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原発事故後の小学校経営の一事例
―伊達市立小国小学校の復旧・復興―

　本稿は，放射線量が高く，学区のなかに特定避難勧奨地点が存在した伊達市立小国小学校について，
原発事故後の2013年度から３年間の学校経営を当事者の視点から報告したものである。同校の児童は避
難により区域外就学するケースが多く，事故後児童数は減少し，2013年度は全学年複式学級という状況
であった。そこから，地域住民やボランティアの協力も得ながら，正常な教育活動に向けた努力がどの
ようになされたのかについて述べた。
　学校として３つの重点事項（放射線量の低減化，子どもの健康不安の解消，外の活動を増やす）を掲
げ，学校としてできることから始めることで地域との信頼関係を回復していく様子は，学校や教育を問
い直すひとつの材料となる。
〔キーワード〕学校経営　　特定避難勧奨地点　　放射線量

はじめに
　東日本大震災から５年半が経過した。未曾有の大災
害は学校教育にもさまざまな影響をもたらし，それら
については日本教育学会などで調査研究の努力も行わ
れている1。
　わけても福島県は原発事故による影響から，帰還困
難区域が設定され，特に双葉郡や飯舘村の学校が長期
の避難を余儀なくされるなかで，教育復興の努力が続
けられている。本稿は伊達市立小国小学校の事故後の
様子について，学校運営の当事者により報告したもの
である。
　伊達市小国地区は，福島市と相馬市の間にある旧霊
山町の福島市寄りにある。原発事故後の汚染が，その
時の天候や地理的条件により，原発から北西方向に進
んだこと，浜通りから当初人々が避難した浪江町津島
地区や飯舘村がその方向に当たっていてのちにそれら
の地区も避難対象となったことは知られているが，小
国地区はその飯舘村，川俣町に隣接する地区であった。
さらに先には福島市大波地区がある。福島市立大波小
学校は震災後，多くの児童が山を越えた隣接校である
福島市立岡山小学校（中学区は同じ福島市立第三中学
校）などに区域外就学して在学児童が一人となり，マ
スコミでもよく取り上げられていたが，現在は当該の
児童が卒業して休校となっている。
　小国小学校も放射線量が比較的高く，特定避難勧奨
地点も存在したため，近隣の市町に避難する児童や区
域外就学する児童が多かった。また，学校は放射能の
危険に敏感に反応した区域内外の市民からの強い批判
にさらされた。ここでは引用しないが，現在でもウェ
ブを検索すると学校再開そのものに対するすさまじい

批判を見ることができる。
　小国小学校はのちにも示すようにもともと１学年１
学級の小規模校であったが，このような状況の中で避
難している児童が地域に帰っても区域外就学を続ける
例や，就学年齢に達しても区域外就学を選択する例が
続き，やがて複式を含む４学級，完全複式の３学級へ
と学校の規模そのものが縮小していく。
　本稿の共同執筆者である鈴木久は，震災当時，郡山
市教育委員会に勤務し，2011年度からは震災対応に追
われていた。震災後，子どもたちの屋外での活動が制
限される中，少しでも線量の低い環境を求めて，未知
の「除染」への取り組みが行われたが，郡山市は国の
方針が出る前に市独自で除染を開始し，福島県の被害
地域の中で先頭を切って走っていた点は注目される。
その中心で活躍していたのが鈴木であった。
　2013年度から鈴木は校長職として現場に戻ることと
なり，赴任したのが伊達市立小国小学校であった。先
に述べたような状況の中で，子どもたちが減少し，地
域住民と学校との信頼関係も危機に瀕しているなかで
鈴木が取り組んだのは，まず徹底した除染を行い，保
護者や地域住民との信頼関係を取り戻して，子どもた
ちのための正常な学習環境を取り戻すことであった。
本稿では３年間にわたる鈴木の在任期間の学校経営に
関する当事者による記録である。
　本稿は小国小の学校運営について記録し，今後の参
考に供するものであるが，本稿の意義はもし同じよう
なことが起こったときの参考という点にとどまらな
い。危機に瀕した時に，ものごとの本質が見えるとい
うことを，私たちは東日本大震災後のさまざまな出来
事により学習した。小国小学校の努力は，他の被災地
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における多くの学校と同じく，単に危機に瀕した学校
の物語としてではなく，学校とは何か，学校と地域の
関係とは，教師とは・・・，などの普遍的な問いに対
するひとつの答えを示唆するものとして読まれるべき
ものである。
　なお，執筆分担は，本節を谷が分担し，次節以下は
鈴木が担当した。

１　原発災害後の状況
⑴　正常な教育活動ができない学校
　2011年４月１日現在の児童数等は，全校生57名の６
学級，教職員数10名であったが，2011年３月11日の東
日本大震災に伴う原発事故により，他県及び他市への
避難児童が増え，2012年４月１日現在では，全校生45
名で複式学級を抱える４学級となり，教職員数も９名
に減少した。
　2013年４月１日現在でも，学区外等への避難児童は
後を絶たず，全校生30名の完全複式３学級，教職員は
８名となってしまった。特に，同年は新入学児童が８
名の予定であったが，入学者は０となり入学式を行う
ことができなかった。
　2011年12月14日付けで「特定避難勧奨地点」は解除
されたが，高い放射線量を危惧する保護者や地域の声
は根強く，避難先や自宅から通学支援を受け，スクー
ルバスで現在（2016年10月時点）でもなお通学している。
　表土除去が2011年４月29日に実施されたとはいえ，
筆者（鈴木）が着任した2013年４月当初は，校庭のモ
ニタリングポストが示す線量は，0.35～0.45μSv/h
と比較的高く，保護者との約束で，子どもたちの「屋
外活動は１時間以内」と制限された。また，マスクや
長袖・長ズボン等の着用も義務づけていた。
　このように，原発災害による放射線の影響で，屋外
活動が制限され，正常な教育活動ができない状況下に
あり，学校の存続が危ぶまれる声も聞かれていた。

