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Ⅰ　大阪の青少年の現状と「大阪メチャハピー祭」

1．大阪の青少年の現状

平成 10 年当時、大阪は青少年の補導が日本一であった。「子どもたちのエネルギー発散

の場として、大阪でも YOSAKOI ソーラン祭のような市民が自由に参加できる祭を興せ

ないだろうか」という多くの声を受け、「祭りのような場を共有しながら、大人と子ども

が互いに尊重しあい、励ましあい、学びあって成長していく。それが真の共育＝教育であ

る」と信じて立ち上げたのが、青少年健全育成を目的とした「大阪メチャハピー祭」であ

る。

たった一人の光る子どもの陰には、地域の大人たちの温かい輪が必要なのだ。大阪の各

地に、温かい心で結ばれた地域が一つでも多く生まれたら、きっと大阪は変わる、そして

日本を変えることができると確信のようなものが生まれたと同時に、大阪の青少年の健全

育成を目的とした『大阪メチャハピー祭』を立ち上げようと決意したのである。

図 1　刑法犯少年の推移
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     出所： 大阪府発行「大阪の青少年の現状」
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2．大阪メチャハピー祭の概要

平成 12 年 11 月 3 日文化の日に、大阪ビジネスパーク（OBP）・ツイン 21 ギャラリー

をメイン会場に、大阪府警から特別に使用許可を得ることができた一般道路 OBP パー

クアベニュー会場、商店街の協力による京橋会場等の合計 5 会場において、43 団体・約

1,600 名（うち 18 歳以下の青少年 600 名）の参加を得て初開催。平成 19 年 10 月 8 日体育

の日に開催した、第 8 回大阪メチャハピー祭には、94 団体・約 4,000 名（うち 18 歳以下

の青少年 3,000 名）が参加し、子どもの占める割合は、第 1 回の 38％から 75％に増加し

ている。また、連続出場している学校では、「踊り」を通して子ども達に集中力がつき、

学力が向上する実績も見られる。

このように子ども達の参加が増加している背景に、演舞指導の広がりが挙げられる。群

舞を通して、子どもたちが成就感、達成感、仲間の大切さを味わうことが健全育成に役

立っているとの評価を得て、平成 16 年の春からは、文部科学省・大阪府教育委員会と連

携して、大阪メチャハピー祭実行委員会の母体である NPO 法人 OHP（大阪を非行 No. 1

から笑顔 No. 1 にするプロジェクト）の事業の 1 つとして本格的に取り組んでいる。指導

は、NPO 法人 OHP の職員の他に、高校生から社会人までのボランティアスタッフの協

力を得て行っている。連携事業の目的と、主な演舞指導先は図 2、3 の通りである。

図 2　青少年健全育成事業の目的

「踊り」を通してエネルギー発散の場、チームワークを学べる集団・仲間作りを
し、いじめ等の問題を未然に防ぐ。

①  集団での取り組みにより、対人関係のスキル向上を図ることにより、不登校等
の問題を未然に防ぐ。

②  PTA・子ども会での取り組みや、学校外での発表等、地域と連携することで
子どもを守る環境をつくる。

 出所：筆者作成
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図 3　これまでの主な演舞指導先（抜粋）

〈学校園〉

【高校】（府立）茨田／春日丘／住之江／長尾／西浦、【中学校】（大阪市）春日出／
淀／昭和、（門真市）第二／第四、（堺市）さつき野、（枚方市）東香里／枚方、（柏
原市）堅下北、【小学校】（大阪市）川辺／鴫野／森之宮／茨田北／長池／長吉出
戸／東田辺／日本橋、（豊中市）桜井谷東／高川、（東大阪市）縄手東／高井田東、
（門真市）速見、（堺市）城山台／浜寺、（大東市）泉／四条／三箇、（枚方市）小倉
／開成／桜丘北／東香里／枚方／平野、（箕面市）豊川南、（高槻市）桃園、（奈良
県天理市）福住／丹波市、【幼稚園】（枚方市）香里／高陵／さだ西／殿山第二／枚
方／光の子保育園ほか

〈各種学校・団体等〉

浪速少年院／大阪府青少年サポートセンター／枚方市教育委員会指導者講習会／大
阪府立修徳学院／阪神家政高等専修学校／大阪市立豊崎東小学校生涯学習ルーム／
社会福祉法人青葉仁会（奈良県）／OSAKAラ・ピタ（羽曳野障がい者の会）／
榎本社会福祉協議会（大阪市鶴見区）／やまびこコンサート実行委員会（奈良県天
理市）／九条商店街（大阪市西区）／東大阪市御厨栄町自治会／シルバーアドバイ
ザー養成講座（堺市）／天分塾開花隊（大阪市中央区）／特別養護老人ホームゆう
ゆう（大阪市旭区）／桃山学院大学教育後援会／守口市保護司会／NPO法人コー
チズ（広島県）／キンダーフェスティバル（大阪市）ほか

