子供 の命を守る ということ

樋口 治男
たとえばあなたが公園のベンチに座っていたとします。あなたの前に二〜三歳の
子供が遊んでいます。あた りには子供の保護者 らし い大人のすがたは見えませ ん。
その子供が突然立ち上がり どこかへ歩き出した ら、 あなたはそれを目で追うで しょ
う。さらにその子が公園か ら出て車通りの激し い道 に出て行こうとしたら、あ なた
は追いかけ 、 必死にその子 を止めようとするで しょ う。 それは当然の行動です 。子
供の一番近くにいる大人が あなたなら 、あなた はそ の子供の保護者なのです。 そし
て全ての子供は全ての大人 に助けられ守られる 権利 を持っています。 全ての大 人は
自分の目の前にいる子供を 助け守る義務を負っ てい ます 。（これが子供の命を 守る
三原則です 。 ）
これは人類が猿から人間になった時、そして子供を社会の中で育てると決めた時
からの約束です。しかし時々その約束を忘れる大人がいるのです。
今 も い じめ が 原因 と思 わ れる 子供 の自 殺 のニ ュー ス を耳 にし ま す。 その こ と を
回りの大人たち、先生や教 育委員会の人たちは どう 思っているのでしょう。「 いじ
めがあったという事実は 確 認していない」こう いっ た事件の時、よく聞かれる 言葉
です。しかし一番大事なの はいじめがあったか どう かではないのです。一番大 事な
のは、その子供の命を守れ なかったことです。 目の 前にいる、おそらく自分の 命の
危機を感じて悲鳴をあげて いたはずの、子供の 命を 守るという人間の一番大事 な義
務を果たせなかった、大人としての痛烈な反省が まず必要なのです。
ち

え

わざ

自分の命を自分で守る、その 知恵 と 技 を持った人間を大人と言います。教育は、
子供たちにその知恵と技を 身に付けさせるため にあ るのです。そして子供たち が自
分で自分の命を守る力をつ けるその間は、回り の大 人たちが子供達の命を守る 必要
があるのです。
自分が実際に子供の親になった時に思ったことがあります。親が子供にしてやる
べきことは二つ、ご飯を食 べさせてやることと 、病 気になった時に医者に連れ てい
く、看病してやること、こ れだけです。それ以 外の こと、しつけをする、勉強 をさ
せる、一緒に遊ぶ、などは おまけです。その時 はこ の意味は分かりませんでし た。
それはつまり子供の命を守 るということです。 良い 子に育てる、賢い子供にし たい
などは親の欲です。子供は 結局自分で大きくな るの です。親はそれを見守るだ けで
す。子供は親の思う通りには育たない、とは 98パーセントの親は知っていることで
す。
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世の中の物事は三つに分けられます。大事な事と、大事だけれどもどっちでもい
い事と、どうでもいい事で す。子供の命を守る とい うのは大事な事です。しつ けや
「教育」 （一般的に言う教育 ）はどっちでもいい事です。
学校の役割は、親に代わって、あるいは親と一緒に、子供を教育することです。
それは子供が自分で自分の 命を守る、その力を 身に 付けさせるための 教育です 。国
語も算数も体育も、全ての 勉強はこのためにあ るの です （この原点が忘れられ てい
るように思います ）。でも それよりもっと大事 なこ とは、やはり子供の命を守 って
やるこ とです。子供の命が 危険にさらされてい る時 には全力で守る 、それが学 校と
教育委員会に社会から託されている一番大事な役割です。
小学校では道徳の時間が作られ、そこで命の大切さを子供に教えることが要請さ
れているようです。しかし 命の大切さは言葉で 教え られることではありません 。大
人が行動で子供たちに教え るべきことです。回 りの 大人が皆自分を守ってくれ るこ
とを実感できていれば、自分の命が、自分の存在が、この世で一番大事なものだ
と、自然に、当たり前に、 疑い無く、信じるこ とが できるのです。そして自分 の命