⑵　保護者の軋轢・地域コミュニティの崩壊
　学校を如何にして前に進ませるかを，PTA役員と
懇談を重ねてきたが，当時は，避難したくても避難で
きない保護者と既に学区外へ避難している保護者がお
り，特定避難勧奨地点の指定の有無による軋轢が生じ
ていた。
　特定避難勧奨地点に指定されれば，避難先の住居費
や生活費，精神的賠償などが保障され，これまでの安
定した生活の上に多額の補償金等が入ることとなり，
指定の有無をめぐって軋轢が生じるのは当然と思われ
た。
　隣同士で特定避難勧奨地点に指定される，されない
という格差もうまれ，PTA活動もまとまりを欠くも
のであった。
　地域の懇談会においても，放射線対応への不満や憤

り，生活再建への不安，精神的な賠償金への不平・不
満などで，地域住民の軋轢も大きく，会合等は度々紛
糾し，地域コミュニティは分断・崩壊していた。

⑶　厳しい学校批判
　特定避難勧奨地点にある小学校としての注目度はあ
るにせよ，インターネットのフェイスブック等の見出
しには，「もう，わが子を小国小学校には通わせない
～児童を守らない学校に見切りをつけた母親」とか，

「対策を要求するとモンスターペアレント扱いに」な
ど，学校の誹謗・中傷が書き込まれていた。
　また，新聞やテレビなどの報道機関の取材要請も多
く，電話による執拗な質問攻めや，許可無く学校に入
り込み，子どもや先生方にマイクを向け，勝手に写真
を撮るなど強引な取材にも困惑していた。
　課題が山積しているのは周知の通りであるが，復
旧・復興にはまだまだ時間を要するなどの論調には，
復旧・復興をめざし懸命に取り組もうとしている私た
ちにとっては意欲を削ぐものであった。

⑷　笑顔が消えた子どもたちと教職員
　子どもたちは，保護者の強い影響を受けており，外
には絶対に出ない，教室内でもマスクを着用する，給
食の牛乳は飲まない，家から持参したご飯を食べるな
ど，保護者の願いをしっかり守って学校生活を送って
いた。
　子どもたちの表情には，学校生活を楽しむ顔はなく，
何事にも消極的な態度も見られた。
　特に，屋外活動１時間という制限は，思う存分活動
できない苛立ちやストレス，不満などが充満しており，
生徒指導上の諸問題も派生し，子どもの表情からは笑
顔が消えていた。
　教職員も，強いストレスを抱えている子どもたちの
対応や保護者の要望などの対応に追われ，また屋外活
動１時間という制限や教育活動における留意事項等に
も注意を払わなければならず，心身ともに疲労困憊の
毎日であった。
　徐々に，教職員一人一人の言動も消極的となり，先
の見えない状況下での自信喪失や士気の低下も見られ
るようになり，表情にも笑顔が無くなっていった。

２　１年次：子どもが思う存分学べる環
　境づくりをめざす
　学校本来の姿を取り戻すために，何らかのアクショ
ンを起こさなければならないと考え「小国の子どもが
思う存分学べる環境づくり」を学校課題に掲げ，まず
学校としてできることから始めること，保護者や地域
に積極的に働きかけることを重点に取り組んでいくこ
とにした。
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＜2013年度の学校経営方針＞2

⑴　今，学校でできることから始める　
　学校として今できることは何かを考えたとき，まず，
学校の復旧・復興をめざすビジョンを示すことと考え
た。「放射線を恐れず，怯まず，侮らず」のスローガ
ンのもと，「できるだけ放射線量の低減化を図ってい
きたい」，「子どもの健康への不安解消を図っていきた
い」，そして「外の活動を広げ，子どもの元気をとり
もどしたい」ことをPTAの会合や地域の懇談会等で
繰り返し訴え続けてきた。
　子どもたちが置かれている現状や学校のありのまま
の状況を説明するとともに，本校の校歌の一節にある

「人は百年，ふるさと千年」を引き合いに「このまま
だと地域の拠点である学校が無くなる可能性もあるの
ではないか」と危機感を訴え続けた。
　幸いにも，小国地区の区長や敬老会の理解が得られ
るようになり，校地内の除染についての約束をとりつ
けることができるようになった。小国地区は三世代家
族が多く，祖父母の威厳がまだ強い地域であったこ
ともあり，保護者や若い世代の協力も得られるように
なったが，具体的な計画とまではいかなかった。
　次に，情報開示と発信に努めるようにした。情報開
示と発信をすることの最大のねらいは「学校だけの力
では校地内の放射線量の低減化は難しい」ことを訴え
ることにあった。
　当初は，毎日，校地内28箇所（プール再開後は34箇
所）の放射線量を測定し，校庭にあるモニタリングポ
ストの数値とともに情報を開示してきた。また「通学
路の放射線マップ」も作成し地域にも公表してきた。
その他，子どもたちの学校生活の様子や学校の外環境
の現状，行政への要望事項（再除染・内部被ばく検査・
給食食材検査・移動教室）などを学校のホームページ
や学校だよりをとおして発信してきた。
　学校の現状を情報として発信し続けることで，保護
者や地域の中に「自助努力の必要性」を訴える声が聞
かれるようになってきた。「行政に訴えるだけでなく，
自分たちでもやってみよう」という気運が高まり，学