 出所：筆者作成

Ⅱ　「踊り」による青少年健全育成の実践事例

1．大阪府立住之江高校の実践事例

平成 12 年、当時の黒川大阪府教育長から、「怪我するかも知れないが、ある府立高校の

生徒達に、「踊り」を教えてもらえないだろうか。入学時、二百数十名、卒業時、百数十

名と少々、荒れている。」との依頼を受けた。校舎への落書き、トイレに隠れての喫煙、

授業中の麻雀など、学校崩壊・授業崩壊の状態にあるという。また、貧困のため制服を買

うことができず、私服や他校の制服で登校するような家庭環境の生徒も少なくないそうで

ある。まさに、稚内南中学校のような出来事が大阪でも起こっているのだ。私は「是非、

行かせてください」と即座に返答した。

高校生を教えるのには年齢の近い大学生がいいだろうと考え、大学生のボランティアス

タッフに相談したところ、指導を快諾してくれた。初回の練習では、携帯電話を持って体
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育館の壁際に座ったり寝転んだりして“見学”していたり、追いかけっこを始める生徒ま

でおり、「8 割の生徒は『踊り』に参加してくれなかった」と大学生たちは面食らって帰っ

てきた。しかし、大学生たちは諦めることなく指導に通った。「踊り」を通して、学生ス

タッフと高校生の間に、また教師と生徒の間に「学びあう感動」が生まれた様子は、各々

の感想に見ることが出来る。

図 4　大学生スタッフの報告

◆平成 12 年 9 月 7 日（練習 2 回目）

　・ 生徒から「後ろからやと見えにくいから、舞台に上がってもらったほうがいい
と思う！」「（授業終了後）続きを教えてください」と前向きな意見が出る。

　・ 「お疲れ様でした！」と生徒たちからあいさつがあった。

◆平成 12 年 9 月 14 日

　・ 先週は女子の見学者 3分の 1ほどいたが、ゼロになった。
　・ 制服のままでも、授業に参加しようとする姿勢が見られた。
　・ 先週は制服で追いかけっこをしていた男子生徒が、体操服に着替えて、授業の
始めから参加していた。

　・ 「これ、楽しいわぁ」という言葉が聞かれる。

◆平成 12 年 9 月 16 日

　・クラス全体が音楽に集中する一瞬があり、連帯感も見られるようになった。
　・参加者の少ないクラスで、前回の 1.5 倍くらいに人数が増えていた。見学者
は、一人だけだった。

◆平成 12 年 9 月 25 日

　・グループ練習を取り入れたことで、生徒との距離が縮まり、仲間意識が生まれ
る。

　・「踊り」の最中でも生徒から笑顔が出るようになり、自発的な掛け声も出てきた。

◆平成 12 年 10 月 6 日（最終練習日）

（感想）
　・ やんちゃな生徒たちもいるが、個性豊かで、しっかりと「自分」というものを
持っていると感じた。

　・ つっぱっている生徒も、本当は純心なのだと気付いた。
　・ 先生と生徒さんとの関係がとてもいい。先生は、やんちゃな生徒を「問題児」
としてひとくくりにすることなく、一人一人の個性を大切にして温かく接して
いる。

 出所：筆者作成
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図 5　高校生の感想文

　メチャハピー祭までの 1ヶ月間、体育の時間や放課後に練習した。個人練習も
あった。全体練習をしているうちに上手くなってきて、その時私は、みんなが協力
し合うのは、本当に良いコトだと思った。
　本番当日の朝、リハーサルした時、みんな声が出てて、必死な姿は良かった。思
わず鳥肌が立ち、涙が出そうになった。先生も、怒鳴ったり、笑ったりしていた。
それは先生も、生徒と同じ気持ちで、『成功させたい』とか『この高校を印象良く
したい』と真剣に思っているからだと感じた。
　舞台の本番は緊張が高まり「上手くできるカナ？」とか「真剣にみんな見てくれ
るカナ？」とか、頭の中が混乱していた。曲が鳴り始めた途端、みんなの表情が真
面目になり、いつものみんなじゃなくなった。そして、最後のポーズをとった時、
拍手と同時に、目にジュワ〜っと涙が…。
　外で踊る時なんて、お客さんに“頑張りや”と声をかけられて、とてもうれし
かった。私は祭りに出てよかったと思った。
　練習では、動きが難しくて泣いたりもしたけれど、友達が側に居てくれ、先生に
も励まされて、勇気を持てた。精一杯頑張ったと思う。悔しい時もあったケド、出
た理由は、3年の思い出を作りたかったから。最高の思い出になりました。
今、先生やハピー祭の先生や、色々な人に感謝の気持ちでいっぱいです。本当に楽
しかった。ありがとうございました。
P. S.　S 高校は最高です。

