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校長講話分析のための予備的考察

元　兼　正　浩

はじめに

　校長講話に関する書物は出版事情のきびしい

昨今でも数多く刊行されているが，その大半は

退職校長らによって書かれた体験的な講話事例

集や学校歳時記といったいわゆるタネ本の類で

あり，その重要性が指摘される割には研究的な

著作物は皆無に等しい状況であるω。

　本稿は校長講話研究（校長講話に関する事例

調査とその解釈）を今後すすめていくにあたり，

実地調査の視点と分析の枠組みを以下に掲げる

出版物を検討することによって導きだすことを

第1の目的としている。

　また実際，いかなる意図をもってどのような

講話が行われているかを明らかにするために，福

岡市立A小学校の本年2学期の始業式（1997年

9月1日）での講話，同日の職員朝礼での講話，

ならびに同校校長へのインタビュー内容をふま

えたそれらの解釈を紹介することにしたい。

　ここで検討した校長講話に関する主要文献は

次の通りである（順不同）。

①日野禎三『わたしの校長講話集朝礼台

　の四季』第一公報社，平成6年。

②木山高美『わたしの校長講話集輝く瞳

　に語る』第一公報社，平成7年。

③校長講話事例集編集刊行委員会編『感動

　をよんだ校長の講話（全国事例集1）』第一

　公報社，昭和49年。

④校長講話事例集編集刊行委員会編『続・感

　動をよんだ校長の講話（全国事例集II）』第

　一公報社，昭和54年。

⑤　校長講話事例集編集刊行委員会編r時代

　を拓く校長の講話（全国事例集皿）』第一公

　三社，昭和57年。

⑥校長講話事例集編集刊行委員会編『21世

　紀の課題に迫る校長の講話（全国事例集

　IV）』第一公報社，昭和63年目

⑦校長講話事例集編集刊行委員会編『365日

　講話の泉　学校歳時記（全国事例集V）』第

　一公報社，昭和52年。

⑧校長講話事例集編集刊行委員会編『365日

　講話の泉　人物歳時記（全国事例集VI）』第

　一公母川，昭和59年。

⑨長谷川秀吉『児童と親と先生と自分に聞

　かせる校長の話』東洋館出版，平成3年。

⑩森隆夫『校長の創造性一校長は挨拶で勝

　負する』教育開発研究所，昭和61年。

⑪森隆夫『朝礼台の教育学』学習研究社，昭

　和57年。

⑫児島邦宏『先生，おはなし聞かせて一子

　どもが心をひらく校長講話』教育出版，平

　成8年。

⑬横内好幸『校長室の窓から』あらき書店，

　昭和62年。

⑭教職研修総合特集『No．122心をゆさぶる

　講話読本』教育開発研究所，平成7年。

⑮日野禎三『校長室の四季児童・教師・父

　母に語り綴って八年間』第一公報社，平成

　7年。

⑯学校例話研究会編『心に残る校長講話集

　①とっておきの卒業・入学式辞』学事出版，

　平成8年。

⑰　御厨良一『心に残る校長講話事例集②校

　長は講話で勝負する』学事出版，平成7年。
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⑱藤田信義『心に残る校長講話事例集③感

