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第 1章 2010年代の教師ドラマにみる「今日求められる教師像」 

―社会の変化に即した学校教育のさらなる発展をめざして― 

 

桜井淳平（筑波大学大学院・日本学術振興会特別研究員） 

 

1．はじめに 

 教師(1)の資質能力の向上が求められて久しい。現在の教師の資質能力が，過去に比べて下

がっていることを示す確たるエビデンスは無いと思われるが，指導力不足教員の数を示す

データや，数々の不祥事の報道などが相まって，教師に対する世間のまなざし・社会的評

価は，厳しさの一途であるといっても過言ではない。かつて教師は広く尊敬・信頼される

存在で，家庭のしつけ・教育水準の低さを指導・是正し，より進歩的なありようへと啓蒙

する役割を果たしてきたが（広田 2001），学校教育の大衆化とともに親と教師の立場は逆

転し，今日ではモンスターペアレントに象徴されるように，教師は要望・要求をつきつけ

られる劣位の存在となっている。資質能力が無いとまではいかないが，それを充分に備え

た存在とはいえない――教師への今日的なまなざしは，このあたりではないだろうか。 

 その真偽はさておき，この現状に対して文部科学省および中央教育審議会は，教員免許

更新制等の様々な施策を講じ，現在・未来の教員に求められる資質能力を提示してきた。

そこでは，社会の進歩や変化の速度が速まっているという現状認識のもとで教師の資質能

力の向上が必要だと謳われており（中央教育審議会 2015），すなわち，社会からの求めに

応じることができていない（時代遅れの）教師像が問題視されている。 

 だとしたら，一足飛びに求められる資質能力を名指したり，そのための処方箋を提示し

たりするより前に，社会がいかなる教師を求めているのか
．．．．．．．．．．．．．．．．．

，そのなかで教師（学校）はい
．

まいかなる状況におかれているのか
．．．．．．．．．．．．．．．．

を，冷静に把握することも肝要である。平たくいえば，

「こんな先生がいいな」（理想）と「先生（学校）はいまこんな感じ」（現実）をめぐる社

会的な共通認識を探るということになろう。これは意外なほど，等閑視されてきたのでは

ないだろうか。本稿では，この点を探ることを目的としている。 

 

2．分析対象 

（1）2010年代の「教師を主人公とする」ドラマの概観 

 そのために本稿が着目するのが，連続テレビドラマ（以下，ドラマ）である。山田（2010）

は，人々が教師という職業に注目し，強い期待と信頼を寄せているために，教師を主人公

としたドラマが次々と制作されていると述べ，教師へのまなざし（の変化）を分析するた

めの素材に位置づけている。そこで析出された教師像は，1960 年代は，教育へ強い情熱を

もち，児童生徒の私的領域に押し入ることで問題を強引に解決する「熱血教師」で，1980

年代になると変化し，「熱血教師」ほどは私的領域に押し入らず，問題に対して早期介入も

しない「不良教師」であった。そして，こうした教師像は教師への期待を反映しつつも，
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現実に「そのような教師はいない」という点で不信をも生み出し，結果，ドラマで描かれ

る理想の教師像と現実の教師へのイメージの間に大きなギャップを生んだという。山田の

分析は 2000年代までである。マスメディアが産出するメッセージは社会の変化を反映して

いるため，2010年代はまた異なる教師像へと展開していると予想される。 

2010～2016 年放映の教師を主人公とするドラマは，表 1 のとおりである。ホステスなど

の特定の「職業」からの転身や，特異な技能・方法の使用など，特殊設定を加えたものが

多いことにまず注目できる。こうした設定に頼らざるをえないことが，「普通の教師」が問

題を解決するというストーリーの説得性の低下を逆説的に示している，という推測にとど

め，これらは分析対象から除外する。また，主人公が校長や部活の顧問の場合も，児童生

徒との関係性がやや異なるために除外する。そして残った「普通の教師ドラマ」のなかで，

本稿では受賞歴のあるものを抽出したい。賞というかたちで社会的評価を得ているという

ことは，多くの人々の描く教師の理想と現実にそっている可能性を意味するからである。 

 