 出所：筆者作成

図 6　当時の校長との談話より

　私自身、メチャハピー祭を通して、「子どもの教育というのは学校の先生だけ
が出来るものではなく、社会の人たちのお力を借りることも必要なんだ。実行委
員会にも何度か出席させていただき、実行委員会の方々が真剣に子ども達のこと
を考え、その健全育成に情熱を傾けておられるのを見て、教育というのは勉強を
教えることだけではない。」ということを改めて痛感しました。私にとっても、メ
チャハピー祭への参加はとてもよい体験になりました。

 出所：筆者作成

2．浪速少年院における実践事例

大阪の府立高校や、広島県での「踊り」を通した健全育成の成果が注目され、浪速少年

院でも全院生を対象とした更生プログラムとして、大阪メチャハピー祭での「踊り」が
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取り入れられている。平成 16 年、平成 17 年と NPO 法人 OHP のスタッフによる指導を

実施した結果、現在では教官が院生に「踊り」を教える形となって取り組みが定着してい

る。ここでの成果としては、院生から寄せられた感想文を紹介する。

図 7　浪速少年院の入院生による作文

院生O. M
　僕らと同じ年代の人が教えに来てくれ、その方達の熱意ある指導と歳が近い事も
あり、一心に汗を流す姿に感動し、僕自身の「踊り」への想いも、徐々に変化して
いきました。「周りに負けたくない」という想いと共に、踊っていると自然と真っ
当な自分、つまり己の良心と向き合うことができ、いつ何時でも張り続けてきた
「片意地」や「プライド」を捨て、無邪気にありのままの姿、想いで踊ることが出
来、本番だけでなく、日々の練習の中でも、今までになかった良い汗を流すことが
出来ました。
　何処かで、今まで犯罪や反社会集団（暴走族など）の中で味わってきたものと、
同じものを「踊り」で味わうことが出来、それは悪い意味でも変な意味でもなく、
とても良い面で自分の輝く居場所を探す手掛かりとなりました。踊っている時、懸
命に声を上げ、大きく上下、左右と身体を振り、とてもしんどいんだけど、その最
中に自分の求めていたものを味わうことが出来、気付いたのです。
　真夜中に走り回って、集団で騒ぎ、暴れ人を威圧したり、人に迷惑を掛け、段々
と社会に反して、浮いて、ハグレ者になってきましたけど、そこでの本当の目的は
違ったんです。ただ、皆で一つになって身体を動かし、楽しむ事を快感としていた
ので、別に犯罪や反社会集団でなくても良かったんです。こうして「踊り」を踊っ
て、声を出し、皆で一つになって楽しめるなら、そしてその上に社会からも認めら
れ、こうして塀の中に入るような代償もないのなら、僕は一生懸命踊り、又、祭
りやイベントを大切にしていきたいと思います。どうせ同じものを求め、味わうな
ら、人を傷つけず、人から認められるものが良いです。

 出所：筆者作成

3．寝屋川市立梅が丘小学校における実践事例

「踊り」への取り組み、大阪メチャハピー祭への参加を通して、子ども達が心を育み、

保護者や地域との信頼関係が構築された結果、学業成績も向上した学校の事例がある。学

校改革を実践した百崎正俊先生が、平成 18 年に発表したレポート（外務大臣賞受賞）に

基づき、大阪メチャハピー祭と南中ソーランの魅力について述べる。学校づくりの実践に

ついては、後述することとする。

大阪メチャハピー祭は、「青少年健全育成」と「大阪文化の再生」「経済の活性化」を目
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的とした祭りである。

