教育実践

教員有志でジェットコースター造り

一文化祭づくりから見えてきたもの‑
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正智深谷高校

は､室内の装飾に時間をかけさせるなど､

たちにも体験してもらいたいという願い

きました｡この経験を､今を生きる生徒

校生のときに文化祭で多‑のものを得て

年近‑続いていました｡自分自身は'高

まう文化祭が､本校に勤め始めてから1 0

迎合して､結局は飲食店に落ち着いてし

徒の意見を尊重する｣という大義名分に

出し物を何とかしようと思いつつ'｢生

飲食店に偏‑､準備に時間をかけない

感じられるようになりました｡さらに､

的に学校に広がってきている感覚を肌で

激励が増え､自分たちの取‑組みが有機

てくるにつれて'他の教員からの助言や

コースターの全貌が徐々に明らかになっ

広がる一方でした｡しかし'ジエツー･

気持ちが強‑な‑'後ろ向きな気持ちが

例年以上に｢これでよいのか‑｣という

想像していた通り'教員だけが汗を流し'

コースターの土台を組み始めたときは､

文化祭‑週間前あたりからジエツー･

校する生徒の目に留まるところにあった

ジェット･コースターの設置場所が､登

うか‑‑｣という疑問を払拭できず､無

のも奏功して､生徒も好奇､羨望の目で

ます｡しかし､｢あれでよかったのだろ

力感に苛まれていたのも事実です｡そん

コースを眺めるようになってきて､｢先

表面的には叶えられたという自負はあり

なことを他の先生と話し合っているなか

つ前向きになってきたように思います｡

生'何つ‑つてるんですか?｣というよ

そして'文化祭前日には学校で文化祭へ

で､｢ジエツ‑･コースターを作ろう｣

いました｡しかし､本心では'文化祭に

した｡この頃から自分の気持ちも少しず

教員が主体的に関わってい‑ことに疑問

の出店が禁止されているはずの特進コー

うな声をかけて‑れるようになってきま

を持ってお‑'｢教員が文化祭の出し物

スの生徒が｢何かできることはあ‑ませ

という企画が持ち上が‑､あれよあれよ

を自ら創ることに何の意味があるのか､

んか‑｣と'手伝いに名乗りをあげて‑

という間に実際に作ることになってしま

教員が楽しんで生徒は何を得るのか｣と

れるまでに至‑ました｡最終的には1 0人

細々と進めてきた作業が'一気に勢いを

計に携わるようにな‑､少数の教員で

を超える特進コースの生徒がコースの設

いう矛盾を抱えた船出でした｡

教師･生徒に変化が‑
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真の人間関係を醸成する有効な手段であ

ており､この中で得られた感動の共有は､

ていたねぇ｣といわれるまでの評価を得

多‑の教員から異口同音に｢いい顔をし

回の文化祭における彼らの取り組みは'

