コロナ禍で実現した小学6年生の《鼓笛演奏》

実行委員リーダー
INTERVIEW

2020 年11月17 日、グラウンドで行われた 6 年生による
「鼓
笛演奏」。これは、今年度コロナ禍に見舞われた学園生活で、
主だった学校行事がほぼすべて中止となる中、「自分たちで
何か思い出を作りたい 」という児童たちからの発案で実現
した、まさしくゼロからのイベント企画でした。その企画実
現を通じて、児童たちが手にしたものは「思い出」だけではな
かったようです。
ここでは拡大版として、「学園通信『日出』Vol.33」(2021 年 2
◆インタビューコメント児童
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月 1 日発行 ) のトピックス欄で
紹介し切れなかった実行委員３
人へのインタビューと、今回の
イベントをサポートされた先生
方からの「証言」を交えながら再
掲いたします。
（11月17日取材）
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「自分たちが動かないと思い出は作れない」
からスタートしたイベント企画

理かもしれないと思いましたが、私も何かやりた
かったので、リーダーを引き受けました。
次に小林くんから
「集まって 」という連絡が来

――鼓笛演奏、無事終了できましたね。お疲れ様でした。

てそこで話を聞いてみると、本格的に学年全体で

終わってみて、今の感想は？

鼓笛演奏を行うという話が進んでいてすごくびっ

長島さん：改めて、すごいことをやったなぁと思います。こ

くりしました。練習なども授業中にやるというこ

こまで来るために先生たちにも動いていただき、

とで、すごいことだなと。そんなすごいことのリー

授業の予定も動かしていただきました。それが今

ダーを引き受けてしまったんだと思いました。

日実現できたんだなと、やり終わった今、それを
実感しています。

6 年１組担任／学年主任

小林くん：将来、僕らはコロナ世代って言われるかもしれま

坪田 由希子先生

せんが、その中での今回のイベントは、僕らにとっ

最

ていい思い出になると思います。
吉田さん：みんなで何かをやり遂げるって、すごく意義のあ
ることだったなぁって思います。私の中では先生

初、小林くんから
「6
年生で何か思い出に
残るものをやりたい

で す 」と い う 話 が あ っ た 時 に、

方やクラスへのプレゼンが大変で、実際に鼓笛演

「こういう状況だけど、どうす

奏をやるということが決まった時には、
「本当に

る？」
という言葉を一滴だけ落として、どんな化学反応

開催するんだな」というワクワクと不安との両方

が起きるだろうと、試しに投げかけてみましたら、小

の思いがありました。終わってもまだドキドキし

林くんが
「鼓笛」というプランを出してきました。思い

ています。

つきで中途半端な気持ちで言っているようだったら、

小林くん：皆の協力がないと実現できなかったですね。

やったとしても大変なことになりますし、「無理だよ」
という形になるのかなと思っていたところ、予想以上

――そもそも、今回の 6 年生による鼓笛演奏のイベントは、ど

の準備をして、こちらのほうに持ってきたので、嬉し

ういうところから生まれたのでしょうか？

かった反面、
「どうなるのだろう……」と、内心ドキド
キしたりもしました。

小林くん：4 月、5 月の休校中、ZOOM でのホームルーム時

そうした小林くんとのやりとりを音楽専科の織間先

に 6 年生の今年の主な行事は中止するという連絡

生が見つけてくれて、織間先生が子どもたちにいろい

がありました。その中には運動会

ろとアドバイスしてくれたのは大きなポイントでした。

や日出祭も入っていて、今年は何