若い学生から年輩者まで大勢がボランティアとして大阪メチャハピー祭に関わってい

る。この祭りには、他の祭りにはない《人と人との心の結びつき》が醸し出されているよ

うに思う。教師として子ども達を大阪メチャハピー祭に参加させたいと思うのは、人間関

係が希薄になっている最近の世の中で、〈踊り手〉として祭りに参加する子ども達にも、

〈観客〉として見る保護者の方にも、その《心の結びつき》を感じてほしいからである。

そこには、大きな教育的な“意味”や“価値”があると思う。

「南中ソーラン」は、日本一荒れていた稚内南中学校で、学校再生運動の中から生まれ

てきた「踊り」である。日本民謡民舞大会で総理大臣賞を受賞したあの南中ソーランが

すごいのは、ただ、音楽のリズムとテンポがいい、「踊り」の振りがカッコいいのではな

く、あの「踊り」の中に、人間の強さ、自信、誇りといったものがあり、南中ソーラン

が、自分の生き方を変革する「踊り」だったからではないかと思う。そのことがカッコい

いのであり、大阪で多くの学校、大勢の人々に愛されているのではないかと思う。

ここに、6 年生の感想文を記す。

図 8　「非行 NO. 1 から笑顔 NO. 1 に」

　大阪メチャハピー祭。これは非行NO. 1 から笑顔NO. 1 にする行事。今、日本
は平和な国だけど、平和な国には、人を想う気持ちが少ないと思う。貧困な国では
周りの人々に助けてもらいながら生きているから、友達等の大切さがわかるから。
人間は、悲しみしか作れないわけじゃないし、悲しみを作って喜ぶ人はいない。だ
から今、人間は人殺し、盗難など非行をなくし人々の笑顔を増やしていけば良いと
思いました。
　メチャハピー祭でおどる SOHRANは、昨年OHP賞を取ったおどりだから今年
も自信を持って祭りに向かいました。僕は Bグループの前の中心でおどるのに、
場所を初めっからまちがえてしまいました。けど、おどり自体は、今までで一番良
かったです。絶対に 100％近くの実力を出せたと思います。あと拍手がなりやみか
けたけどまた大きくなってきたのがメチャうれしかったです。あのきんちょう感
は口では言えないけど、メチャ気持ちがいいというか変な感じです。練習中、5・6
年生がおどってるのを見て、なぜかわからないけどすごくうれしかったです。これ
は「友絆」に少し関係しているような気がします。
　SOHRAN をして、大阪メチャハピー祭に出て、何か大事なものを GET した
ようなきがします。大阪メチャハピー祭は、最高の思い出の一つになりました。
SOHRANをおどって、大阪メチャハピー祭に出て、本当に良かったです。この喜
びをまたどこかで広げていけたらいいなと思いました。