校の除染活動が現実味をおびていった。
　情報を発信することのもう１つのねらいは，発信す
ることで学校の教育環境の様子や変化，新たな課題な
どが明確となり，学校の復旧・復興への意欲付けとな
ることであった。

⑵　子どもの元気を取り戻す
　①　校庭での運動会を再開する
　学校では，校地内の除染活動が現実味をおびてきた
ことで計画を急ぐ必要があった。単なる校地内の除染
では，意欲も半減してしまうと考え，思い切って「外
での運動会を実施するための除染活動を行いたい」と
提案した。
　それは難しいと言われることは予想していたが，保
護者や地域の反応は，目の前の目標が明確となったの
か，または，自助努力の必要性が浸透してきたのか，
子どものために「とにかくやってみよう」「どこまで
線量を落とせばいいのか」など，校庭での運動会実現
に向けて動き出した。
　保護者や地域，教職員から，運動会実施に向けた具
体的な条件等が問われてきたので，次のような実施可
能条件を提示した3。

・当初の５月実施を除染後の６月実施にすること
・モニタリングポストの数値が0.3μSv/h前半と

なること
・運動会の実施時間を３時間以内に計画すること
・校庭での粉塵対策を行うこと

　最大の課題は，放射線量の低減化であったが，日々
の校地内のモニタリング測定の結果から，どこをどれ
だけ除染すれば線量が下がるのか見当がついていたの
で，比較的線量の高い除染箇所を指定し，保護者はも
ちろん，学校を支援する小国地区ふれあいの会，区民
会，敬老会などの協力を得て校地内の除染活動を実施
した。
　６月２日の運動会開催日までに２回の除染作業を実
施し，すべての条件をクリアすることができた。そし
て，念願の震災後３年ぶりの運動会を校庭で実施する
ことができた。
　子どもたちは，笑顔で元気いっぱい校庭を駆け巡
り，校庭で運動会が開催された喜びと支援者への感謝
の気持ちをからだ全体で表現していた。保護者や地域
の方々の喜びも大きく，何よりも運動会を自分たちの

2013年５月14日　除染活動 2013年６月２日　運動会
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手で実現できたことへの達成感や成就感で溢れていた。
　筆者は，この運動会実現に向けた保護者・地域の自
助努力を広く公表したいと考え，復旧・復興に時間を
要するなどと報道をしていた報道機関へ積極的に情報
を提供することにした。
　震災後３年ぶりの校庭での運動会実施はもちろんだ
が，学校と保護者，地域の自助努力によって開催され
たという事実は報道の記事とし注目され，福島の復興
を担う先駆けとなるというような論調となっていった。
　また，学校と地域が一体となった運動会の様子や３
年ぶりに校庭で運動会が実現できるようになるまでの
地域の取り組みなどをテレビで放送していただいたこ
とは，子どもたちにとっても喜びであり，保護者や地
域にとっても自慢であり，学校の復旧・復興へのさら
なる意欲づけとなっていった。

　②　学校プールを再開する
　こうした保護者や地域の気運が高い内に，学校プー
ルの再開も提案してみた。実施可能条件は次のとおり
である3。

・プールサイド及びプール本体の空間線量（当初
は0.6～1.2μSv/h）が校庭と同じ線量（0.3μ
Sv/h前半）となること

・水質検査を実施しセシウム濃度１リットルあた
り10ベクレル以下となること

・水中は70％以上の遮蔽効果があることを理解さ
せること

・１週間毎の空間線量を公表すること
・着替えや準備運動は体育館で行うこと，また

プールまでの通路に簀の子を配置すること

　実現に向けての不安要素は，やはり空間線量の低減
化であった。しかし，事前に地域貢献活動をしていた
Ｔ建設会社と専門的な除染の約束を結んでいた。
　保護者や地域にはこの事実を伏せておいた4ので，
プール除染当日，突然，Ｔ建設業者が来校し，バキュー
ム式の高圧洗浄機による除染やプールの底に溜まった
土壌の回収など，専門的な方法で除染をしていただい
たので保護者や地域の方々は，大変驚いた様子だった。
機械を使った専門的な除染作業を目の当たりにして，
除染効果を確認することができたようである。プール
の放射線量の低減化が図られ，すべての実施可能条件
もクリアでき，３年ぶりに学校プールの再開を実現す

ることができた。また，夏季休業中の水泳教室を開催
し，子どもたちは水泳学習を十分楽しむことができた。

⑶　保護者の健康不安を緩和する
　①　健康被害に関する検査を早めに実施する
　保護者の放射線による子どもの健康不安は大きいも
のがあった。とりわけ，給食や内部被ばくについての
不安は大きかった。
　そこで，まず保原給食センターと連携を図り，食材
や調理における放射線検査の現状を写真に収め，伊達
市では「１㎏あたり100ベクレル以下の安全な給食を
提供」していることを発信し理解を得てきた。
　また，ホールボディカウンターや甲状腺検査の早期
実施を伊達市に要望し，伊達市内で最も早く受診でき
るようになった。

　②　専門家を招聘し懇談会を企画
　さらには，放射線の専門医師や放射線アドバイザー
を招聘し，子どもたちが受けた内部被ばくの状況や今
後の健康被害，食生活等で注意しなければならないこ
となどについて，医学的な見地から，専門的なデータ
を根拠にした提言や予防策等を聞く機会を設けてきた。
保護者は，積極的に質問したり提言をメモしたりしな
がら，熱心に懇談会に参加していたが，専門医師によ
る「保護者の不安が子どもの健康を最も害しているの
です」ということばには，大きな衝撃を受けたようで
あった。
　こうした機会を複数回，設けたことにより，少しず
つ保護者の健康不安は和らいでいった。