今回の鼓笛演奏でもそうですが、全員が同じ気持ち

もやることがないなと思って、先

になるというのは、集団の中ではなかなかあり得ませ

生に何か自分たちで最後に思い出

ん。苦手だからやりたくない、避けたいと思う気持ち

に残るようなものをやりたいと提
１組

小林 伶くん

は、大人でも子どもでも共通してありますが、それで

案したのがそもそものきっかけで

もやり遂げることが、自分を成長させるための、唯一

した。そして、自粛が明けて学校が

の方法だと私は思います。

再開されてから、先生と相談しながら各クラスの

今回、いろいろな思いを抱えた子どもたちが、やる

リーダーを決めて実行委員会を立ち上げて、企画

かやらないかの決断を最終的に自分で決めて参加した
り、リコーダーが苦手だった子も “ 全員合格 ” を目標に

を進めて行きました。

頑張れたことは、本当に立派だったと思います。

長島さん：小林くんから
「リーダーを引き受けてくれない？」

何年か後に今回の鼓笛演奏のことを振り返った時、

と相談された時には 1 組は鼓笛をやるということ

あれ以来自分はどう成長できたのか、自分のために、

で進んでいて、
「2 組も何かありませんか？」と言

集団のためにどう頑張ってきたかを振り返る、原点の

われたのが最初でした。その時にはコロナがどう
なるのかもわかりませんでしたので、自分には無

１つとなるような思い出になってほしいと思います。
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小林くん：６年生全体でのイベントをやろうと思ったきっか

6 年 2 組担任

けは、まだ分散登校だった時、担任の先生からの言

大熊 一也先生

葉でした。
「何も行事がない今年は、自分たちが動

今

かないと自分たちでいい思い出は作れないよ」
。そ
の言葉で自分に火がついて
「よし やってみせる 」
と思い立ちました。

出学園出身である私
は小学生の頃、同じ

ように鼓笛隊で演奏した経験者

「この人ならクラスをまとめられる！」
で
白羽の矢を立てたリーダー選び

の OB として声かけしている部
分があって、子どもたちと同じような目線に立って成
り行きを見ていた部分がありました。

――リーダーはどうやって決めたのですか？

この鼓笛演奏は、これまでの運動会の中で行われて

小林くん：まず最初に、先生と相談してリーダーは各クラス

きた学校行事のものとは異なり、一部の子どもたちの

に 2 人以上置こうとしました。どうやって決めた

発案によるものでした。好きでやりたい、指揮者をや

かと言うと、クラスの中でその人の発言によって

りたい、楽器をやりたいという子は自然と自分たちで

そのクラスがどう動くかということを考えなが

進んでやっていくと思うのですが、学校行事ではない

ら、発言力のある人をリーダーにしようと、白羽

だけに、その他大勢の
「やらないといけないのかな？」

の矢を立てました。

と思う子もいたり、
「できないんだけど」という子たち

例えば 6 年 2 組であれば、長島さんの発言で女

もいて、それでもこうして最後まできちんとやり切れ

子がどう動くかということ。長島さんはリーダー

たことは、よくがんばったねと認めてあげたいです。

として適任でした。6 年 3 組では吉田さんが何か

鼓笛演奏が終わってからの帰りのホームルームで、

言うと女子がみんな動いてくれるのでリーダーに

「はじめは後ろ向きでも最後はきちんとやり遂げた子
たち、みんなをリードしていった子たち、そうした学

なってもらおうと、先生と相談して決めました。

年全員で今回の鼓笛は成し遂げられました。全員がん

リーダーの人たちをうまく巻き込めば、各クラ

ばりましたね」
と話をしました。

スでうまく動いてくれるだろうと思いました。
吉田さん：そうだったの ?!