　動をよぶ行事講話』学事出版，平成8年。

⑲阿部咬『新編・教師のための話材・例話

　集皿　学校を変える校長講話』学事出版，平

　成6年。

⑳『月刊プリンシパル』1997年4月号（創刊

　号）～1997年9月号，学事出版

1．校長講話の定義

　　（1）校長講話の場面

　そもそも校長講話はどのように定義すること

ができるのであろうか。ひとくちに校長講話と

いってもその内実は多様である。朝会での講話

（一般に「月曜訓話」などとよばれるもの）はも

とより，入学式や卒業式など学校行事での講話

（式辞），職員会議やPTA総会，さらには地域

（PTA，育成会，地子連等）の講演会や盆踊り大

会での講話（挨拶）なども含まれよう（①23頁，

⑨21頁）。校長が講話（挨拶）しなければなら

ない場面は多く，「一校長は挨拶で勝負する」な

どという副題のついた著作（⑩）も上梓されて

いるほどである。最近では「校長として話をす

る機会は，子どもに対するよりは，おとなに対

して行う方が多いようである。」（④234頁）と

評されるように，なかでも児童以外を対象にし

た講話が増えてきている。

　現に長谷川（1991）が「整列，着席等の体系

を整えている聞き手と向かい合って，予定に従

って行った話」（⑨12頁）を記録上から数え上

げたところ，昭和60～62年の3年間を平均する

と，児童を対象としたものが102回，職員を対

象にしたものが147回，保護者・PTA対象が65

回，校外諸団体等を対象にしたものが11回にも

のぼったという（⑨12頁）。

　　「従来は時候のあいさつ程度で終わっていた

地域の各種団体にも，何か中身のある話をしな

ければならなくなっている。」（⑤17頁）との指

摘もあるように，地域に開かれた学校であるこ

とが要請される今日，校長が単なる「挨拶」で

はなく「講話」をしなければならない場面は今

後ますます増えていくものとみられる。

　このように校長講話は学校内外のさまざまな

場面でこんにち行われている。

　なお，「学校だより」（学校通信）等の文書に

寄稿した一筆（校長の挨拶文など）も校長のビ

ジョンや識見が表現されており，それが果たす

役割は講話にきわめて近く，場合によってはこ

れも学校講話に準ずるものとして位置づけるこ

とが可能であろう（⑳9月号7頁）。

　しかしながら，ここでは主として児童・生徒

を対象に直接的に行われる定例朝会及び学校行

事での校長講話について検討することにしたい。

　　（2）講話の対象

　校長講話は「子どもとの対話」ともいわれる

ように，講話対象として中心的に位置するのは

児童・生徒である。しかし，同じ学校の児童・生

徒の間でも小学校で6年の，中学校で3年の年齢

幅（年齢差）があり，そのための困難性がしば

しば指摘されたり（④2頁，⑫血頁），どのあた

りの学年に焦点をあてるべきかなどが論じられ

たりしている（⑪166～170頁では，小学校4年

生くらいに焦点をあてて話せばよいという一般

論に対して批判的に考察を加えている。また，⑧

128～129頁では，どこかの学年に的を絞るのに

は無理があり，内容を引き下げず言葉だけを平

易にする必要性が指摘されている。）。

　結論的には，たとえ同じ学年の児童・生徒で

あっても話の内容の理解度に差があるたあ（③

292頁），特定の学年に焦点をしぼることはむつ

かしく，ましてや全児童・全生徒に校長からの

直接講話だけでその内容を理解させることは至

難の業といえる。

　それゆえ，朝会での校長講話の後に担任が各

学年の発達段階に見合った程度にまで講話内容

を咀幽して話をすること（③293頁。なお，④

19頁・21頁では，これを担任教師の「再話」と

名付けている）が重要である。ために校長は職

朝やプリントなどで事前に講話内容を教職員に

伝えたりする必要があろう（①2頁，①47頁）。

さらに，子どもたちの理解を深めさせるたあ，児

童・生徒にも講話の内容をまとめたプリント（⑰

では『校長の授業』なるもの，①では『太陽』一
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ただし，これは卒業時に配布。）を配布するケー