表 1 2010年代の「教師を主人公とする」ドラマ一覧 

放映時期 タイトル 主人公の特殊設定 学校段階 原作等 賞 

2010.5-7 ハガネの女 （season1）  小学校 マンガ  

2010.7-9 ハンマーセッション！ 詐欺師が教師に 中学校 マンガ  

2011.1-3 美咲ナンバーワン！！ ホステスが教師に 高等学校 マンガ  

2011.1-3 スクール！！ 民間人校長 小学校   

2011.4-6 ハガネの女 （season2）  小学校 マンガ  

2011.4-6 鈴木先生  中学校 マンガ ※1 

2012.7-9 GTO（第１シリーズ：リメイク）  高等学校 マンガ  

2012.7-9 黒の女教師 学校内外の問題を金

銭と引き換えに解決 

高等学校 オリジナル  

2014.1-3 夜のせんせい スナックのママから教

師へ 

高等学校

（定時制） 

オリジナル  

2014.4-6 弱くても勝てます～青志先生

とへっぽこ高校球児の野望～ 

野球部顧問 高等学校 オリジナル  

2014.7-9 GTO（第 2シリーズ）  高等学校 オリジナル  

2014.10-12 地獄先生ぬ～べ～ 霊能力を駆使し，妖

怪や悪霊に憑りつか

れた生徒を救う 

高等学校 マンガ  

2014.10-12 ごめんね青春！  高等学校 オリジナル ※2 

2016.4-6 早子先生，結婚するって本当

ですか？ 

教師の婚活 小学校 マンガ  

2016.4-6 ゆとりですがなにか  小学校 オリジナル ※3 

2016.7-9 仰げば尊し 吹奏楽部顧問 高等学校 小説  

【受賞歴（2016/10/31 時点）】 

※1 ギャラクシー賞テレビ部門／日本民間放送連盟賞テレビドラマ部門／放送文化基金賞テレビドラ

マ番組賞 

※2 ギャラクシー賞テレビ部門／ザテレビジョンアカデミー賞／ソーシャルテレビ・アワード 

※3 コンフィデンスアワード・ドラマ賞 
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 以上より，本稿の分析対象は『鈴木先生』『ごめんね青春！』『ゆとりですがなにか』の 3

作品となり，図らずもすべての学校段階を含むこととなった。次項では 3 作品の概要を示

すが，ここでは個々に踏み込む前に，2000 年代以前と比較しつつ概括的に特徴を記述して

おきたい。第一に，児童生徒が「問題児」として描かれず，一見すると「普通な子」が登

場する。それと関連して第二に，半ば破天荒に問題解決する「熱血・不良教師」ではなく，

冷静・理性的に問題に向き合う教師が描かれる。第三に，教師のプライベートな側面にも

比重がおかれる。これは，分析対象から除いたが，教師の婚活をテーマにしたドラマに先

鋭的に表れている。第四に，教師がおかれている厳しい状況・環境の問題性にも着目され

る。理想の教師像を単に投影するだけのドラマからの転換を，示していると推測できる。 

 

（2）分析対象 3作品の概要・あらすじ等 

①『鈴木先生』 

 鈴木先生が担任を受け持つ中学校 2年 A組を中心にした物語である。「普通の子」である

彼らが人知れず抱える悩みが，性的な問題である。鈴木先生は独自の教育論を実践して対

処し，生徒はそれに応えて人間的に成長していく一方，鈴木先生もまた性的な問題を抱え

る。ある女子生徒との妄想に駆られ，それを霊感の強い交際相手に悟られてしまい，関係

を悪くしてしまうのである。そしてそれを解決した矢先に交際相手の妊娠が発覚し，「教師

のできちゃった結婚」が生徒から問題視され，「鈴木裁判」（クラス会議）で糾弾される運

びとなってしまう。鈴木先生はその経緯や主義・信条をすべて告白することで生徒からの

理解を得て，ともに成長することができた。 

また，鈴木先生とは対照的に生徒からさほど慕われない 2 人の同僚教師（山崎先生・足

子先生）にも着目される。2人は嫉妬心を抱いて徐々にストレスを鬱積させていき，「爆発」

するかたちで問題を引き起こして依願退職や休職に追い込まれる。鈴木先生をとおして描

かれる「今日求められる教師像」は，彼らとの対比から成り立っている部分もある。 

 演出上の特徴としては，鈴木先生が問題の解決方法を逡巡する，その思考過程――「心

の声・叫び」――がテロップとともに漏れ聞こえてくる点を指摘できる。 

 