の大切さを理解できれば、 他の人の命も同じよ うに 大切であることが理解でき るの
です。
人権教育、これは子供に教えておくべき、とても大切な教育で す。なぜなら基本
的人権は自分の命を守るた めにはとても大切な 道具 、強力な武器となるからで す。
自分が今置かれている状況は、自分の命を、自分の生活を、自分の人生を守れな
い、そう主張出来ること、 悲鳴をあげること、 助け を求めること、そしてそれ を回
りの人が認めること、それ が基本的人権です。 しか しここでも多くの方が人権 教育
について勘違いしているの ではないかと思って いま す。人権教育が目指すべき は、
他人の人権に心を配る優し い心、ではなく、自 分の 人権をきちんと主張できる 強い
心なのです。この強い心を 持ってこそ、自分の 命を 自分で守 ることができる大 人に
なれるのです。
自分の命を自分で守る、その知恵と技を持った人間を大人と言います。その知恵
と技は、他の人間の命を守 るために使うこと が 出来 ます。その力を使って他の 人の
命を守れる人を大人と言い ます （だから、子供 の親 になれるのです ）。その力 を使
って子供の命を守ることが、全ての大人の義務なのです。

あの東北の震災と津波から 七年が経ちました。あの時われわれは、テレビや報道
を通じてではありますが、 さまざまなドラマを 見ま した （申し訳ないことです が、
われわれが見た一連の出来 事は、テレビの向こ う側 で起きているドラマとして 見て
いたとしか言いようがない のです。しかしそこ から いくつかの教訓を得ること がで
きました ）。
その中でわたしが一番感動し た、良かったなあと思ったのがある保育園か幼稚園
についての話です （一回し か聞かなかったので 場所 や詳しいことはわかりませ ん。
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仮に保育園と言うことにし ておきます ）。その 保育 園では災害時の一次避難所 を、
自治体の指定避難所ではな く、近くのコンビニ の駐 車場と決めていました。子 供達
を連 れて避難していると近 くの商店や工場から 大人 達も集まってきました （子 供達
が集まっているというのは それだけで気になる もの です ）。そこへ津波警報が 鳴り
ます。そこで （保育士さん だけでは手が足らな い ） たまたまそこに集まってい た大
人たち皆で園児を一人ずつ 背負って夢中で山を かけ 上ったのです。そして園児 は全
員助かりました。
あの日は寒い日でした。子供の体温は大人の体温より少し高いので子供を背負う
と背中がほくほくと暖かく なります。ひょっと した ら名前も知らない子供を背 負っ
て必死に山道を登った人た ちは、その背中の温 もり を忘れることができないで しょ
う。だって見知らぬ子供の命を自分の手で、自分の背中で救うことができるなん
て、人間にとって、大人と しての最高の喜びな んで すから。その後その人がど んな
人生を送ったとしても、死 んだ時、閻魔さまは この 一点だけで極楽行きを許可 して
くれる、そう思います。
子供たちが皆助かったということは、その子 供を背負って逃げた大人も全員助か
ったということです。大人 は要らないことを考 えま す。財布忘れたとか、携帯 忘れ
たとか、上着着てきたらよ かったとか。やっぱ り取 りに帰ろうか、とか。しか し目
の前の子供の命を救うこと に比べたら、その他 のこ とはどうでも良いことです 。誰
だって、文字通り必死にな ります。ひょっとし たら 上着を取りに帰って津波に 巻き
込まれた人がいたかも知れ ません。だから、子 供が 大人を救った、とも言えま す。
子供の力です。
これと反対の事象と私には見えるのが、あの石巻の、津波に向かって行った （と
しか思えない ）幼稚園バス の悲劇です。その幼 稚園 は高台にあったので結果的 には
津波の被害は免れたのです が、地震の後園児を 帰宅 させるべくバスを走らせた ので
す。すでに津波から逃れよ うと園のある高台に 避難 してくる人がいるなか、バ スは
それに逆らうように海岸に 向かって走ります。 途中 何人か園児を下ろし、幼稚 園の