スさえみられる（3頁）。

　しかしながら，校長講話の対象は何も児童・生

徒ばかりではない。教職員もまた児童・生徒の

様子に目を配りながら，校長講話に耳を傾けて

おり，そこから教師の意識改革や各教室での「再

話」も始まるのである。したがって，校長とし

て講話の際に教職員の存在をどの程度考慮すべ

きかが課題となろう（⑳4月号5～6頁）。講話は

校長が文化的リーダーシップを発揮するための

重要な場面であり，校長講話を通じて学校の組

織文化を変えていくためにはまず教師の意識を

変革することが大切だからである。

　この点と関わって次のような座談会の記録が

あるので一部抜粋し紹介しておく（④312頁）。

　「Aもうひとっここでお聞きしたいことがあり

ます。校長が話をする時，当然職員が子どもとい

っしょに聞いていると思うんです。こういう場で

の職員というのは，第三者的存在でありながら決

して第三者ではない。教室に子どもが入ってから

先ほどの話の発展を望むこともある。そこで職員

に対する意識で何かありましたら…。」

　「B私は職員に聞かせようと思って話をしたこ

とはない。ないけれど職員が聞いているという意

識はある。とすると，職員がそこにいる限りは子

どもだけではなく，職員にもなんらかの感動を与

えなくてはいけない。そして職員に一なるほどい

い話をしてくれた一というふうに聞いてもらえな

ければ子どもの方へ反映していかない。」

　ここでは，校長講話はあくまで児童・生徒を

対象としながらも教職員に対してインパクトの

ある話をすることが重要で，これにより教職員

を通じて子どもたちへの浸透をはかる可能性が

語られている。

　また，③の座談会でも

　　「Aもっとつきつめると，校長は話を通じて学校

　経営をしている。それは，子どもに聞かせるだけ

　ではなくて，そこに並んでいる教員にも聞かせて

　いる。学校経営の歯車の軸心が校長の話である。」

　（③286頁）

と，校長講話の意義を児童・生徒のみならず教

職員をも対象とすることから導く意見が出され

ている。

　文献⑨でも『児童と親と先生と自分に聞かせ

る校長講話』のタイトル通り，教室で行われる

授業のように児童だけを対象としてはならない

ことが指摘されている。ここでは「研究授業」に

なぞらえて，たとえ児童を対象とする講話であ

っても教員や保護者が同席しているケースが多

く，それらを意識して話す必要性が語られてい

るのである（⑨38頁）。

　しかしながら他方で，同じく③の座談会では

　「B子どもに話をするときには当然，職員も聞い

ているわけですが，それを校長の方針を学校経営

に反映していくひとつの手段として考えるという

のは，私はちょっと気持のうえでひっかかるので

すが…。というのは，えてして朝会などで，校長が

話をするときに，児童を対象にしているようなふ

りをして，実は職員に対して皮肉を言ったり，あて

こすりを言ったりする。…（笑）…。それで，そう

いうふうに曲解されるといけないので，私として

は，子どもに話すときには専一に子どもに向かっ

て話をする。そのときには，これをもって学校経

営にとか，あるいは職員を指導するとか，志気昂揚

に資するとかいう気持ちをもっては，いけないの

ではないか，というような感じがするのです。」（③

287頁）。

と，教職員までをも講話の対象に含めることの

恣意性への懸念もまた表出されている。

　また，学校行事（とりわけ卒業式，入学式な

どの儀式月行事）においては，教職員ばかりか

父母や来賓も出席しているため，そこでの校長

講話はだれを対象にして話をするべきかがより

不鮮明となりいっそうむつかしいといわれる。

　これについても，④の座談会では次のような

話題がのぼっている（④313頁）。

　「D卒業式の話が難しいという話を聞くんです

が，私は『卒業式の話は卒業生だけに話す』そうい

うたてまえでいけばそう難しいものではないと思
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う。」

　「B私はね，来賓に大変失礼なんですよ。いっで

もつけ足ししかいわない。必ず子どもだけに話を

するんです。」

　「Cこういうことはいえますよ。卒業式のあと

来賓や父兄の反応をみますと，心に残っているの

は校長が卒業生にどんな話をしたか一ということ

だけですよ。だから逆に校長が来賓とか父母にあ

まり目を向けすぎた話をするとかえってうまく以

下ないんじゃないでしょうか。」

　いずれにせよ，父母や来賓が出席する卒業式

等の学校行事においても，講話の対象（的）は

あくまで児童・生徒を中心に据えるべきことが

ここで確認されているものといえる。

　したがってこれら一見相反する2っの考えを

まとめると次のようになる。

　校長講話の対象には児童・生徒ばかりでなく

教職員や父母なども含まれており，校長はこの

ことをつねに意識しておかなければならない。

だが，あくまでその中心は児童・生徒であり，あ

まり戦略的になりすぎてもいけない。

　たとえば，「子どもを通して家庭での話題にな

って，親がそれによって何かに気づいてくれた

りする。」（⑤27頁）ことを期待する程度にとど

め，父母を啓蒙するといったような意識をもつ

ことはタブーである。

　このことは教職員に対しても同様で，いわば

「アテコミ」ではなく（⑳7・8月号7頁），内容

的に感銘を与え，それによって教職員一人びと

りの意識を変え，ひいては学校の組織文化・組

織風土を変えるようでなければ講話を行う意味

は半減してしまうのである。

　　③　講話内容

　校長講話には，学習指導要領のように目標や

内容の基準となるものもなければ，教科書のよ

うに教材や資料となるものもない（⑨12頁）。そ

れゆえ講話内容はきわめてバラエティに富み多

様である。教育的な内容はもちろんのこと，生

徒を鼓舞する内容や古今東西の薙蓄を含んだ内

容など盛りだくさんである。

　日常的もしくは偶発的なことがら，児童生活

のエピソード（⑤34頁），校長自身の子供の頃

の体験（④311頁）など，ノン・フィクション

の具体例を織り交ぜながら「感動の伝達者」と

して己を素直に語ることがのぞまれている。

　　「自分が感動しない素材で他人を感動させる

ことはむつかしい。校長自身が感動し，校長自

身の体験を素材として語ることに勝るものはな

いだろう。」（④19頁）といわれるほどである。

　内容的には，主に以下のようなテーマに類別

することができよう。

　1）教育目標に迫るような話（教育目標の具

　　体化，教育目標の確認など）。

　2）人間として生きる自覚をもたせる話。

　3）　日本に伝わる年中行事や伝統，習慣など

　　を伝えるような話（たとえば⑤23頁には

　　「私は，一月に四回月曜日が使えるとして，

　　そのうちの一回はその月の暦を中心に話す

　　ようにしています」とある。），暦について。

4）自然の美しさや四季の変化に目を向けさ

　　せるような話。

5）世の中の出来事や子どもの生活の中から

　　考えさせるような話。

6）心に残る美しい話，感動的な話。

　講話内容を分析する際には，上記の1）～6）と

いった類型への分類と同時に，テーマは明確か

どうか，児童の現状の認識やその対応は適切か，

権威主義的ではないかなどといった価値を問う

質的な吟味の視点が必要となろう。

　　（4）話し方（表現方法，態度）

　講話の内容（中身）が重要であることは言う

までもないが，それ以上に大切だとも言えるの

が，児童・生徒への伝え方，伝わり方である。校

長講話研究にフィールドワークが欠かせないの

はまさにこの点を無視できないからである。講

話事例集や実際の講話記録からはうかがい知る

ことのできない，顔の表情，声の大きさや高さ，

抑揚，身ぶり手ぶり（ジェスチャー），姿勢間

の取り方などは児童・生徒たちの印象や話の理

解度に深く結びついている。
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　いくつかの文献でもこれらについての言及が

なされている。大きい声（⑩205頁）であるこ

とは言うまでもなく大前提で，（オクターブの）

低い声は子どもに落ち着きを持たせるため「決

して高い声を出しちゃならない。」と指摘するも

のもみられた。また，マイクとの間隔をとり，話

の間（ま）を考えることが大切であると指摘す

るものもあった。

　森（1982）は「挨拶の話は口だけでしゃべる

ものではない，全身で語りかけるものである。」

（⑪170頁）として全身の使い方，とりわけ顔の

向け方に言及している（⑪171頁）。

　なお，話の順序や長さ，話の項目数，焦点の

あて方，冒頭や結びの言葉なども児童・生徒の

印象や話の理解度を規定している。

　たとえば，校長講話の内容はえてして教訓的

なものになりがちなため，文末表現も「…しな

さい」といった努力をおしつけるような傾向に

あるといわれる（①3頁，①176頁）。「…して

みたいことです。」と余韻を残しながら話を終わ

らせるなど，文末表現をいかに工夫するかは，結

果的に校長が一方的に話をすることを是正する

ための手だてとなろう。したがって，内容分析

にあたってはこうした点にも注目したい。

　なお一般に，校長の話と言えば，その内容の

善し悪し以前に「長い」という印象をもつ者が

多いことは経験的に予想がっくであろう。

　「冬の寒い朝，夏のむし暑い太陽の下では，じっ

として話を聞くことは子どもにとっては苦痛なこ

とです。…私は，朝会の話を　　も三　程　で終

えるよう心掛けています。」（①150頁）「朝会の話

は鋤よい。三　は限　だ。」（⑧129頁）「祝

辞はr錘避』と心得よう。」（④235頁）など，いず

れもきわめて短い時間（基本的に3分以内が原則）

で行われれるべきこと（これが難しいのだが…）が

いくつもの文献で指摘されている。また，質的に

はさきにも挙げたように「ことばはやさしく，内容

は高度なもの」（④319頁）が期待されていること

も付け加えておきたい。

　　⑤　講話計画

　年度の初めに，学校行事などを考慮しながら，

およその七珍講話計画を立てておくべきことが

いくっかの文献で指摘されている。それぞれの

講話に学校教育目標を部分的に散りばめていく

ことによって，目標の具現化を推進することが

可能となるからである。たとえば，一つの方法

として，生活指導の週間の目標月間の目標，生

活指導係で計画した目標に合わせた話をしてい

く（④311頁）ことなども考えられる。また，こ

のように計画を立てることによって話題の「継

続性」もはかることができよう。

　しかしながら，同時にこの計画は臨機応変に

変更することが可能な，柔軟なものでなければ

ならないことも指摘されている。児童・生徒の

心身の状況や態度，行動は日々変化し，学年・学

校として取り組むべき指導上の課題も当初の予

想に反して変わっていくからである。それゆえ

話の内容も「その時の，その日の生徒の気持ち，

あるいは教職員の課題意識に合ったタイムリー

なものでないと，生徒の心に落ちていかない」

（②212～213頁）とさえ語られている。

　こうした点をふまえっっも，全校講話は校長

にとって唯一の「授業」といわれていることに

鑑みれば，十分な計画と準備が必要であろう。す

なわち，ここでも「計画一実施一（子どもの反

応）一評価一計画…」といった一連のPDSサイ

クルにのっとって，子どもの反応が以降の講話

にフィードバックするよう配慮しながら，計画

を立てていくことが必要なのである（2）。
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学校教育目標
　　　　　　　慕