②『ごめんね青春！』 

 仏教系男子校「東高（とんこー）」（偏差値低め）とカトリック系女子校「三女（さんじ

ょ）」（偏差値高め）という，隣接する 2 つの高校の来年度からの合併案をうけ，先行・試

行的に実施された「男女共学クラス」を中心にした物語である。1クラスずつ，半数の生徒

を交換し合うことで，2つの「男女共学クラス」（3年 3組，3年 C組）ができ，原先生（男

子校の教師）と蜂矢先生（女子校の教師）の 2 人が担任となった。当初は男女共学のメリ

ットがわからず，男子生徒は戸惑い，女子生徒の気持ちは冷え切っていた。だが，様々な

問題を男女が協力して解決し，共同作業をし，恋愛をしていくにつれ，少しずつ好意的な

意見をもつようになる。そして，目標とした「合同文化祭」の開催も前途多難であったが，

それらを乗り越えて成功させたことで学校関係者も考えを改め，合併が正式決定した。 

 東高の卒業生でもある原先生は，自身が高校生の際に礼拝堂の火事を起こし，それによ
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って合同文化祭の計画をつぶし，もともと関係の悪くなかった両校の仲を険悪にしてしま

った責任を抱え続けている。その罪滅ぼしのために，両校の合併をだれよりも目標にして

いるのである。最終的に原先生は「合同文化祭」の成功をもって火事の罪を告白し，教師

を辞すが，原先生のこの悩み苦しんだ日々――青春――こそが，同ドラマの主題である。 

 同ドラマの特異な設定のひとつに，原先生の自室においてある「観音菩薩」がある。そ

れに亡くなった原先生の母親が憑依し，原先生の悩み相談に応じるのである。 

 

③『ゆとりですがなにか』 

 「ゆとり第一世代」と称される 1987年生まれの若者 3人を中心に展開される物語で，う

ち 1 人が小学校教師である。そのため正確には純粋な「教師ドラマ」ではないことには留

意されたい。小学校の 4 年 2 組ではとりたてた大問題が起きるわけではないが，学習障害

をもつ児童の転入，性教育の授業の実施といった出来事が発生する。山路先生は都度，「ゆ

とり世代」らしい言葉かけや行動でクラスの児童たちを導いていく。また，1，2 世代離れ

た教育実習生の佐倉先生との関わりが描かれ，教育論が対照的に示されるのも特徴である。 

 また，山路先生や佐倉先生を含む主要登場人物全員が，「レンタルおじさん」という名の

「悩み相談サービス」を利用し，各々の日ごろの悩みが表明されつつ，その人を介して交

流がなされているのが，特徴的な設定である。友達に支えられながら，悩み，苦しみ，成

長していく「ゆとり先生」の物語である。 

 

3．ドラマで表現される教師像 

（1）児童生徒の主体性を認める教師 

では，3作品のなかで共通して表現されていた教師像をみていこう。 

 第一に，児童生徒を子ども扱いせず，大人の側面を見出し，それに期待する教師像が幾

度となく描かれている。すなわち，児童生徒を未熟な存在ではなく，成熟したひとりの主

体的存在として接する教師である。 

 『鈴木先生』において鈴木先生は，生徒に意見を表明する権利を一貫して与えている。

教師が問題解決を方向づけることもできるが，生徒にまず説明・弁明の機会を与え，生徒

同士で言い合う場も作り出す。そのプロセスのなかで互いを理解し，学びとることを期待

している。例えば，武地が中村をコンパスの針で刺してしまった際は，鈴木先生はクラス

会議の場の冒頭で，≪武智，おまえに任せる。約束通り，先生は口出ししない。お前がみ

んなの前で主張したいことを述べてみろ≫（第 4話）(2)と声をかける。武智が弁が立つこと

を知っているからでもあるが，大人の部分に期待して事情を説明させるのである。 

また，「目をつむって手を挙げさせる」形式の多数決やアンケート調査によって生徒の意

見を聞き取ろうとする教師も並行して描かれ，一人ひとりの意見を聴きとる鈴木先生の手

法と対比されている。前者を採ることで事態は悪化し，安直な方法として描かれている。 

 こうした教師像は「できちゃった結婚」の罪を問う「裁判」にて最も端的に描かれる。

ともすれば一方的な吊し上げとなるため，同僚教師からは「変に罪を認めると生徒の親か

ら反発を招きかねないので，『教師だから悪い』ことにしておこう」などと，結論ありきの
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形式的議論に終始するよう諭される。しかしそれに対し，鈴木先生はつぎのように述べる。 