方向に戻ろうとしたその時 津波に巻き込まれ、 残っ ていた園児五人が犠牲にな りま
した。なぜ園児を帰そうと したのでしょう。園 長さ ん、あるいはバスの運転手 さん
でもいいのです。この子供 たちは自分が守る、 その 決意があれば事態は変わっ てい
たでしょう。 あの地震の後 です。園児の家が無 事か どうか分かりません。親が ちゃ
んと子供を迎えてくれるか も分かりません。園 児を 返すよりこのまま園で保護 した
方が子供を守ることになる 、そうは考えなかっ たの でしょうか。もちろんあの 幼稚
園の園長先生や職員にその 気持ちがなかったと は思 いません。しかし大人は色 々要
らないことを考えます。子供たちが不安になっている、早く親元に返した方がよ
い。そんな言い訳の裏に、 少しでも早く自分達 の責 任を逃れたい、その気持ち の方
が大きくなったとは言えないでしょうか。
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津波警報が出ているかどうかにかかわらず 、大きな地震の後には津波が来る （か
もしれない ） のは、三陸だ けでなく、海沿いの 地区 では当然考えて置くべきこ とで
す。幼稚園は高台にありま す。園児の家は海岸 沿い にあります。ならば、事態 が落
ち着くまで、園児の家や街 の状況が確認できる まで 、そして津波の危険が無く なる
まで、 たとえ 親から要請が あっても、帰宅させ るよ り子供の命は園で守る、そ れぐ
らいの強い意思があって欲しい、と思います。
人の命に軽重はない、と言われますがそうでしょうか。やっぱり、子供の命は大
人の三倍重い、そして申し訳ないですが、年寄りのそれの十倍重い、 そう思いま
す。しかしそれだけではな い、と思えることも あり ました。ある老人養護施設 での
出来事です。九十才のおば あさんの車椅子を十 九才 の職員が押して避難しよう とし
ていた時に津波に襲われま した。腰まで津波に つか り十九才のその職員もいっ しょ
に流されそうになります。 しかし「この手を離 した ら一生後悔する」必死、で す。
そしてなんとか津波から 逃 れることができまし た。 でもその男の子に （男の子 と言
ってしまいます ）言ってや りたい、君の命はそ のお ばあさんの命よりずっと大 事だ
よ。だって今助けたとして も、二三年後、 ひょ っと したら一年後にはその命は 消え
ているかもしれ知れないん だよ。それより君の 命の 方がずっとずっと大事だよ 。し
かし、年寄りの命と生活を守ることを職業として、使命として自分で選んだので
す。それは自分の命を懸け てでも守るべきもの なの です。その命を助けること がで
きたことは彼の一生の宝で あり、もし助けられ なか った としても、その後悔も 一生
の宝となったでしょう。ま た本当におばあさん が一 年後に亡くなったとしたら 、そ
の時は心からの悲しみの涙 で見送ることができ たで しょう （また彼自身が死ぬ とき
も、もちろん閻魔さまは極楽へ送ってくれるは ずです ）。
［あの大川小学校のこと は本当は考えたくあ りま せん。が、一点だけ。あの 小学
校に地元出身の先生は何人いたのでしょう。三陸は何度も大津波に襲われていま
す。その記憶と教訓は代々 、知らず知らずのう ちに 伝わっているはずです。実 際地
震の後校庭に避難している 間、児童の中で山に 逃げ ようと言った子供がいたそ うで
す。しかし先生方はその決 断ができず、三十分 余り 無駄な 時間を費やしたので す。
もし三陸で生まれ育った先 生が何人かいたら （ 一人 では弱い ） 、速やかにその 決断
ができたのではないでしょ うか （実際に地元出 身の 先生がいたか どうか、確認 はで
きません。想像です。しか し確信的な想像です ） 。 行政のハザードマップで津 波の
危険地域に指定されていな かったとか、市の広 報車 の音が聞こえたかどうかと かの
問題ではないのです。その 瞬間に自分の命を守 るた めに、あるいは目の前の子 供の
命を救うためにどうしたらよいか、その決断と行動ができるかどうか、なのです。