環安
境全

　健
　康

㌻言醜

　∴歪

瞥
鞭箋
礁菱
　町方

活指呼
動二二
指
導

　学級経営・児童の活動
（学習場面の特質に立って多角的に）

（吉原英国「3校長講話の改善」教育課程研究

会編『全国事例研究　やりぬく子どもが育つ学

校経営　たくましい実践力を育てる教育』，第一

公報社，昭和56年，193頁の図を引用。）

　　⑥　校長講話の意義

　校長講話の意義を考えるにあたり，まず月曜

朝会の効用について，次に放送講話の問題点に

ついて整理しておきたい。

　一般に全校集会が月曜日の朝に行われるのは，

日曜日の生活の余韻を断ち切るとともに，週の

初あという緊張感をときほぐし，「よし，今週も

しっかりやろう」という意欲をもたせる効果（④

309頁）を期待してのこととみられよう。したが

って，校長講話はそうした意図をふまえ，児童・

生徒の意欲（モラール）を高めるものでなけれ

ばならないし，まさにこの点にこそ校長講話の

意義があるものといえる。

　また，校長講話が校長の「独語」ではなく，後

掲のように，子どもたちとの「対話」であると

すれば，互いの顔を見合うフェイス・トゥ・フ

ェイスが原則となろう。この校長と教職員と全

校児童・生徒との「直接対話」という点にも校

長講話の意義があるとみられる。それゆえ，メ

ディアを媒介にした「間接」的な対話となる放

送講話にはその意義が半減するとして批判の声

も大きい。さきに取り上げた④の座談会でも，放

送朝礼には反対ということで意見が一致してい

る（④308頁）。しかし，学校週5日制の下で時

間確保に苦慮しているこんにちの学校現場では

それもままならぬのが現実であろう。

　最後に校長講話とはなにかを考えるにあたり，

校長講話のメタファーを文献中から抜粋すると

次のような結果が得られた。

「校長にとって唯一の授業」（①4頁）

「校長にとって随一ママの授業」（①176頁）

「校長の授業」（④18頁）（⑬36頁）

「校長の公開授業」（④23頁）

「研究授業」（⑨38頁）

「全校生徒への授業」（⑳9月号61頁）

「（独語ではなく）対話」（④308頁）

「校長の学校経営の言語的表現」（③287頁）

「校長の学校経営の肉体的表現」（③287頁）

　上記はいずれも「校長講話（と）は…」と，「校

長講話」を主語にもつ言説であり，多くは「授

業」という言葉に収敏されてしまう。このよう

に校長が行う講話が校長の「授業」と位置づけ

られる傾向にあることは，校長に「教育者性」が

いまなお要請されていることのあらわれともみ

られる（③289頁）。校長が行うこの「授業」に

は学習指導要領も教科書もないため，校長の教

育観や経営哲学，信念や識見，人柄が色濃く反

映する。それゆえ「校長の学校経営の言語的な

いし肉体的表現」（③287頁）なのであろう。

　繰り返しになるが，校長講話（定例の朝会や

学校行事等における全校講話）は，校長として

定期的・全体的かっ直接的に児童・生徒に語り

かけることのできる唯一の機会である。そこで

は児童・生徒に感動を与え，意欲（モラール）を

高めたり，教職員や父母らを巻き込んで教育に

関する世論を形成したり（⑤17頁），果ては教

師文化や生徒文化，さらにはその上位文化にあ
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たる学校文化を変革したりする機能を果たして