　③　放射線教育を充実する
　学校でも，放射線についての正しい理解と放射線か
ら身を守る方法を身につけるといったねらいの基に放
射線教育を充実させていった。　
　例えば，安全マップを活用しながら校地内にはホッ
トスポット（比較的線量の高い場所）が存在しており，
長時間止まらないこと，外から帰ったら手洗い・うが
いを必ず行うこと，これから先，低線量下のなかで生
活していくためには，放射線を恐れず・怯まず・侮ら
ないで生活することが大切であるなどを指導していっ
た。
　子どもたちは，目に見えない放射線と対峙しながら，
少し窮屈な生活ではあるが注意して生活すれば安全な2013年５月14日　専門的な除染 2013年７月１日　プール開き

2013年５月27日　WBC検査 2013年７月５日　懇談会
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生活が送れることを理解していった。
　このように，内部被ばくに関する行政への積極的な
働きかけや早期検査の実施，専門家による懇談会の開
催，放射線教育の充実などにより，学校の本気度が保
護者へ伝わり，信頼感が高まるとともに子どもへの健
康不安は徐々に解消していった。

⑷　行政による復旧・復興対策事業が加速する
　学校と保護者，地域が連携し，自分たちでできるこ
とから始めようという自助努力が，学校の復旧・復興
に大きく貢献し，報道等にも取り上げられてきたこと
により，行政の学校安全対策事業が一気に加速して
いった。
　まず，環境省と福島県が伊達市の復興・再生のシン
ボルとして小国小学校を取り上げ，通学路（県道）の
除染，IAEAとの連携による小国川沿いのパイロット
除染が実施された。
　また，伊達市が計画した校舎屋上の除染，雨樋や側
溝等の再除染，校舎北側（プール側）の面的除染など，
専門業者による大がかりな除染により，学校を取り巻
く教育環境は急速に改善され，屋外活動も時間を制限
することなく実施できるようになった。
　まさに，保護者・地域の自助努力が行政を動かし，
子どもの教育環境を変えてきた事例と捉えている。

⑸　教育行政の支援により元気を取り戻す
　さらに，伊達市教育委員会主催の移動教室にも参加
できるようになり，山形県で初めて４泊５日の移動教
室を実施することができた。
　宿泊先の河北町北谷地構造改善センターから河北町
立北谷地小学校に登校し，通常の授業はもちろん，合
同の運動会や芋煮会などの交流学習，カヌーやニジマ
スつかみなどの自然体験，たこ揚げ・餅つき・紅花染
めなどの地域体験を満喫してきた。
　その他の学校の教育活動においても「できるだけ低
線量下の中で，放射線を気にせず，思う存分活動させ
たい」という学校の意向に添い，多くの校外学習等に
大きな支援をいただいた伊達市教育委員会の配慮に深
く感謝する。

　また，県のふくしまっ子自然体験・交流活動支援事
業も活用できるようになり，猪苗代町で２泊３日の全
校スキー教室を開催することができた。本教室は，猪

苗代町の支援も受けることができ，宿泊ホテルやス
キー場の確保，スキー用具やウエアの貸出，リフト券
や食事の提供，インストラクターの派遣など手厚い支
援を受けた。
　さらに，福島大学うつくしま未来支援センターの学
生ボランティアの支援もあり，スキー実習や生活指導
をとおして子どもたちに最高の思い出を残してくれた。
　このように伊達市教育委員会及び県教育委員会の多
大なるご支援，福島大学うつくしまふくしま未来支援
センターのご支援があったからこそ，子どもに元気を
取り戻すことができたと考えている。改めて，教育行
政の「子どもを守る」「子どもの元気を取り戻す」支
援のありがたさを痛感している。
　本校の子どもたちは，不幸にも原発災害に遭遇して
しまったが，遭遇したことで他では経験できない貴重
な体験ができたと考えている。私たち教職員も，窮地
に追い込まれた学校づくりを子どもとともに一喜一憂
しながら立ち向かうことができた経験はこれから先も
忘れることのできない貴重な体験となるはずである。
　運動会とプールの再開以来，教職員，保護者，地域
は，何ごとにも前向きな姿勢となり，まずは「自分た
ちの力でできるところから始めよう」とする行動力が
身に付いてきた。
　振り返れば，学校を拠り所にして，保護者・地域が
まとまり，子どものための学校づくりを共に推し進め
ることのできる地域の教育力の高さを感じた１年目で
あった。
　伊達市教育委員会の湯田健一教育長から，目標管理
面接時に「学校の取り組みが地域に十分理解されてい
る」との言葉が今でも強く印象に残っている。

３　２年次：満足度の高い学校づくりを
　めざす
　小国小学校の復旧・復興の突破口は，校庭での運動
会とプール授業の再開であった。保護者，地域，行政
との連携支援により，放射線の低減化が図られ，屋外
活動制限も解除できるようになった。
　子どもたちの歓声が校庭や屋外から聞こえるように
なり，先生方と喜びを分かち合うことができるように
なった。
　また，子どもたちの毎日の学習の様子や正常な学校
生活が送れるようになった様子をホームページや学校
だよりで紹介し，学校の復旧・復興の実態をPRした
りしてきたことにより，2014年度の新入学児童が３名，
新３年に１名入学することになった。
　２年次は，子どもや保護者，地域にとって昨年以上
の学校への満足度を高めたいと考え，「満足度の高い
学校づくり」を学校課題に掲げ，さらなる学力の向上，
安全・安心を最優先にした教育活動，小国ならではの
教育の推進を重点に取り組むことにした。

