と課題

⑦　福島第一原発放射線にかかわる専門家会議報告

2 第 2 講　9月27日　　第 3 講　10月4日

第 2 講からは、大学院生による担当事項の発表で

ある。1 名 5 分程度で調べた事項についてプレゼン

テーションをまじえて報告する。

（1）被災地訪問の報告

7 月27日に訪ねた石巻市立大川小学校の避難誘導

について私たちの視察後も次のような報道がされて

いた。

例えば、朝日新聞は、2011年 9 月10日に「震災 6

ケ月特集」として「なぜ山へ逃げなかった―84人死

亡・不明　大川小学校の悲劇」という記事を掲載し

た。大川小学校は、牡鹿半島の北を流れる北上川の

支流沿いの低地に位置し、河口から南西約 4 キロメ

ートルで一帯の標高は1.5メートル前後である。そし

て学校の裏側に小高い山が広がる。

同記事では、「大川小学校から西に百数十メート

ル離れた新北上大橋のたもと付近に避難したが、そ

こに 2 方向から堤防を越えて津波が襲いかかった」

と説明している。この津波で全児童の 7 割にあたる

74人の児童と10人の教職員が死亡・行方不明となっ

た。

現地を視察したM院生は次のようにレポ－トで述

べる。

「私たちは報道を見て理解するのであるが、誤解

してしまうこともある。今回の報道でも、大川小の

児童は『なぜ裏山の崖を登らなかったのか』という

報道があった。私たちは、その報道を見ることによ

り教師が判断を間違えてしまったと思いがちである

が、実際には登れない山であった。教師は報道を中

立的にとらえ、正しい情報を生徒に伝えることが大

切である。」

また、U院生は「報道では、なぜ山へ避難しなか

ったのかと当初言われたが、実際の傾斜を見れば登

れる山ではなかった。また当時は雪も舞っていたし

これだけの津波を予想できなかったのではないか。

堤防や高台移転などのハード面の対応はもちろんで

あるが、避難場や経路、手段といったソフト面での

確保がこれからは重要ではないか。地震大国の日本

で生活する我々の今後の危機意識の在り方を変えて

いかなければならない」と述べる。

さらに、K院生は視察の感想を次のように述べる。

「・・ロッカーには担任の先生の気持ちを込めて

書かれた名前が記され、丸のつけられた漢字ドリル

も残されていた。係活動の掲示、『未来』という名

の（習字）作品が砕かれていた。運動会で使う看板

の『動』の部分が割れている。なにより、何かを伝

えたいように講堂の校歌の掲示の文字の『す』と

『て』の身が残されていた。教室の中では、子ども

たちが楽しく未来の夢に向かい学習していた様子が

手にとるように感じられた。そのすべてを奪った地

震・津波という勝てない自然の恐怖を感じた」

実際に津波が突き抜けた校舎 1 階と 2 階の中に入

ってみた実感をK院生は、素直に記述している。い

くら映像にふれても抱けぬ臨場感がこの言葉の中に

見てとれる。

なお、2012年 1 月24日付の讀賣新聞は「大川小

責任認め謝罪」という記事を掲載している。同記事

によれば、「学校側の避難誘導に問題があったこと

を初めて認め、保護者に謝罪した。多くの犠牲者が

出た原因は①避難マニュアルに明確な避難場所が記

されていなかった②教職員の危機意識不足③過去の

経験から津波が来ないと思い込んだ　有識者を交え

た検証を検討したい」とのことである。当日の混乱

した状況についてはこれまでにも断片的に報道され

ているが、事故の全容をできるだけ究明し後世に伝

向山：変化する社会と教職の専門性についての一考察

－70－



えることこそ犠牲者への冥福になるものと考える。

今後の検証を見守りたい。

2つ目の視察地は仙台市立岡田小学校である。

岡田小学校は仙台駅から、10キロメートルのとこ

ろにあり、学区の北東に仙台新港がある。海岸から

の距離は、約 3キロメートルであり、海抜3.3メート