 出所：筆者作成
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4．広島の暴走族に関する実践事例

（1）実践の背景

広島では、平成 11 年 11 月の胡子大祭で暴走族と警官隊が衝突し、45 名が現行犯逮捕

される事件が発生。平成 13 年上半期には暴走族の逮捕数が全国最多を記録した。広島

市、広島県警、市民が一体となって対策にあたり、平成 13 年 4 月には県警内に全国初の

暴走族対策課が、10 月には暴走族離脱サポートセンターが設置された。

平成 14 年 2 月、暴走族対策に取り組む市役所や県警の関係者、暴走族少年を誘ってト

イレ掃除に取り組む「広島掃除に学ぶ会」のメンバーを対象とした講演の依頼を受けた。

そこで「未来を担う子ども達に感動の場をつくるのは大人の役割」「若者がエネルギーを

発散できる『踊り』の舞台を！」と提案したのをきっかけに、「踊り」を通した暴走族対

策への取り組みが始まったのである。

（2）実践の経緯

講演から 1 ヵ月半が経った 4 月 11 日、元暴走族リーダーの 3 人が、広島県警の警部と

「広島掃除に学ぶ会」のスタッフに伴われて大阪にやってきた。20 歳代前半の 3 人は、暴

走族をやめた後も現役への影響力を持っていたが、更生を決意。「広島掃除に学ぶ会」の

トイレ掃除に加わって奉仕活動を行うなど、現役に脱退を促す活動をしている。その彼ら

に「踊り」を覚えてもらい、指導者になってもらうことが来阪の目的であった。

「何で俺らが踊らんといけんの？」という声で始まった練習だったが、練習が進むにつ

れ、時には「できんのがくやしいわ！」と真剣に取り組むまでになったのである。特訓は

厳しいものであったが、3 人は「まず自分たちが『踊り』の習得をやり遂げることが最大

の目標です」という言葉を残して帰った。

平成 15 年 1 月、元暴走族の少年を受け入れている NPO 法人コーチズが中心となって

練習会が企画され、大阪メチャハピー祭のスタッフが広島へ指導に出向いた。現役暴走族

2 名も参加し、県警本部暴走族少年対策課、広島東警察署少年課、広島市暴走族少年対策

室、広島県青少年健全育成室、広島東区役所の各機関からも担当者が見学に訪れた。

この練習が終わってすぐ、「もう一度指導をお願いしたい」という依頼があり、再び広

島を訪れた。“レディース”と呼ばれる少女だけで構成する暴走族の中核メンバー 4 人に

「踊り」を指導するためであった。練習会には、東署員 4 人も加わり共に汗を流した。

「恥ずかしいとか言いよっても始まらんけぇ」開始早々、仲間からげきが飛んだ。共に

汗を流すうちに雰囲気が打ち解け、「踊り」も次第にのびのびと大きくなってきたのであ

る。東署員の 1 人は「踊り始めたら、立場の違いはなくなった。大人が一緒に汗を流し

て、一緒に感動できそうだ」と語った。

その後、「踊り」に取り組む少女は 9 人に増え、フラワーフェスティバルへの出場を目
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標に、練習も定期的に行われるようになった。少女たちは当初、「恥ずかしい」「面倒だ」

と言って練習に参加しなかったが、「暴走以外に夢中になれるものを見つけてほしい」と

いう思いで少年育成官が根気強く説得した結果、ステージでの隊列や衣装についてアイデ

アを出すまでになったのである。

そして、いよいよ平成 15 年 5 月 5 日。平和記念公園に設けられた大きなステージで、

暴走族の少女 9 人と警察官やボランティア 20 人、そして大阪メチャハピー祭のスタッフ

が「踊り」を披露した。少女たちは、特攻服ではなくハッピで舞台に登場。少し恥ずか

しそうな表情だったが、音楽が始まると笑顔で掛け声を掛けながら、練習の成果を存分に

発揮した。演技が終わると、観客席からは拍手と歓声が沸き起こったのである。私も隣の

紳士と共に拍手を送り、涙ながらに「ブラボー！」「アンコール！」と叫んでいた。そし

て、踊り終えた少女たちのところへ駆け寄って行ったとき、隣に座っていた紳士が当時

の広島県警本部長・竹花豊氏であることを知ったのである。竹花氏は、広島での暴走族対

策・青少年問題への取り組みを評価され、後に東京都の治安を守る副知事に就任した。

少女と警官たちが「おつかれー！」と成功の喜びを分かち合う姿に、再び涙があふれ

た。一昨年は特攻服でこの祭りに来たという 17 歳の少女は、「大勢の前での『踊り』はす

ごく気持ちよかったです。楽しかったです。」と笑顔を見せた。観客席で「踊り」を見て

いた、現役暴走族の少年たちも集まってきて「オレならもっとビシッとやってやる」「教

えて欲しい」と口々に「踊り」への参加を表明したのである。県警少年サポートセンター

の所長は「少女たちが喜んでいるのを見て感激した。この活動をさらに広げたい」と今

回の取り組みに手ごたえを感じていた。少女たちが心を開く、県警本部少年サポートセン

ターの森野國子さんはこのような手記を残している。

図 9　警察官の手記

　レディースと呼ばれる女子暴走族のなかで、一番の勢力を誇っていたグループ
が、ある時期を境に特攻服を脱いで本通りやアリスガーデンから姿を消しつつあり
ます。このグループは過去、傷害や恐喝を繰り返し仲間の女子暴走族のなかでも恐
れられている存在でした。
　総長や構成員との話の中で、家庭環境などに大きな問題を抱えていることが分
かり、何時かこの少女たちに立ち直ってほしいとの思いが募ってきました。そんな
時、少年サポートセンターで、暴走族をフラワーフェスティバルに参加させ、立ち
直り支援をしようという話が持ち上がり、このグループの参加を提案しました。
広島市教育委員会は練習場所の確保を、NPO法人コーチズは「踊り」の指導を、
ママさんバレーの方々は少女たちの叱咤激励役を、少年育成官は手作りのむすびの
提供をと、様々な形で応援してくださいました。
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　フラワーフェスティバルで少女たちは立派に踊ってくれました。舞台を降りた、
どの少女の顔も汗びっしょり。そこには輝いているたくさんの瞳がありました。
　警察を敵視していた少女たちが、視察中の警察本部長に「頑張ったよー」と叫
び、大きく手を振ったのです。大人の思いは、少女たちに伝わったのです。大人と
の関わりのなかで、この子たちは必ず立ち直ってくれると信じています。今後も、
少年たちの可能性を信じて活動をしていきたいと思います。