象の本質が見えるようになるのです｡今

真正面から人と向き合うことによって対

充実していた｡来年もや‑たい｡｣

｢高校生活3年間の中で最も

化祭において'彼らから無意識のうちに

のは些か短絡的だと思います｡今回の文

想であ‑､｢過大評価｣

とい

と括ってしまう

かもしれませんが､複数の教員による感

傷的になりやがって‑｣との向きもある

質問が急増したからです｡｢教員まで感

も､文化祭を終えた後から受験に関する

憂に終わったように思います｡というの

退を取‑戻すべ‑再びスイッチをオンに

チがオフであったことを意識し'その後

入したことによって､その期間はスイッ

ていると思います｡文化祭に全精力を注

にとっての

尽きます｡文化祭は'体育コースの生徒

力を発揮してその成果を結実させた点に

取り戻すべ‑､受験直前に爆発的な集中

ルギーを集約せねばならず､この不利を

が勉強をしていた時間に､部活動にエネ

取っています｡彼らの強みは､他の生徒

んが､多くの教員が懸念していた'文化

文化祭を終えて数日しか経っていませ

係､協働などの､社会に出てから必要と

な‑､社会性'リーダーシップ､人間関

文化祭がスイッチのオン､オフだけでは

とマイナスの要因が強い点は否めませ

てしまうのは､学習主体の観点からする

参加することによって受験勉強が中断し

できるのではないでしょうか｡文化祭に

することによって､加速度のある学習が

｢部活動｣と同じ役割を担っ

ると思います｡

うことばとその後の彼らの行動を見て､

祭の興奮を引きずって注意力が散漫にな

される資質を育む重要な機会であること

発せられた

｢燃えつき｣は杷憂

の燃え尽き症候群は､杷

る｢宴のあと｣

ん｡それを悪とするならば､所謂進学校

を'再認識させられました｡

において文化祭は衰退してい‑はずで

す｡しかしながら､これらの学校におい

より活況の状況を呈しているのは'行事

進学校こえ
｢行事｣が生きる
とかく'長期的展望にたって計画的に

がもつ本当の意味を進学校が認識してい

て文化祭や体育祭が衰退するどころか､

敬‑組まなければならない｢受験｣とい

るからに違いあ‑ません｡

ら ‑

教師の目‑もう一方の視点か

う極限状況にあって､スイッチのオン､

オフが大切なのは多‑の教員が認めてい
ることでしょう｡本校には｢体育コース｣

なるものが存在します｡このコースの卒

業生が､受験において多‑の成功を勝ち
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きた昨今'このような横のつなが‑を

あろう｡これは工業系や理系に限った

には達成感があ‑参加してよかったと

と試行錯誤しながら'形になったとき

ら作ってい‑ようになった｡いろいろ

当日の運転では'残念なことに怪我

ことではないと思う｡文学'史学'社

る対象は大学に限らず'地域企業との

人がでてしまった｡その子どもには本

広げて'新たな取‑組みを通じ､人と

連携なども考えられる｡おそら‑この

当に申し訳なかったけれど､乗った

思えた｡

因子が学習できると考える｡また､高

人々が笑って帰って‑れたから'作っ

であると考えられるし､また､連携す

校単独では不可能な企画も､より専門

ような大学との連携や地域との連携は

たかいがあったなと思った｡また､隣

会学など他の分野でも可能な取‑組み

性の高い大学との連携によ‑可能にな

他校でも行われていると思うので､互

の家と(騒音で)‑ラブルもあったが､

のコミュニケーション能力'創造力､

ることも多いと考える｡大学の募集活

いの情報交換なども出来ればさらに､

理解して‑れて当日は大成功だった思

そして集団の中での協調性など様々な

動の一環の高大連携､出前授業などよ

横のつながりが広がるのではないか｡

〜つ○

りも'数段｢面白い｣ことが出来るで

報収集し研究して行きたいと考える｡

今後､さらにこのような連携に関し情

し､普段は 〟教える側〃 〝教わる側〃

今回の体験は'とても充実していた

みんな輝いていた

の関係は先生たちとも同じ目線で意見

が

最後に先生たちの企画に参加して本

わいた感じがした｡

が出し合えて'前よ‑親近感(?)

‑生徒の感想
参加した生徒たちは次のような感想
を書いて‑れました｡

たら呼んでください!また'いろいろ

当に楽しかったです｡また企画があっ

得られるものがあ‑ました｡みんなも

今回はたまたま先生達主催の滑‑育
製作に加わることになったが'多分3

｢何か｣を得て欲しいと思います｡そ

同じだと思います｡ですので後輩たち

最初は興味があっただけという理由

して'どんどん挑戦して欲しいと思い

年間でl番頑張ったし､1番印象に残

で参加させてもらったけど､形が見え

ます｡自分でいうのもなんですが､生

にもこの楽しみを味わって欲しいし

るにしたがって'今までの物理の授業

徒の顔輝いていたと思います｡

っているイベンーだと思う｡

を駆使(‑)してみんなが計算しなが