ルの場所に位置する。震災では校庭に10センチメー

トルの津波がきた。わずかな津波であるが、海岸沿

いの化学工場や仙台市の浄化センターの汚泥で校庭

が覆われ校庭が使用できなくなった。有害化学物質

の確認、汚物の消毒、撤去、異臭の排除などの後、

避難民の駐車場開設工事を行った。

F院生は、視察報告で次のように述べる。

「岡田小学校は交通の便がよかったため、被災地

の取材や支援物資が集中した。支援物資について、

岡田小学校よりさらにひどい状況の避難所へまわし

てもらうように手配した。

発災 2 日目の夜には、避難所の雑役から学校職員

を退かせた。1 日も早い学校再開に向けた決断であ

った。そのため、避難している 7 町の会長さんたち

を集め、学校再開に向けた協力を仰ぎ、避難所を校

舎内から体育館への一ケ所とすることを了承しても

らった。

避難所を避難民たちの自治運営にしてもらうにあ

たり、町内会長たちと話し合い、学校窓口を校長が

一本化すること、校長が役割分担図を作成し、名を

入れてもらうように依頼した。文句は出ず、協力し

てもらえたため、発災後 3 日目には校舎内から体育

館への避難所の移動ができた。

役割分担の中には、環境衛生係や食物物資係、庶

務として救援物資を石巻へ振り分ける係などがあっ

た。避難民の方からの苦情も各町会長たちが引き受

けてくれた」

このように、現職教員であるF院生は危機に際し

て、岡田小学校のE校長のリーダーシップにより、

早急に復興に向けて教育活動を再開したことに関心

を寄せていた。

また、K院生は「校長先生は非常に冷静で前向き

な先生である。岡田小学校の先生方にも『自分たち

だけが不幸と思うな』と励ましているそうである。

震災に対し支援してくださる方に心から感謝の気持

ちを持っていた。神戸の震災時に岡田小学校がした

ことを神戸の小学校で恩返ししてくださることを嬉

しそうにお話してくださった」と感想を書いた。

K院生も危機対応に全身で向かう校長の姿に感銘

を受けたのである。

訪問したK院生は、帰京してから、被災地の学校

に「朝顔の種を送って励まそう」という活動を開始

した。勤務校や大学院生に呼びかけ、2012年 2 月に

岡田小学校へ送った。岡田小学校長から、ていねい

な礼状をいただいた。

（2）発災時の対応など

激甚被災地の被害状況について、N院生次のよう

に報告する。

東日本第震災における学校関係者の死者・負傷者

数は、「文部科学省集計で死者625名、行方不明229

名である。多くの犠牲者が出た理由として関西大学

教授川田恵昭は、①地震の津波の強い揺れが1分以

上続いたにもかかわらず津波が来ると考えず、すぐ

に避難しなかったこと　②津波が来ると考えたが、

まさか10メートルを超える大津波であると考えず、

避難しなかったこと。あるいは、建物内を垂直避難

したが高さが不十分であったこと　③津波が来ると

考えたが、周りの様子を見ながら避難すればよいと

考えたこと　④大津波警報が出ていることも、避難

勧告や避難指示がでていることも知らなかったこと

⑤津波ハザードマップで浸水危険性がないこともあ

って、避難所に指定されていたこと」

管理職候補のG院生は教育委員会の動きについて

報告した。G院生には、私から「もし被災地の教育

員会の指導主事として仕事をしていたら、どのよう

なことに留意するか」と尋ねた。G院生からは組織

の一員として自分の与えられた仕事を、懸命に遂行

するという趣旨の答えを得た。それでもより実感的

に職務遂行の覚悟を得させたいと考えた。

そこで、1986年の伊豆大島噴火の際に、当時の私

の学級でも16名の大島の児童を受け入れたこと。ま

た大島町の当時のK指導主事の動きなどを紹介し、

子どもの安全・安心のための学校関係者の努力の一
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端に気付かせた。

