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The Theoretical Goal of Research in Life Needs Experience Learning
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Nagata Makoto

Omura Aya

本論の目的は、本学会ならびに学会員を中心として取り組まれてきた生活体験学習研究の理論的到達

点を探り、今後の研究課題を明確化するところにある。本論文では、学会成立前後から今日までの生活体験
学習をテーマとして掲げた研究をレビューし、その成果と課題を考察した。
本論では、社会的・政策的な動向を踏まえ、今後の生活体験学習研究の発展に向けた理論的到達点と課題
として、①生活体験学習の概念規定と、そのための学際的研究を創出するための理論的オーバービューの必
要性、②生活体験学習における実践と研究の協同・循環による実践的方向性に寄与できる研究の確立、③学
校教育ならびに家庭教育とのインターフェイスの確立の３点を提起した。

はじめに

を進めてきている段階に止まっており、原理論的な

本論の目的は、本学会ならびに学会員を中心とし

研究の深化が求められると考えられたからである。

て取り組まれてきた生活体験学習研究の理論的到達

二つには、上記の点とかかわることだが、本学会

点を探り、今後の研究課題を明確化するところにあ

は、学際的に組織されていることを標榜してきた。

る。

そのことは、既存の学会の中の研究分野の一つとし

本学会が設立されて10余年を経過し、多面的な研

てではなく、新しい学問分野を開拓することを目的

究の蓄積が進められてきた。いかなる学会でも、絶

としており、それと同時に新しい研究方法の開拓も

えず自学会の研究に対してレビューし、研究の発展

ともに深められていくことが期待されていた。しか

のためにその到達点と今後の課題を探ることは当然

し、学会に結集してきた研究者は、もともと既存の

のことである。しかし、本学会として今回の作業に

学問分野でのディシプリンを受けてきたものばかり

着手したのは、それだけではない。生活体験学習研

であり、生活体験学習を研究対象としながらも、そ

究の対象と方法に関わる次の二つの問題意識に基づ

れは教育学、心理学、社会学、医学、家政学、体育

いている。

学といった既存の研究の視角と方法論からなされて

一つは、研究対象についてである。生活体験学習

きた。学際的といっても、各研究分野の集合体とし

研究というからには、研究対象を明確にしなければ

ての生活体験学習研究であったといわざるをえない

ならない。当然、生活体験学習とは何か、という議

のである。生活体験学習という営みを研究対象とし

論から出発しなければならない。そこでは、誰が、

つつも、それぞれの研究分野からそれぞれの方法論

どのように、どういう場面で学習するのかという点

でアプローチし分析していたのである。

も含めて、教育・学習構造や学習内容、教育・学習

つまり、固有の研究対象に有効な研究方法の開発

条件の整備も含めて研究対象となる。しかし、本学

について学会として意識的に深められてきたとは言

会では、現段階においていまだ原理論的な研究の蓄

い難く、これからの課題として残されたままとなっ

積は浅く、それぞれの立場から「生活体験学習」を

てといたわけである。生活体験学習研究において、

対象として設定し、各自の研究アプローチから研究

学際を越えた研究方法の開発というもの自体が本当
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に可能なのかどうか。可能だとしたらどのようにし

デューイの「経験主義教育論」、さらには「労作教

て可能なのかと言う点も含めて、今後の研究の進展

育」、「労働と教育」といったテーマが内包されてい

に待たなければならない。その点を自覚しているの

るといえる。これらの基本的立場は、生活そのもの

かどうかという点は、学会のアイデンティティとし

が人間形成機能をもち、教育活動を通じた学習内容

て重要であろう。

と学習者の内面とを結合させていくことの重要性を

これらの研究活動が、10余年の間、錯綜しながら

提起するものである。また、既存の学校教育に対す

進められてきたのには理由がある。というのは、一

る批判としての「学校外教育」が1970年代中葉から

つには、本学会の研究活動が庄内町生活体験学校に

提唱されるが、この立場から生活体験学習の教育的

おける「通学合宿」の実践に導かれながら成立をし

価値を追求していくことも求められるであろう。

てきたという経緯があるからである。そのことは、

さらには日本のデューイ学派（市村尚久他『経験

研究の理論枠を設定し、そこから対象を分析すると

の意味世界をひらく ― 教育にとっての経験とは何

いう道筋をたどらず、
「通学合宿」という営みをどの

か ― 』東信堂2003）が指摘するように、「体験」と

ように理解し、その意味の探求を先行させてしまっ

「経験」の異同、そこから導き出される「体験学習」

た。したがって、本学会においては、実践と理論の

と「経験学習」との異同、「生活構造」と「生活体

往還が他の研究分野よりも強く求められるにもかか

験」の関連、といったテーマがあり、いずれも教育

わらず、実践をどう理解するのかという点に重点が

学にとどまらず、関連分野の研究成果に学びながら

おかれ、両者をつなぐ議論は不十分のまま残されて

研究を進めていくしかない。だからこそ、学際的な

いたと言わざるをえない。

研究が求められるわけでもある。このような理論的

二つには、そもそも生活体験学習というテーマ自

系譜や学問間の整合性をはかり、その上で生活体験

体がすでにいくつかの研究テーマを内包しているか

学習研究の独創性と固有性については、いずれかの

らである。生活体験学習を文節分解すれば、「生活」

機会に学会の総力をあげて検証する必要があろう。

とは、
「体験」とは、「学習」とは何か、というそれ

今回の本論文では、学会成立前後から、今日まで

ぞれの概念に対する根本的な問いかけが成り立つ。

の生活体験学習をテーマとして掲げた会員を中心と

したがって、時代や社会の変容にともなって、それ

する研究をレビューし、その成果と課題を確かめよ

ぞれの変容過程を明らかにし、まずは教育問題とし

うとするものである。最初に、永田誠会員より「生

て受け取っていくことが求められよう。だがそれだ

活体験学習研究の成立と展開」、次に大村綾会員よ

けでなく、それぞれの相互の関係、つまり「生活と

り「子育て支援および幼児教育・保育と生活体験」

体験」
、
「体験と学習」、「生活と学習」といったよう

によって検討を行い、三者の協議に基づき今後の研

に、相互の関連性の中で解明が求められる問いかけ

究課題を提示する。

も成り立つ。しかし、この問いは、これまで未着手

（上野

景三）

であった固有の研究対象というわけではない。従来
の既存の学問分野における研究成果との連続性、な

１．生活体験学習研究の成立と展開

らびに本学会としての新規性を丁寧に検証すること

本章においては、前章において述べた課題関心を

が、実は求められているのである。生活体験学習研

もとに、生活体験学習学における研究の変遷を追う

究が固有に成立しうるに至る理論的系譜の検証、及

ことで、生活体験学習研究の成立と展開について検

び既存の学問分野における研究成果との整合性が総

討する。特に、本稿おいては、1999年に設立した日

合的かつ横断的に求められるものである。

本生活体験学習学会の学会員によるものを中心に取

例えば、教育学の立場からだけみても、ルソーや

り上げ、日本において唯一の生活体験学習を主要研

ペスタロッチからクルプスカヤに至る「生活と教育

究課題とする学会としての意義について考察する。

の結合」の立場や、戦前日本において繰り広げられ

生活体験学習においては、学会設立から10年が経

た生活綴り方運動の理論的基礎であった「生活教育

過したものの、その研究はまだ道半ばであり、学会

論」の立場、またそれにかかわる「生活教育論争」、

及び学会員において理論的な共有化・精緻化が図ら
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れているわけではない。加えて、生活体験学習自体

きた。本稿においては、学会員の研究論文を中心に

が、政策的な意図を持って導入され、実践を中心に

取り扱うが、その数、内容とともに広範に渡ること

広がってきたことから、これらの実践の成果に学ぶ

から、生活体験学習研究に関する主要論考のみを取

中で、いかに理論的枠組みを確立するという研究の

り上げることとする。本章ならびに次章で取り扱う

道程であった。

研究成果について本研究グループにおいて整理した

したがって、本稿においても、これらの経緯を念

も の が、 図 表 １「 生 活 体 験 学 習 に お け る 研 究 レ

頭に以下の３点を前提として論を進めていきたい。

ビュー俯瞰図」である。俯瞰図においては、多数の

①

②

③

生活体験学習学としての確立には、施設・支

著作・研究論文を８つに分類するとともに、それを

援者だけでなく、プログラムやカリキュラム

発表年ごとに列記することで、これまでの生活体験

の開発・発展・深化も重要となる。それらが

学習研究における研究の変遷を俯瞰することを試み

揃った上で、理論的・実践的な発展が図られ

た。分類については、あくまでも本研究グループに

るのではないか。

おいて設定したものであり、学会としての共通認識

通学合宿（生活体験学校）のプログラムは、

ではないことを断っておくとともに、今後、学会全

日常の「生活」や「暮らし」に根ざし、「本

体における生活体験学習研究の活性化に向けた一助

物」の経験がなければ、子どもの感動は得ら

となることを期待したい。

れない。生活体験学習は、その延長線上に位

本稿ならびに俯瞰図においては、発刊された著作

置付くことで、子どもの成長につながる学習

については『 』にて、論文については学会誌掲載論

へとつながる。

文のみを取り扱い「 」にて表記した。また、掲載誌

生活体験は、その地域において生活が異な

名がないものは、日本生活学習学会の学会誌を指

り、その対象者の生活経験も個別的に異なる

す。

ことから、生活体験学習をすべての地域、す
べての子どもに当てはまる学習プログラムと

なお、本稿における研究者の所属は、その当時の
ものにて統一したことを付記しておく。

して一般化・汎用化することについては、慎
重な議論が重ねられなければならない。

（１）学会設立を契機とした生活体験学習研究の変遷

現代の子どもを取り巻く環境において、生活の機

子どもの生活体験学習が注目されるようになった

能分化が進む中で、体験活動の導入を契機として広

のは、1999（平成11）年６月の生涯学習審議会答申

がった生活体験学習は、研究的な視点として「生活

「生活体験・自然体験が日本の子どもの心をはぐく

を基盤とした体験」に着目し、子どもの生活におい

む ― 青少年の［生きる力］をはぐくむ地域社会の環

て広がる＜生活と体験（学習）の分離＞の構造に抗

境の充実方策について ― 」が出されたことがきっ

する理論の確立が求められてきた。そこには、広が

かけであった。この答申では、2002（平成14）年度

る能力主義への対抗軸としての「体験」の概念規定

からの完全学校週５日制の実施に向けて、子どもの

や、体験自体がもつ教育的価値としての「無有用

体験活動の充実を図る体制を整備するための緊急施

性 」の再検討といった原理的な問いが追及されて

策が提言された。これにより、社会教育において、

いかなければならない。言い換えるならば、学力や

これまで自然体験・野外活動が中心であった体験活

自尊感情の獲得のための体験としての位置づけから

動に、日常生活圏域における子どもの体験活動の重

脱却し、体験自体の教育的価値を明らかにし、体験

要性が広まり、実践が次々と生まれていくことにな

と学習（発達）の因果関係を位置づけることにこそ、

る。

１）

生活体験学習研究の価値が存在しているのではない
だろうか。
学会発足から10余年を経過した日本生活体験学習

これと時を同じくして、日本生活体験学習学会も
発足する。日本生活体験学習学会発足の直接的な契
機としては、1999（平成11）年９月の第１回生活体

学会は、設立以来、地道ながらも毎年、学会誌を発

験学習実践交流会（於

庄内生活体験学校）であっ

刊し、研究論文・実践論文を学界及び社会に問うて

た。実践交流会は、福岡を中心とした九州一円の体

図表１

南里悦史『子どもの生活体
験と学・社連携』光生館・
改訂版（2001）

正 平 辰 男「 福 岡 県 庄 内 町
『生活体験学校』の施設と運
営」
（2001）

猪山勝利「こどもの身体形
成と生活体験」
（2002）

猪山勝利「子どもの生活体
験学習の現代的構成に関す
る研究」
（2001）

生活体験学習の
原理・政策

本村信幸「地域で子どもを 桑原広治「
『総合的な学習の 末崎雅美「現代の子どもの
育てる試み」
（2002）
時間』の学習展開における 生活体験の構造化と地域教
学社融合の有効性」
（2001） 育の相関についての研究」
（2001）

玉井康之「生活体験学習の
基本類型と教育効果」
（2001）

井上豊久「子どもの生活と
学びに関する実証的研究」
（2006）

山崎・中川・深尾「地域と
の関わりによる子どもの学
習 活 動 の 推 進（ Ⅰ ）
（Ⅱ）
（Ⅲ）
」
（2010、2011、2012）

正平辰男・永田誠・相戸晴 相戸晴子「子どもの通学合
子『子どもの育ちと生活体 宿体験と自尊感情の関係」
験の輝き』あいり出版
（2010）
（2010）

西九州大学子ども学研究会
編『子ども学のすすめ』佐
賀新聞社（2012）

緒方泉「認知症高齢者が語
り描く生活体験」
（2009）

井上豊久「子どもの生活体
験学習とコミュニケーショ
ンに関する研究」
（2010）

小方信二「異年齢のかかわ
りを促す園環境の構成」
（2012）

横山正幸「カンボジアの子 相戸晴子「家庭教育支援・
ども達の生活意識」
（2011） 子育て支援施策の一考察」
（2012）

緒方泉『集団回想描画法入 渡邊あや「教育制度・教育 古賀倫嗣「幼・保・小連携
門』あいり出版（2011）
課程の観点から見たフィン の現状と課題」他３本
ランドの教育と PISA」
（2009、2010、2011、2012）
（2011）

桑野嘉津子「
『親としての自
信』を支援するために」他
１本（2004、2005）

添田祥史「子どもの生活体 李仲濱ほか「中国 ･ 南京市 高山静子「乳幼児期の遊ぶ
験学習を支える青年ボラン の 小 学 生 の 遊 び の 実 態 」不足とそれを補う仕組みづ
ティアの学びと成長」
（2005）
くり」
（2004）
（2008）