回の鼓笛演奏では日

5 年・6 年の学年目標として
「トライ」
という言葉を掲

今回のこの企画の前にアンケー

げています。先生から言われて動くのではなくて、自

トがあって、私は
「やりたい」という項目に印をつ

分たちで提案したことに対して、どうやって動くかと

けましたので、それでリーダーに選ばれたのかと

いうことを大事にしようと、児童たちに話をしてきま

思いました。どうしてリーダーに選ばれたのか、

した。教員からは先に手を差し出しません。でも、手を

その理由を今知りました。

かけないと何も育ちません。児童たちが種をまいても、

長島さん：前に小林くんに、
「リーダーはどうやって決めた

その前に教員が土壌を耕していなければ芽が出ませ

の？」って聞いたことがあります。その時小林く

ん。今回の件は、教師が手をかけ、育んできたことの蓄

んは、
「先生と自分で決めたよ」と言っていまし

積が芽吹いたのかなと思います。子どもたちの芽がす

たが、まさか私がリーダーっぽいっていう、そん

くすくと育つよう、教員がしっかりと土壌を耕してき
た証だと思います。

な理由があったのかって、今初めて知りました。
（笑）
「えぇ!! 」っていう感じです
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長島さん：私にはお兄ちゃんとお姉ちゃんがいて、2 人とも