さらに、現職教員の勤務する小学校、中学校、高

等学校、私立小学校の発災時の状況を報告した。こ

こでは学校種別による違い、通学距離や通学手段に

よる違いを見ることができた。その一方で各学校の

危機対応の違いがあることも明らかになった。

3 第 4 講　風評被害の現状と課題　10月
11日

風評被害について、関谷（2011）は次のように述

べている。

「ある社会問題（事件・事故・環境汚染・災害・

不況）が報道されることによって、本来『安全』と

されるもの（食品・商品・土地・企業）を人々が危

険視し、消費、観光、取引をやめることなどによっ

て引き起こされる経済的被害のこと」（1）

今回の授業では、放射性物質をめぐる各地での混

乱、過度な不安などについて教師としてどのように

考え行動したらよいかという視座を、各院生に抱か

せたいと考えていた。

とかく保護者の多くはメディアからの影響を受け

やすい。また、放射能や放射性物質が与える影響に

ついて、専門家の判断も多様であることから、勢い

保護者は危険が大きいとする情報に敏感になりがち

である。

さらに、行政の側にあっても、混乱を生じかねな

い。2011年 3 月16日付毎日新聞は次の記事を掲載し

ている。「学校に下校指示『不適切』と謝罪　福島

第 1原発の爆発事故で山形県教委は15日『放射性物

質を含む風が来る可能性があり危険』という研究者

からの連絡を信じ、県内全公立小中高校431校と公

立幼稚園20園に『児童生徒を早く下校させるように』

と指示した。高橋節副知事は『不適切』であったと

陳謝した。・・相馬周一郎教育長は『父母たちの不

安をかきたててしまった』と陳謝した」

そもそも、これまでにも一部の保護者は、学校や

幼稚園に対して過度の要求を向ける光景も散見され

るという状況があった。

こうした状況について、現職教員はこれまでの勤

務経験から、いわゆる「モンスターペアレント」と

呼ばれる保護者が学校へ無理難題要求をつきつける

ことを承知している。ちなみに、小野田（2006）は、

「学校に残る権威主義と思い上がり、他者に無関心

で不寛容な社会、孤立する子育てと自子中心主義、

が今の学校と社会の関係を読み解くキーワードかも

しれないと」（2）と述べる。

したがって今回の大震災の発生を受けて、学校の

教育活動について、一部の保護者が何らかの行動を

する学校もみられることは予想できる。

その一方で、ストレートマスターにとっては、放

射性物質への恐れがどのように学校の教育活動に影

響を与えるのかは予想しにくい。

そこで、まず、風評被害についての理解を図るこ

とにした。風評被害について調べたM院生は次のよ

うに報告する

「風評被害とは『疑心暗鬼』の連鎖である。ある

事件が起きて、それをメデイアを通じて知った人々

が特定の商品・地域を『念のため』敬遠する。市場

関係者も、商品の出荷を抑える。その現象を、再度

メデイアが報道することで不動『やっぱり危ないん

だ』と考え、ますます敬遠されるようなる。それに

よってスーパーに大量に売れ残っている商品の様子

が報道されてさらに敬遠されるようになる。誰が見

ても被害があったとわかるように『救急車』『壊れ

た家』『被害者へのインタビュ－』などを意図的に

組み立てて、抽象的な事柄も含めた事件をすぐに連

想できる『パターン化した映像を』作る」

このように、M院生は風評被害が起こるメカニズ

ムを分かりやすく報告をした。

また私からも、これまでにも繰り返し風評被害が

生じてきたこと。その中には放射能や放射性物質に

かかわる風評被害も多く含まれていることなどを概

説した。

そもそも私たちを取り巻く原子力や放射能につい

ての報道は、広瀬（2010）が次のように述べる状況

であった。

「原発震災の脅威について、これほどまで日本人

の無知を助長してきた最大の責任は言うまでもなく

報道関係者にある。・・・『日本を守る』という報
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道陣としての最後の責任をもって誰にも頼らず、怯