緒方泉「生活体験を語り描 東内瑠里子「イタリアの幼 爪田寿子「旧産炭地自治体
く高齢者たち」
（2005）
児教育における生活体験学 の保育実践」
（2003）
習の視角と方法」
（2005）

南里悦史・上野景三・井上豊久・緒方泉編『子どもの生活体験学習をデザインする』光生館（2010）

南里悦史『教育と生活の論
理』光生館（2008）

森山沾一ほか「イギリスに 中島ほか「生活体験を通し
おける生活体験学習調査研 て生活習慣病を防ぐ」
究に関する報告」
（2003） （2002）

横山ほか「トルコの子ども 林ほか「幼稚園における食
達のコミュニケーション生 材体験活動と子どもたちの
活」
（2003）
野菜嗜好の変化」
（2002）

リ ズ ワ ン・ ア ブ リ ミ テ ィ 相 戸 晴 子「 子 育 て ネ ッ ト
「ウイグルの子どもの発達 ワークの必要性と課題につ
におけるマハッラ（地域共 いて」他１本（2001、2006）
同体）の役割」
（2001）

時田純子「心と体のたくま
しい子を育む生活体験学習
の取り組み」
（2001）

小松啓子「子どもの生きる
力を育てる連続的な食生活
体験の意義」
（2001）

時田純子「心と体のたくま
しい子を育む生活体験学習
の取り組み」
（2001）

子育て支援・保育に
おける生活体験学習

緒方泉「芸術体験学習プロ 上野景三・九野坂明彦「生 緒方泉「芸術体験学習プロ 南里悦史ほか「ドイツ・ス 林ほか「幼稚園における食
グラムによる活動者の行動 活体験学習の実践と理論の グラムによる活動者の行動 ウェーデンにおける生活体 材体験活動と子どもたちの
変容に関する研究」
（2004） 統合にむけて」
（2004）
変容に関する研究」
（2004） 験学習に関する研究」
野菜嗜好の変化」
（2002）
（2004）

正平・永田・相戸「子ども 南里悦史「生活構造の変化 軸 丸 勇 士・ 伊 藤 安 浩 ほ か
の日常生活における生活体 と発達のリノベーション」 「児童生徒や学生の生活体
験と学力の関係に関する研（2008）
験不足と今後の実践的課
究（ そ の １・ ２・ ３）
」
題 」 他 ６ 本（2006、2007、
（2006、2008、2010）
2008、2009）

正平辰男『通学合宿・生活 桑原広治『教育の場で、な
体験の勧め』あいり出版
ぜ、コミュニケーションが
（2005）
うまくいかないのか』あい
り出版（2007）

桑原広治「学力問題の傾向
と学校現場からの一考察」
（2006）

林口彰「東原庠舎（とうげ 横山正幸「子どもの生活か 末崎雅美「こどもの生活文 井上豊久「子どもの体験活 井村礼恵「生活体験学習の
化をつくりだす生活体験学 動における心身の変容に関 構造化」
（2003）
生活体験学習 んしょうしゃ）の通学合宿 ら学力問題を考える」
（2004）
（2002）
習の今日的意義」
（2002） する研究」
（2003）
第Ⅰ期（前期） を支えた人々」
（2001年～2004年）
蕪尻千佳子「生活体験と国
兄井彰「キャンプ経験が不 猪山勝利「少年期の生活体
語力形成」
（2006）
登校児童・生徒のコンピタ 験学習と家族学習の創造」
ンスと抑うつ傾向に及ぼす（2004）
影響」
（2004）

生活体験学習
第Ⅱ期
（2010年以降）

外国・比較研究

日本生活体験学習学会誌

生活体験学習
第Ⅰ期（後期）
（2005年～2009年）

生活体験学習の
方法・支援者

科研費研究「子どもの心と体の主体的発達を促進する生活体験学習プログラム開発に関する研究」（ 2001年～2003年）

南里悦史『子どもの生活体
験と学・社連携』光生館
（1999）

生活体験学習の
内容・評価

生活体験学習研究における研究レビュー俯瞰図

庄内町福祉の里づくり推進
学会設立期
協議会『子どもの生きる力
（2000年以前） を 育 て る 生 活 体 験 学 校 の
日々』プランニンングエン
（1998）

生活体験と
地域の共同性
南里悦史『あすへの生涯学
習と地域づくり』光生館
（1993）

生活体験学習と
学校教育・学力

横山正幸・猪山勝利・正平
辰男『子どもの生活を育て
る生活体験学習入門』北大
路書房（1995）

通学合宿を中心と
した生活体験学習
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験活動に関わる行政関係者や実践者、そして体験活

いくことにする。なお、この時期区分としては、前

動に関心を持つ研究者が一堂に会して、それぞれの

述のとおり、生活体験学習研究は道半ばであること

地域で取り組まれる通学合宿や生活体験学習に関す

は筆者自身も認識しているが、理論的到達点を検討

る事例を報告する中で学び合うとともに、生活体験

するための分析視点として、あえて区分したもので

学習実践者の交流を図ることを目的に開催されてき

ある。

た。特に、第１回実践交流会は、庄内生活体験学校

①

学会設立期（2000年以前）
：学会設立前～設立

内に設置された大人のための生活体験学習拠点であ

当初

る「生活文化交流センター」の完成・披露を兼ねて

この時期は、学会発足前後であり、生活体験

開催された。

学習及び通学合宿についての関心が集まった

この第１回実践交流会の中で、のちに学会呼びか

時期である。これまでの学問領域から学会の

け人・理事等に名を連ねる横山正幸（福岡教育大

設立を契機に生活体験学習研究が萌芽してい

学）
、猪山勝利（長崎大学）、南里悦史（九州大学）、

く時期である。

古賀倫嗣（熊本大学）
、正平辰男（福岡県教育委員

②

生活体験学習第Ⅰ期（前期）
（2001年～2004年）

会）らがシンポジウムに登壇し、フロアも巻き込ん

この時期は、1990年代後半からの政策的な後

で、現代の子ども・地域における生活体験の果たす

押しを受け、生活体験学習が研究と実践の広

意義について議論が交わされた。この中で、①今後

がりの中で、社会的な認知を受けていく時期

も継続的にこうした機会が必要であること、そし

である。また、2002（平成14）年度からの学

て、②実践者と研究者が共に学び合うことの重要性

校週５日制の導入及び『総合的な学習の時

などが提起・確認されたことが、日本生活体験学習

間』の創設等の新たな動きともあいまって多

２）

学会設立へとつながった 。第１回実践交流会から

様な実践が求められてくる時期でもある。研

半年後の2000（平成12）年３月には、日本生活体験

究としては、庄内町の通学合宿の考察から多

学習学会第１回研究大会（於

福岡県立社会教育総

様な実践研究へと発展するとともに、日本生

合センター）が開かれ、総会において学会設立が承

活体験学習学会の学会員を中心に取り組まれ

認された。

た科研費共同研究を契機に、新たな方法・対

この学会設立ならびに関する一連の動きこそ、生

象の広がりによる研究の活性化と、それによ

活体験学習研究の萌芽に向けた直接的な契機であっ

る生活体験学習学の確立に向けた議論が生起

た。これらの経緯を時系列的に追うと、一見、答申

した時期である。

等の政策の後追いとして学会が設立されたような印

③

生活体験学習第Ⅰ期（後期）
（2005年～2009年）

象を受けるが、実際は、そうではない。正平らに

この時期は、2006（平成18）年の教育基本法

よって生み出された通学合宿実践ならびに庄内生活

改正や学力向上論の隆盛により、政策的方向

体験学校のプログラムが、全国的な規模で広がる子

転換が図られた時期である。生活体験学習実

どもの問題状況に対する有効な手立てとして国及び

践においても、通学合宿等は継続されつつ

自治体の課題関心と一致した施策化と、子どもの成

も、実践における目的の拡散や発展性の動き

長発達に関心を持つ研究者の学際的実証研究を求め

が鈍化していく。そうした実践の変容に対し

る理論化の動きが、時間的に一致を見たのである。

て、生活体験学習研究は、新たな政策に対す

そして、施策化と理論化の想いの重なりが、実践者

る体験学習の対応や実践モデル提起が求めら

と研究者の協同という特色をもった学会設立として

れ、研究・学会活動も転換を余儀なくされ

結実したのである。

る。そのため、生活体験学習研究は、転換の

学会設立以降、生活体験学習に関する研究が進展

中での模索を図るため大きな研究成果は見ら

してきた。本章においては、以下の４期に時期区分

れないものの、次の第Ⅱ期に向けた新たな研

を行い、学会員による研究成果と実践の動向を重ね

究が着手・蓄積されていく時期でもあった。

合わせて生活体験学習研究の成立と展開過程を見て
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④

日本生活体験学習学会誌

生活体験学習第Ⅱ期（2010年以降）
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先駆的役割も担っていたと言えよう。

この時期は、学会員13名によって構成された

そうした時代的背景をもとに、庄内町生活体験学

『子どもの生活体験学習をデザインする』が

校で始まった通学合宿の実践及び生活体験学習の教

発刊されることを起点とする。本書は、これ

育的意義を初めて世に問うた論考として挙げられる

までの生活体験学習研究の蓄積として学会の

のが、横山正幸・猪山勝利・正平辰男編著による

理論的到達点を示すべく編纂されたものであ

『子どもの生活を育てる生活体験学習入門』北大路

る。これにより、転換・模索を続けてきた学

書房（1995）であった。本書は、
「Ⅰ．今、なぜ直接

会活動が、再度、活性化に向けて胎動すると

体験が必要か」（横山）、「Ⅱ．体験獲得と親の役割、

ともに、これまで10年間の学会活動をリード

地域の役割」
（猪山）、
「Ⅲ．庄内町が作った「まるご

してきた研究者以外の若手研究者による研究

と体験」の拠点」（正平）、「Ⅳ．生活体験スケッチ

も一定の成果として形作られ、生活体験学習

―

その失敗と混乱と感動 ― 」
（正平）、
「Ⅴ．広がる

研究における新たな地平の開拓が予感される

生活体験学校での活動」
（正平）、
「Ⅵ．生活体験学校

時期であろう。

の運営の実際」
（正平）、
「Ⅶ．生活体験学校の成果と
未来」
（正平・横山・猪山）の７章から構成されてい

（２）時期区分に見る研究の特徴と到達点

る。目次を見ても分かるように、本書は生活体験学

１）学会設立期（2000年以前）
：学会設立前～設立当初

習や庄内生活体験学校における通学合宿の実践記録

1990年代後半から、通学合宿は、全国の自治体に

にとどまらず、研究者による生活体験学習について

おいて、急速に広まり、事業実施数が増加していっ

の考察が加えられている点に特徴がある。現代にお

た時期であった。国立社会教育政策研究所社会教育

ける保護者の「放任・過干渉共存型過保護」（横山）

実践研究センターが行った調査結果では、回答の

による子どもの生活体験機会の不足による自立や発

あった1,858市区町村のうち、2001（平成13）年度に

達の阻害という問題要因を明らかにすることから、

通学合宿を実施または実施する予定があるのは231

子ども・保護者・大人（地域住民）の３者の視点か

市区町村（12％）であった。前年の2000（平成12）

らの生活体験学習の必要性に言及し、生活体験学習

年の調査結果では、通学合宿を実施している市町

という教育的営為の意義を社会的に提起した。

村・団体等は154か所であったことから、その増加
数は著しいことが確認できる。
この報告書において、通学合宿の増加の要因とし

本書は、大きな反響を呼び、その後、庄内町福祉
の里づくり推進協議会『子どもの生きる力を育てる
生活体験学校の日々』プランニンングエン（1998）、

ては、①中央教育審議会答申「21世紀を展望した我

正平辰男『通学合宿・生活体験の勧め』あいり出版

が国の教育の在り方について」
（第１次答申）や「我

（2005）、正平辰男・永田誠・相戸晴子『子どもの育

が国の文教施策」において通学合宿が例示されたこ

ちと生活体験の輝き』あいり出版（2010）と、約５

と、②国立淡路青年の家が通学合宿活動の図るた

年を目途に庄内生活体験学校における通学合宿実践

め、平成11年度から２カ年にわたって「通学合宿全

事例を掲載した書籍が、計４冊発刊されている。こ

国交流会」を実施してきたこと、③平成13年度に

れらの書籍を俯瞰すると、通学合宿の開始から10年

「余裕教室を活用した『地域ふれあい交流事業』」の

という創成期の生活体験学校が蓄積した教育的意義

一部の活動として通学合宿が実施できるようになっ

を通学合宿に参加した子どもの姿を中心に描き出す

たこと、④一部の都道府県において通学合宿活動を

とともに、それを支える庄内町の大人や生活体験学

事業化して予算措置を講じたことといった政策的・

校の職員の役割という支援者論を実践から導き出し

財政的な要因とともに、⑤子どもの生活体験等を

た『 子 ど も の 生 き る 力 を 育 て る 生 活 体 験 学 校 の

テーマとする「日本生活体験学習学会」が発足した

日々』、2006（平成18）年に庄内町が飯塚市に自治体

ことが列記された 。まだ発足間もない日本生活体

合併されること、そして1995年の『生活体験学習入

験学習学会であったが、その活動には、すでに全国

門』の出版から10年が経過したこと契機に出版さ

的注目が集まっており、生活体験学習実践における

れ、庄内町の実践を基礎としつつも通学合宿の意

３）

生活体験学習研究の理論的到達点を探る
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義・方法・内容・歴史的変遷・全国的状況と、庄内