 出所：広島市教育委員会『居場所づくりアクションハンドブック』

このように行政と市民が一体となって取り組んだ結果、暴走族の少年少女たちは次々と

特攻服を脱ぎはじめたのである。平成 16 年末の段階では、ピークとなった平成 11 年の約

30％にあたる 120 人程度まで暴走族メンバーの数が減り、問題行動も激減。そして、全国

で初めて設置された「暴走族対策課」は、平成 17 年 3 月に廃止され、新たに「少年対策

課」としてスタートするに至ったのである。

Ⅲ　「踊り」を核とした青少年健全育成・地域再生の実践事例

1．大阪メチャハピー祭 in ラブリータウン古川橋

大阪メチャハピー祭のメイン会場がある京橋地区からの沿線にあたる、門真市の古川橋

駅周辺地域でも、平成 15 年に大阪メチャハピー祭 in ラブリータウン古川橋が立ち上がっ

た。沿線地域という利点を活かし大阪メチャハピー祭「本祭」と同日開催している。

2．大阪メチャハピー祭 in 枚方

第 1 回大阪メチャハピー祭を見た、当時の枚方市教育長が大変感動したことをきっかけ

に、枚方市では翌 2001 年から「指導者講習会」を開き、教育委員会をあげて「踊り」に

取り組んでいる。学校園での取り組みがさかんになるにつれ、地元住民から枚方会場立ち

上げの声があがり、枚方市、枚方市教育委員会が市民活動をバックアップする形で、平成

19 年に枚方会場が誕生した。

3．大阪メチャハピー祭 in 関空

関西国際空港では、子どもたちの感動の場づくりと空港の活性化、周辺地域住民との繋

がりづくりを目的に、平成 15 年に大阪メチャハピー祭 in 関空が立ち上がった。初年度は

開港記念日の関連イベントとして 9 月に開催されたが、翌年からは子どもたちが夏休みで
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参加しやすい 8 月に開催しており、現在では夏の恒例イベントとなっている。

4．大阪メチャハピー祭 in 大阪城

平成 17 年に開かれた愛知万博における「大阪の日（大阪府・大阪市主催）」のオープニ

ングとして、大阪メチャハピー祭のオフィシャルチームが抜擢され、小学生から 20 歳代

までの 50 名が大阪の元気を発信する「踊り」を披露した。このことが縁となり、財団法

人大阪観光コンベンション協会からの依頼を受け、平成 18 年に開催された「全国都市緑

化おおさかフェア」のゴールデンウィークのイベントとして、大阪メチャハピー祭 in 大

阪城が初開催された。

Ⅳ　「踊り」を通して落ち着いた学校を作り出すための考察

1．梅小 SOHRAN と学校づくり

梅が丘小学校が「梅小 SOHRAN」に取り組んで 6 年になる。最初は、運動会の一団体

演技としての「踊り」であったが、「大阪メチャハピー祭」や「トイレ清掃」の取り組み

を通して、学校づくりにおいても、子どもの育ちにおいても、保護者や地域の方からの信

頼構築という意味においても、この「踊り」が大きな意味を持つようになってきた。

「学校づくりをどう進めていくのか」「よりよい学校運営とは」「保護者・地域との結び

つきを深めるのはどうすればいいのか」等様々なことを考えながら仕事をしていくこと

が、教師に求められている。再び、百﨑正俊先生のレポートに基づき、考察を進めてい

く。

（1）落ち着いた学校を作り出すために

現在、梅が丘小学校は学級崩壊や授業不成立、不登校もなく落ち着いている。学力到達

度調査でもよい結果が出ている。しかし、一見落ち着いているようでも、いつ子ども達の

心が荒んでいくか、それはわからない。学校を創り上げ、教育を成立させるには、たくさ

んの時間とエネルギーが必要だが、それを潰すには 3 日もかからない。

現在落ち着いている要素は色々ある。短絡的に、南中ソーランに取り組んでいるから学

校が落ち着いているなどとは思っていないが、ここでは、敢えて梅小 SOHRAN の取り組

みに絞り、考察したい。

（2）高学年としての自覚・誇り（自尊感情）と価値観

学校づくりにおいては、高学年の責任は大きい。高学年を担任したときに必ず言うの
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は、人数では、6 年生は学校全体の 6 分の 1 だが、学校全体への影響度は 2 分の 1、5 年