小学校あるいは中学校では地元出身の先生の存在はとても大切です。今各学校で
は地域とのつながりを大切 にしたり 、地域学習 に積 極的に取り組む所が増えて いる
ようです。しかしそこにそ の地域で生まれ育っ た先 生がいたら、その教育の内 容が
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もっと実のあるものになる でしょう。制度とし て、 地元出身の先生を複数ある いは
一定割合配置するようにして欲しいと思います。 ］

も う 一 つ忘 れ て なら な いの は 、「 釜 石の 奇 跡 」と言 わ れ た釜 石 市 の小 中 学生 の 行
動です。その一つ釜石東中 学校では 、地震の後 校庭 に避難している生徒達に校 舎の
中 か ら 先生 が 叫び ま す 。 「 とに か く走 れ !」 こ の先生 が 素 晴ら し いで す 。釜 石 で は
その前から津波教育が実践 されていました。そ れは 生徒児童への教育であると 同時
に先生方への教育でもあり ます。教師は一般的 に統 率を好みます。子供達をク ラス
ごとに整列させて、その列 のまま次の行動をさ せよ うとし ます。津波の避難は そう
ではないのです。とにかくバラバラに逃げろ、「津波てんでんこ」です。そして
「 率先的避難者となれ 」一 人が走ると他の人も つら れて走ります。子供が「逃 げよ
う」と叫んで走れば大人も一緒に走ります。子供にはその力があります。
中学生達は避難の途中で小学生と合流します。小学生の手をとり一緒に逃げま
す 。「助けられるより助け る人になろう」自分 の命 を守れる人は他人の命を守 るこ
とができます。中学生にも その力があるのです 。そ れまでに小中合同の避難訓 練も
実施されていたといいます 。その実践的訓練が あっ たればこそまさに本番、あ の大
地震の後でも慌てること無 く、臆すること無く 、当 たり前のように、小学生の 手を
とって走ることができたのです。
中学生と小学生は一次避難の場所と指定されたグループホームにたどり着きま
す。その背後の土手が崩れ ているのを見て一人 が叫 びま す。「もっと遠くまで 逃げ
よう 。」ハザードマップで はそのグループホー ムま では津波は来ないとされて いま
す。しかし「想定を信じる な」「その時の最善 を考 えよう」 、 釜石の津波教育 はそ
う教えます。声につられ皆 で再び走り出します 。は たして、「想定外の」津波 はグ
ループホームを飲み込みま した。さらに、子供 達が 走り出したのを見て、ホー ムの
職員は入居者を二階さらに は三階まで移動させ 、難 を逃れることができました 。や
はり「子供の力」です。
釜石以外の中学生ならこの場合どうするでしょ う。ほとんどは一次避難所までた
どり着いたところで 止まる でしょう 。 「だって 先生 がそう決めたんだから」「 そこ
まで津波が来たのなら先生 が悪いんだろ」自分 の命 が危機にさらされているの に他
人のせいにしてもなんにも なりません。自分の 命は 自分で守るのです。その力 を自
分につけるためにさっきの 二つの教えがあるの です 。最善の道を探すのです。 止ま
ってはいけないのです。
子供達は次の目標とした老人養護施設、さらにもうそれ以上は行けないという山
際まで走り抜け、そこで眼下に、迫り来る津波の脅威を目にすることになるので
す。
小学校の中には既に児童を下校させていた学校もありまし た。三月、学期末で
す。そ して、下校し自宅に いた児童もほぼ全員 が避 難し助かったと言います （ 避難
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し た 、あ るい は避 難し よ うと した 、と いう 点で は 10 0 パー セン トと 聞き ま した ） 。
釜石の津波教育がどれだけ徹底していたかがうかがえます。
子供に聞きます 。「君が一人で家にいるとき地震があったら、その後君はどうす
る？避難する？」「親が帰るのを待ちます」あるいは「お母さんに電話する 。」