論をもとにしつつも、通学キャンプ等の試行錯誤の

生活体験学校から広がった通学合宿の果たした意義

中から確立されてきたものであった。

を総括的にまとめられた『通学合宿・生活体験の勧

その一方で、文科省などが庄内生活体験学校の通

め』
、合併後の庄内生活体験学校の姿を、NPO ドン

学合宿に着目し、全国的に実践を広げ、同時期に研

グリの結成・活動を中心に克明にまとめ、通学合宿

究者も着目し、学会の設立へと至る動きは、実は、

を経験した子どもの学力との相関について実証的に

正平らには想定・企図しない動きでもあっただろ

検証した『子どもの育ちと生活体験の輝き』と、ま

う。そこには、実践者も、研究者も、子どもの生活

さに庄内生活体験学校の通学合宿の実践の蓄積と生

崩壊が、もはや地域的な課題ではなく、日本全体の

活体験学習の盛衰が見て取れるものとなっている。

課題として顕在化しつつあることに気付き始め、旧

正平を中心とした庄内生活体験学校における通学

来の野外活動実践だけでは充分ではないという関係

合宿型生活体験学習に関する研究は、その後の学会

者の共感が通学合宿の広がりの背景にあったのでは

における生活体験学習研究の基礎となっていく。庄

ないだろうか。子どもの生活リズムの乱れや基本的

内生活体験学校の設立の経緯については、前述の書

生活習慣の未確立といった子ども・家庭の生活崩壊

籍に詳しいが、総じて庄内町という旧産炭地におけ

とともに、庄内町のような旧産炭地で先に顕在化し

る生産基盤の崩壊という高度経済成長期や物質的な

ていた生産基盤の崩壊という歪みが、タイムラグを

豊かさを求めた時代の歪みが、子どもの成長・発達

伴って子ども・家庭の問題として顕在化してきた。

に大きな影を落とす事態になっていた地域課題をい

そして、それらが複雑に絡み合うことによって、生

かに解決するかという教育実践が、庄内町における

活を自立的・主体的に創り上げることができない、

通学合宿であったと言えよう。そのため、庄内生活

もしくはそうした意欲や希望を抱くことができない

体験学校の通学合宿プログラムは、生活が崩壊して

子ども・大人が、全国的な規模で生活の貧困化が進

いる家庭に代わって、①「子どもは教えられていな

行してくる社会が生み出されてきた社会的状況が、

いことはできない」ことを前提に子どもに生活の

生活体験学習を求めた背景には存在しており、現代

「型」を教える、②動植物の世話や自らの生活を自ら
がつくりだすことで命の循環を学ぶ、③労働を繰り

の状況が、それを裏付けている。
そうした点を踏まえると、正平らのつくり上げた

返し行うことで、「あてがいぶち」の体験ではなく、

庄内生活体験学校における通学合宿実践に基づいた

生活自体を経験する「まるごと体験」で学ぶ、とい

生活体験学習論は、
「生活そのものが教育する」とい

う３点に実践のエッセンスが集約されている。

う hidden curriculum（隠れたカリキュラム）が実践

そこには文科省などが前提とした通学合宿プログ

の底流にあり、各地の通学合宿の理念的支柱であっ

ラムの汎用性とは異なる地域独自の特性、歴史的背

たことが確認できる。また、
「生活そのものの基盤を

景、文化性などが色濃く反映されており、
「子どもの

再構築するためには、大人の体験が必要である」と

成長をいかに地域で支えるか」という福祉的視点

いう考えから、庄内生活体験学校内に生活文化交流

と、生産基盤が崩壊した家庭・地域において、
「いか

センターができ、各地の通学合宿実践において親や

に負の連鎖を克服するために地域の教育力を再生さ

地域住民の参画と学習も構想されていく。それは、

せるか」という２つの命題が課せられていた。その

庄内生活体験学校の通学合宿実践に基づく生活体験

ため、課題の性質上、庄内生活体験学校は、家庭と

学習論こそ、その後の学会における生活体験学習研

子どもを切り離し、約１週間という期間で生活を自

究の起点であり、生活体験学習実践の基礎として位

らつくり出すための基礎的な能力・技能を身につけ

置付いていったのである。

る実践であった。こうした正平らによって企画・確

庄内生活体験学校の通学合宿が生まれてから20年

立されていった庄内生活体験学校の通学合宿プログ

以上が経過した今、
「格差社会」や「無縁社会」と評

ラムの底流には、社会教育において旧来取り組まれ

され、
「子どもの貧困化」が社会問題として全国的に

た生活改善運動や若者（若衆）宿といった公民館に

認知される現代において、生活体験学習の持つ教育

おける学習、ボーイスカウト等の野外体験活動の理

的意義は色褪せるどころか、より一層、その重要性
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盤形成の課題」が追加され、従来の学校教育の「補

を増し、再評価されるに値しよう。

足」としての学校外教育から、子どもの発達を地域
２）生活体験学習第Ⅰ期（前期）（2001年～2004年）

で捉え、地域教育における子どもの具体的目標を定

1990年代後半からの政策的な後押しを受け、全国

める視点が指摘されていることからも、その位置づ

的な注目及び実践的な広がりを見せた通学合宿及び

けが一層鮮明に捉えることができる。

生活体験学習が、2000年代に入ると2002（平成14）

そして、それまでの生活体験に関心を持つ研究者

年度からの学校週５日制の導入及び『総合的な学習

を中心に、2001（平成13）年４月～2004（平成16）

の時間』の創設等の新たな動きともあいまって多様

年３月の間で取り組まれたのが、平成13～15年度日

な実践となって形作られてくる。

本学術振興会研究費補助金（基盤研究Ｂ（１））（課

この時期、それまで総論及び通学合宿に関する実

題番号13410084）「子どもの心と体の主体的発達を

践論が中心だった子どもの生活体験学習研究も広が

促進する生活体験学習プログラム開発に関する研

りを見せ、子どもの生活体験とそれを支える地域の

究」
（研究代表者：南里悦史）であった。本共同研究

共同性・教育力に研究者からも着目されていく。そ

には、南里を研究代表者に、横山、猪山といった学

のオピニオンリーダーであったのが、当時、学会事

会発足時の主要メンバーに、山崎清男（大分大学）
・

務局長でもあった南里悦史（九州大学）であった。

小原達郎（長崎大学）
・井上豊久（福岡教育大学）と

南里は、
『あすへの生涯学習と地域づくり』光生館

いった当時の理事外の新しい研究者が名を連ね、こ

（1993）
、
『子どもの生活体験と学・社連携』光生館

れらの研究者らが、その後の学会活動及び生活体験

（1999）
、同書の改訂版（2001）を次々に刊行する。

学習に関する研究をリードしていくことになる。

そこには、南里が1970年代から取り組んできた子ど

本共同研究については、中間報告書 ４）・成果報告

もの生活と教科学習の関連の視点から子どもの日常

書５）がまとめられているため、概要を紹介するにと

生活を評価・検証するとともに、子どもの生活体験

どめるが、「第Ⅰ部

をつくりだす基盤として地域の共同性による民主的

を促進する生活体験学習」では、幼年期部会で行っ

な教育基盤形成の必要性を指摘した点に特徴を見る

た幼児の生活と体温に関する調査結果について報告

ことができる。

するとともに、幼児の身体的発達を促進するプログ

この背景には、『あすへの生涯学習と地域づくり』

幼児期の心と体の主体的発達

ラムの枠組みについての提起が行われている。これ

の第二章「子どもと高齢者の生涯学習」において公

まで小学校以上の学童期の子どもを主たる研究対象

民館の子ども講座や世代間交流事業、自然の家での

として設定していた生活体験学習において、幼児期

自然体験活動、子ども劇場活動とならび「Ⅴ

子ど

からの基本的生活習慣の確立が子どもの発達と密接

もの生活体験の広がりを創る生活体験学校」
（正平

に関連していることを指摘した点は、その後の研究

辰男）にて、庄内町生活体験学校が取り上げられて

対象の広がりを見せることへとつながった。

いることからも、庄内町の生活体験学習の取り組み

「第Ⅱ部

少年期の心と体の主体的発達を促進す

が一定の影響があったと見ることができる。本書の

る生活体験学習」では、少年期部会で行った①４地

主題でもある「地域が動き出す」姿が、地域の諸課

区を対象とした子どもの日常生活と生活体験に関す

題を乗り越え、
「子どもの生活をつくる」という合意

る調査結果の分析、②長崎、大分、沖縄における地

を形成する中で、通学合宿実践が生まれ、定着して

域文化継承を通した生活体験についての考察、③庄

きた過程が描かれており、生活体験を学校教育の画

内生活体験学校の通学合宿における参与観察・分析

一的なプログラムとしてではなく、地域の生活・文

と評価の検討が加えられている。これまでの庄内生

化創造の営みを踏まえた地域教育の計画化の中に位

活体験学校が有する通学合宿に関する実践論を、子

置づけてこそ重要な意味を有することを示唆してい

どもの変容から教育的効果を検証するとともに、生

る。それは、
『子どもの生活体験と学・社連携』改訂

活体験学習学研究における研究方法論としての社会

版において、第１章の「３

学校週５日制の施策化

学や建築学などに学んだ参与観察分析や、体育学の

子どもの教育問題と地域基

知見に学び子どもの身体性から分析した動作観察分

と地域への視点」
「４

生活体験学習研究の理論的到達点を探る

9

について ― 」において生活体験（学習）の必要性を

析を提起した功績は少なくない。
この３年間の共同研究では、両部会における研究

提起して、10年余りが経過しようとする間、子ども

対象・内容・方法の広がりだけでなく、イギリス

の「生きる力」を育むための方策として学校週５日

（2003）
、ドイツ、スウェーデン（ともに2004）、イタ

制や『総合的な学習の時間』が導入され、体験学習

リア（2005）といった海外における体験学習プログ

の機会は飛躍的に増加し、プログラムも多様性を増

ラムについての比較研究ももたらした。

してきた。また、それにより、子ども自身や周囲の

加えて、科研費の共同研究が日本生活体験学習学
会と一体になって進められたこともあり、学会にお

大人が自らの生活を見直し、自覚化する学びの過程
も生み出されてきた。

ける研究活動の活性化をもたらし、研究大会シンポ

実践においても、庄内町モデルの通学合宿実践か

ジウムのテーマとして「生活体験学習の原理を問

ら、九州を中心として多様な実践が生まれてくる。

う」が設定されるなど生活体験学習学の確立に向け

学会誌においても長崎県における「もらい風呂」を

た本格的な動きも見られるようになる。

取り入れた実践報告や佐賀県における財団法人にお

上野景三・九野坂明彦「生活体験学習の実践と理

ける通学合宿などが報告されるようになり７）、全国

論の統合にむけて」
（2004）では、庄内生活体験学校

的にも多くの実践が広がっていき、それが実践交流

で長年、通学合宿に携わる正平辰男氏からの「子ど

会などを通して、更に広がるという構図を見せた。

もたちに提供されている体験学習プログラムは、薬

実際に、国立社会教育政策研究所社会教育実践研

で言えば試供品である」と2002（平成14）年の実践

究センターが５年ぶりに着手した通学合宿の全国調

交流会の指摘を受け、20年にわたる庄内町生活体験

査では、2006（平成18）年度に通学合宿を実施（予

学校の実践分析を通して、子どもの生活全体を体験

定を含む）した市町村は、265市町村（21.8％）であ

の「収奪」と「過剰供給」の二面から子どもの「生

り、国立・都道府県立青少年教育施設は52施設、民

きる力」の未成熟さを「生活習慣病」と捉え、そう

間団体は32団体であった。2001（平成13）年度の市

した現状に対する生活体験学習実践の意義と課題を

町村数と比較すると34市町村増えている。また、市

「診察」
（検証＝実態把握）をもとにした「処方」
（実

町村が2006（平成18）年度に実施した通学合宿の事

践＝体験プログラムの提供）の確立という一体性

業数は644事業であり、これも2001（平成13）年度の

と、実践と研究の協同の必要性に言及した。その上

245事業から399事業増加している。これを平成13年

で、庄内生活体験学校の体験の本質を「まるごと体

度の調査結果と比較しても、通学合宿の実施数は34

験」と位置づけ、相互に循環、連鎖する生活体験学

市町村増加しており、教育関係予算が削減 ･ 縮小さ

６）

習プログラム編成の必要性が提起されている 。学

れる中で、子ども自身が自らの生活を体験的に見直

会設立時の理念であり、また学会の特色でもある

す学習の機会は、量的にではあるが格段に増加・多

「研究と実践の協同」を前提として、現代における子

様化していることが分かる。

どもの問題に切り込み、よりよい成長・発達を遂げ

しかし、政策的潮流に後押しされた体験学習の広

るための方途を創造するために「子どもに生活体験

がりは、体験させれば子どもの能力が全面的に伸び

の機会を提供することが、彼らの成長発達の過程に

るといった「体験万能主義」の認識が広がり、結果

おいて、どのような意味を持つのか」という教育的

的に体験学習の機会を創出することが目的化してし

意味を問い、その内実を明らかにする意義を理論的

まい、①いつも同じメンバーで、②「行政や学校、

に提起した点こそ、この時期における生活体験学習

保護者は何もしてくれない」といった無力感や疲弊

の到達点を示したものとして確認できよう。

感が漂い、③内容の発展性が乏しく、目的や社会的
使命感が希薄化する事態をも招きつつあり、生活体

３）生活体験学習第Ⅰ期（後期）（2005年～2009年）
1999年６月の生涯学習審議会答申「生活体験・自

験学習は、実践の広がりと歪みを内包しつつも、
量・質の両面で拡充したのであった。

然体験が日本の子どもの心をはぐくむ ― 青少年の

そうした流れを一変させたのが、ＰＩＳＡ2003調

［生きる力］をはぐくむ地域社会の環境の充実方策

査を契機とした学齢児童・生徒の学力低下論の隆盛
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であった。学力低下論は、
「ゆとり教育」の反省に