むことなく自分の思考力と判断力で事実を調べ直

し、結論を導かなければならない」（3）

これは東日本大震災が起こる直前に、地震による

原子力発電所事故の危険性を警告していた広瀬が特

に報道の責任について述べたものである。

続けて、O院生から文部科学省における検討資料

についての報告があった。2011年 7 月に行われた

「福島県内で一定の放射線量が計測された学校等に

通う児童生徒等の日常生活等に関する専門家ヒヤリ

ング」での検討状況である。その第 3 回ヒヤリング

では、①国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告を

踏まえた「合理的に達成できる限り放射線被ばくを

低くする」理念による学校利用や日常生活の基本的

な考え方　②現在の状況における学校生活と学校外

活動の具体的な在り方について議論している。

その中で、国立保健医療科学院生活環境研究部長

の欅田尚樹は次のように発言する。「高すぎる基準

をつくりますと、大きなリスクになってきますし、

低すぎる基準を設けていきますと社会の混乱をきた

していく・・・・・1965年頃の値を見てもらえばわ

かるんですけれども、体の中に400～500ベクレルの

放射線セシウムを取組んでいますよ。大気圏内核実

験が行われている当時はそういう状況にあった」と

述べている。

ここで私たちの世代は、少なくとも東京付近では

1950年代～60年には、大人たちから「雨にあたると

毛髪が抜けるから、傘をさすこと」という厳命があ

ったこと、そのトラウマは後年になってもなかなか

ぬぐえなかったという経験談を紹介した。

続けて同ヒヤリングでは、福島県臨床心理士会副

会長・東日本大震災対策プロジェクトチーム代表の

成井香苗が次のように発言する。「放射線に視野が

狭まっていて、放射線簿健康被害だけを不安がって

いるような状況です。・・・健康被害というのは、

ストレスでも起きます。放射線を防護するために、

その防護によるストレス、そのストレスが健康被害

を生んでいるといえます。ストレスによってもガン

は起きますし、精神的にも非常にダメージを受けま

す。

・・・・保護者さんが放射線リスクの不安だけに

振り回せられないような施策をしなければならな

い、それが緊急事態ではないかと思います」

なお、文部科学省は2011年 7 月20日文書において、

「学校における放射線防護の考え方」について次の

ように説明する。「学校における放射線防護にあた

っては、単に放射線量の低減化だけを考えるのでは

なく、例えば、次のような対策による不利益も考慮

する必要があります。①屋外活動を過剰に制限する

ことによる運動不足、肥満、ストレス等による疾病

リスクの上昇　②高温時期における窓を閉め切った

授業や長袖着用による熱中症　③水道水（摂取制限

なし）の飲用拒否による脱水症状」

農作物に関する風評被害について調べたY院生は

次のように報告する。

「野菜などの農作物だけで何百億円という単位で

被害を受けていること知った。このまま長期化すれ

ば地方の経済から日本全体の経済が衰退し、さらに

国力の低下を引き起こす可能性がある。また、日本

という国自体に地震によって大打撃を受けたという

イメージが世界に定着している。よって私たち教員

は地震大国日本において地震対策や意識向上を図っ

た教育に、より力を注ぐことが必要である。また、

2 次被害や後に続く被害についても正しく子どもた

ちに伝えるべきだ。そのためには、正しい情報を私

たちが認知し、見定める必要がある」

Y院生は飲食店に勤務していた経験をもつ。その

こともあり、今回の農作物にかかわる風評被害に大

きな関心を寄せていた。また夏季休業中には、岩手

県釜石市の復興祈願祭に参加した。そして被災した

友人宅に生活必需品を届ける。それでも「微力であ

る。・・・・被災地以外の教育活動で震災のために

何ができるか考え、行動する必要がある。子ども、

日本の未来ために、日々、尽力する存在が教員であ

ると私は考えている」と決意を述べる。

一方、文部科学省は、2011年10月に「放射線等に

関する副読本」として小学校児童用。同教師用解説

書 1，2 、中学校生徒用 1 ，2 、同教師用解説書 1 ，

2，3及び高等学校生徒用 1，2、同教師用解説書 1，

2，3の13種の資料を発表した。
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大学院の授業ではそのうち小学校児童用副読本を