2013年９月１日　移動教室 2014年２月19日　スキー教室



2017 － 134 福島大学総合教育研究センター紀要第22号

⑴　継続的な支援・連携を確立する
　２年次は，正常な学校生活が送れるようになったと
は言え，学校の復旧・復興はまだ道半ばであり，継続
的な支援や連携が必要であった。
　保護者，地域，行政のこれまでの支援を単年度で終
わらせることのないよう働きかけるとともに，福島大
学うつくしまふくしま未来センターの支援も継続でき
るよう「学校・地域・大学による連携事業計画」を作
成し，継続的な支援を仰ぐようにしてきた。

＜2014年度学校経営方針＞

　学校・地域（小国ふれあいの会）・福島大学の３者が
連携し合って，子どもには「ふるさと小国のよさを味
わわせる」こと，地域には「ふるさと小国に生きる子
どもを育てる」こと，そして「地域の拠点となる学校
の再生をめざす」ことをねらいに取り組むことにした。
　実際の活動では，地域の伝統行事である，門松つく
り，だんごさし，もちつき，たこ揚げ，節分などをと
おして，地域のよさ，地域の拠点である学校を意識づ
けるようにしてきた。
　地域の支援者や学生ボランティアが中心となって地
域の伝統行事を企画し，準備から運営まで主体的かつ
協働的に，そしてやり甲斐をもって取り組んでいただ
いたことに感謝する。
　現在では，年間をとおした活動計画が確立され，本
校の特色である「小国ならではの教育」となっている。

＜学校・地域・福島大学との連携事業計画＞

⑵　学力向上へ取り組む
　2013年度は，子どもが思う存分学べる環境づくりの
外環境の整備が急速に推し進められてきたので，2014
年度は学校内の環境に重点を置いて取り組むことにし
た。
　とりわけ，学力の向上は本県の最重要課題であり，
緊要な課題ともなっている。本校の子どもたちの学力
の実態は，小規模校のよさを生かした少人数指導や，
複式学級ではあるが復興加配教員による単式指導によ
り，比較的高い学力を身に付けていた。　
　本年度は，さらなる学力の向上をめざし，全学年Ｎ
ＲＴの学力テストの偏差値を60という高い目標を掲げ

「個を補い・個に応じ・個を生かす指導」を重視しな
がら授業の充実を図ることにした。　
　2014年４月の全国学力・学習状況調査の結果は，
正答率で全国平均を大きく上回っていたが（国語Ａ
＋19.6，国語Ｂ＋22.0，算数Ａ＋13.1，算数Ｂ＋
12.0），小規模校が故に人との関わりが乏しく，自己
表現力や思考力には課題があった。
そこで，自校の学力向上プランに基づき，授業，校内
研修，家庭学習の充実を３本柱に，具体的な実践事項
を掲げて，さらなる学力の向上，思考力・表現力の育
成に取り組むことにした。
　授業の充実においては，「教師の力以上に子どもは
育たない」を合言葉に，目標（めあて）の明確化，板
書の構造化，発問の工夫，話し合いのコーディネート，
まとめや習熟の工夫を重点に授業を構築してきた。
　校内研究の充実においては，授業研究の活性化を図
り，外部講師を招聘したり，積極的に授業を公開をし
たりして「授業で勝負できる教師集団」をめざしてき
た。元々，力量のある教師集団であったが，授業の本
質を見抜く力，構成力，子どもへのコーディネート力
が高まっていることを実感することができた。同時に
子どもの思考力・表現力の高まりも見られるように
なっていった。
　2015年２月に実施した学力テストでは，目標値のＮ
ＲＴの偏差値60を達成することができ，とりわけ，卒
業学年である６年生８名は，偏差値67と高い学力を示
した。高い学力の背景には，家庭学習の充実も大きく
影響しているものと考える。
　小国小学校では，確かな理解，ゆるぎない学力を身
につけさせるために家庭との連携を強化してきた。学
びの習慣化を図る「手引き」の活用や，メディアをセー

個を補い・個に応じ・個を生かす 家庭におけるメディア・セレクト 
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ブする「メディア・セレクト週間の導入」などが成果
につながったものと考える。
　2014年度も，学校の本務である学力が保障され，し
かも高い学力を維持できたことは，小国小学校のよさ
であり誇れるものと考えたい。

⑶　継続する行政の環境整備で信頼が高まる
　外環境の整備は，伊達市によって継続的に進められ
るようになり，プールのリニュ－アル工事をはじめ，
土手や排水溝の追加除染，砂場や遊具等の整備が進め
られてきた。　　
　また，保護者や地域による校庭や観察園の整備等も
進められ，子どもが思う存分学べる教育環境づくりが
一層整えられ，子どもたちの各種スポーツ大会での活
躍にもつながっていった。特に霊山地区水泳大会での
リレー優勝は学校に喜びと感動を与えてくれた。

　さらに，子どもたちの内部被ばくに関するＷＢＣ検
査や甲状腺検査も継続実施され，健康被害の実態把握
や健康管理等も確かなものとなっていった。
　このように，安全・安心を最優先に取り組んできた
学校の姿勢は，保護者の不安緩和から解消へと進展し，
学校の信頼へと変わってきたように思われた。また，
継続する行政の環境整備にも信頼を寄せるようになっ
ていった。