いるものといえる。

2．講話内容の分析

　校長講話研究においては，話し方（表現方法，

態度）こそが重要であり，講話内容の静態的な

分析だけでは不十分であると前節で指摘した。

しかしながら，例えば講話を数量的に検討した

際に，「健康・安全」に関連する内容が非常に多

かった場合は，「いかに校長が児童の生命・安全

に気を使っているかという一つの証左」（④310

頁）であるともいえるように，講話内容を分析

することから導き得る点は少なくないはずであ

る。

　予備的考察の段階である本稿では，文献③と

　文献④の巻末の「講話のねらい」を利用して，

どのようなねらいにもとづいて講話がなされて

いるかを数量的な傾向から考察したい。

「講話のねらい」は以下の通りである（後ろの

丸数字は引用の回数をあらわす）。

愛校心を育てる　③

愛語　①

あいさつ　③

愛し愛される人間に①

愛鳥　①④

愛鳥週間　③

明るい社会を①

明るく，やさしく，強く①

新しい親と子の在り方①

遊びこそ教育　①

アメリカのPTA①

言い逃れをする子どもたちをさとす①

生きものを大切に　③

一日一善　①

・一｡の虫にも五分の魂　①

命あるものへのいたわり　④

いのちの尊さ②

命を大切に　③

いつまでも親の心を　①

美しい心に①

美しい言葉　①

美しく伸びよう心と体①

運動会　①

運動会のねらいと勤務条件①

運動会の慰労　①

笑顔を大切に②

大きな困難小さな困難①
大きな夢を　①

思いやりの心を（もとう）②②

親が子を思う心②

親子関係の重視②

親子ツバメの愛①

親子の信頼①
親子の対話を大切に　③

親と子の読書　①

親に感謝する心を②

親の背中をみて育つ子①

親の願いにこたえよう①

泳ぐ力をつける①

開校記念日①
開校式　①

開港時の横浜の歴史①

外国人への親愛と協力①

科学的な物の見方を養う②

学芸会を盛りあげる①

学級担任の役割①

学校の人々への敬愛と校風作り②

学校と地域住民との連帯感②

学校教育への理解と協力②

学校事務行事運営の鉄則①

学習は準備が大切①

家庭の（果たす）教育的役割　②⑧

金や物だけが人の幸福か①

がまん，仲良く，勉強丈夫①

がまんをするということ①

考える楽しさを知る①

環境美化を標語で守る①

観察の習慣を身につける　③

感謝の心　⑥

頑張りの精神　①

郷土の文化・伝統の尊重　③

希望をすてず，目標に励む①
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希望をもとう　②

今日を充実させよ①

教育愛に燃えて　④

教育計画をしっかり①

教育目標の理解を　①

教師たる素質と天分①

郷土愛を育てる　②

協力の姿は美しい①

記録する習慣をつけよう②

木を植える心①

きびしくあたたかく①

勤労の尊さ　①

草花をいつくしむ心　①④

苦難にめげず　④

継続は力なり　②

敬老の心を育てる①

健康　②

健康でたくましい身体に　③

健康と助け合いの心を　①

研究的態度　①

謙虚な行動　①

現代っ子への不安　①

元気よく挨拶のできる子①

研究発表を励ます①

公害を生む心　①

校長の就任に際して　①

交通安全　②②

校門を入った時の気持ち①

元　兼　正

心のこもったものは何ものにも代えられない①

心のブレーキ②

心も身体も健康で②

心ゆたかな国際人に②

心を鍛える①

国土愛　①

国際理解と親善②

心豊かな教養と実行の人①

個性を生かせ　①

言葉は心を育てる①

子どもとともに学ぶ①

子どもの作品を見る目①

子どもの特性をのばす①

子ども会育成者のために①

浩

子どもは親を見て育つ②

子どもは世界の宝①

諺から学ぶ①

困苦を乗り越えて④

困難に立ち向かう気力　④

最後までやりぬく力①

才能を生かす①

寒さに負けない強い子①

幸せは努力することから①

仕事納めの慰労①

自己開発　①

自己表現の道　①

自覚と希望と友情①

自主的に苦難を受けとめよ①

至誠と夢　①

主体性をもった子に　②①

幸せを分けてやれる人に①

少年老い易く学成り難し①

児童中心の記念行事①

信頼と愛情①

新設校の輝かしい未来①

心身障害児への理解①

躾と学習　②

子孫崇拝　①

新任の職員への指導①

師弟愛　①

自然から学ぼう①

自然を愛する　③

自然を愛する豊かな心①

自然環境を守る　①

事故防止の技術と習慣①

思慮深く確かな行動をする①

人道と国際人　①

自分自身に勝て　③

自分の心に負けない②

自分の弱さに勝とう②

自分のよさをいかせ　③

自分を生かせ①

時時を大切に①
人権月間　①

しあわせは自他の協和で①

修学旅行　①
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正直に生きる①

初志を貫く　②

自立の心　①

人生のきびしさを感得させる①

すべきをし，しうるをなす①

進んで新しい分野を開く①

すごやかなくらしと躾①

好きなことをやらせる①

生活指導の高揚①

生活のうるおいを大切に①

誠実と努力　③

生命尊重，健康増進，安全保持　①

世界につながる日本人　①

責任を全うする①

善行を讃える②

全力を出し切る生き方　①

先生に感謝しよう　④

先輩の心意気①

生活にけじめをつける①

積善の家に余慶あり①

善行児の心情と教育方針　①

成人教育の内容と方法　①

専門職としての生き甲斐　①

祖先と郷土を大切に　③

創意工夫　①

創造性豊かな人間へ　①

創造性を豊かに育てる②

だれにも親切にし，弱い人や

不幸な人をいたわる　④

逞しく明るく生きよう　③

たくましく生きる力を③

たくましく豊かに生きよう②

助け合いの心　③

たなばた　①①

互いに信頼し仲良く助け合う①

太陽と緑の学校①

他人の弱みにつけこまない①

探求する心①

担任を選びたがる父母へ①

団結　①

魂に光を　①

地域ぐるみでの教育を①

　　　　　小さな親切　①②

　　　　　知性を養う　②

　　　　　注意深い目　①

　　　　　地球はひとつ①

　　　　　力強く，大きく伸びよ②

　　　　　父の役割，母の役割①

　　　　　着実な子育てを①

　　　　　常に真心で正直に①

　　　　　強く，正しく，明るく①

　　　　　強く正しく生きよ②

　　　　　通知簿と教育の意味①

　　　　　出会観の確立　①

　　　　　転出入教員の歓送迎　②

　　　　　伝説に親しもう①

　　　　　読書は心の栄養　②

　　　　　動物愛護　④