合併によって再編成され、子どもの日常生活圏域と

立った「確かな学力」の定着と『総合的な学習の時

地域のエリアが乖離するとともに実施主体が弱体化

間』の授業時数削減へ方向転換をもたらし、体験学

する事態を招く。また、拠点となっていた公民館等

習自体が、特に学校現場からは「時代遅れ」
「手間が

の社会教育施設が指定管理者制度の導入によって果

かかるもの」といった雰囲気さえ感じられるように

たすべき役割・機能が縮小するとともに職員の専門

なっていく。

性も後退してくるという事態も招く。こうした社会

この流れを決定的にしたのが、2006（平成18）年

状況に対して、生活体験学習の担い手や拠点が揺ら

12月の教育基本法の改正であった。改正教育基本法

ぎ、既存の実践フレーム自体がそぐわない、もしく

では、
「家庭教育」や「学校、家庭及び地域住民等の

は行いたくても実践できないというズレが、生じ始

相互の連携協力」が新たに規定され、2007（平成19）

めていたのであろう。実際、こうした動きは、正平

年１月には「教育再生会議第１次報告」、さらに同年

の『通学合宿・生活体験の勧め』ならびに『子ども

１月に中央教育審議会生涯学習分科会「新しい時代

の育ちと生活体験の輝き』にも見て取れ、2006（平

を切り拓く生涯学習の振興方策について」
（中間報

成18）年に自治体合併し、合併後の主たる担い手と

告）などが相次いで出され、家庭と地域の教育力と

してＮＰＯドングリの結成・活動にシフトしていく

学校教育の効果的な連携「つながり合い」
（共育）が

庄内生活体験学校にも同様の課題が生じている。

重要であると指摘されてきた。また、体験学習の位

理論と実践の協同関係の中で、生活体験学習を再

置づけとしては、インターンシップ等の職業・キャ

構築する過程が求められていた課題であったと思わ

リア教育やボランティア活動等の奉仕体験活動に重

れるが、学会は、こうした状況に対する明確な社会

点がシフトされ、これまでの生活体験学習は、その

的メッセージを提起するには至らなかった。学会と

本質を失っていく。

して、生活体験学習の基盤となる地域や家庭生活を

学校教育では学力向上論が中心となり、通学合宿

いかに再生するか、また主体となる大人の学びをい

の企画主体であった社会教育行政の役割も転換を余

かに支援するかという問いに対して、これまでの研

儀なくされる中で、生活体験学習実践は継続されつ

究成果に学びつつ、学会の総力を挙げて取り組むこ

つも、内容的な発展と多様性の充実の方途を見いだ

とが喫緊の課題であった。

せないままの模索が、実践にもブレーキをかけるこ
とになる。こうした動きに呼応するように、日本生

研究と実践が拡充しつつも隘路を伴った生活体験

活体験学習学会においても、研究大会の参加者が激

学習研究第Ⅰ期であったが、この間、生活体験学習

減し、実践交流会では、庄内生活体験学校を取り巻

研究は南里らのリードを受けつつも、大きく広がっ

く状況の変化から休止されることが決定される 。

てきたことは、誰もが認めるところであろう。実際

そのため、学会活動は継続されつつも、研究成果は、

に、この間の学会誌掲載論文等を見ると、生活体験

学会員個別の研究関心にもとづいたものが中心を占

に関する定義として『子どもの生活体験と学・社連

めるようになる。

携』が引用されつつ、多くの論考が掲載されている。

８）

これらの動きを振り返ると、生活体験学習が政策

科研費共同研究においても、それまで庄内通学合宿

的な転換点に対して、有効な理論を社会的に提起す

実践分析が中心であった生活体験学習研究における

ることができなかったことが要因の一つとして挙げ

新たな領域・内容・方法を開拓した。南里は、
「生活

られよう。生活体験学習ならびに学会自体が、庄内

の中に教育があり、教育の中に生活がある」という

生活体験学校をはじめとする通学合宿実践をフレー

伝統的な社会教育理論の系譜を引き継いだ生活体験

ムとして規定されるという学会設立期の概念に依拠

学習論を展開し、子どもの生活体験をつくりだす教

し、それを乗り越える理論構築と時代変化に対応し

育基盤として地域の共同性の重要性を指摘した。そ

た新しい実践モデルの提起が遅れたことが要因とし

れは、＜生活と体験・教育の分離をつなぐ＞という

て推察される。それに加え、同時期に、これまで生

生活体験学習の意義を位置付け、従来の学校教育の

活体験学習の担い手であった社会教育行政が自治体

「補足」としての学校外教育から、子どもの発達の基

生活体験学習研究の理論的到達点を探る
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盤として地域を捉え、地域教育における子どもの具

会の研究成果ならびに生活体験学習研究の到達点を

体的目標を定める視点が付加されたことで、生活に

示したものである。

おける「欠損」する体験を補う生活体験学習という
位置づけを転換させ、教育の計画化を提起した。
しかし、後期では、生活体験学習研究において、

本書では、子どもの生活体験の原理的課題を捉え
た基礎編としての第１章と、生活体験学習の多様且
つ具体的な実践的内容を示した第２章以降で大別さ

現実社会における子どもを取り巻く生活環境におい

れ、これまで生活体験学習研究の成果を示すだけで

て、
「生活が教育する」というロジックが崩壊する中

なく、今後の実践の発展にも資することを期待して

で、再構築の必要性を庄内生活体験学校の通学合宿

発刊された。また、本書のもう一つの特徴は、これ

や生活体験学習論として展開していくが、家庭にお

までの生活体験学習の中心的な関心として捉えられ

ける機能の外部化・委託化が進行により消費的な家

てこなかった「文化芸術」（第７章）や「身体・動

庭生活が生み出されている中で、理論と現実の乖離

作」
（第８章）が取り上げられている点である。これ

は一層拡大していくこととなる。それに対する対抗

らの論考は、これまでの家庭・学校・地域という領

として、どのように現実的に再構築していくかとい

域や「子ども」という枠を超え、生活体験を「生活」

う問いに対する解を学会として構築する道程が重要

や「文化」、「所作」、「芸術・表現」という視点から

であったが、その過程が模索の中で取り残されてし

位置づけることで、これまでの子どもの成長・発達

まった感は否めない。

という視点から、人間の生活全般における生活体験

ただ、この時期における研究成果を見ると、生活
体験学習研究は、転換の中での模索を図るため大き

の有する意味を提起した点において、今後の研究の
可能性を感じさせるものである。

な研究成果は見られないものの、次の第Ⅱ期に向け

加えて、この書籍出版に前後して、これまでの学

た新たな研究が着手・蓄積されていく時期でもあっ

会活動をリードした研究者とは異なる若手研究者の

た。正平らによる庄内町における通学合宿と学力の

研究蓄積が、成果として結実していく。

相関に関する研究や緒方による認知症高齢者におけ

緒方泉『集団回想描画法入門』あいり出版（2011）

る生活体験の意義についての研究などは、学会誌投

は、今後の生活体験学習研究を展望する上で欠かす

稿などの蓄積をもとに、第Ⅱ期において、著書の発

ことのできないものであろう。緒方は、これまでも

刊という形で一定の研究成果を示すことにつながっ

学会誌において「生活体験を語り描く高齢者たち」

ていく。つまり、この第Ⅰ期後期における研究は、

（2005）、
「認知症高齢者が語り描く生活体験」
（2009）

政策転換を契機とした摸索により、研究自体のアウ

を掲載してきた。本書は、回想法と音楽療法、絵画

トカムはブレーキがかかるものの、来たるべき次の

療法を統合した「集団回想描画法」を開発し、軽度・

研究ステージに向け、緩やかではあったものの、着

中度・重度の認知症高齢者に対する豊富な臨床事例

実な歩みへの胎動でもあった。

から QOL の向上を図る心理的援助の在り方につい
て実証的に検証したものである。本書は、認知症高

４）生活体験学習第Ⅱ期（2010年以降）

齢者を対象とした QOL 向上を図るアートセラピー

第Ⅰ期の前・後期における学会活動の隘路を打破

研究の深化としての意義とともに、生活体験として

し、生活体験学習研究のセカンドステージの起点と

の面から見ると、表現活動における人間の本性と生

なったのが、南里悦史・上野景三・井上豊久・緒方

活経験の関連性に言及していると読み取れる。言い

泉編『子どもの生活体験学習をデザインする』光生

換えるならば、脳の変性や萎縮が起こり、現時点で

館（2010）であった。本書は、日本生活体験学習学

は根本的な治療法もなく、次第に症状が進行する認

会の学会員の中でも平成13年度～平成15年度に取り

知症であったとしても、経験（＝したこと）と主体

組まれた科研費共同研究者を中心に、若手研究者を

的体験（＝表現する）の連関による人間の心理的変

加えて構成されたものであり、総勢13名の論考に

容が構成されるという方法論を提起しており、この

よって構成された生活体験学習の総論的書籍であ

点において生活体験学習の新たな研究方法論の提起

り、学会設立から10年を迎えた日本生活体験学習学

と見ることができる。
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また、桑原広治『教育の場で、なぜ、コミュニケー

は、1999（平成11）年６月の生涯学習審議会答申「生

ションがうまくいかないのか』あいり出版（2007）

活体験・自然体験が日本の子どもの心を育む」を契

は、現代の教育現場における諸問題の一つの要因と

機とする。ここでは、完全週５日制の実施に向けた、

して「コミュニケーション不足」を挙げ、子ども ―

子どもの体験活動充実が目的に据えられていた。そ

教師、子ども同士、教師同士、教師 ― 保護者などの

のため、
「子ども」とは、小・中学生を意味するもの

様々な場面での事例を取り上げつつ、コミュニケー

であった。また、本学会においては、庄内生活体験

ション能力を育てる実践の記録をまとめたものであ

学校のあゆみと共に、その歴史を刻んでいった経緯

る。そこには、スキルとしてだけでなく、人間の相

があるが、
「通学合宿に参加する子ども」といった場

互関連性や社会的連帯を形成するためのコミュニ

合、ここでもその対象は小・中学生が据えられてき

ケーションの重要性に着目しており、個 ― 個の関

た。これ以外の学力問題との関連で行われてきた調

わりを超え、集団的力量の形成、そして生活経験と

査・研究においても、その対象は小・中学生である

言語獲得の豊かさ、コミュニケーションの多面・多

場合が中心であった。

方向性など多岐に捉え、誰かから一方的に教え込ま

このように、生活体験学習研究の多くは、小学生

れるのではなく、日々の経験の中から自己が学びと

や中学生を対象とする研究、あるいはこれらの対象

り、自己を磨く教育的営為（非定形的学習）にこそ

を支えるための地域研究や支援者論研究で構成され

教育（体験）の本質があることを示唆している。

てきた傾向にある。しかし、生活体験学習研究のこ

その他にも、井上豊久「子どもの生活体験学習と

れまでの調査・研究を概観していくと、これらの研

コミュニケーションに関する研究」
（2010）に代表さ

究と同様に熱く議論されてきたのが、子育て支援や

れるような子どもとメディアやコミュニケーション

幼児教育の分野における研究であった。そしてこの

に関する研究、学会研究大会シンポジウムでの報告

テーマは、通学合宿や学力問題、地域研究や支援者

をもとにした渡邊あや「教育制度・教育課程の観点

論研究など、生活体験学習研究が関連するさまざま

から見たフィンランドの教育と PISA」（2011）や正

な分野にまたがって、共通して出てくるキーワード

平辰男・永田誠・相戸晴子による「子どもの日常生

としても捉えることができる。また、子育て支援や

活における生活体験と学力の関係に関する研究（そ

幼児教育の分野は、本学会の学会誌『生活体験学習

の１・２・３）
」
（2006、2008、2010）や『子どもの

研究９）』掲載論文のおよそ４分の１を占め、会員の

育ちと生活体験の輝き』あいり出版（2010）などの

関心が高い分野であるとも推測できる。では、子育

子どもの学力と生活体験に関する研究、山崎清男・

て支援や幼児教育の分野における生活体験学習関連

中川忠宣・深尾誠「地域との関わりによる子どもの

の調査研究が、これまで如何になされてきているの

学 習 活 動 の 推 進（ Ⅰ ）
（Ⅱ）
（Ⅲ）
」
（2010、2011、

か。以下その研究的広がりを整理しながら動向を探

2012）などの学校支援活動に関する研究といった新

り、その到達点と今後の可能性について詳述してい

たな研究領域・内容も広がりを見せている。

く。

『子どもの生活体験学習をデザインする』の発刊
を契機とした新たな研究活動の萌芽と活性化は、生
活体験学習の新たな地平を切り拓こうとする胎動と

（１）乳幼児の生活と発達
１）乳児期からの連続した生活体験の必要性

見ることができる。今後、これらの研究対象・内

生活体験学習研究における乳幼児への着目は、学

容・方法論を学会の研究活動として、いかに学会員

会発足当初からなされてきた。その背景には、今日

相互に議論し、研究の深化・発展へとつなげるかが

における乳幼児の成長や発達に関わるさまざまな問

学会に課せられた課題である。

題の存在があった。核家族化の進行や男女雇用機会
（永田

誠）

均等法の成立、あるいは経済的理由による夫婦共働
き世帯の増加、少子化などを要因とする子どもの仲

２．子育て支援および幼児教育・保育と生活体験
先述の通り、生活体験学習研究への社会的注目

間集団の崩壊など、家庭や地域の在り方は大きく様
変わりしてきていると言っても過言ではない。この

生活体験学習研究の理論的到達点を探る
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ような中、乳幼児の生活体験、中でも子どもの食生