 

鈴木：≪僕がこれから向かうのは，「討論」の場です。（略）初めから結論を用意して，

持ち込むわけにはいきません≫ 

同僚：≪中学生にそんな高等な議論ができると思う？≫ 

鈴木：≪たとえ相手が中学生であろうと，討論の本質を捨てるわけにはいきません。僕

は何かを発見するために，クラス会議に臨みます≫（第 9話） 

 

また，「裁判」で生徒を子ども扱いした鈴木先生に対し，生徒は拒否反応を示している。 

 

鈴木：≪一般的にお前たち中学生は，大人よりも判断能力が未発達とされていて，味噌

と糞を一緒にしてしまっても仕方がないと思われている。だからお前たちに誤解

を与えるようなことをしてしまったこと自体が，教師としては失敗なんだ。この

点においては弁明のしようがない。謝罪するつもりだ≫ 

生徒：≪そんな謝罪いりません！≫≪私たちが未発達だからとか，そんなお情けみたい

な理由で謝ってほしくありません！≫≪私たちはちゃんとした冷静な目で先生の

したことが悪いのか，私たちの誤解なのかを判断しようとしているんです！≫（第

10話） 

 

「裁判」の序盤は喧々諤々で議論にならないが，次第に高等な建設的意見が飛び交うよう

になり，最終的には穏便な着地をみせる。鈴木先生はそれをふりかえりつつ，≪つくづく

思うよ。大人は子どもを見くびっているって≫（第 10話）と総括している。 

『ごめんね青春！』の場合，蜂矢先生が≪野卑で品性下劣な OBからも，繊細で傷つきや

すい生徒を守らなくちゃいけない。（略）うちの生徒は男子に対する免疫がない。とんこー

生は女子に対する扱いを知らない。迷える子羊のオスとメスを一緒の檻に入れたら…≫（第

1話）と述べていたように，男女別学には「未熟な生徒を守る」という目的が関係している。

そのため，当初はほとんどの教師が反対していたが，対照的に原先生は≪一応生徒の意見

を聞いてみたらどうでしょう。実際に環境が変わるのは生徒たちですよね。ここで大人が

やりあっても埒あかない≫（第 1 話）と，生徒の意見表明権を認めて，生徒の目線で考え

るよう促している。その後，男女が協力し合い，学び合う生徒の姿をみていくうちに教師

も認識を改め，多くの事柄を生徒の主体性に任せるようになっていくのである(3)。 

  

（2）生徒を説き伏せず，一緒に学び，ともに成長しつづける教師 

 3作品で表現される教師像として第二に，権力的存在を誇示したり，全能感をアピールし

たりすることではなく，人間的な未熟さ，完璧な人間には程遠いことを素直に表明する点

を指摘できる。伝統的な教師らしさとは異なるかもしれないが，それこそが人間的な魅力

として肯定的に描かれていた。これは，児童生徒の目線の位置まで降りていく
．．．．．

という，主

体性を尊重するための重要な構えとして位置づけられよう。 
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『ゆとりですがなにか』では，思春期の身体の成長にかかわる授業の結びに山路先生は，

身体の成長と心の成長の違いにふれ，つぎのようなメッセージを残す。 

 

≪果たしてね，完璧な大人っているのかなって，先生思います。例えば来年山路 30です。

みんなにとって 30 歳って言ったら立派な大人だよな。でもね，20 年後，みんなの 20 年

後，自分たちが 30 歳になったとき，きっとこう思うはず。「うーわ，まだ全然子どもだ

よ。山路こんなだったのかって。彼女いねーだとか，バイト行きたくねーとか，まだ童

貞だよとか。山路と一緒かよ」って。みんなのお父さんとお母さん，完璧な大人ですか？

（略）身体と違って，心の思春期は，生きている限り続きます。だから，大人も間違え

る，怠ける，逃げる，道に迷う。言い訳する，泣く，他人のせいにする…（略）だから，

他人の間違いを許せる大人になってください≫（第 10話） 

 