⑷　学校への信頼感，満足感も高まってきた
　子どもたちは，教育活動後の感想発表や作文などで

「学校が蘇った」「外で遊べるようになって嬉しい」「運
動もできるようになった」「プールも泳げるようになっ
た」「地域の人やお父さんお母さんに感謝している」
などの声や思いが多く聞かれるようになった。
　当然のことではあるが，子どもたちは思う存分学べ
る環境が整備されたことに満足している。また，「小
国小の子どもでよかった」「小国小を守っていきたい」
というような学校愛も生まれてきた。
　地域の方々も「学校への協力は惜しまない」「学校
に出向くのを心待ちにしている」「やり甲斐を感じて
いる」「学校が立ち直った」「自助努力の成果だ」など，
来校される度にお話しくださり，地区民の学校へ寄せ
る想いとともに学校の復旧・復興を満足げに話す姿が
あった。
　そんな中，特定避難勧奨地点に指定されなかった家
庭にも補償金等が支給されるという朗報が学校に入っ

た。それ以降は，住民間の軋轢が解消され，地域コミュ
ニティも再生していった。補償金問題については，「小
国区民会」や「きれいな小国を取り戻す会」の働きか
けと聞いたが，「学校の復興活動を通して育まれた郷
土愛と住民のまとまりの成果だ」と区長が万感の思い
で語られたことが印象的であった。
　保護者については，「学校評価アンケート」の結果
から学校への信頼度や満足度を推察してみた5。
　まず，学校経営ビジョンにおいては，学校は「教育
方針や教育活動をわかりやすく伝えている」「保護者
や地域の願いに応えた教育活動を行っている」「地域
行事，全校スキー教室，大学との連携など特色ある教
育を行っている」など，すべての保護者が好意的な評
価をしていた。
　昨年度より「積極的な情報の発信」と「地域と共に
歩む学校の浸透」が図られてきた成果と捉えている。
　つぎに，教員については「家庭への連絡や意思の疎
通を積極的に行っている」「学力を身に付けさせるた
めに分かりやすい授業をしている」「お互いに協力し
合っている」など，子どもへの指導に信頼を寄せてい
る評価であった。子どもたちのために授業力，指導力
を磨き，「連携」をキーワードにチーム力を高めてき
た結果と考える。
　2014年度，転入してきた教職員も真摯に教育活動に
取り組み，「環境が人を変える」と言うように本校の
教師であるという誇りをもって取り組んでいる姿が学
校評議員から評価されていた6。　
　保護者から見た子どもの姿も「楽しく学校に通って
いる」「積極的かつ主体性をもって教育活動に取り組
んでいる」など好評であった。
　保護者自身も「子どもの健康管理に配慮している」

「学校から出された文書をよく読んでいる」「授業参観
や学校行事，ＰＴＡ活動等に進んで参加している」な
ど自己肯定感に基づく評価をしていた。学校と共に歩
んできた自負や復旧・復興を果たした成就感を伺い知
ることができる。
　このように，２年目にして，わが子の教育の内実に
関心が向けられるようになり，学校の機能が回復し，
学校の特色もでてきたことに満足感をもっているよう
に思われた。
　保護者との懇談会やＰＴＡ活動などでは「よくここ
まできたよ（復興）」「学校が生まれ変わったね」「小
国小にあげて（入学させて）よかった」などの声が聞
かれる度に学校への信頼感が厚くなっていることを実
感することができた。
　一方で，「避難した子どもを戻したいね」「小国小の
よさは学力が高いところだね」「地域に支えられてい
るところがいいね」などと，本校が新たに取り組まな
ければならない課題や今後も継続していかなければな
らない課題が明確になっていった。

2013年７月22日 2013年５月23日
霊山地区水泳大会 プールのリニューアル
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　2015年度の新入学児童が３名入学できたのも保護者
の力によるものが大きかった。ＰＴＡ全体会や地域授
業参観日などで，小国小学校のよさについて説明した
内容をそのままＰＲしていただいたことが入学者確保
へとつながった。
　保護者の学校への想い，信頼感，子どもの育ちへの
満足感が根底にあるからだと考えている。

４　３年次：学びの実感が得られる学校
　づくり
　３年次は，地域の宝である３名の新入学児童を迎え，
２年連続の入学式を行うことができた。
　また，学校運営も震災前より充実した教育活動が展
開できるようになり，３年次は子どもたちのさらなる
学びの高まりをめざし「学びの実感が得られる学校づ
くり」を掲げて取り組むことにした。
　私たち教職員及び保護者，地域は「学びの実感」を「学
校の復旧・復興が実感できる」に読み替え，どの子も
思う存分学べる環境をさらに充実させようと取り組む
ことにした。

＜2015年度学校経営方針＞

⑴　着任からこだわり続けてきた懸案に取り組む
　①　校庭の放射線量を0.1μSv/h台にしたこと
　学校の復旧・復興を実感させるためには，どうして
も解決しなければならない懸案事項があった。それは，
校庭の放射線量をさらに下げるということである。
　これまでも，地域あげての除染作業や行政による除
染作業を計画的に実施していただいたが，一向に校庭
のモニタリングポストの数値が0.3μSv/hを下回るこ
とはなかった。
　これだけ除染をしても下がらないのだから，学校の
周囲に原因があるのではないかと半ばあきらめかけて
いたところ，定期的なモニタリング調査を詳しく測定
しているうちに校舎側土手の特定の箇所で高い数値を
示していることがわかった。これまで定点で測定して
いたこともあり見逃していた点であった。
　早速，その状況を伊達市教育委員会へ報告し，要望
書を提出したところ「土手の補修」をしていただける