手でした。今回もリー

日出学園小学校を卒業しました。その 2 人が鼓笛

ダーに選ばれて、前に

隊に入って演奏する姿を見て、
「すごくかっこい

立っていろいろ伝えな

い 」
と思い、自分も５・6 年生になったら吹奏楽部

くてはと思っても、中

に入って鼓笛をやりたいと思っていました。6 年

には聞いてくれない人

生になって、
「いよいよ 」
と思っていたらコロナで

もいたり、プレゼンの時にも注目してくれていな

それもできなくなり、すごいショックだったとい

い人を見ると
「自分は無力だなぁ」なんて思ったり

うのもあって、小林くんが動いて鼓笛をやるとい

もしました。

3組

吉田 咲愛子さん

小林くん：僕は実行委員を決める時、まず頭に浮かんだのは

うことになって、
「ヤッタァ 」って思いました。
小林くん：もしコロナがなくて今年運動会で鼓笛隊をやるの

吉田さんでした。吉田さんは普段は控えめですが、

であれば、本当は吹奏楽部の部長である長島さん

言う時はバシッと言えます。きちんと言うべきこ

が総指揮者をやるはずでした。

とは言えるから、今回のリーダーは吉田さんが適

長島さん：でも総指揮者でなくても、リーダーとして音楽で

任だと、先生と相談して決めました。

みんなの前に立てるということだけで、今回は嬉
――鼓笛プロジェクトが動いていく中で、実行委員のリーダー

しかったです。

たちはうまくクラスをまとめていってくれましたか？

吉田さん：私も 5 年生の時には吹奏楽部でした。音楽は好き

小林くん：はい。うまくまとめてくれました。

です。でも、他のリーダーの人と違って、私は堂々

さすがだなと思いました。

とみんなの前で何か発表したりするというのは苦

音楽科専科

コ

織間 将先生

ケートが行われました。そこで、多くの子ども

ロナによる学校休業中、私は音楽専

たちが
「やりたい」気持ちを持っているのと同時

科 の 教 員 と し て の 立 場 で、 ロ イ ロ

に、不安に思っていることもたくさんあること

ノートを介して担任の先生と児童た

が浮き彫りになりました。

ちがどんなやりとりをしているのか、全学年を

実行委員の子たちはこの『みんなが抱える不

通して見ていました。その中に今回の鼓笛演奏

安』を取り除くのに、随分難儀したと思います。

の発案者である 6 年１組の小林くんが、担任の

そして、最終的に学校側を説得するためのプレ
ゼンも子どもたちが作成し、発表しました。細かな語尾の

坪田先生に企画書を送っているのを目にしました。
その頃はまだスキだらけの企画書でしたが、ずいぶん本

修正やレイアウトなど、私が考えつくことは全部伝え、子

気度が高いなと思いました。私はそこに割り込んでいって

どもだからと妥協せずに、対大人のような感じで接しまし
た。

「拝見しました。やりたい気持ちが伝わってきました。で

子どもたちは、リコーダーを演奏した時の飛沫を可視化

も、この企画書では大人たちを動かす力はありません」と

した実証動画を見つけ出して、それをプレゼンで披露して

指摘しました。

安全性をアピールしました。あれには先生たちもびっくり

最終的に責任を負わなければいけない大人たちを動か

しました。

す力は、まだこの企画書にはない。やるのであれば児童全
体を巻き込む形で、まずは実行委員会のような組織を作っ

自分たちの企画を通すために、リーダーの子たちは段階

ていくところから始めて、やる・やらないを含めて、児童

を踏んで児童たちからの賛同を得て、説得力のある資料を

にアンケートをとって…というような段階を踏んでいか

作成して先生方に向けての最終的なプレゼンを行い、よう

ないと、絶対に大人たちを納得させることができないとア

やく OK をもらうことができました。
プレゼンの中身もしっかりしていましたが、何よりも子

ドバイスしました。それが自粛明けの 6 月ぐらいだったと

どもたちが自主的に動いたことが OK をもらえたいちばん

思います。

の要因だと思います。

その後、実行委員会が組織され、子どもたちへのアン
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長島さん：うまくまとめられたかどうか、自分には分からな