印刷して概説した。小学校児童用は「放射線につい

て考えてみよう」というタイトルで18ページ構成で

ある。執筆者は東北大学名誉教授中村尚司を委員長

にして現場教師を含む各専門家で構成されている。

内容は「①放射線って何だろう　②放射線は、ど

のように使われているの　③放射線を出すものって

何だろう　④放射線を受けるとどうなるの　⑤放射

線はどうやって図るの　⑦放射線から身を守るには

⑧放射線についての参考Webサイト」からなる。

副読本作成委員会は、副読本の冒頭で「放射線に

ついての疑問や不安を感じている人が多いと思い、

放射線について解説・説明した副読本を作成しまし

た」と発行の意図を述べている。

荻上（2012）は、東日本大震災の流言・特徴とし

て「①被害は範囲が甚大であったこと②情報技術が

浸透して以降の大震災であったこと③原発事故があ

ったこと」をあげ、「流言が発生しにくい環境を作

るためには、重要さか、曖昧さを減らさなくてはな

りません。多くの人が興味を失えば、流言の拡散は

収まりますし、多くの人が確かな情報を共有すれば

やはり流言の拡散は収まります」（5）と述べる。

各院生は、これらの報告や資料から、福島第一原

発の事故が学校教育に与える影響について一定の理

解をすることができた。

また放射性物質についての理解を図ることもでき

た。ある院生は「放射能が自分たちの身近な自然界

にもあることを初めて知った」と感想を述べた。こ

れまで学校教育では、十分には放射能についての教

育が行われてこなかったことから、放射能について

の誤解か理解不足があった。院生のこの発言は、ま

さにその証左である。

続いて私から院生に問いかけた。福島原発にかか

わる瓦礫が現時点で東京ドーム10幾つ分になること

が積算された。この瓦礫をどこに処分するのかが今

後大きな課題になる。福島で発電した電力は、関東

地方の東京電力管内の消費者が使用したものであ

る。だから、私たちは消費した量に応じて引き受け

る責任があるのではないか。

「もし自分の住む自治体で、原発の廃棄物を引き

受けざるを得ないと判断したら、君たちはどう考え

るか」というものである。

この質問に対して、多くの院生は「総論としては

理解できるが、いざ自分の近くのところで引き受け

るとなると逡巡する」というであった。私は、「そ

れなら、真の意味で福島の復興はできないのではな

いか」とたたみかかる。自分を安全の場において、

支援することは誰でもできる。しかし、自分自身も

リスクを抱えることを決断できるかどうか「私たち

が試されるのではないか」と投げかけた。

理解が不十分なままで、子どもの前に立てばとか

くメディアからのセンセーショナルな言説に惑わさ

れる。いたずらに風評被害を煽る側に立つことにも

なりかねない。したがって、教師は身の周りの事象

について多面的多角的にとらえ、自己の教育的信念

を形成しなければならない。

4 第 5 講　風評被害と教員の使命　10月
18日

第 5 講では、風評被害かかわる事例について取り

上げ、教師としてどのようにかかわるのかを議論し

た。事例とは次のとおりである

「東京のある小学校では、毎年プール開きを前に

して、4 年生がプールのヤゴ取りをするのが恒例で

あった。今年度も、4 年生の子どもたちが楽しみに

していたヤゴ取りの日が近づいてきた。ヤゴ取りの

前日、数名の保護者が校長室へ来校して、『放射性

物質が心配なのでヤゴ取りを中止してほしい』と申

し入れた。その学校は、検討の結果、今年度のヤゴ

取りを中止した。結局、ヤゴは大人が採取して各教

室へ配った」

この事例について、学校はどうすべきであったか

質問した。その結果、「予定通り実施すべきだっ

た・・2 名　中止してよかった・・6 名　自由参加

にして選択させればよかった・・11名」という回答

であった。

「予定通り実施すべきである」という考えは、学

校は一部の保護者の意見によって、安易に教育活動

を変更すべきではない」「 4 年生にとっては、その
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学年でしか経験できない行事だから予定通りに実施