発展の契機となる、あるいは食育基本法にある「体

活やメディアとの関わり、体験活動への関心は、次

験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進」を

第に高まりを見せるようになっていった。

先取りした、先駆的な取り組みであったことが推察

こうした流れの中で、本学会において最も早い段

される。

階 で 乳 幼 児 に 着 目 し た の が 小 松 で あ っ た（ 小 松

ここで共通して出てくるキーワードは「連続し

2001）
。小松は子どもの食行動に着目することで、幼

た」体験であった。これら「食」を通しての連続し

い時期からの連続した生活体験の必要性を指摘して

た体験から、２つの傾向を整理することができる。

いる。例えば、子どもの食行動の自立を妨げる要因

１つ目は、子どもの発達の段階を連続して捉える見

として、大人の介入や偏食に繋がる食生活体験、生

方である。子どもの発達は胎児期から始まってお

活リズムを崩す朝食の欠食を取り上げ、子どもの豊

り、出生後の食生活と一貫したものとして捉える視

かな生活体験のためには、摂取する栄養バランスの

点が必要であるという指摘であった。

みならず、連続的な食生活体験を積ませるような食

そして２つ目は、関わり方の連続性である。子ど

教育体系の再構築が求められることを提案してい

もの食や何らかの取り組みへの関わりについて、連

る。

続性をもって体験させるという視点が重要であると

また、小松の研究に続く形で、常に子育て中の親

いう指摘であった。しかし、これは同時に親として

の悩みの上位に位置付く子どもの「偏食」に着目し

子どもに連続性を持って関わるという視点でもある

たのが林である（林ほか2002）。林は、食材と直接触

と考えられる。これは、食事を通して胎児期から積

れ合う機会を体験させる偏食指導の提案を通して、

極的に関わりをもち、その関わりは出産後も子ども

連続的な体験活動の重要性を指摘している。これは

の発達と共に続いていく、という見方でもある。今

先の小松の指摘とも重なる視点である。胎児期から

日、調理技術の向上や働く女性の増加、あるいは

授乳期、離乳期、学童期までの繋がりある連続的な

ニーズの高まりからか、手作りの離乳食に代わる代

食生活体験の重要性を指摘する小松と、子どもが直

替物が多く販売されている。しかし、この状況は食

接食材に触れ、育て、調理し、食すまでの段階的な

を通した連続的な子どもへの関わりが断絶されると

食との関わりを通して、食材への愛着心を形成して

いう見方や、濃い味付けに慣れてしまうという刺激

いくための連続的な体験活動の重要性を指摘する林

の強い食習慣への危険性という見方がある。このよ

とでは、その連続性の内容は異なるものの、意義や

うな食生活への警鐘として、離乳食を作り、子ども

概念としては共通するものであった。すなわち、乳

に食べさせるという一連の連続ある関わりは、親と

幼児期からの継続した食生活体験学習が重要である

しての子育てのスキルアップの一つの手段として捉

とする二人の指摘は、これまで小・中学生以上の子

えることができるのではないだろうか。

どもを対象としてきた生活体験学習研究において、
新たな視点を提示する研究であったといえよう。

このような指摘は子どものコミュニケーションや
メディアの問題でも同じような指摘ができる。すな

また、これらの研究は「子どもの食生活」という

わち、先の乳幼児期の「刺激の強い食」と同じ視点

キーワードで概観した場合、乳幼児期の食育活動の

で、子どもの脳に対する強い刺激が、今日問題視さ

取り組みとしても捉えることができる。2005（平成

れているのである。その問題の一つに、テレビゲー

17）年６月に食育基本法が成立し、保育園や幼稚園

ムなどの刺激の強いものが何の躊躇もなく乳幼児の

では食材の種植えから収穫、調理を経験し、その命

生活に取り入れられる状況に対し、その危険性につ

をいただくという一連の過程を体験していく活動が

いて多くの指摘がなされてきたという実態がある。

実践されている。この取り組みは、今でこそ多くの

例えば乳幼児に対しては、育児ツールの一つとして

園で取り組まれているが、2000（平成12）年の段階

テレビや早期教育のメディアを利用する人が増え、

では、今ほど日常的に取り組まれてはおらず、偏食

乳幼児期からの親子のコミュニケーション不足によ

指導をきっかけに、継続した食材との関わり体験活

るサイレントベビーの問題や、言語の遅れの問題な

動に着目していた林の研究は、その後の食育活動の

ど、子どもをめぐる問題は社会問題として大きく取
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り上げられるようになっていった。このような中、

体験、共同生活体験（お泊り保育）などを生活体験

本学会でもこれらの問題と正面から向き合うさまざ

学習として捉え、その取り組みについて調査、研究

まな研究が報告されていった。特に子どものメディ

が進められていくこととなった（時田2001）。

ア接触に関連する研究では、これまで井上豊久を中

その後、2008年の幼稚園教育要領や保育所保育指

心に、学童期の子どものメディア接触についてさま

針の改定では、その本文中に子どもの遊びとの関連

ざまな議論がなされてきたが、今やその対象は乳幼

の中で「生活体験」が取り上げられていく。その背

児まで広がり、今ではメディア接触抑制に向けての

景には、最近の幼児は、情報化社会の中で多くの間

啓発活動が行われるようになってきている（井上

接情報に囲まれて生活しているため、自然との触れ

2006・2010、佐伯2012）。これらの研究により、メ

合いや地域で異年齢の子どもたちと遊ぶという経験

ディアとの過剰接触の危険性や、メディアとの上手

が減少してきている実態があった。また、働く人と

な関わり方の提案、そこに大人が如何に関われるか

の触れ合いや、高齢者をはじめ幅広い世代と交流す

などの先駆的取り組みの紹介など、乳幼児期からの

るなどの直接的、具体的な体験が不足しているとい

メディア接触に対する大人の理解に向けた整理がな

う社会状況から、地域の資源を活用し、幼児の心を

されている。

揺り動かすような豊かな体験が得られる機会を積極

以上、食やメディアを通した研究を中心に、乳幼

的に設けていく必要があるなどの、今日的な課題が

児期における生活体験の連続した関わりの必要性の

あったのだ。この課題への対応として、特に自然の

指摘について整理していった。これらはその性格

中で幼児が豊かな生活体験をすることが大切である

上、生活体験学習の対象として前提とされがちな学

とし、子どもの発達はさまざまな遊びや生活体験が

童期以降の子どもから、さらに視野を広げた乳幼児

相互に関連し合い、積み重ねられることで促されて

期への着目として、それまでの生活体験学習研究の

いくという理解の下、豊かな生活体験とは地域の自

拡がりの契機になった研究と言えるのではないだろ

然や人、行事や施設を通して得られるものという位

うか。

置付けがなされてきたのである。そして、保育や幼
児教育では、これらの取り組みが可能となるような

２）保育・幼児教育での生活体験の位置づけ
以上取り上げてきた研究は、主に家庭教育を中心

保育内容の充実が図られるよう、配慮されていくこ
ととなったのである。

とする乳幼児の発達を対象とするものであった。し

このような流れの下、本学会ではこれまで子ども

かし、家庭での子どもの発達を支えるという観点

同士の遊びや異年齢による交流によって獲得する思

で、あるいは生活体験学習の機会が減少してきてい

いやり体験や生活体験（小方2012）、そして生きもの

る現代の子どもの育ちを支えるという観点で、幼稚

の飼育を通して獲得する情緒的理解や科学的理解

園や保育園でも生活体験学習への関心が高まって

（前田2012）など、多くの研究が報告されてきた。ま

いった。

た、その体験を可能とする保育内容やカリキュラム

1989年に大幅に改定された幼稚園教育要領や、同

についても、同時に検討されてきた。しかし、これ

じく1990年に大幅に改定された保育所保育指針で

らの条件、すなわち人的・物的な環境だけを揃えれ

も、子どもの日常生活における体験の重要性が示さ

ば生活体験学習が可能となるのか、という指摘は免

れてきた。ここでは、安定した情緒の下で、発達に

れないだろう。そういう意味では、
「子どもの成長に

必要な体験を通して、豊かな感情や対人関係、基本

とって大切なのは、環境ではなくて環境をくみ取る

的な生活習慣など、幼児期に必要な力を育んでいく

体験である」という爪田の指摘の通り、その活動を

ことが具体的に示されている。このような保育理念

主体的に取り込める力そのものを体験として獲得す

の下、さまざまな保育園や幼稚園で子どもの日常生

る視点が必要になってくるのではないだろうか（爪

活に基づいた生活体験活動が取り組まれていった。

田2003）。

そして、本学会においても、保育園で取り組まれる
リズム運動や勤労体験、自然体験、表現体験、文化

生活体験学習研究の理論的到達点を探る

（２）子育て支援における生活体験
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れたのが、相戸の子育てネットワークに関する研究

先述したように、今日における子どもの生活の問

報告である（相戸2001）。ここでは育児中の母親の孤

題には、核家族世帯の増加や共働き世帯の増加、女

立など、閉塞された子育て環境を打開するために立

性の社会進出の急増がその背景にあると捉えられて

ちあげられた、筑豊子育てネットワークを事例に検

きた。しかし、今日の子どもの日常生活におけるさ

討がなされている。そして、子どもの発達に応じた

まざまな体験の不足は、今に始まったことではな

子育てをしていくためには、親が多くの生活体験を

い。子どもの生活の問題を、親の子どもの時期にお

することで、「子どもの育ちに何が必要か」を学習

けるさまざまな生活の欠如に原因をおくとするので

し、環境を醸成し取り組んで行く力を養っていく必

あれば、その親をも含む体験活動の機会が必要と

要があることを指摘している。

なってくる。先の小松は、子どもの行動（特にここ

一方、未就園児の身体の不健康な状況、そして専

では食行動）の自立をはかるための教育は、小中学

門家による遊びの指導、親指導の状況への疑問から

生を対象としただけでは不十分で、発達の重要なス

発足した、ひだまりサロンを事例を取り上げた高山

テップにある乳幼児を対象とした取り組みが必要で

（2002）は、当時行われていた子育て支援の内容につ

あると指摘した。すなわち、その後の成長や発達の

いて、必ずしも育児の仲間を得たり、親自身が育児

基盤を形成するであろう乳幼児期の子どもと、その

体験を積むものにはなっていないと指摘する。あや

子どもの生活や発達に寄り添う親、あるいは乳幼児

す、遊ぶ、いいきかせるといった一つひとつの育児

期の生活が欠如していた親の両者を受け皿とする取

行為を親自身が体験することで、主体的な育児の姿

り組みが必要になってくるのである。これらを視野

勢が育まれると指摘する。

に入れた場合、親子の居場所やネットワーク、親子

ここで共通するものとして、子育て支援の前提に

を支える支援者や支援プログラムの取り組みに着目

「母親の孤立化」や「孤立した子育て」がキーワード

できる。

として挙げられる。この視点は、子育て支援政策に
おいても、重要視されてきた視点の１つである。ま

１）本学会における子育て支援研究の変遷

た同時に、個別の家庭生活を見た場合、親の子育て

1994年のエンゼルプラン以降、子育て支援政策は

を国や行政の施策、その他の子育て支援サービスで

急速に広がりを見せている。しかし、それ以前から

支えることが「子育ての外部化」に繋がるのではな

家族形態の変化や地域共同体の衰退、それにともな

いか、という指摘もなされてきた。こうした子育て

う家庭や地域の教育力の低下などは大きな問題の一

支援をめぐる動向を踏まえ、本学会として子育て支

つになっており、母親らの問題関心の中心となって

援における生活体験を問う機会となったのが、2007

いった。そして本学会でも、乳幼児期における家庭

年２月に開催された、本学会の第８回研究大会の公

環境の重要性から、子育てネットワークの必要性が

開シンポジウム「子育て支援で伝える生活体験」で

問われるようになっていった（相戸2001、2006）。こ

あった。

こでは、孤独な子育てから出会いの多い子育てへの
転換を目指したボランティアグループの取り組み

２）子育て支援における生活体験とは

（高山2002）や、様々な母親のニーズや育児力アップ

以上のような研究の変遷を辿ってきた子育て支援

のための学習や交流の機会の検討が行われてきた

研究であるが、ではこれらの研究において生活体験

（林2003、桑野2004、2005、川上2007）。このような

はどのような概念で捉えられてきたのか。相戸は生

ネットワークやつながりをキーワードに、子育て支

活体験を、子どもの発達に応じた子育てをしていく

援の仕組みやプログラムの検討が重ねられ、2012年

ために必要なもの、と捉える。一方高山は、子育て

までに家庭教育支援・子育て支援施策の問題構造を

支援とは育児の仲間を得る場所、そして親自身が育

捉える研究の蓄積がなされてきている（相戸2012）。

児体験を積んで行く場所とし、あやす、遊ぶ、いい

ここでまず注目できる研究として、相戸の研究が

きかせるという育児行為を育児体験と位置づけ、主

ある。子育て支援の領域で初めて本学会誌で報告さ

体的な育児の姿勢を育むために必要なものとして捉
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えている。
ではなぜ、今日の子育てにおいてこのような生活