生なら 4 分の 1、つまり、高学年だけで 75％の影響力があるということである。高学年次

第で学校はよくもなるし、悪くもなるということで、それだけ責任があると言うことであ

る。梅小 SOHRAN では、大阪メチャハピー祭に梅が丘小学校の代表として出場するとい

う自覚、連続受賞チームとしての誇り、また、先輩達のように頑張ろうと意識、自尊感情

を認識するよい機会となっている。

また、学校づくりをしていく上で、子ども達にどのような価値観を育てていくのか、そ

の点が重要である。子どもにとって“当たり前”の状態をどこにおくのか、どんな考え方

をすることが自分や周りの成長につながってくるのか価値観を共有化することが大切とな

る。その意味で、SOHRAN という「踊り」を通して高校生が教えてくれた「友との絆を

深める」「何かに一生懸命打ち込むことってダサい事じゃなくて、カッコいい事なんだ」

「何かをやり遂げたら達成感を感じることができるんだ」といったことは、確実に子ども

達の物事に取り組む姿勢を前向きなものにしてくれた。

（3）子どものエネルギーと表現活動の重要性

子どもは皆本来「よくなりたい」「勉強ができたい」「人から認められたい、ほめられた

い」という願い、エネルギーを持っている。いじめや不登校とは、そのエネルギーを、友

達の人格を否定する方向に使う事や、また、そのエネルギーの出し方を自分で見出せない

事から生まれてくることが多い。そのような雰囲気が学校やクラス全体の中に蔓延し、大

きな流れとなった時に、いじめや不登校、学級崩壊等の問題が起こってくる。先ほどの価

値観とも大きく関わってくるが、子どもは梅小 SOHRAN を通して自分のエネルギーを前

向きな部分に出すことの大切さや快感を“理屈”ではなく、“感覚”として体得していく

ことができた。

表現活動は、自分が“受け身”であっては、いつまでもできない。自分の殻を脱ぎ捨

て、恥ずかしがらずに、主体的に取り組むことによってはじめて表現となりうるものであ

る。

子どもにとって、自分自身の殻を破り、一皮むけ、一回り大きくなることは、“喜び”

であり、“自信（自尊感情）”ともなってくる。そのことを実感できると、もう一度その喜

びを味わってみたいと思うようになってくる。また、自分だけでなく、周りの友達が自

分の殻を破っていく姿をみて、「友達はがんばってるな」「友達ってすごいな」「よし、自

分もあんなふうにがんばってみたい（みよう）」というふうに、友達のよさを認める気持

ちや、友達の姿に触発され、友達からエネルギーをもらいながら、今の自分を変革させた

いという思いが子どもの中に育ってくる。そして、そんな人間関係がでてきた子ども達か

ら、本当の意味での『認め合い』『支え合い』『絆』が生まれてくる。
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（4）学校文化

校区の小中一貫教育の中でも「学校文化」をどう作っていくのか、共有化していくのか

ということが大きな課題となっている。

勿論「文化」なんて簡単にできるものではなく、長い時間をかけ、その地域にくらして

いる人々の中から生まれ出て、受け継がれていくものが「文化」である。梅小 SOHRAN

が「文化」の域に達しているとは思わないが、なりつつあるかもしれないと感じる点はあ

る。

SOHRAN に 6 年前から取り組み出して以来、運動会の練習の時には、必ず低学年の

子どもが休み時間にまねをして踊っている。小さい子が見ていてもカッコよく見えるら

しい。また、4 年生以下の子どもは、「自分たちも 5・6 年生になったら梅小 SOHRAN が

踊れる」「早く SOHRAN を踊りたい」と思っているそうだ。また、保護者も、毎年梅

小 SOHRAN を見るのを楽しみにしているそうだ。そのことを知っている子ども達は、

SOHRAN を踊れること、大阪メチャハピー祭に参加できることをとても楽しみにしてい

る。

（5）保護者・地域の信頼構築

公立学校において、いかに保護者・地域の信頼を獲得するのかということは大きな課題

となっている。信頼を得るには、学校生活の中で、具体的な子どもの“いい姿”を実際に

保護者の方に見てもらうことが一番の近道である。

大阪メチャハピー祭では、OBP や大阪城ホールという大舞台の中で、保護者の方は、

普段の家庭の中ではなかなか見ることのできない、我が子（周りの子も含めて）の真剣に

踊る姿にまぶしさや輝きを感じる。そして、その姿に感動を覚え、涙する。そのような機

会はなかなかあるものではない。連続受賞していることへのプレッシャーは、子どもも保

護者も教師も相当なものであるが、そのような場を設定し、はねのけていく学校・教師集

団の姿に保護者・地域の方々は信頼を寄せ、協力的である事につながっていると感じる。

Ⅴ　大阪府・大阪市財政難による「大阪メチャハピー祭」の動向

平成 19 年 11 月 29 日、産経新聞は次のように報じた。
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図 10　御堂筋パレード存亡の危機