山路先生は，30歳になる自身の未熟さをあえて表明する。自分を外側から観察し，「未熟

であること」に気づいていること
．．．．．．．．

こそが成熟した人間とされ，それができるのが魅力的な

教師だと表現されていると思われる。 

 3作品で描かれるのは，児童生徒を権力で説き伏せたり，鮮やかに論説する教師ではない。

『鈴木先生』のなかで鈴木先生は，≪俺に 5 日間猶予をくれ≫（第 2 話）≪この問題はい

ったん凍結だ≫（第 4話）というように，時間をもらって解決策を思案している。また，『ご

めんね青春』の原先生や蜂矢先生は，教壇で生徒に言葉をかける際，やや言葉足らずにな

る場面も多い。「うまいこと」を無理に言おうとしすぎ，≪ごめん，ちょっと強引だったか

な？≫（第 6話）と断る場面もみられた。『ゆとりですがなにか』の山路先生も，教育実習

生の佐倉先生への意見は，決して鮮やかなものではない。それでも言葉を探し，愚直に目

の前の相手と向き合い，なんとか言葉を探して紡いでいくことで，メッセージや感情は伝

わっていく――こうした教師が称揚されているといえよう(4)。すなわち，その場で最適解を

生み出せる存在ではないが，児童生徒の目線まで降りていき，一緒に考え，学び，成長す

るような教師像が描かれている。それは，山路先生が佐倉先生にかけた言葉――≪いい先

生じゃなくていいんで，良い人間になってください≫（第 3話）に表れていると思われる。  

 

（3）既存の価値を組み替え，共生を志向する教師 

 3作品では，現代の学校で顕在化する諸問題にも着目される。それに関連して第三に，多

様性への対応が要請される学校において，マイノリティを受け容れ，多様性を尊重し，既

存の価値や制度を相対化する教師像が描かれている。『ごめんね青春！』では性的マイノリ

ティの生徒が，『ゆとりですがなにか』では学習障害（LD）の児童が登場するが，双方とも，

教師と児童は違和感を何らもたずに受け容れている様子が描かれる。 

性的マイノリティがドラマに登場する際，周囲の人々が何らかのネガティブな反応を示

すのが常であったが(5)，性的マイノリティの「男子生徒」の村井が登場する『ごめんね青春！』

の場合，父親が嫌悪感を表明する第 8 話を除くと，全編を通して性的マイノリティにかか

わる話すらほとんど登場しないのが特殊で，かつ最先端であるともいえる。村井は途中か
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ら女子の制服を着て，その後全体に向けてカミングアウトするのだが，それに対する周囲