第13号

援する存在として、生活体験が位置付けられてきた
のである。

体験が必要とされるのか。その背景には、幼少期の

一方で大人を対象とする取り組みは、母親の子育

子育てに関わる体験の不足が指摘されている。これ

て経験値を生活体験と関連付けて捉えられる傾向に

は、後に桑野の研究でも指摘されるように（桑野

あった。大人自身の子育てに関係する幼少期の体験

2004）
、今日の親世代となる人々は、子ども時代に生

不足を問題視し、その対応としての大人向け生活体

活の中で子育てにかかわる体験をほとんどすること

験活動やプログラムが着目されてきたのである。す

なく大人になっている現状に基づくものである。さ

なわち、ここでは大人として、あるいは親としての

らに、生まれて初めて触る赤ちゃんが我が子である

育ちを支援する手段として、生活体験が位置付けら

場合が多く、子どもをどう扱ったら良いのか戸惑い

れてきたのである。

を抱き、育児不安へと状況が深刻化していく場合も
ある、という理解である。

次に２つ目の傾向は、生活体験の必要性の背景に
は、かつて日常生活にあった環境が、現在は失われ

これらのことから、子育て支援における生活体験

つつある、という解釈である。食やメディア、自然

とは、子育てで必要とされる、子ども理解や子ども

遊びや異年齢によるコミュニケーションなど、生活

との関わり、成長の上で必要とされる子育てのノウ

体験をめぐる問題は多様化している。しかし、多く

ハウなど、子どもの成長や発達全般に関係する子育

の問題の背景にあるのは、かつての社会では当たり

てのさまざまな知識や情報について学ぶ、あるいは

前のものとして存在していたさまざまな環境が、今

身に付ける、経験することと捉えることができる。

は失われてきていると捉えられているのである。例

もちろんその前提には、子ども時代に子育てに関係

えば、親子の直接的な関わりや自然豊かな遊び場の

するような子どもとの関わり体験が乏しくなってき

存在、仲間集団での時間に縛られないダイナミック

ていること、加えて核家族化や都市化の進行、地域

な遊びなど、かつての子どもの生活では当然のこと

の関係性衰退を背景にした孤立した子育てが存在す

として存在していたことが、今では非日常的なこと

る。以上が子育て支援における生活体験の現段階に

になりつつあり、そのために起こりうるさまざまな

おける到達点と整理できる。

問題への対応の一つとして、生活体験学習が位置付
けられているのである。

（３）研究の傾向と今後の課題

これは子どもの生活だけに留まる指摘ではない。

今回子育て支援や幼児教育の分野における投稿論

大人の生活、特に子育て中の親に対しても同様の解

文を概観する際、その視点として①乳幼児の生活と

釈がなされている。少子化や核家族化、地域のコ

発達、②子育て支援における体験の二つを取り上

ミュニティの崩壊などが相まって、今や初めて抱い

げ、検討を行ってきた。そこでは、以下の２点が傾

た子どもが我が子である、という親も珍しくない今

向として明らかになった。

の時代において、かつて当然のこととして経験して

まず１つ目は、子育て支援や幼児教育の領域にお
ける生活体験学習といった場合、その対象は時に子

いた子守や子ども理解を、生活体験活動の一つとし
て捉えられるようになっているのである。

どもであり、時に大人である、という点である。都

また関連して、子どものさまざまな問題の背景に

市化や核家族化、夫婦共働き世帯の増加など、さま

は、
「女性の社会進出」が主たる理由と捉えられてき

ざまな要因が重なり、子どもの健全な育ちや発達の

た傾向にあったことも指摘できよう。すなわち、情

ための体験を確保するために、子どもを対象とした

報化と社会のスピード化が急速に進む中、女性の社

生活体験活動やプログラムが多数存在する。また、

会進出も進み、多忙化した社会において、大人たち

家族構成の変化や家族機能の低下を背景に、家庭で

が子どもたに関わる時間が短縮化し、親が生活体験

は賄いきれない体験を、家庭外で補う機能として、

を子どもたちに伝承する必要な時間を十分に確保す

保育や幼児教育における子どもを対象とした活動と

ることが困難になってきている。だから、子どもの

して注目されてきた。いわゆる、子どもの育ちを支

食生活の自立が困難になってきている、あるいは偏
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食や咀嚼行動の問題が生じてきている（中島ほか

付くのか、明確になされないまま研究が進められて

2002）
、そして安全管理や危機管理面で、保護者不在

きている感がある。これは子どもの生活や発達に関

でも安心・安全な遊びであるメディアとの接触が増

する研究分野についても同様である。さまざまな子

える、と理解されているのである。しかし、この捉

どもの生活実態を生活体験の不足に原因を見出され

え方については議論の余地が残っている。すなわ

てきたが、そもそも生活体験とは何か、という定義

ち、母親の社会進出がその背景にあると捉えた場

付けに関しては細かく論証されてきていない。むし

合、母親が専業主婦であればその課題は解決される

ろ、食やメディアなど執筆者の問題関心に限定され

という結論に至ってしまうからである。女性が社会

た定義付けに留まり、乳幼児における生活体験とは

で仕事をもち、活躍しようがしまいが、子どもの生

何かについての詳細なる検討は、本学会の今後の大

活体験の不足や欠損が問題となるのであれば、その

きなテーマの一つになるであろう。そして、これら

根本を探り、整理する必要があると考えるのであ

の研究で当然のこととして表現される、大人、子ど

る。

も、家庭とはどのような状況にある人を指すのか。

以上、これまでの研究を概観していく中で、さま

その整理についても今後の課題である。

ざまな社会状況の中、子どもの生活体験が希薄化し

これまで子育て支援や幼児教育の分野における実

てきている、あるいは生活に直結するさまざまな経

践的蓄積は多数報告されている。今後は生活体験と

験や体験をしないまま大人になり、子育てに携わら

子どもの発達、生活体験と幼児教育、子育て支援と

ざるを得ない親の今日的状況が整理することができ

いう関連性を問い、家庭教育や子育て支援、幼児教

た。つまりは子どもや大人の生活体験不足は、そう

育、保育の中での生活体験の位置づけを検証し、明

なるべくしてなった、という解釈をすることができ

確化していくことが本学会の大きな役割の一つにな

るのではないだろうか。しかし、支援政策や制度が

るのではないだろうか。
（大村

整備される中、幼児教育や保育、子育て支援を通し

綾）

て、あらゆる子育て家庭に何らかの支援が届くよう
な仕組みが整いつつある今日、その成果や効果がど

おわりに ― 生活体験学習研究の到達点と課題

の程度達成されているのか、そしてその成果が家

2000年代に入り、子どもや家庭・学校・地域を取

庭、つまりは親へ如何に影響を及ぼすのかの検討

り巻く状況は一層の厳しさを増し、
「貧困」という用

は、今後の課題であろう。

語で評されるような生活が広がるとともに、教育基

また、家庭教育や子育て支援の分野においては、

本法の改正、知識基盤社会への移行と学力の国際的

本学会の学会誌を中心に、これまでにもさまざまな

枠組みの再検討が議論される時代的変化を迎えた。

取り組みが紹介されてきた。そしてその取り組みを

子どもの日常生活を基盤とする生活体験学習におい

通して、支援の在り方や場の作り方の再検討がなさ

ても、これまでの理論的蓄積を踏まえつつも、新た

れてきた。この様に、これまで積み上げられてきた

な研究・実践の視角を創出することが求められてい

活動の歴史を紐解きながら、今日の子育て支援や家

る。特に、改正教育基本法第13条の「学校、家庭及

庭教育支援に必要な関わり、実践を模索してきたこ

び地域住民等の相互の連携協力」という命題は、体

とは、一定の評価ができよう。しかし、その現状を

験の欠損・過剰供給・偏向といった子どもの成長発

踏まえた理論の構築やプログラム開発は、今後残さ

達に関する課題への対応としてだけでなく、学校支

れた課題の一つではないだろうか。

援や家庭教育支援といった新たな学習の枠組みを構

最後に、多くの研究者がこれまで子育て支援や家

想する必要に迫られている。加えて、生活体験学習

庭教育支援の現場における子どもの様子や親の変

の主体となる地域においても、自治体合併や社会教

容、プログラムの在り方の検討を行ってきた。しか

育行政・施設における指定管理者制度の導入といっ

し、そもそも子育て支援における生活体験の意義と

た拠点の再編に伴って、地域の参加・参画による学

は何であるのか、あるいは親の意識変容や親子が集

校・家庭を含めた地域の新たな教育主体の創出と教

まる場の意味そのものが、どう生活体験学習と関連

育可能性の提起が期待されている。
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今回の生活体験学習研究のレビューにおいては、
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問領域における研究方法に学びつつ学会の総力をあ

以上のような社会的・政策的な動向を踏まえ、日本

げて取り組まれた科研費研究における参与観察分析

生活体験学習学会における研究成果について考察を

や動作観察分析といった研究方法の開発や、緒方に

加えてきた。ここでは生活体験学習研究の成立と展

よって取り組まれた認知症高齢者における経験と体

開を踏まえ、今後の研究の発展に向けた理論的到達

験の関連と心理的変容は、生活と体験の関連性につ

点と課題について、以下の３点を提起したい。

いての新たな研究視角も提起されてきた。また、学

第１に、生活体験学習の概念規定と、そのための

会としての理論的固有性は未確立であったとして

学際的研究を創出するための理論的オーバービュー

も、日本生活体験学習学会ならびに子どもの生活体

の必要性である。

験に関心を寄せる研究者・実践は少なくなく、その

生活体験学習研究の展開を追った時、学会発足時

重要性も共有されている。

は、政策的潮流と時期を同一としたことなども背景

そうした中で、生活体験学習における研究の蓄積

に、庄内生活体験学校における通学合宿実践を前提

を踏まえ、同じような研究関心を抱く研究者同士の

に研究的な枠組みが既定されており、子どもの日常

議論・研究交流の活性化を図り、学問領域を超えた

生活における体験の欠損を補うという位置づけから

学際的な研究をどのように確立していくかが鍵とな

生活体験学習は始まりを見た。それは生活体験学習

る。学会設立以来の研究成果を学問領域に照らし合

における実践との協同した研究スタンスとなり、実

わせてみると、教育学を中心に心理学、社会学、医

践を起点とした研究が主流を占めることへとつな

学、家政学、体育学、保育学と多岐に渡っているこ

がった。

とが確認できる。生活体験学習の概念規定を構想す

一方で、日本生活体験学習学会は教育学・心理学

る時、これら既存の学問領域におけるディシプリの

をはじめとする多様な学問領域の研究者が集った学

中に生活体験学習を置き、研究の整合性や連続性を

際性を有する学会であることを標榜していたが、学

丁寧に検証する作業が求められる。そうした過程に

問領域を超えた新たな固有の理論構築を果たそうと

こそ、庄内生活体験学校における通学合宿の底流に

する学際的研究への志向性は決して強くはないもの

ある「生活そのものが教育する」というロジックを

であった。そこには、
「生活体験学習」自体に対する

概念的支柱に据えつつも、生活体験学習研究が固有

概念規定の弱さがあり、時代・社会状況に対して敏

に成立しうる理論を確立する学問的アイデンティ

感に捉えた論考は散見されつつも、根幹となる研究

ティの創出につながる道程となろう。

自体が揺れ動き、学問的体系化が図られたとは言い
難い状況がうかがえる。
したがって、今後の理論的課題としては、生活体
験学習の概念規定と体系化を図るための学問領域を

第２に、生活体験学習における実践と研究の協
同・循環による実践的方向性に寄与できる研究の確
立である。
庄内生活体験学校において始まった通学合宿は、

超えた理論的オーバービューの必要性が挙げられよ

庄内町における子どもの生活の立て直しを地域で担

う。生活体験学習研究の核となる概念を、再度、原

うという課題を解決するための教育実践であり、学

点に立ち戻り、学会全体において議論する必要があ

問的志向性を有していたわけではない。しかし、生

る。子どもの成長・発達における学習基盤としての

活の外部化や多様化が進行する中で、生活体験学習

地域に対する社会構造分析や、学習の主たる対象と

は子どもの生きる力を育む体験学習として全国的に

なる子ども自身の生活分析、そして、生活体験学習

波及していく。そうした実践と教育的意義を、学会

自体を規定するであろう「生活と体験」、「体験と学

は発信するとともに、実践交流会や研究大会、そし

習」
、
「生活と学習」といった生活体験学習の概念規

て学会誌や学会通信等を通じて、各地の情報の共有

定と、既存の学問分野における理論的系譜を強く意

化を図る契機を提供してきた。それは単に実践の普

識した原理的研究こそが、学会においても、社会的

及という側面だけでなく、生活体験学習研究の内容

にも求められる時期に来ていよう。

の広がりをもたらし、学会設立の理念の一つでもあ

これまでも学会における研究蓄積を見ると、他学

る「研究者と実践者が共に学び合う」ことを体現し

生活体験学習研究の理論的到達点を探る

たものであった。
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習が構築できているとは言い難い。

しかし、そうした研究の中で、我々が視野に入れ

したがって、今後、本格的な生活体験学習の深化

ていたのは、旧来的なモデル的家庭（親子関係）や

を求める上では、学校教育や家庭教育と生活体験学

多様化する生活の中での中間層に主眼が置かれ、見

習のインターフェイスを構築していくことが重要と

過ごしてきた子どもや家庭があったのではないかと

なる。それは言い換えるならば、
「子どもの生活体験

いうことは問われなければならない。実際に、研究

学習における学校教育との接点形成」と「家庭・地

成果をみると、生活が厳しい家庭や生活にある子ど

域の連帯の再生」という課題でもある。生活体験学

もの状況を正面から捉えた生活体験学習に関する論

習学として「体験の無有用性」という教育的価値の

考は皆無に等しい。そのような生活状況にある子ど

固有性を確立し、現代の教育や生活に横行する競争

もや家庭が社会に広がり、研究と実践の乖離が生ま

主義や能力主義に抗する生活体験学習を論じていく

れる一方で、庄内生活体験学校や研究者らが企図し

ことが必要であろう。子どもや家庭の問題状況の安

ない形態の実践の広がり、目的の拡散を招いたので

易な原因・状況分析にとどまることなく、一方で、

はないだろうか。

生活体験学習の教育課程論の検討を念頭に置きつつ

通学合宿の主たる対象であった学童期の子どもに

も、生活体験学習の「有用性の罠」に陥ることなく、

のみならず、幼児及びその保護者といったすべての

幼児期から学童期、思春期、成人期をつなぐ生活体

世代も含めて捉え、現実の子どもの生活や発達の様

験学習と、学びをつくりだす支援者論を構築してい

相がどのようになっているか、そうした子どもを取

くこと、そして、その両者の関係性と相互の学び合

り巻く環境がどのように変容しているのか、そし

う構造を明らかにすることが求められる。

て、その中でどのような「生活をつくる」実践が必

具体的な例としては、「子どもの生活体験学習に

要なのかといった大局的な視点に立った生活体験学

おける学校教育との接点形成」では、実際に年間カ

習の在り方の提起が、実践から学会に突きつけられ

リキュラムと結合した生活体験学習実践と研究の連

ている。こうした課題を真正面から受け止め、設立

関である。学校教育においては、これまでも学社連

の理念として「研究者と実践者が共に学び合う」こ

携・融合の推進や学校週５日制、『総合的な学習の

とを標榜する日本生活体験学習学会だからこそでき

時間』の導入といった制度的接続が幾度も図られて

る実践と研究の連関・協同による研究の深化が生み

きたが、それらが教育課程としての定着・発展には

出されてこそ、子どもの成長・発達と生活体験の相

至っていない。一方で、学校現場には、対象児童・

関について多様な研究・実践が生み出されるととも

生徒の知識・技能の習得以前に、学習意欲の向上や

に、正平や上野が提起した「診察」
（検証＝実態把

自尊感情の獲得、基本的生活習慣の確立という生活

握）をもとにした「処方」
（実践＝体験プログラムの

に起因する子どもの問題状況の改善が課せられてい

提供）の確立という一体性が図られるのである。

る。それらを学校教育のみで改善していくことは、

最後に第３として、以上の２点を踏まえた上での

既存の学校的価値では難しく、その蓄積も充分では

学校教育ならびに家庭教育とのインターフェイスの

ない。だからこそ、子どもの「生活をつくる」教育

確立である。

実践と検証が不可欠であり、生活体験学習研究が果

これまでも学校教育や家庭教育に着目した研究は

たす役割は小さくない。

見られたものの、多くは教育基本法改正を契機に着

家庭教育においても、これまでの研究蓄積を見る

手され、学会としての充分な研究的蓄積を得られて

と、子育てサークルや幼児教育・保育における実践

いるとは言い難い。内容についても、政策分析や実

は個別に報告されているものの、それらが「家庭・

践報告、対象の実態把握が多く、研究成果の実践へ

地域の連帯の再生」に向けた生活体験学習として研

のフィードバックや研究と実践が連関したものは決

究の体系化が図られているとは言い難い。家庭教

して多くない。また、範疇を見ると、地域という限

育・子育て支援における生活体験学習を、大人の生

られた領域にとどまり、世代間をつなぐために学

活体験学習として見るのか、それとも子どもの生活

校・家庭・地域の複数領域にまたがった生活体験学

をつくりだすための生活体験学習支援者論と見るの
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かといった位置づけも曖昧なままである。この問い