すべきである」というものである。

「中止してよかった」という考えは、「放射性物

質についての害が不明なのだから、大事をとるべき

である」「保護者の心配があるのだから強行すべき

ではない」というものである。

「選択させる」というのは、やりたいという子ど

もも多いし、やめたいという保護者もいるので選ば

せるのがよい」というものである。

3 者には、それぞれの言い分がある。F院生は

「将来、ガンになるかもしれないからやめるという

ことでどれだけ説得できるか。学校がやると決めた

ことは予定通りに実施すべきである」と発言した。

それに対してT院生は「将来のことがわからないか

らこそ中止すべきなのではないか」と述べる。また、

U院生は「地域あってこその学校である。保護者が

言ってきたからと言って、（長く続いている行事を）

中止すべきではない」と反論する。さらに。N院生

は、「（選択させるのは一見いいが）学校の教育活動

がばらばらになってしまう。ヤゴ取りをする子ども

と参加しない子どもとで差が生じてしまうのはよく

ない」と発言した。

このようにヤゴ取りの中止を巡って議論したが、

正解は無いだけに、院生はそれぞれ自分が意思決定

をする立場であったらどうすべきかについて、考え

をめぐらした。なお、私が校長であったら、「予定

通りに実施しているであろう」と付け加えた。

ちなみに 3日後の10月21日に中央区教育員会主催

の「副校長、副園長研修会」において、私は同じ質

問をした。参加者の 7 割程度は「予定通り実施すべ

きである』と回答していた。

この比較を見る限り、大学院生のほうが、保護者

などの外部からの声に敏感であることがわかる。そ

のことは、謙虚であるという反面、外界からの動き

で影響を受けやすいという一面を表している。

5 終わりに

5 コマの授業終了にあたって、「東日本大震災から

の復興のために教師として何ができるか」という課

題を課した。

H院生は次のように述べる。

「ヤゴ取りを中止した学校の対応はどうだったの

か、様々な意見が出た。私は保護者やの外部の圧力

に屈するのではなく、その学びが将来与える影響の

大きさを考えて判断すべきという考えに賛成であ

る。子どもたちは、この先、ヤゴを取って観察する

ことはないかもしれない、泥まみれになりながら生

物を追いかけることはないかもしれないと考える

と、子どもたちに体験させたいという思いが強くな

る。しかし、実現させるためには教師の強い思いと、

ぶれることのない信条を有し、周りを納得させなけ

ればならない」と、教師が軸足を確かにすることの

大切さを自覚している。

また、S院生は、次のように述べる。

「学校の教師に求められるものは、風評に惑わさ

れない知識の獲得と先を見据えた冷静な姿勢ではな

いだろうか。・・活動の可否の基準が設けられず、

学校判断によるところの多さが、積極的な活動の実

施を躊躇させている要因となっている」と指摘し、

各関係機関の連携によって、条件整備を進めていく

必要があると続ける。

現職教員のT院生は次のように述べる。

「直接被災地を訪問された先生方及び学生諸氏の

体験報告の迫真さと真実に強く胸を打たれた。・・

風評は不安感を背景とした曖昧な情報に対する拡大

解釈や誤認識等、多くの人々の主観的な邪推が社会

的に拡散していく現象の結果として生じるものであ

ると考えられる。このような風評を阻止するために

我々教師ができることは、正確かつ客観的な情報を

収集し、児童生徒及び保護者に直接そのありのまま

を伝え、問題解決のための学校としての施策を提示

することではないだろうか。正確な情報提供と具体

的な施策の毅然とした提示及び遂行が児童生徒及び

保護者の不安感を阻止する唯一の方途ではないだろ

うか。曖昧な情報と具体策を持たない指示こそが、

風評の温床になると考えるからである」と述べ、放

射能被害にかかわる差別問題についても論じてい

る。

細川（2011）は、「いつの時代にも発生する風評
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被害を防ぐためにも、情報の危機管理の視野は広く