の反応はやや滑稽で，≪知ってる≫あるいは≪（制服を着ていることに）今気づいた≫（第

7話）と反応するのみであった。生徒も教師も，≪ちゃんと理解してるわけじゃないけど≫

（第 8話），自然に受け容れていたのである。 

 『ゆとりですがなにか』において，学習障害をもつ大悟と母親は通常学級で学ぶことを

希望する。山路先生はそれを快諾し，同僚教師も学年全体でのフォローを約束しており，

ここでも多様性を尊重する教師が描かれている。クラスみんなで算数の苦手な大悟を応援

する様子が描かれるところからは，障がいのある児童生徒を一丸となって受け容れるクラ

スを組織することも，教師に期待されているといえよう(6)。 

さらに 3作品では，既存の制度や価値を疑っていく姿勢が追求されている。山路先生は，

「大悟だけ電卓を使う」という措置こそ本当の平等だと述べ，既存の制度や価値を相対化

することで多様性を尊重する，新たな平等の在り方をも説いている。『ごめんね青春！』で

は，互いに「男子が憎い」「女子がうっとうしい」という認識でいた生徒が，≪近すぎて見

えてないんじゃないか。考えてくれ，お互い，向き合って。絶対いいところが見つかるは

ずだ！≫（第 2 話）と，既存の認識枠組みを疑う姿勢をもつ原先生の働きかけによって変

わっていく。そして，≪別に男子がいてもいなくてもどっちでもいいなって結論に達しま

した。もう慣れちゃったんで，共学でも別に平気です≫（第 3 話）という女子生徒の言葉

にあるような変化を遂げた。最後には校長やシスターでさえも，「別学こそ重要」という固

定的に捉えていた「伝統」を相対化するのである。以下に挙げるのは，「男女共学クラス」

が 1週間ほど解消されてしまった後の，共学の意義を評価するやり取りである。 

 

シスター：≪合併！合併…します。（略）でもなんかこの 1週間，本当に張り合いがなか

ったっていうか，ねぇ≫ 

校長：  ≪ええ，活気がないというか花がないというか，逆に，男だけでよくここま

でがんばってきたなって思うくらい，女子がいないと≫ 

シスター：≪うん，男子がいないと。もう伝統とか，名前とか，いらないです≫ 

 

 上記に表れているのは，男らしさ／女らしさというジェンダーを緩やかに組み直してい

くプロセスであり，それをだれよりも志向できる存在としての教師像である。同様に『鈴

木先生』における鈴木先生も，既存の価値の絶対性を疑う。それは，彼女選びの基準とし

て処女性を重視する山際に対して，理解を示しつつ述べたつぎの発言にみられている。 

 

≪内面や外見，あるいは経済力や学歴，処女性，どんな価値観でパートナーを選ぼうと

も，そこには必ず何らかのエゴが隠されているものだ。（略）しかし世の中には，自分の

価値観を絶対的なものだと信じ，そこに含まれたエゴの存在を自覚しない者があまりに

も多いんだ。一つの価値観が，何者かによって有無を言わせぬ方法でつぶされること。

また，一つの価値観が世の中のすべてを支配すること。俺はこれらを何よりも恐れてい

るんだ≫（第 7話） 



8 

 

「鈴木裁判」では，「（教師の）できちゃった結婚」の是非をめぐり様々な価値の表明が

なされたが，結果的には多様な価値や境遇の存在を互いに理解し合う契機となった。こう

した既存の価値を疑う姿勢こそが，価値が多様化する現代社会における，諸問題への教師

の重要な構えとして示されていると思われる。概して児童生徒のほうが適応的であり，教

師にも同様の柔軟な思考を求めるものになっているといえよう。 

 

（4）教師がおかれている厳しい状況・環境 

第四に，厳しい状況・環境におかれている教師が描かれている。まず，親によって多く

の無理難題が突きつけられたり，教育役割が親（家庭）から教師（学校）へと「移譲」さ

れたりしている様が，示される。『ゆとりですがなにか』では，発表する劇の配役や台詞に

対し親の過度な要求がつきつけられ，山路先生と佐倉先生が身動きを取れなくなっている

場面があった(7)。『鈴木先生』では，避妊をせずに性交渉に及んだ生徒の母親が鈴木先生に，

≪どうやって指導したらいいやら，見当もつきませんで。お願いします，助けてください！

≫と泣きつく場面がみられた。これに鈴木先生は，≪わかりました≫（第 6 話）と応じる

しかない。親との関係のなかで教師の職務が増している様子が描出されている。 

つぎに，こうした職務の増大も関連しつつ，教師は相当に抑圧された環境におかれてい

ることが表現されている。『鈴木先生』においては，「教師の性欲」という生々しい現実へ

の肉薄がみられる。山崎先生の，≪しかし教師の性欲対策ってのは何とかすべきだと思い

ますよー。我々が風俗行くと問題になるじゃないですか。おかしいっすよねぇ。我々はこ

んなに抑圧された環境にいるんすよ≫という吐露に対し，鈴木先生も≪そうかもしれませ

んね≫（第 1 話）と同意している。抑圧された環境下で山崎先生は，自身の教育力を鈴木

先生と比較して敗北感を抱き，ストレスを溜め，風俗店で制服を着せた「プレイ」を行う

ことで生徒を掌握する欲を満たしていた。また，同様に足子先生も鈴木先生が慕われてい

る様子を好かず，鈴木先生を貶める欲を募らせていく。この 2 人の先生はともに精神を病

んで学校を去るのだが，力量がないから一線を踏み越えてしまうのではなく，むしろ教育

に熱量を注いでいるからこそ
．．．．．．．．．．．．

，少しの条件次第で簡単に病んでしまうのだということを，

本作は訴求しているのではないかと思われる。 

 