体験学習研究の有する価値は存在しているのではな

に対して、学会における議論からは、
「子どもの生活

いだろうか。
（永田

体験学習をつくりだす支援者には、前提として豊か
な生活体験が必要である」ということが導き出され
るが、それが家庭教育・子育て支援において有効で
あるかどうかについて研究は未着手であり、今後の
研究・議論を待たなければならない。加えて、家庭
教育の二極化が叫ばれ、様々な教育資源の情報収集
や活用を図っている家庭と、生活に余裕がなく子ど
もと充分に関わることが困難な家庭を一括りに議論
することができるのか、生活体験学習として設定す
べき対象は誰なのかといった問いや、親の育ちや家
庭を支援する地域の体制や実践論も未確立なままで
ある。
子育てという非効率的で私事的な営みであるから
こそ、多様な家庭や親、地域の現実を前提としなが
らも、乳幼児期からの子どもの豊かな育ちを日常生
活の中につくりだす大人の自覚的・主体的な学びの
過程を豊かに描き出し、その学びを支援する方法論
を実証的に検証する研究に期待したい。
日本生活体験学習学会が設立して10余年が経過
し、また、子どもの生活の乱れや、発達の様相の変
化が叫ばれて50年余りが経過しようとしている。そ
の中で、子どもの生活体験をめぐる議論は、学校知
（学校的価値）と生活知（生活体験）の乖離に議論の
端を発し、学校知への対抗としての地域における学
校外教育論へと展開してきた。しかし、現代におい
て子どもの生活崩壊とともに学校・家庭・地域の教
育力の低下が叫ばれる中で、もはや子どもの生活は
領域毎の対応方策や個別支援だけでは支えきれない
事態を招いている。だからこそ、学校知（学校的価
値）と生活知（生活体験）の統合する理論の構築と、
そうした学びや発達を支える集団的・複合的な教育
基盤形成を生み出すことにこそ、現代における生活

誠）

註
１）体験の持つ教育的価値については、矢野智司「
「経験」と
「体験」の教育人間学的考察 ― 純粋贈与としてのボラン
ティア活動 ― 」市村尚久ほか編著『経験の意味世界をひ
らく ― 教育にとっての経験とは何か ― 』東信堂、2003年
や石村秀登「
「体験的な学習活動」に関する一考察 ― 体験
と 経 験 の 可 能 性 ― 」 熊 本 県 立 大 学 文 学 部 紀 要 第69号、
2010年等を参考のこと。
２）学会設立の経緯については、日本生活体験学習学会誌
「生活体験学習研究」創刊号及び日本生活体験学習学会
「学会10周年記念誌」等を参照のこと。
３）国立社会教育政策研究所社会教育実践研究センター『平
成13年度社会教育実態調査「地域における通学合宿活動の
実態に関する調査研究」
』2001年
４）平成13～15年度日本学術振興会研究費補助金（基盤研究
Ｂ（1））研究代表者：南里悦史（課題番号13410084）
『子
どもの心と体の主体的発達を促進する生活体験学習プロ
グラム開発に関する研究』平成14年度中間報告書、2003年
５）平成13～15年度日本学術振興会研究費補助金（基盤研究
Ｂ（1））研究代表者：南里悦史（課題番号13410084）
『子
どもの心と体の主体的発達を促進する生活体験学習プロ
グラム開発に関する研究』平成15年度研究成果報告書、
2004年
６）この議論については、上野景三・九野坂明彦「生活体験
学習の理論と実践の統合にむけて」日本生活体験学習学会
誌『生活体験学習研究』第４号、１頁－17頁、2004年を参
照のこと。
７）これらの実践報告については、本村信幸「地域で子ども
を育てる試み」
（2002）及び林口彰「東原庠舎（とうげん
しょうしゃ）の通学合宿を支えた人々」
（2004）を参照の
こと。
８）実践交流会の休止に伴って、学会では地方セミナーが構
想・新設され、九州各県における実践者向けの公開シンポ
ジウム等を開催するようになる。しかし、それも現在では
開催県所属学会員の負担等を考慮し、休止状態となり、学
会活動の中心は研究大会へとシフトすることになる。
９）2001年に創刊号が発行され、その後毎年1号のペースで
学術研究、実践研究論文、研究のノートがまとめられ、現
在12号まで発行されている。
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21－42（2013）

れから」の方向性をお話しいた

座談会

「生活体験学習学会発足から12年：
これからの展望と課題」
The Japanese Society of Life Needs
Experience Learning: Its Achievements
over the Past 12 years & Prospects
in the Future

だく座談会にご出席いただき、
ありがとうございました。
1998年 ４ 月26日 に 開 催 さ れ
た、庄内町主催の生活文化交流
センターの資料を用意しまし
た。そこに書いてありますよう
に、まさに生活体験が自主性・
自発性・自律性を育むんだということが初めてうた
われ、参加者の共通認識になったものであります。
そしてその中で、これは猪山勝利先生が特に主張さ

日本生活体験学習学会は、子どもの生活体験を豊

れたわけですけれども、大人自身が実は体験不足で

かにする実践活動を推進するとともに、それを理論

あり、大人自身が学ばなきゃいけないということ

的に支える基礎的研究を深めることを目的に、正式

で、猪山先生は生活体験ではなくて「生活創造体験」

には2000年３月に発足しました。しかし、学会設立

がキーワードになると主張されました。

の準備と実質的な活動は、すでにその２年前から始

また、もう一つの資料、同年12月26日、福岡市の

まっていました。したがって、学会設立前史と発足

ベイサイドプレイスでの打合せ会の発言メモですけ

後の活動を通算すると間もなく満15年を迎えること

れど、このときに、やはり猪山先生は生活創造体験

となります。そこで、今回、今後の学会のあり方を

ということの重要性、そして横山正幸先生からは野

考えるために、これまで直接運営に携わってこられ

外教育学会のような全国情報センターが必要である

た方々に、学会のこれまでとこれからについて語っ

と、そういった方向で、学会のあり方が議論されて

ていただきました。

いました。そして南里悦史先生から「生活体験学の
ディシプリンをどう作るか？」という問題提起があ

日

時：2012年10月13日（土）17：00～19：30

り、これまでは「生活体験学会」という仮称で動い

会

場：福岡市大名公民館

てきたものを「生活体験学習学会」という名称では
どうか、そういった提案がありまして、具体的に研

会：古賀倫嗣（熊本大学教授・学会副会長）

究部会を構成するディシプリンの基礎作りというこ

出席者：南里悦史（福岡県立大学特任教授・九州

とで、体験学校論、内容論、歴史論、（国際）比較

司

大学名誉教授・学会会長）
横山正幸（福岡教育大学名誉教授・学会
初代会長・学会理事）

論、という４つの柱で進めてはどうかという発言が
ありました。横山先生からは、子どもたちにとって
重要な課題はコミュニケーション体験の欠損である

正平辰男（純真短期大学特任教授・元福

といったこと、あるいは森山沾一先生からは集団の

岡県立社会教育総合センター

中でのいじめの問題、こういった研究提案がなされ

副所長・学会副会長）

ました。これに対し、南里先生は親の欠損体験の底

桑原広治（熊本県球磨郡相良南小学校教
頭・学会理事）
永田

誠（西九州短期大学部准教授・学
会理事）

１．生活体験学会が設立されるまで

にあるもの、危機意識にささえられた問題意識を持
つべきであると提起されました。子どもに緊急に必
要なものは何か、これが議論すべき課題だというこ
とで、学会設立の当初から非常に社会的な問題の提
起、問題の発信ということが意図されてということ
になります。

古賀：本日は、お忙しい中日本生活体験学習学会の

学会のスタートは、具体的には、1999年の９月に

「これまで」の15年の活動を振り返り、あわせて「こ

実践交流会、同じ年度ですけれども2000年の３月に
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第一回研究大会という行事の組み合わせで、その後

古賀：1999年９月、第一回の実践交流会が開催され

６年間進むことになります。まずは、こういったこ

たときに、分科会を４つ開設しまして、その第４分

とをひとつ流れとして押さえておきまして、第一ラ

科会で子育て支援、甘木市の子どもネットワークの

ウンド、日本生活体験学習学会の設立について初代

方なんかが参加したという意味では、実際に子ども

学会会長の横山先生の方から設立のときの思いみた

に関わって取り組んでいる人たちとの協働、実践者

いなものをまずお話いただけますでしょうか。そし

との協働が強調されたのかなと思います。それでは

てその後、学会の組織を作って行くときの課題とし

南里先生、どちらかというとディシプリンだとか理

て、初代事務局長の南里先生がどのようにお考え

論的な志向については、その頃どのようなお考え

だったのか、横山先生、南里先生からお話を伺えれ

だったのでしょうか。

ばと思います。では、横山先生お願いします。
南里：生活体験学をつくること
横山：そうですね、皆さんのお

がこの学会にかけられた非常に

手元にお配りしている学会設立

大きな課題だった、と思いまし

の趣旨をご覧ください。そこに

た。その時に必要なことは、内

書に書かれているようなことが

容論やカリキュラム論がない

当時の思いだったと思います。

と、教育学や学習論のディシプ

子どもの「生きる力」、これを育

リンを構成しません。子どもた

むには自然体験はもちろんです

ちのライフハザードや厳しい条

が、 生 活 体 験、 社 会 体 験 な ど

件というのを連ねているだけでは、子どもたちや地

様々な体験が非常に重要だという認識ですね。もち

域での大人を取り巻く状況論というかたちで終って

ろん、それまでも子どもたちに欠けた体験を何とか

しまう。その時に非常に大事なのは、生活体験学校

補っていこうということで、各地で色々な実践が行

の通学合宿というカリキュラムだとか、各地で行わ

われていました。しかし、当時、それらはまだ孤立

れる様々な通学合宿実践のなかに形式化されたカリ

的で、相互に手をつなぎ、広がりを見せるという状

キュラムが見出せないかということが一つの方向性

況ではなかったわけです。そういう中でお互いに情

であった。

報を交換し、連携して取り組みを進めていくといっ

しかし、当時、どういう生活や生活体験というも

たことが期待されていたと思うんです。そこで、と

のを描いて子どもたちに身につけさせるのかという

にかく学会を作ろうということになった。

ことについては、調度バブルが崩壊した時でもあっ

そして、その学会というのは、学際的な学会であ

たし、その中でどういう生活を作っていくのか、を

る必要があるのではないかと。教育学、社会教育は

考えていかなければならなかった。合わせて丁度、

もちろんですが、心理学、家政学、医学、食物栄養

日本が豊かさの「ひずみ」によって核家族とか少子

学など、この問題、すなわち子どもの体験に興味・

化とかいろいろな社会問題が進行していました。そ

関心を持つ様々な学問領域の方々によって構成され

して、そこに様々な子どもたちの社会問題というも

た学会というわけです。それともう一つ、体験の問

のが発生してきたわけですから、では昔に返った生

題は実践と不可分であり、研究者だけではなく、実

活を作ればいいか、という単なる問題ではなかっ

際に現場で取り組んでいらっしゃる方々とも一緒に

た。新しい時代、状況に合った新しい子どもたちの

なって学会を作ることが大事じゃないかという思い

体験学習というカリキュラムをどう作っていくの

がありました。つまり、一つは学際的な学会、もう

か、というのが大きな学会にかけられた課題だった

一つは研究者と実践される方とが一体となった、そ

んじゃないか。そのために後で議論になると思いま

ういった学会を作り、子どもの体験問題に関わる研

すが、科研（科学研究費）を使って、諸外国の事例

究、実践の両面について情報発信を行っていこうと

を見てみるということもその時にテーマにあがって

いうのが最初の思いだったかと思います。

いたのではないかと思います。
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ですから、生活体験学習というテーマについて