ことになり，一昨年プールの除染を無償で行っていた
だいたＴ建設会社によって，土手の表土除去，土の入
れ替え，芝生ネットの設置など大がかりな補修工事が
行われた。

　この補修工事により，ついに校庭の放射線量が0.1
μSv/h台となり，安全・安心がさらに担保できるよ
うになった。地区の盆踊りも校庭で開催され，学校の
安全・安心が保障できるようになった。
　また，校庭の遊具も新設され，子どもたちが思う存
分活動できる教育環境がさらに充実してきた。伊達市
及び伊達市教育委員会の子どもを最優先にしたこれま
での施策に感謝している。

　②　人的・経済的な支援を継続する
　どの子も思う存分学べる教育環境づくりを推進する
なか，人的・経済的支援は大変重要であり，これまで
は震災復興という観点で優遇されることが多かった。
　教職員の配置については，３学級の完全複式学級校
で唯一復興加配教員が配属され，学級は複式だが主要
教科は単式で授業ができる体制が継続でき，子どもの
学力向上に成果が見られた。今後も震災前以上の実績
をあげることで継続を要望していきたいと考えている。
また，ゲストティーチャーによる授業も継続できるよ
う働きかけてきた。例えば，再生可能エネルギーに関
する授業を東北大学の野池達也先生や岩手大学の高木
浩一先生などに行っていただき，専門家による「未来
指向型」の授業を年３回程度提供していただいている。
さらに，「小国ならでは」の教育の推進に向けた地域
の支援者（小国ふれあいの会，区民会，敬老会など）
や福島大学うつくしま未来センターの学生ボランティ
アによる支援も継続していただいている。
　このように，学校の復旧・復興さらには再生に向け
た人的支援の体制づくりが確立されてきた。
　一方，経済的な支援については課題があり，2016年
度の「全校スキー教室」の実施が危ぶまれていた。
　本教室は，県のふくしまっ子自然体験・交流活動支

0.1台になったモニタリングポスト2013年６月２日　土手の補修

2015年10月７日　遊具の新設 2015年８月15日　地区盆踊り
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援事業と猪苗代町観光協会の補助事業，そしてＰＴＡ
活動費で運営してきたが，ＰＴＡ活動費が底をつく事
態となってしまった。
　そこで，やむなく保護者負担をお願いするとともに，
廃品回収やバザー活動などをとおして資金を工面する
ことにした。また，学校の支援団体である「小国ふれ
あいの会」からも補助金を出していただき，何とか３
年連続の全校スキー教室を実施することができた。
　今後は，県のふくしまっ子自然体験・交流活動支援
事業などの大きな支援がなくなったとき，どのように
して継続させていくかが課題となる。

⑵　３年連続の新入生の入学を実現する
　児童数の減少による学校存続の危機は小国地区の最
大の関心ごとであり，毎年，継続して入学者を迎える
ことは学校の最大の課題となっている。
　新入学児童は，２年連続で３名ずつであった。また，
一昨年からは，避難解消という理由ではなく，他市か
ら小国小学校の教育を受けさせたいと３名も転入して
きた。
　新入学児童確保のため，運動会の新入学児童の種目
で「４月から小国小の１年生」というメダルをかけ勧
誘したり，保護者説明会で小国小学校のよさを説明し
たりして，新入学児童の確保に努めてきた。

＜学校をＰＲするパンフレット＞

　また，学校の復旧・復興の過程を手紙にして保護者
宛てに送ったり，上記のようなパンフレットを作成し
て送ったり，学校だよりやホームページで子どもたち
の様子を公開したりするなど，さまざまな手立てを講
じてきた。
　初めは入学を検討しているとか，躊躇していると
言っていた保護者も徐々に小国小学校のよさを理解し

ていただけるようになり，2017年度は，新入学児童４
名が入学することになった。

　３年次の取り組みは，子どもが思う存分学べる環境
づくりを充実させるため，懸案事項に取り組んできた。
　特に，校庭土手の改修工事により，校庭のモニタリ
ングポストの数値を0.1μSv/h台まで低減できたこと
は嬉しくもあり安堵感となった。
　また，学校の復興に向けた人的な支援も現在もなお
継続され，子どもがかかわりを広げる中で確かな理
解，ゆるぎない学力の定着，自己表現力の育成へとつ
ながった。
　小国小ならではの教育の一環である全校スキー教室
も，保護者や地域の経済的な支援により2017年度まで
実施できるという見通しが立てられるようになった。
　また，新入学児童も４名入学できるようになり，３
年間の子どもが思う存分学べる環境づくりの成果がで
てきているものと考える。

おわりに
　未曾有の東日本大震災，それに伴う原発災害は，子
どもたちの心のふるさとである小国地区はもとより，
日常の学校生活をも奪ってしまった。とりわけ特定避
難勧奨地点に指定されたことによる友だちとの別れ，
不自由な生活，放射線への恐怖などの苦悩を味わって
きた。
　私たちは，子どもの笑顔を取り戻すため，正常な学
校を取り戻すため，そして地域の中で学校が最も安全
な場所にするため，学校の組織力を発揮し，すべて手
探りで無我夢中の対応策ではあったが懸命に取り組ん
できた。
　2013年は「校庭での運動会が実現できたこと」「プー
ルを再開できたこと」「屋外活動制限を解消できたこ
と」が大きな成果であった。
　2014年は「地域や福島大学との連携が確立できたこ
と」「子どもの高い学力が維持できたこと」「プールの
リニューアルを含め環境整備が進んだこと」そして「保
護者の信頼度が高まったこと」が成果としてあげられ
る。
　2015年は「校庭のモニタリングポストの数値をつい
に0.1μSv/h台にすることができたこと」「全校スキー
教室をはじめ小国小ならではの教育が浸透してきたこ
と」「３年連続の新入生を迎えることができるように
なったこと」などが成果としてあげられる。