（5）悩み，迷いつつも，なんとかやっている教師 

 山崎先生の一件をうけて鈴木先生が，≪きっと紙一重だ。俺も山崎先生も。（略）だが俺

は向こう側にはいかない。絶対に。何があっても≫（第 3 話）と改めて決意しているよう

に，精神を病むところまで至っていない教師も，「ギリギリのところでなんとかやっている」

――3作品が描く教師はみなこの側面をもっている。全能感にあふれる存在ではなく，悩み，

迷いつつ，踏みとどまっている教師像である。 

『鈴木先生』では，≪どうやって解決させるつもりなんだよ，俺は！≫（第 1 話）など

と，鈴木先生も実は悩み・迷いつつ問題と向き合っている様が描かれている(8)。「鈴木裁判」

へも，鈴木先生は自信をもって臨んでいるわけではない。≪麻美さん（鈴木先生の婚約者）

には見抜かれてるだろうけど，自信なんてないんだ。ほんとうは，こわくてこわくて仕方
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がないよ！≫（第 9 話）と弱さを露呈している。華麗にみえる教育手腕も，実はギリギリ

のところで成立しえているのだとわかる。また，『ごめんね青春』では原先生や蜂矢先生が

「仏様」や「神様」の前で悩みを表明し，『ゆとりですがなにか』では山路先生が「レンタ

ルおじさん」に泣きつくなど，各々が悩みを吐露する様子が描かれる。明るくふるまい，

無難に問題に対処しているようにみえても，人知れず苦しんでいることが伝わってくる。 

山路先生は，≪（大変なので）無理だなって思っちゃいました≫と，実習後に教師を目

指さない宣言をする佐倉先生に対して，自分も「なんとかやっている」のだと叫んでいる。 

 

≪俺だってわくわくなんかしませんよ。（略）もう無理って毎日思うし，好きな生徒苦手

な生徒，いるし，全然，同僚も，嫌いな奴いる，親も，名前言ってもいいけど，顔見た

くないやつもいるよ。それでもやってますよ教師，こんな俺でも。割り算のひっ算に 4

時間ですよ。大吾君，LD の子。あーってなりますよ。泣けてきちゃいますよ。こんなの

一生なんか無理ですよ。せいぜい一日ですよ。でもやってますよ≫（第 5 話） 

 

これは，聖職者であれと要求する社会的圧力に対し，教師もひとりの人間である，完璧な

教師でなくていい，というメッセージを伝えようとしているのではないだろうか。すなわ

ち，『鈴木先生』で鈴木先生が≪今日も精いっぱい教師をやろう≫（第 6話）と自分言い聞

かせるように，「教師をやっている――演じている――」のである。 

そして他方で，生徒は生徒らしさを演じている側面も描かれている。例えば『ごめんね

青春！』では，悩みを聞いてほしい中井が，なかなかそれに気づかない原先生をみかねて，

悩みを聞いてほしい素振りをわざと
．．．

みせる。ここには，未熟な教師と成熟した児童生徒で

構成される学校という空間は，互いに役割――教師らしさ／生徒らしさ――を演じる側面

が色濃くなっていることが表現されているのかもしれない。それは，『鈴木先生』において

教師から一目置かれている小川の，≪いつまでも私たちから見てあこがれられる先生でい

てください。私もやるから。大人から見ていいなって思える中学生をやるから。ずっとや

るから≫（第 5 話）という発言に象徴されている。とすると，≪今の学校教育は（略）手

のかからない生徒の心の摩耗のうえに支えられている≫（第 7 話）という鈴木先生の発言

にあるように，大人のために演じることで児童生徒の心が摩耗していないか，注視するこ

とが教師の重要な役割として示されているのだろうと思われる。 

 