6 年 3 組担任

いですね
（笑）
。 実行委員になった子たちとは前

萩原 良重先生

のクラスも一緒だったりして、仲の良い子が多く

今

て、それで話を進めやすかったです。先生方も親
身に相談に乗ってくださり、話しやすかったです。

先生やクラスのみんなの前での
生まれて初めてのプレゼンテーション

回の企画は、１組か
ら始まり、子どもた
ち自身の働きかけで

２組、３組へと広がっていきま
した。その間、教員による学年
規模での橋渡しは、何一つしませんでした。子どもた

――鼓笛演奏が決まるまでには、先生方やクラスの皆にこの

ち同士のコミュニケーションの中で生まれてきて、動

企画をプレゼンテーションして、賛同をえるという段階を、

いたのは彼ら自身でした。そして実行委員を募り、実

実行委員の皆さんは経験しましたよね。

行までの活動を主体的に進めていきました。

小林くん：はい。最終的にこの企画を発表する時には、担任

中には、やることに後ろ向きな児童もいて、その立

の先生や音楽科の織間先生、管理職の先生方、教

場の想いも含めて、可能な限り気持ちを尊重して、形

務・児童・広報部長の先生方、グランドを使うの

にするにはどうしたらいいかを、実行委員の中で揉ん

で体育科の先生にも集まっていただいてプレゼン

だ期間もたくさんありました。子どもたちは心を砕き

テーションをしました。

ながら考えてくれていました。

長島さん：プレゼンテーションなんて人生でまだ１回もやっ

学校側に向けての最後のプレゼンの時には、そうし

たことがなかったですが、実行委員 7 人全員でプ

た児童たちへの配慮すべき点の検討もでき、熱い気持

レゼンテーションをしました。

ちを込めて伝えていました。
この鼓笛の活動は、実行できたという成果だけでは

吉田さん：小林くんが中心になってシナリオを考え、資料を

なく、実行委員それぞれの子どもたちの伸びしろが、

作ってのプレゼンで、最初のプレゼンはみんなま

教員が考えていた以上にあることを思い知らされた活

だ慣れてなくて、小林君も初めてだったと思うの

動でした。可能性って、こんなに大きいんだなって。

ですが、でも、すごく上手でした。

コロナ禍での今回の鼓笛は、1 年後、2 年後、20 歳に

長島さん：先生からは
「10 分間でプレゼンしてください」
と言

なった時に、自分自身の行動を振り返り、どういう価

われて、
「たった 10 分？」と思いな

値を自分で付けられるかが、その子の成長の証だと思

がら、すごく緊張しました。

います。この子たちの鼓笛演奏までの一連の行動は、

でも、小林くんは
「あなたはもう

2組

長島 美礼さん

子どもたちは無から有を作る力を持っていて、その力

社会人ですか？」という感じで、大

で自分たちの思いを実現することができました。私は

人の前でもう何百回もプレゼンし

それを誇りに思いますし、この学年に携わることがで

ているような、堂々としたプレゼ

きたというのは、私自身すごくラッキーだったなと思
います。

ンでした
（笑）
。

終わってから、子どもたちには
「感動をありがとう」

小林くん：先生たちに向けてのプレゼンは主に僕が考えたも

と伝えました。20 歳になった時の子どもたちが楽しみ

のでしたが、クラスのみんなへのプレゼンの時に

です。

は、実行委員のみんなに、
「今度は自分たちでシナ
リオを作ってください」
と投げかけました。

ノートもプレゼンしやすいのでそれを使ってみた

長島さん：そうなんです。クラスのみんなの前でのプレゼン

り、いろいろ試行錯誤しながらのプレゼンでした。

は、そのクラスの実行委員が考えてやることに

長島さん：プレゼンを繰り返すうちに、小林くんはどんどん

なって。
「えぇ 」
という感じでした。

パソコンや電子黒板の操作が上手になっていった

小林くん：電子黒板を使ってプレゼンしたのですが、僕は最

よね
（笑）
。

初は Google のスライドというアプリを使ってプ
レゼンしましたが、リモートで使っていたロイロ
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小林くん：情報の授業が役に立ったと思います!!
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――今回の鼓笛プロジェクトでは、プレゼンのためにシナリ

家庭の事情で参加に消極的な児童も
最後には加わって一致団結

オを作って、アプリを使って電子黒板で説明したり、企画が決
まってからは演奏の練習をしたりと、国語や情報、音楽など、
いろいろな科目が詰まった総合的な
「体験学習」
だったのは？

――開催が決まって、実際に楽器をマスターしたり、動きの

長島さん：そうですね。今回のプロジェクトで体験したこと

フォーメーションを覚えるのは大変だったのでは？
小林くん：先生方が授業の時間を練習のために削ってくださ

は、社会に出た時にも使えそうな内容だったと思

りして、全体練習をすることができました。

います。

長島さん：今回の企画について、８割ぐらいの子たちは賛成

吉田さん：小林くんに誘ってもらって、貴重な体験ができま

してくれましたが、あと２割の子たちは、家族の

した。
小林くん：僕も人を募集するのも、先生やみんなの前でプレ

事情もあると思うのですが、コロナが下火になら

ゼンテーションするのもすべてが初めてなことば

ない中で
「えっ

かりで、担任の先生をはじめ、たくさんの先生方に

ました。

やるの 」っていう反応の人もい

小林くん：6 月の自粛明けの頃は僕たちはまだコロナの恐ろ

いろいろ教えてもらいながら進めていくことがで

しさが分かっていなかったと思うのですが、7 月、

きました。
長島さん：ここまでみんなを動かすことができるんだなぁっ

8 月頃にかけてだんだんとまたコロナが拡大して

て思いましたね。すごく貴重な体験で楽しかった

いく中で
「本当にやるの？」という声があったこと

し、一昨年のクラスの子とまた話すことができて、

は確かです。
長島さん：おばあちゃんと一緒に住んでいる子は、うつした

また仲良くなれました。
吉田さん：プレゼンの準備をしていた頃は短縮日課の頃で、

くないということで消極的でした。
小林くん：でも、そうした子たちも今日みんな参加してくれ

放課後にお弁当を持ち寄って食べながらミーティ

たのでよかったです。

ングしました。

長島さん：クラスのリーダーの中には外部受験する子がいて、

長島さん：家が近い子はお弁当を持ってきていなかったので、

ミーティングをするにしても都合が合わなかった

先生に分けて貰っていたね
（笑）
。

実行委員の面々。左から、
齋藤くん、ストークスさん、吉田さん、
小林くん、大貫くん、佐藤くん、長島さん
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りして、プレゼンをするにもスケジュールがなか