　　　　　時の記念日①

　　　　　努力は天才にまさる①

　　　　　友達を大事にする②

　　　　　友達同士の助け合い②

　　　　　友達の名前を大切に①

　　　　　徳は孤ならず①

　　　　　道徳教育の実践研修①

　　　　　なかまのしあわせを求めて　①

　　　　　仲よく助け合う①

　　　　　情は人のためならず①

　　　　　夏休みを有意義に①

　　　　　名前を大切に②

　　　　　21世紀を担う子に　②

　　　　　日本人の心　②③

　　　　　入学児童の成長をみんなで祝う

　　　　　人間に屑はいない①

　　　　　ねばり強くものごとをやりぬく

　　　　　ねうちのあるいのち①

　　　　　望ましい父母との連携①

　　　　　励まし合うこと②

　　　　　花を大切に①

　　　　　話しかけこそ仲よしへの第一歩

　　　　　話をよく聞ける子に　①

　　　　　母と子のきずな　③

　　　　　母への子の願い①

　　　　　歯を大切に①
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ひなまつり　①

ひとに迷惑をかけない①

日の丸にっぽん①
人の和の楽しさ①

他人の話を聞く態度　①

人の気持や立場の理解①

人に愛され喜ばれる人に①

日に新た，日々新たに①

人は苦しみを通して学ぶ①

人は人によって人となる①

PTAの在り方②
人みな美しき種子あり①

プール開き　①②

父母への感謝①

ファイト　①

不易と流行　①

父母と学校教育を考える　③

深い愛情の支えある厳しさ②

勉強が好きになる方法①

奉仕の精神　①

誇りと希望を持とう①

ボランティア活動の推進①

本気の友だち　①

報恩感謝　②

母校の伝統　①

毎日心がけを持とう①

まこころと努力①

まこころの大切さ　②

真心をもって正直に①

自らの生命を守ろう　③

自ら学ぶ子のために　①

自ら学ぶ学び方②

三つ子の魂百まで　①

緑を守ろう　①

みんなで作るリレー童話①

みんなと楽しく遊ぼう①

身のまわりの整理環境の美化①

みんなが泳ごう①

未来は自力で開け①

みんなでよい子を育てよう①

昔と今の子どもの生活と習慣①

ものごとを熱心にやること①

元　兼　正　浩

　　　　　ものごとをよく考えること②

　　　　　ものや金銭の価値と活用②

　　　　　ものを大切に②

　　　　　物を通して子育てを①

　　　　　やさしく美しい心を持とう①

　　　　　やりぬき，確かあ，喜びあう①

　　　　　やさしい心で動植物を愛護する④

　　　　　やる気根気，元気①
　　　　　友愛の心　①

　　　　　友情の尊さ　①

　　　　　友人，家族，社会をみる眼①

　　　　　ゆたかな人間性②

　　　　　豊かなうるおいのある人間性②

　　　　　友情を世界の平和に①

　　　　　誘惑に負けない①

　　　　　油断大敵　①

　　　　　よいことは勇気をもってする①

　　　　　よい生活はよい表現のもと①

　　　　　よい人生はよい準備から①

　　　　　弱いものいじあしない①

　　　　　よい学校経営①

　　　　　よく考え，勇気をもって実践する①

　　　　　欲望に負けるな②

　　　　　喜びや感動を大切にして①

　　　　　弱いものへのいたわり②

　　　　　立志　②

　　　　　立派な姿勢に①

　　　　　隣人愛①

　　　　　連帯意識を育てる②

　　　　　わが町ふるさと④
　　　　　わがまませず節度を　④

　以上のように，講話事例集（文献③・④）の

「講話のねらい」を列挙する際に，3話以上で引

用されているものをゴシック体で区別した。

　これら頻繁に用いられるねらいを分類すると，

次のようになる。

一136一



郷土の文化・伝統の尊重　③

先生に感謝しよう　④

祖先と郷土を大切に　③

日本人の心　②③

わが町ふるさと④
わがまませず節度を④

校長講話分析のための予備的考察

b．　自他の生命の尊重

　愛鳥　①④

　愛鳥週間　③

　生きものを大切に　③

　命あるものへのいたわり　④

　いのちの尊さ　②

　命を大切に　③

　観察の習慣を身につける　③

　草花をいつくしむ心　①④

　自然を愛する　③

　交通安全　②②

　自らの生命を守ろう　③

　動物愛護　④

　やさしい心で動植物を愛護する　④

c．他者（弱者）へのいたわり，思いやり

　思いやりの心を（もとう）②②

　誠実と努力　③

　だれにも親切にし，弱い人や

　不幸な人をいたわる　④

　助け合いの心　③

　小さな親切　①②

d．「生きる力」の育成

　苦難にめげず　④

　困苦を乗り越えて　④

　困難に立ち向かう気力　④

　健康でたくましい身体に　③

　主体性をもった子に　②①

　自分自身に勝て　③

　自分の（よさを）いかせ　③①

　逞しく明るく生きよう　③

　たくましく生きる力を　③

　ねばり強くものごとをやりぬく④

　プール開き　①②

e．家庭の教育力

親子の対話を大切に　③

家庭の（果たす）教育的役割　②⑧

母と子のきずな　③

父母と学校教育を考える　③

f　教師の使命感

　教育愛に燃えて　④

　上記のように，「a．感謝・敬愛の心，畏敬の念」

「b．自他の生命の尊重」「c．他者（弱者）へのいた

わり」「d．「生きる力」の育成」「e．家庭の教育力」

「f．教師の使命感」という6っの類型に分けるこ

とが可能である。

　ただし，「e．家庭の教育力」の類型に括ってい

る4つの項目はいずれもPTA総会での講話など

保護者向けの話の中のねらいとして挙げられた

ものである。また，「f．教師の使命感」の類型に

括っている「教育愛に燃えて」は初任者のため

の研修会や職員朝会などでの講話のねらいとし

て挙げられたものである。したがって，ここで

は類型のa．～d．を問題としたい。

　まずはa．～c．の類型についてである。筆者がこ

れらをネーミングするにあたって参考にしたの

が「小学校学習指導要領　第三章　道徳」であ

る。この中には次のような目標が掲げられてい

る（紙幅の関係上，ここでは［第三学年及び第

四学年］の項のみを取り上げる。）。

第二　内容

［第三学年及び第四学年］

1　主として自分自身に関すること。

（4）正しいと思うことは，勇気をもって行

　　う。

2　主として他の人とのかかわりに関するこ

　と。

　（2）相手のことを思いやり，親切にする。

　（4）…高齢者に，尊敬と感謝の気持ちをも

　　って接する。
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3　主として自然や崇高なものとのかかわり