「御堂筋パレード存亡の危機」─財政難で大阪府と市が補助金減額へ─

大阪府と大阪市が来年度から、大阪 21 世紀協会（大阪市中央区）への運営補助金
を計 4億 2000 万円から約 2億 1000 万円に減額することを同協会に提案しているこ
とが 28 日、分かった。大阪の秋の名物イベント「御堂筋パレード」は同協会が運
営するメーン事業で、府と市の補助金がなければ、「パレード存続が危うくなる」
（同協会）という。府は「規模縮小や賛助金を集めるなどの方法で存続できる」と
しているが、同協会は「行政はこれまで育ててきた名物イベントを見捨てるのか」
としている。
減額は、府と市の財政難に伴う外郭団体への税金投入の見直しに端を発しており、
御堂筋パレードについても「1日で 2億円以上を費やすイベントに税金投入するこ
とは考え直すべきだという意見もある」としている。
大阪 21 世紀協会は財団法人で、府と市、経済界の 3者が出資している。文化振興
などを通じて大阪のブランド化を進めることなどが目的だが、メーンイベントの御
堂筋パレードには今年度、約 2億 1000 万円の運営費用がかかったという。これは
同協会全体の事業費の約半分。同協会の事業費はこれまで府と市の補助金と経済界
からの拠出でまかなってきたが、事実上府と市の補助金が約 8割を占め、補助金が
半分になればパレード運営に回す予算は確保できないという。

 出所：平成 19 年 11 月 29 日『産経新聞』

行政が最適な判断を下して旗振り役を果たし市民がそれに賛同して行動を起こす、もし

くは市民による公共性の高い活動を行政が支えるという構図は、地方分権という問題を考

えるうえでも欠かせない視点である。学校や市町村、町内会など小さな単位のコミュニ

ティーが活性化することにより、地域で子どもを守り育てる「地域力」が増強される。そ

れはやがて、根を張った“国の底力”となるのである。一方、行政では本当に市民が必要

としている事柄に対して的確な公的資金の投入を行い、職員一人一人が「市民のより良い

生活のために」を常に考えて働くことが求められている。

Ⅵ　おわりに

子ども達が置かれた苦境を前にして、親、教師、行政等すべての「大人の責任」が今、

問われている。「大阪は青少年の補導が日本一」の事実を知った時から、子どもの問題に

寝食を忘れるほど無我夢中で取り組んできた。大阪メチャハピー祭の立ち上げから毎回手

伝ってくれた 300 名を超える大人達。一人一人は、恐らくそこ迄熱い人間であるとは思っ
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ていなかったであろう。しかし、大阪の青少年の補導の事実を知ったとき、「こんなこと

は許されない、何とかしなければ」と強烈な使命感に変わり、即行動に移したのである。

大阪経済不況の中、大事な仕事を抱えながら、かつ青少年の健全育成に取り組んでくれた

のである。

大阪メチャハピー祭に出場する年間のべ 8,000 名の子ども達の輝く笑顔。「踊り」を通

して、友達との絆を深め、達成感を味わい、感動のあふれる涙を拭いながら、大声で「あ

りがとうございます」の声をかけられた時、私たち大人の目にも涙がこみ上げてくる。

第 1 回の立ち上げに際し協賛の依頼に訪問した S 社で、大阪府の教育委員でもある当

時の副社長から「これは大阪で誰かがやらんとあかん祭りや。頑張ってください、応援す

るよ」と言われた。そして第 2 回の祭りを見に来た、財団法人 21 世紀協会のある職員が

「僕たちがやったらこの規模で 10 年かかる」とつぶやいた。準備期間が長ければ、当然の

如く出費が嵩み赤字となり、やがて資金が尽きると本来の目的を達成することなく頓挫せ

ざるを得ない。しかし、熱き思いを持った市民が集まれば、学校や地域を巻き込んだ社会

運動となり、時間と経費も生きてくる。そこに無駄遣いは 1 円たりともない。

子ども達を取り巻く環境等の問題はまだまだ沢山あり、私が今日迄やった事は、建物で

言えば土台を作ったに過ぎない。今後も継続してやり続けることが大切である。立ち上げ

て 8 年経過した今、大阪メチャハピー祭の後継者となる若い人達が、祭に参加する子ども

達の中からも多数育っている。若い彼らが使命感に燃える姿に、未来を担うたくましい精

神力を感じるのである。

各地域の PTA が立ち上がる事によって、学校や町会組織の壁が取り払われ、助け合い

等による力の結集ができるように感じる。そこに初めて、青少年健全育成を目的とした大

阪メチャハピー祭の波及効果が今以上に浸透し、他の府県への「踊り」による学校再生・

地域再生が伝播していくメッセージとなることを確信する。今後の活動については、いず

れ別に報告したい。

図 11　大阪メチャハピー祭で踊る子ども達
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