持ち、大事なのは正確な情報をどう提供するかとい

うことに尽きる」（6）と述べ、T院生と同様に正確な

情報の共有化を強調する。

その一方で増田（2011）は、「日本経済の先行き、

東京の中枢機能に疑問を抱かせることができれば、

『汚い』とか『きれいだ』とか手段を選ばずに風評被

害を広めていこうという焦りがにじみ出ている」（7）

と述べ、各国が支援を差し伸べつつも熾烈な情報戦

略を展開し、それに日本のマスコミも追従すること

に警告を発している。

さらに、3 月16日の時点で米国の関係者は、福島

原発の原子炉燃料がすでに溶融していると判断した

うえで、米国国務省の日本本部長であったケビン・

メアは次のように証言する。

「東京在留の米国人をすべて避難させれば、日米

同盟は崩壊の瀬戸際に立たされることは間違いあり

ませんでした。英国やフランス、ドイツ、イタリア

などは早々と、在東京の自国民の退避を勧告し、大

使館機能を大阪に移転した国もあった。だが、同盟

国・米国はそう簡単に逃げ出すわけにはいかないの

です」（8）

実際、3 月14日の午後に東京都内のある校長から

「自分の学校では各国の大使館職員の子供が多数通

っているが、一斉に帰国の命令が出ている。自分の

学校では異常事態になっている」という連絡があっ

た。私は全国連合小学校長会長として、これを放置

すれば、都内の学校がパニックになる恐れがあると

判断した。そこで、文部科学省に事情を説明して、

マスコミがこのことを大げさに取り上げれば、大変

な混乱を引き起こす。報道をするなとは言わないが

冷静な対応をするように報道各社に申し入れてもら

いたい」と依頼した。文部科学省の担当者は、関係

部局と相談して対応したいとのことであった。幸い

にも、翌日の報道ではセンセーショナルな内容は見

られなかった。

東日本大震災からの復興には時間がかかる。しか

し、日本人は大きな災害からも着実に復興の歩みを

進めてきた。1923年の関東大震災からわずか 4 ，5

年で東京の中心部に良質な復興小学校を多数建設し

た。竣工してわずか10数年後の東京大空襲で再度瓦

解するが、数年で再建する。そして、終戦から14年

で東京タワー立ち上げ、19年で東海道新幹線を走ら

せる。私たち、日本人はくり返される災害をこうし

て乗り越えてきた実績がある。その日本人のたくま

しさに気付かせたいと考えた。

野口（2011）は「第 2 次大戦後、イギリスは、過

去からの伝統に縛られていたのに対し、日独両国で

は『白紙に絵を描く』ことができた。この違いがそ

の後の経済成長に影響を与えた。…それと似た状況

が今生じている。災害による設備の破壊はきわめて

甚大な損失であったが、それを、経済構造を変革す

るためのテコに転化することも可能なのである」（9）

と述べる。

大震災の発災後に、日本人誰でもがその生き方を

根底から問い返された。それは各学校に勤務する教

師にとっても同様である。

本授業は、一つの現象も多面的多角的に見れば、

様々に分析できること。教師は、子どもの今の充実

と将来の資質育成のために、何ができるかを考察さ

せるためのものであった。

各院生は日々の忙しい生活の中でも、関心をもっ

て本授業に参加してくれたように受け止めている。

院生の授業評価では、15コマ合わせた本授業の結

果は次のとおりである。

「授業に興味を持って熱心に取り組むことができ

た」とい評価項目ではそう思う」が70％、「どちら

かというとそう思う」が30％であった。また、「授

業を通じて新しい知識や考え方、必要な技能を修得

でき、もっと深く勉強してみたくなった」という評

価項目では「そう思う」が60％「どちらかというと

そう思う」が35％であった。「総合的にみてこの授

業を受けて満足しましたか」という項目では、「そ

う思う」が75％、「どちらかというとそう思う」が

20％である。ことから、授業の意図は一定程度達成

できたのではないかと考えている。

特に自由記述の中で、「向山先生の視点が、時代

や世の中の流れに対して的確であり大変面白かっ

た。常に新しい情報を与えてくれたことも学習を進

めるうえで大きな財産となった。・・感謝してい
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る。」という一文は、大学教員一年目の私にとって

大きな励ましとなった。

本稿執筆中の2012年 3 月に、東日本大震災から 1

年が経過した。大川小学校では 1 周忌の合同供養が

行われたし、被災地の復興も着々と進む。その一方、

各地の住民反対運動に怯んで、各自治体は、東京都

などを除いて瓦礫の受け入れがなかなか進展しな

い。

こういう状況の中で、各メディアは「震災 1 周年

特集を報道する。讀賣新聞は2012年 3 月 6 日「放射

線情報　全校で共有」という記事を掲載した。福島

第一原発から約60キロ離れた福島市立渡利中学校長

の斎藤嘉則が、保護者と情報の共有を図るために、

毎週『渡中だより』を発行し続け、3 月までに37号

に達したというものである。

同校長は、「体育の時間にクラウチングスタート

で地面に手を着けない生徒もいました。一刻も早く

元に戻さないといけないと強く思いました。子ども

たちの10年20年先に責任を取れるのかと言ったら自

信のない部分もあります。でも、生徒の健康を最優

先に考えて決断してきたし、今後もそう信じたいん

です」

教師の専門職としての教育的信念は、まさにこの

言葉の具現化にある。子どもの将来にとって何が大

切かを考えて決断し、決断したことを軸足ぶれるこ

となく遂行する意思の強さが、日本の教師に求めら

れている。
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