　に関すること。

　（2）生命の尊さを知り，生命あるものを大

　　切にする。

4　主として集団や社会とのかかわりに関す

　ること。

　（3）父母や祖父母を敬愛し，…。

　（4）先生や学校の人々を敬愛し，…。

　（5）郷土の文化や生活に親しみ，郷土を大

　　切にする心をもつ。

　（6）我が国の文化や伝統に関心をもち，国

　　を大切にする心をもつ。

　以上のように，講話事例集のなかで「講話の

ねらい」として頻繁に挙げられているものと，

『学習指導要領（道徳編）』の各学年の目標とし

て挙げられているものとで，重複する部分がか

なり多く，この点は看過することができない。

　このことは一方でかような事例集の編集方針

ないし編集の意図が指導要領に寄り添うかたち

となっていることが要因と受け取れるが，他方

で学校教育目標を具現化して講話を行う場合の

理想的モデルが提示された姿とも受け取れよう。

　実際の講話がこうした講話事例集をどれだけ

参考にしながら行われているかについても今後

調査を要するところだが，いずれにせよ実際に

行われた講話の記録を用いて講話内容の類型化

作業を試みることが必要となるであろう。

　なお，d．は21世紀に向けての課題のひとつと

される「たくましく生きぬく子どもの育成」（⑥

80頁），すなわち，「生きる力」の育成について

であり，この点が今後より重要な課題となりそ

うである。

（1）講話の実際

職朝（8：30～8：42）

司会

　●

　●

●

　校長　　　教頭　　　教務主任

●

●

●

3．校長講話の事例

　本節では，福岡市立A小学校の本（1997）年

度2学期の初日（9月1日）の職朝（職員朝会）

ならびに始業式における校長の講話，及び同校

校長へのインタビュー内容の一部を事例として

報告する。

●

●

●二教諭

　司会（学年主任による輪番）「はじめます。B

先生（教務主任）お願いします。」

　①教務主任講話

　教務主任「久しぶりに先生方全員の元気な顔

が揃いました。あの一A小学校近年まれにみる

夏休みの多さでしたので（笑），先生方十分に鋭

気を養われたことと思います。いきなりあの月

曜日からのはじまりで，しばらく体が慣れるま

でたいへんだと思いますけど，来週には3連休も

待っておりますので，元気を出して頑張ってい

きましょう。今日の日程ですが…（以下，省略）」

（以上，1分30秒）

②各教諭からの報告事項（所要時間6分）

③教頭講話　・出欠確認（教室に戻ったら）

　　　　　　→登校確認（欠席者の自宅へ）

　　　　　　・通学路，下校の安全確認

　　　　　　（12時までには必ず下校させる）

　　　　　　・宿題を忘れた児童への対応

　　　　　　・挨拶の徹底について

　　　　　　（以上，所要時闇2分20秒）

④校長講話

校長先生お願いします（司会）。

おはようございます（校長）。
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　おはようございます（職員一同）。

　時間がありませんので，急いでお話したいと

思います。まず，今，教頭先生からお話があり

ました出欠確認については，これは春日市の事

件もありましたようにその件で連絡していただ

きたいと思います。ただですね，すべての件数

しますと2時間ぐらいかかると思います。それで

学校から文書を出してまずその件をきちんとし

てもらってしたいと思います。

　それから2点め。今日，始業式で心にスイッチ

を入れようというような話をしたいと思います。

2学期ですので，心にスイッチを入れよう。そし

て…言葉でいえば心は形にあらわれる。または，

言葉にあらわれる。心は言葉にあらわれる。心

は行動にあらわれる。こういうお話をしたいと

思います。

　そしてこの行動が心に響く。だから心にスイ

ッチをいれよう。心は形にあらわれる。形は心

にあらわれる。だから心にスイッチを入れよう。

2学期も始まって，まつ，取り組みをしっかりし

ましよう，でお話をしたいと思います。1年生か

ら6年生までいるので，1年生は1年春なりに指

導していただければ，と思います。

（以上，所要時間1分25秒）

H　始業式（9：10～9：35）

教務（司会）

日の丸掲揚

校長
　演台

教頭

●

●

●

●

●

3

年

生

5

年

生

●　　●

●

●

1

年

生

4

年

生

●

●

●

2

年

生 ●

6

年

前

●

●

●

（●＝教諭）

　①教務主任による号令，整列

　②教頭先生による「はじめの言葉」

　③校長講話

　こおちよお先生のおはなし（教務主任）

　校長檀上へ

　ご挨拶覚えてますか，正面に来られたら礼を

しますよ。（教務主任）

　礼。（教務主任）

　おはようございます。（校長）

　おはようございます1（児童一同）

　とってもうれしい気持ちでいっぱいです。夏

休み40日の間，みなさん元気でおおきなけが，

事故がありませんでした。こうして元気に会え

ることをうれしく思います。みんなの顔がいい

ですねえ。

　1学期の終業式のときに，めがねをよく見てく

ださいね，そうお願いしました。みんなめがね

をよ一く見ています。いよいよ今日から2学期。

　2学期は実りの秋。み・の・り・の秋。はい，

言ってみてください。みのりの秋。

「みい一のお一りいの秋」（児童一同）

と言います。

　そこで校長先生は心にスイッチを入れようと

いうお話をします。心にスイッチを入れよう。

このような言葉があります。よく聞いてくださ

いね。心は形にあらわれる。はい言ってみてく

ださい。さあんはいつ。

「こおこおろおはかあたちにあらわれるう」（児

童一同）。

　形は心に響く。形は心に響く。さあんはいつ。

「かあたあちいはこおこおろおにひいびく」（児

童一同）。

　どういう意味かと言いますと，気持ちがあれ

ば，言葉づかいがやさしくなりますよ。やさし

い気持ちであれば，やさしい言葉づかいになり

ますよ。しょうという気持ちがあれば，サッカー

の練習や野球の練習を一生懸命しますよ。そう

いう意味です。

　形は心に響くと言う意味は，やさしい言葉を

かけられるとかけられた人もやさしくなります

よ，という意味です。さあみなさん，2学期は自

分の勉強を高めるときです。深めるときです。
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それで自分の心にスイッチを入れて，よっし，た