4．おわりに 

 前節で詳述した事柄をまとめると，3 作品で描かれていた「今日求められる教師像」は，

未熟さを表明して児童生徒の目線まで降りていき，対等な存在として主体性を認めていき

ながら問題解決することで，児童生徒とともに学びつづけていく教師像である。また，学

校は多様性・マイノリティへの対応という今日的課題を抱えているが，それにも柔軟に適

応する児童生徒から学びつつ，既存の制度や価値を疑っていく姿勢をリードする存在とな

ることが期待されている。ただ，教師がおかれている状況・環境は厳しく，抑圧的なもの

で，多くの教師が「なんとかやっている」。完璧な教師ではなくていい，未熟な人間でも教
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師を演じることでなんとか続けていくことが重要だ――こうしたメッセージを含みつつも，

環境がさらに厳しさを増すと，皆が簡単に疲弊しつくしてしまうという，環境改善に向け

た国・自治体・管理職宛てのメッセージも込められていると思われる。 

なお，中央教育審議会の答申（2015）を確認すると，「これから
．．．．

の時代の教員に求められ

る資質能力」（pp.9-10）は，繰り返し提言されてきた「使命感や責任感，教育的愛情，教

科や教職に関する専門的知識，実践的指導力，総合的人間力，コミュニケーション能力等」

に加え，「自律的に学ぶ姿勢」「新たな課題への対応力」「組織的・協働的に取り組む力」が

重要とされている。これらが妥当なものかどうかは，社会が思い描く今日の
．．．

教師の理想と

現実との兼ね合いからも検証されるべきだろう。本稿にその紙幅は残されてはいないが，

そのための材料を提示できた点に意義があると考える。 

 

［注記］ 
(1) 施策や答申，行政文書等では「教員」のほうが多用されるが，本稿では「教師」で統一す

る。 
(2) 資料の引用については，ドラマでの台詞を一字一句再現しているものは≪ ≫で示し，登

場回（第○話）を付している。（ ）は引用者による補足である。 
(3) 他方で，親も児童生徒を子ども扱いしがちで，それが問題解決の足かせとなる恐れがある。

『鈴木先生』では，岬が生徒の妹を無理やりレイプしたと激昂する「被害者」の母親に対
し鈴木先生は，「教育者として恥ずかしくない接し方を」と諭す。児童生徒が決して未熟で
はないことにまずもって気づくべき存在として，教師が定位されているといえよう。 

(4) 3 作品のなかでは，教師の意見は絶対視されず，一意見の提示に留められている側面が強い。
例えば『鈴木先生』で鈴木先生が，≪僕個人，あくまで僕個人の考えですが≫（第 1 話）
と留保する場面がある。『ごめんね青春！』では，男女共学クラスにおける恋愛について生
徒に説く原先生と蜂矢先生が，真逆の内容を伝える場面がある。「社会が大きな男女共学ク
ラスなのだから，焦らずにゆっくりと特別な相手を見つけよう」という原先生と，「人生は
一度きりだから迷っている暇はない」という蜂矢先生の対比のなかで，教師が唯一の正解
を提示する存在ではないことを示していると思われる。 

(5) 『金八先生第 6 シリーズ』では性同一性障害の生徒が，シリーズを通してクラスの大問題
として描かれた。同ドラマが性的マイノリティを社会的に認知される契機となったことは，
よく知られている。 

(6) 性的マイノリティと学習障害，双方のケースで対比されるのが，理解できない存在として
の親である。村井の父親は 100 冊の本を読んでも理解できないし，学習障害の子と一緒に
学ぶことに対して≪なんでできない子に合わせなくちゃならないの？≫（第 6 話）と拒否
反応を示す。山路先生の同僚教師は，≪問題は親なんです。子どもたちはわりとすぐ適応
するんですが≫とこぼしている。 

(7) しかも親たちは，≪私たちモンスターペアレントみたい！≫≪モンペじゃない！モンペこ
んなもんじゃないから≫（第 4話）などと，無理難題を突きつけていると自覚していない。 

(8) ある生徒への対応の場面でも，校長先生から≪不登校や転校という問題にならずに済みま
すね？≫と問われた鈴木先生は≪はい≫と応じるが，その後，≪そんなこと，わかるはず
ないだろう≫（第 4話）という心の声が聞こえてくる。 
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