そのスピーチを聞いた実行委員の子は泣いていま

なか合わず、全員の都合のいい日を調整するのも

した。小林くんは意外性ナンバーワン
小林くん：そう、最後までみんなには言わなかった
（笑）
。

一苦労しました。
吉田さん：プレゼンの練習をするために放課後みんなで残ら

吉田さん：小林くんは仕事しすぎだよ
（笑）
。
長島さん：今日までの準備も大変でしたけれど、それも楽し

なければいけないけれど、塾があったりして一緒
に揃うということも難しかったよね。

かった。団結力で実現できたと思います。

小林くん：来年もコロナが収束しているかまだわからないか

吉田さん：コロナ禍で初めてのことばかりで大変だったけれ

ら、その時には 5 年生がまた同じように誰かが動

ど、無事に企画をやり遂げられて、達成感を味わ

いてくれればいいなと思います。

うことができました。

――最後に、今回の鼓笛演奏について一言。

小林くん：皆の協力がないと実現できませんでした。来年も

長島さん：どうやってリーダーを選んだのかということも

6 年生全員で鼓笛をやってくれると嬉しいです。

今初めて知りましたけれど、最後の小林くんのス

――そうですね。そして何よりも、コロナが収束するといい

ピーチの内容も、今日聞いて初めて知りました。

ですね。ありがとうございました。

「災い転じて学びとなる」
児童が鼓笛演奏で培ったチカラ

日出学園小学校 校長

2020 年度は、コロナ禍で 6 年生にとっては

平山 淳子

素晴らしい行動力だと思います。

最後となる大きなイベント、運動会と学芸会が

私はこの鼓笛演奏は
「災い転じて学びとな

中止になり、思い出に残るものがなくなってし

る」という出来事だったと思います。災いが

まったことに、心を痛めていました。

あったとしても、そこから自分たちで考えて、

そうした状況に、6年生が自分たちで何かで

行動していくという力を子どもたちが今回の

きることはないかと相談しているということが、

経験で培ったのだと思います。こういう力こ

私の耳に入ってきました。何が提示されるのかわからな

そが、大人になった時に、どんな環境でも自分たちで考

かったのですが、ともかく子どもたちで考えたもので、実

えて、何とか楽しんでいこう、克服していこうというモチ

現可能なものは応援するし、子どもたちの安全を確保でき

ベーションになるのではないでしょうか。

ないものは考え直させるしかないと思っていました。

２学期に入って鼓笛演奏の実施が決まっても、新型コロ

そして、6 年生から運動会の花形である鼓笛演奏をやら

ナウイルスの感染は拡大していく一方で、いつ誰が感染し

せてもらえないか、プレゼンするのでそれを見て検討して

てもおかしくない、学校はまた休業するかもしれない、6

ほしいという話がありました。6 年生の有志が実行委員会

年生の誰かが感染したら実施できないなど、多くの不安を

を組織し、学年の児童たちに声をかけて、みんなでやろう

ずっと抱えながら準備を進めてきました。

じゃないかということになったことに、まず感激しました。

是が非でもやらせてあげたい。でも、何かあったときに

プレゼンは先にそれぞれのクラスの実行委員がクラス

中止にしなければならないという思いを持ちながら、あの

全員の前で行いましたが、最初にそれを見させてもらいま

日私は朝礼台に立ちました。そして、子どもたちを見た時

した。最終段階では管理職や他の教員の前でも実行委員 7

に、
「あぁ

名によるプレゼンが行われましたが、クラスでのプレゼン

すごく熱いものがこみ上げてきました。

子どもたち、やれるんだ

できるんだ 」と、

よりさらに思いが伝わる素晴らしいものにしてきました。

一生懸命に演奏する姿を保護者の方にも見ていただき

昨年の運動会で 6 年生の鼓笛演奏を見ていた５年生たち

ましたが、きっと感動されたのではないかと思います。天

は
「次は自分たちの番 」
と思っていたにもかかわらず、6 年

候も味方してくれて、素晴らしい青空のもとで、思い切り

生になったらそれがなくなってしまい、さぞかしがっかり

演奏できたことでしょう。やり切ったという満足感から

したことでしょう。でも、自分たちで考え、クラスメイト

か、涙する子どもも見られました。すべてが奇跡としか言

や教員に訴え、説得し、実行に移せたというのは、本当に

いようがない鼓笛演奏が実現しました。
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