とえば算数のドリルをがんばろう。国語の漢字

ドリルをがんばろう。たとえば，掃除をすみず

みまでしよう。たとえば，友だちと仲良くしよ

う。転入生と仲良くしよう。そのことにむかっ

て心にスイッチを入れてください。お願いしま

す。終わります。（以上，校長）

（所要時間3分10秒）

　　「はいつ」「はいつ」（児童あいめい）

　　「ご挨拶，礼！」（教務主任）

　　一同，礼をする。

④賞状授与

⑤産休明け教諭の紹介

⑥「かかりの先生」（生徒指導部）の話

→今月のめあてを紹介

⑦校歌斉唱

⑧教頭先生による「おわりの言葉」

着席，学年別に1年生から順次退席

　　②　本事例の若干の解釈

　前項に掲げた事例は福岡市立A小学校の本年

度2学期の始業式の日の職員朝礼と始業式とにお

ける校長講話の記録であった。9月の始業式は新

しい学年がスタートするアメリカほどではない

にせよ，40日という長期休暇の後の学校再開の

日の儀式であるだけに「象徴としての季節の行

事」（3）の意味合いを十二分にもつ。ここで必要と

されるのは学校という特殊な空間の中での機能

的な役割や関係，権威のパターンを確立し直す

ことである。この点にこそ始業式を行うことの

意義が認められるとも言えよう。

　同校の9月の教育目標は「時間を守って規則正

しい生活をしよう。・特に始まりと終わりの時刻

を守る。」であった。したがって，今回の校長講

話の内容はこの今月のああてをふまえて構成さ

れたものとみられる（インタビューによれば，こ

のテーマはすでに夏休み前から決めていたとい

うことである）。すなわち，この講話にタイトル

をつけるとすれば，「心にスイッチをいれよう」

ということになろう（領収での講話内容からも

そのようにうかがうことができる）。校長先生は

この講話によって新学期のスタートを上手にき

れるよう，児童一人びとりのあとおしをここで

試みているものとみられる。

　実は，このたびの講話では夏休み中に学校の

校庭になったりんごのことについても話をする

予定であった。上記に④として掲げた賞状授与

の式を行うか否かという案件が職朝と始業式の

間のあわただしい時間に急に入ってきて校長が

これを行うことを決断したたあ，代わりに割愛

される運びとなったのである（今なお多くの学

校では賞状授与式を行うことに一部反発や抵抗

感があるようだが，A小学校の場合はそうしたこ

ともなく校長の判断に委ねられているとのこと

である）。

　このりんごの話についてはおそらく「みのり

の秋」の続きとして話される予定であったと思

われる。「みのりの秋」から「心にスイッチを入

れよう」の話に唐突に話題が転換しているよう

な感じを受けるのはその部分が抜け落ちている

ためである。本来ならば，校庭でなったという

りんごを壇上に持っていき，「みのりの秋」の具

体的な事物としてこれを提示しながら話をすす

め，「心にスイッチを入れよう」の話につなげる

はずであったと思われる。今回は時間の制約上

いた仕方なかったのだが，具体的事物の提示が

なされなかったのは観察者としては非常に残念

であった。

　しかしながら，ここで校長は講話内容よりも

時間を優先させたのである。第1節でみたよう

に，講話の長さというのは講話のなかみ以上に

重要である。いくらよい話をしたとしても話が

長いと児童・生徒の心に響かず，講話自体がま

ったく無意味となってしまう。それゆえ，なか

なかできることではないのだが，話題をいわば

「腹八分目」にとどめ簡潔性を重視せよといった

意見がいくつもの文献（例えば⑪172頁）でみ

られた。今回の講話は（「りんごの話」を差し引

いたものではあるが）3分10秒とほぼ適切な長

さであったので，講話それ自体というよりも始

業式全体の所要時間が考慮された結果，一部割

愛されたのであった。

　また，講話の対象については講話内容をみる
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限り児童が中心である。しかしながら，三朝で

講話内容についてあらかじあ校長から教職員に

提示があったこと，さらに「1年生から6年生ま

でいるので，1年生は1年生なりに指導していた

だければ，…」との依頼がなされたこと，など

から教職員にも聞いてほしい，学級でも再話を

してもらいたいという願いが感じられる。

　さらには，職員朝礼での教務主任の講話にも

みられるように，教職員にとっても長期休暇明

けで気持ちの切り替えが大切な秋（とき）であ

るだけに，同校の校長は教職員一同に対しても

「心にスイッチをいれよう」というふうに伝えた

かったのではないかと推察されるのである。

註

（1）「学校講話研究の専門誌」として今年4月

　に刊行を開始した『月刊プリンシパル』の

　創刊号の巻頭論文となった関根正明「学校

　講話の教育学その1校長講話の意味」でも

　校長講話研究が発展してきていない点を次

　のように述べている。

　　「講話はどこの小・中学校でも当たり前の

　ように行われている。ということは少なく

　とも国民のすべてが「聞き手」として，そ

　ういう体験をしているのである。それなの

　に学校長の朝礼講話についての研究，その

　教育的な意義とか，方法論などについては，

　個々の校長の思惟に任せられている。」（6～

　7頁）

（2）吉原英敬「3校長講話の改善」『全国事例

　研究　たくましい実践力を育てる教育』教

　育課程研究会編第一公報社，1981年，193

　～194頁。

（3）T．E．ディール，　K．D．ピターソン編著，中

　留武昭監訳『校長のリーダーシップ』玉川

　大学出版部，．1997年，189～190頁。

（附記）最後になりましたが，本調査研究に際

し，全面的なご協力をいただいたA小学校のT

校長をはじめとする同校の諸先生方に対して，こ

こに記して感謝申し上げたいと存じます。
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