「だけど君が避難していな いのがわかったら、 お母 さんは必ず、君を探しに帰 って
くるよ。その時津波が襲っ てきたら、助かった はず のお母さんの命まで奪うこ とに
なるよ」「 …… 」、そこか ら津波の勉強が始ま りま す。歴史を知り、危険を学 び、
避難場所を調べ、そこまで の避難経路を何回も 歩き 、そして最後には「ぼくは 一人
でも絶対に避難するから、 お母さんはぼくのこ とは 心配しないで一人で安全な とこ
ろへ逃げて」そう言えるようになるのです。
私はこんなに説得力のある言葉を、今まで聞いたことが無いように思います。こ
うして絶対とも言える行 動 指針を一つ得た子供 は、 自分の命を自分で守れるこ とを
知り、地震・津波のことだ けでなくいろんな場 面で 積極的な「学び」ができる よう
になるのです。
この釜石の例とどうしても対比して考えてしまうのが、あの韓国のセウォル号の
沈没事故のことです。今にも沈もうとしている船の中で高校生達は何をしていた
か、覚えていますか。多く が携帯で親に電話し てい たのです。何を言いたかっ たの
でしょう。親に何を言って欲しかったのでしょう。
船は既に傾き、今にも沈没しかけていることは分かります。命の危機が迫ってい
ることはなんとなく分かり ます。しかし、船内 放送 はその場に留まれと言って いま
す。だけど、逃げる方が、 海に飛び込む方が良 いか もしれない、しかしその決 断が
できないのです。放送に逆 らってまで決断をす る、 その力が無いのです。自分 の命
を守るための決断です。そ れを親に言って欲し かっ たのです。頼るのは船内放 送で
す。それに逆らいくつがえすのは、親の「逃げろ、海に飛び込め」という一言で
す。
セウォル号が沈んだのは海岸からそう遠くない海域でした。沈没の瞬間にはすで
に海洋警察や近くの漁船な どが救助に集まって いま した。潮流が速い海域だっ たよ
うですが漁民 は潮の流れに ついては熟知してい るは ずです。だから海に飛び込 み浮
いてさえいれば、必ず助けてもらえるはずです。しかし ……
しかし、韓国で泳げる人の割合は日本より少ないと言います。船に乗った経験の
ある人も、日本より少ない と思われます。そん な親 に、（高校生は「どうした らい
い？ 海に飛び込んだ方がいい？」という言葉さえ言えなかったかもしれませ
ん） 、状況も分からないま ま、「飛び込め」の 一言 を言わせるのは酷でしょう 。そ
れは自分で、自分の命を守 るため、決断しなけ れば ならないことなのです。そ して
高校生達はどこからも来る は ずのない「指示」 を待 ったまま、そのまま船内に 留ま
り続けたのです。
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高校生になっても、自分の命を守るための決断が、誰かに言ってもらわないとで
きないのです。そこに今の韓国の危機を感じます。
しかしひるがえって日本の、「釜石以外の」高校生や中学生にその決断ができま
すか？

自分の命を自分で 守る、その決断と行 動が できるでしょうか、不安で す。

これは中高生に聞いている のではありません。 その 先生方に聞いています。あ なた
が教える生徒は、自分の命 を自分で守るその力 を着 実につけている、そう言え ます
か ？ 学校 は 、勉 強 は、 そ のた め にあ る ので す 。国語 も 数 学も 英 語も 、 その た め に
あるのです。そう心得て生徒を教えていますか？
この問いはまた、すぐ自分に返ってきます。あなたの子供はその力を持っていま
すか？ いつでも自分の命を自分で守れますか？ そのための「子育て」ができてい
ますか？ 自信はありません。不安です。ただ、そうであることを願うばかりで
す。
［東北の震災については （一部後から調べた 部分 もありますが） 、多くは当 時の
報道の記憶、印象（と想像 ）に基づい ています 。記 憶違い、事実誤認もあるか もし
れません。ご承知下さい 。 ］
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