一人一人を大切にした日々の授業 メッセージ性の高い学習発表会
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　以下，３年間の学校復旧・復興の過程で，学びとっ
たことを列記してみる。
　１つめは，学校がおかれている状況を十分把握し，
学校が進みたい方向やそのために必要な重点事項を掲
げて取り組むことの重要性を再認識することができ
た。いわゆる学校経営のビジョンの提示であるが，そ
の内容は端的かつ分かりやすく表現すること，実践事
項は丁寧に説明し，共有すること，アイディアや発想
を生かすことなどにより「連携」と「支援」が得られ
ることがわかった。そして，何よりも復興を粘り強く
働きかけてきたことにより，地域から「自助努力の必
要性」が生まれ，学校の復旧・復興のターニングポイ
ントとなったことは，おおきな成果であると考える。
　２つめは，学校の課題を共有し，子どものため，学
校のために真摯に取り組む教師集団の必要性を再確認
することができた。学校としてのチーム力は，危機的
な学校ほど強くなり，互いに尊重し，信頼し合い，高
め合う教師集団となることを知った。
　３つめは，行政機関との連携は，学校および子ども
を守る上で最も重要であり，不可欠であることを改め
て認識することができた。小国小学校の復旧・復興は，
伊達市及び伊達市教育委員会の多大なる支援と協力に
よるものが大きく，心から深く感謝する。
　４つめは，納得を促す戦略をもつことの必要性を学
ぶことができた。
　小国小学校の復興の突破口を運動会と定め，運動会
の実施可能条件を提示したり，プール再開では，事前
に協力していただく業者と連携しておいたりするな
ど，保護者を納得させるための戦略をもって臨むこと
が大切であることを学んだ。
　５つめは，情報発信に努めることが重要であること
を学んだ。学校の情報を積極的に発信することで学校
の教育環境の様子や変化，新たな課題などが明確とな
り，学校の復旧・復興への意欲づけとなっていった。
また，マスメディアにも積極的に情報公開したことで，
学校の行事等を沢山取り上げていただき保護者や地域
からの信頼へとつながっていった。
　６つめは，継続的な支援を得るための体制づくりが
重要であることを学んだ。教育活動は継続することに
意義があり成果へとつながっていくものである。人的・
物的・経済的な支援を踏まえながら「継続」をキーワー
ドに取り組むことの重要性を学びとることができた。
　７つめは，信頼が人の輪を広げ，子どもに還元され
ることを学んだ。学校の行動力は，保護者はもちろん，
地域，行政，大学へと理解が広がり，やがて大きな支
援へとなることを実感することができた。
　現在でも，子どもたちは学校が大好きであり，学校
のホームページを観ても，常に笑顔で，学校生活を送っ
ている。また，授業においても，助け合い，学び合い，
高め合いながら学んでいる。　

　３年目にしてようやく学校の復旧・復興が実感でき
るようになり，顧みると万感の思いがこみ上げてくる。
　小国小学校の復旧・復興をめざした３年間の取り組
みで学んだことは，現在の学校経営にも生かすことが
できると考えている。学校経営のビジョンは端的に示
すこと，重点化と精選化を図ること，教職員と共に歩
みアクティブラーニング（主体的に・協働的に）する
こと，保護者や地域・行政機関との連携を密にしてい
くこと，情報発信に努めていくことなど，伊達市及び
小国小学校で学ばせていただいたことを現在の郡山市
立赤木小学校でも実践している。

【註】
１）2011年８月の大会（千葉大学）において特別研究課題
「大震災と教育」が立ち上げられ，本稿の執筆者の一人
である谷も参加してきた。そのメンバーにより申請・採
択された科研費（複数）による調査が展開されている。『東
日本大震災と教育に関する研究（全体編その１）─子ど
も，園・学校は津波被災と原発災害にどう向きあったか，
向きあっているか』2014年３月，日本教育学会モノグラ
フ・シリーズ№５，『東日本大震災とそれ以降における
教育委員会や学校の状況に関する調査報告書』2015年３
月，日本教育学会モノグラフ・シリーズ№９などでその
成果も公表している。なお，後者をまとめた科研費の研
究グループ（研究代表者：佐藤修司，谷も研究分担者と
して参加）は2015年11月に小国小にて鈴木久校長（当時）
に聞き取り調査を行った。

２）伊達市立小国小学校ホームページ参照。出典について
は以下特に記さないが同じである。

３）校庭の運動会，プール再開の実施可能条件は，筆者が
郡山市教育委員会在職中に放射線担当として子どもの被
曝量を考慮して設定した条件であり，郡山市内の小中学
校では基準としていた。

４）保護者に伏せておいた理由は，自分たちの手でプール
除染をしても線量は下がらないと思っていたこともあ
り，Ｔ建設会社の専門的な除染作業を目の当たりにすれ
ばプール再開を納得するのに違いないと考えたからであ
る。地域貢献活動として多大なるご支援・ご協力をいた
だいたＴ建設の社長には，学校の熱い思いをご理解いた
だき，無償でプール除染をしていただいたことに深く感
謝する。

５）学校評価保護者アンケート　年２回実施（５月・10月）
全家庭23実施，評価項目は21項目（学校運営７，教師４，
子ども５，家庭５）例えば「学校は教育方針や教育活動
をわかりやすく伝えているか」「先生は学力を身につけ
させるために分かりやすい授業をしている」など。評価
は４段階（十分にそう思っている，そう思う，どちらか
らというとそうは思えない，全くそうは思えない）

６）2014年11月１日，学習発表会後に開催した第２回評議
員会における発言。