やないですか。あれをつくってもう24年ぐらいにな

は、庄内生活体験学校が、日本の生活体験学という

り、全国からたくさん視察においでいただいたけ

ものを切り開く大きな柱だったと思います。それと

ど、あれとおんなじ規模で、ひとをはりつけたよう

同時にもう一つ大事なことは、それを実際に行うた

なものは、聞いていませんよね。いまだに。いろん

めの日常生活や地域の教育力、ないしは教育機関が

な行政がいろんなことをやっている中で、一つや二

行う教育実践をどうやって具体的な課題として取り

つくらいはやっぱり建物もちゃんと作って、職員も

上げていくのか、ということが大切であった。庄内

置いて、子どものために、これは誰が見てもわかる

生活体験学校と地域教育実践というものを総合的に

というようなことを、やってくれてもいいじゃない

見ていくことがこの学会にかけられた期待だったん

かと思います。むしろやってくれて当たり前だとい

じゃないかと思います。

うふうに、私は思っていましたね。まぁ現在になっ
てみるとあの建物を作ったこと、そして今日まで運

古賀：今、庄内町の生活体験学校の話が出てきまし

営してきたこと、これは本当に貴重なことで、稀有

た。やはり日本生活体験学習学会の活動の中、ある

なことで、その頃は作ってもらったばっかりだから

いは具体的な論文等の刊行物の中で研究者の側も含

舞い上がってしまってですね、まあ、うれしいばっ

めてですね、庄内の体験学校の分析、子どもの生活

かりというか、もう思っていたことが具体的になっ

の実態に対する分析というのは非常に大きなウエイ

たから、のぼせかえって没頭しておりましたけど、

トを占めております。それがどうだったのかという

そんな気持ちでしたね。

のは、後で永田誠先生に紹介していただくとして、
「正平先生、この時期ですね、学会が設立されるその

古賀：ただですね、本当に繰り返しになりますけれ

時期に、実際に庄内の生活体験学校の活動に関わら

ども、庄内の生活体験学校という私たちにとって目

れていて、どのような思いでその動きをごらんに

に見える、
「実証実験の場」と言い方はちょっとおこ

なっていましたでしょうか？」発起人として先生も

がましいですけれども、
「生活体験」というプログラ

参加されていますけれども、こういった学会を作る

ムが具体的にはどんなもので、実際にどのように動

ことによって、庄内の体験学校にとってどういうふ

かしているか、という、そういった具体的な目に見

うな方向性が出てくるのか。そのあたりについて、

えるものを示していただいたというのが一番大事な

当時考えておられたことをご紹介下さい。

ことではないかと思います。

正平：私は元々その学会を作ろ

正平：私もそう思っています。生活体験学校という

うというご意見があった時、学

館があってですね、しかも年に一回の通学合宿では

会ってどういう役割をはたすも

なくて、年に20回、いつ行っても見ることができる

のかよくわかってなかったです

という。見える形で提示できた生活体験学校の役割

ね。
「学会を作らないかん」とい

は、やっぱり大きかったと思います。

うご意見に私はあんまり賛同し
てなかったと思いますね。とい

南里：最初に生活体験学校に行ったときにこれはず

うのは、生活体験学校を見て、

ごいなと思ったのは、野菜などを作る畑作、藁や木

なんで横山先生や南里先生や猪山先生がその学会を

で作る木工細工、食事などモノを実際に作っていく

作らないかんって思っていただいたのか、ありがた

機会が用意してあった。それから農機具とか、様々

いこっちゃあるけど、なんかよくわからんっていう

な生活用具がいっぱいあって、それを使って子ども

ようなのが正直なとこでしたね。

たちに何かをさせること。しかももう一方では、ニ

市町村の社会教育行政の中であれだけのお金と人

ワトリやウサギが飼ってあり、様々な動・植物しか

手をかけて、生活体験学校が出来たことはすごいこ

もそれを何かのときには食べるっていう。それは

とやったんでしょうね。未だに、どこもしてくれん

「生きる」ことは何なのかっていうことがわかった
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殆どバラバラになってしまっています。

ついて、実際に自分たちが包丁や竈や鍋や火を使っ

その当時、問題を抱える少年を更生させるために

て生活をしていく。まさしく今、私たち大人として

いろんな学校の実践で援農活動とかをやっています

考えなくてはいけなかった子どもたちの生活の、要

けど、そこでも実際に何を見ていくのかいうのが十

するにモノを作るところから消費するところまでの

分ではなかったのではないか。それからさらに遡っ

プロセスの中に様々にある場面を生活体験学校は実

ていきますとね、留岡幸助の北海道家庭学校という

際に行うことで示していた。だから、ちゃんと生活

のがあるのですが、恵まれない子どもたちを自給自

のプロセスが見えることが非常に大事なことで、そ

足の学校生活で生活することによって何とか更生さ

こを子どもたちに体験させていくことに非常に感動

せようという実践です。これは非常に厳しい生活

し、これは子どもたちにとって必要なことだと強く

だった。生活体験学校はそういう生活を、生活教育

思いました。

の機能を持った施設を再生、再興させるっていうこ
とにつながってくるのかなと思っていました。しか

古賀：今、消費って言う言葉をお使いになりました

し、生活体験学校を見ていくと、北海道家庭学校と

けれども、確かに初期の発起人の議論の中で、南里

もまた違う。時代状況が発展した中で、子どもたち

先生もそうですが、猪山先生も「消費される文化」

が何をその中で見つけなくてはいけないのか。現代

に対して「物を作り出す文化」が必要だと言われて

と昔の生活と教育をつないでいく、つなぎ役として

います。さらに、猪山先生は一歩進んで「創造する

の生活体験学校というのが位置づいていたのではな

文化」とまで言われたんですけれども、それが、庄

いか。そこに大きな価値があったと思うんです。

内の体験学校の中で私たちが目に見える形であった
というのが大きな衝撃だったような気がします。

横山：1990年代、子どもたちの育ちの状況はますま
す深刻になっていました。非常に無気力で、自立が

正平：合宿中の子どもが、朝、鶏小屋に卵を取りに

難しくなってきている状況、発達が阻害されてきて

行って、生んだばっかりの卵はこんなに「あったか

いる状況がありました。そうしたなかで見た庄内町

い」のだって実感している、そういう場面を見ると、

の生活体験学校の取り組み、これは私にとって非常

やっぱりモノを作る生産するっていう営みに、子ど

に大きな感動体験でした。それは、子どもたちの問

もを少しでも立ち合わせて、体験させたい。堆肥作

題の状況を改善していくのは、こうした当たり前の

りにしろ、椎茸栽培にしろ、いろんな場面で、何度

日常生活の復権こそ鍵だと感じたからです。

も実感しましたね。

先ほど学会設立の時の趣意書から、学会の性格に
ついて当時どう考えていたか基本的な二つの特徴を

南里：とくに面白かったのは、人間の生活の最後の

お話しました。繰り返しになりますが、１つは学際

過程ですが、人間が食べて出したものを、汲み取る

的な学会、もう１つは実践・研究、両者が連携した

コエ汲みをさせ、さらにいろんなものを作った後の

学会です。しかし、実際には、３つ目のポイントが

カスではありませんが、例えば子馬の敷き藁を集

あります。それは、子どもの生活というあまりにも

め、そこにコエをかけて堆肥を作っていく。ここに

日常的であるために、ほとんど学問の対象として目

生産から消費のプロセスの中にそれが循環してい

を向けられてこなかったことに目を向けた学会であ

くっていうのがちゃんと見えるんですね。これは現

るということでした。私は、生活体験学校での体験

実の生活の中では大量生産大量消費、大量消費型に

から、炊事とか洗濯とか掃除とか、そういった子ど

なっていたその時代、しかし、いまでは完全に生活

もたちのありふれた日常の生活体験に目を向け、学

が機能分化してしまい、外部生活が肥大化してし

問的な探求を積極的に進めていくことが、今まさに

まっている。そういう消費生活過程が目に見えるこ

求められていると確信しました。同時にこういった

とっていうのが無くなってしまっているんですね。

取り組みを実践家と連携して、より確かなものと

農家に行っても生産するところと消費するところは

し、最終的には子どもの状況の改善に結びつけてい
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く必要があると思いました。そして、そこに新しい

か、
「学校と社会」の中でも、とくにプラグマティッ

形の学会を立ち上げる意味があるのではないかとい

クな議論とされてきたカリキュラムと、もう一つは

う思いが強く起こったわけです。

生活そのものの中にどういう体験や経験というもの
が営みとして入ってくるかというとらえ方があると

古賀：そのことに関して横山先生にお尋ねしたいの

思います。そのおさえ方によって学習内容 ･ 方法が

は、当初の研究の枠組みとか理論的枠組みの中の

違ってくるかなと思っています。

キーワードの重要な一つとして「体験欠損」、この問

まだそれは学会として、どういう形式でおさえな

題がありましたね。これはどういう研究的意義のあ

くてはいけないのかということについて、まだ結論

る言葉だというふうに当時はお考えだったでしょう

が出ておりませんが、それは大事な問題です。教育

か？

学、とくに「学校と社会」の中の体験、生活体験と
いうもののおさえ方に関わってきます。これは将

横山：そうですね。実は体験学習学会の創刊号にも

来、カリキュラム論を今後子どもたちの中に、生活

書いていることですが、子どもが発達していくため

環境の中における学習環境として、そのカリキュラ

には、体験という情報の入力が不可欠です。たとえ

ムをどう位置づけて、今後はそれをどう開発してい

て言えば、子どもは頭の中に素晴らしいソフトとい

くのか、という議論の中で、もう一回くぐっていか

いますかプログラムを持って生まれてくる。しかし

なくてはいけない問題ではないかと思っています。

そのプログラムが働いて子どもが育っていくために
は、情報を入れなければならないわけですよね。そ

２．学会活動の社会的な広がり

の場合、情報というのは何でしょうか。子どもの育

古賀：いえいえ、大事な指摘というか、そういった意

ち、発達に必要な情報は五感を通しての体験だろう

味ではこれから、座談会の第二ラウンド、学会活動の

と思うんです。何気ない幼いときからの様々な体

社会的な広がりに関する話に入りたいと思うんです

験、物に触れたり、聞いたり、特別な体験じゃなく

けれども、今、南里先生が指摘された地域と学校のあ

五感を通しての素朴な体験、その大切な体験という

り方、それを体験だとか体験提供のプログラムだと

情報が大きく欠けているというわけです。情報が欠

すれば、それが一番よくわかる形で出てきたのが、

ければ、素晴らしいコンピューター、すばらしいソ

「総合的学習の時間」ではなかったかと思います。逆

フトをもって生まれてきたとしても、子どもたちは

に言えば総合的学習の時間が導入されたときに、私

育っていかないでしょう。したがってその情報とし

たちの学会の出番であると、それまで社会教育関係

ての体験を補完していく必要があります。私は、体

者中心の学会運営から学校教員も対象とするという

験欠損の問題をそういうふうに考えていましたね。

か学校教員への会員の拡大を図らなきゃいけないと。
まあそういった役割をもって登場されたのが、桑原

南里：生活体験の欠損についてなんですけどね、学

先生ではないかと思うんですが。いかがでしょう桑

会でもずっと議論をしておりました。これは佐賀の

原先生、まず少し前段、先ほどからの流れになりま

西川先生の体験カリキュラム上の欠損という考え方

すけれども、庄内の体験学校をごらんになっての感

と三浦先生の体験の欠損という考え方と二通りある

想、その取り組みの感想と、そして学校教育の中で

のですが、やはり欠損ということは、カリキュラム

始まった総合的学習の時間、導入の時期、どのよう

の欠損ではないかと思います。カリキュラムでの学

な感想なり取り組みの方向性をお感じだったんで

習をちゃんと受けなくてはいけないところが、学校

しょうか？ そのあたりからお話いただけますか。

教育と家庭・地域教育の中で当然体験しているだろ
うと思われる体験がだんだん少なくなっている。そ

桑原：はい、今でこそ開かれた学校ということで、

れは目的化された経験という体験学習をどういう生

学校教育が進められているんですが、まぁ初めのほ

活と結び付けていくのか、というときに、一つは生

うは閉じられた学校から少しずつ開かれ始めた時期

活体験という議論が、例えば J・デューイであると

だったと思うんですね。しかし、当時の私自身の授
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業も含めて、私の知る校内外研

す」で終って、
「いい体験活動ができました」の繰り

究会での授業は、教師が質問を

返しなのです。ところが、庄内町の子どもたちの感

して、正解を子どもが答える内

想は、丸ごと体験なのですから、そのプロセスの中

容というものが非常に多く、そ

から生まれた自分の言葉で語ることができていたの

の答えは教科書に書いてあるも

です。私に子どもには本物体験の場づくりを学校と

ので、教師が意図するようなも

家庭・地域、並びに行政が真剣に議論していかねば

のであったように思うんです

ならないと考えさせてくれたのです。私にとっては

ね。さらに問題なのは、子ども

新たな発見と出会いが庄内生活体験学校にあったよ

が答えたものが「くらし」
（生活）の中につながって

うに思います。

いかない、広がっていかないのです。
「それはなぜな

2002年に始まった総合的な学習の時間とは「自ら

のか」の問題意識を持ち始めてきたころでもありま

課題を見付け、自ら学び、主体的に判断し、問題の

す。つまり、子どもたちの体験不足は表現そのもの

解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を

を希薄なものにしていることに私自身も学校現場も

育て、自己の在り方生き方を考えることができるよ

なかなか気づいていなあったのです。気づいてはい

うにする学習の時間です。一言でいうなら「各学校

ても、そこに踏み込もうとしていないのです。それ

が創意工夫して、各学校ごとに教える内容を決めて

は、現場はあまりに超多忙だからなのです。毎日の

行う授業」のことです。しかし、導入されてからの

授業で精一杯です。

学校の教師は、体験活動となれば、市町村教育委員

実際問題として体験そのものが不足しているのは

会の社会教育課にお願いして授業を進めていたよう

明らかであり、何とかしなければと考えておりまし

に思います。まず、教科書がないのです。110時間を

た。もちろん、子どもたちの生活体験の不足につい

教師がプログラムを組んでいかなければなりませ

ては多くの教員も気づいているのですが、毎日の慌

ん。おそらく､ 教師は､ 書店に走り、マニュアルは

ただしさに、いつのまにか忘れてしまい、どうした

ないかと走り回ったことが容易に推察できます。つ

ら子どもたちの体験が豊かになっていくかという具

まり、教師の体験不足や企画立案能力の不慣れな状

体化までは進展していかない現状なのです。そこ

況の中で、総合的な学習がめざすものになかなか近

で、私自身が研究を積んで学校現場に問題提起して

づけない現状にあったのではないかと思います。

いかねばと考えていたとき、熊本大学の古賀先生か
ら学会のお誘いを受け、ご推薦いただき入会した次

古賀：総合的学習の時間には二つの狙い、一つが自

第です。

ら問題を発見しより良く解決する力を育てること、

改めて生活体験学校の庄内町の体験学校の見学や

もう一つが自己の生き方を考えることができるよう

活動に参加させていただき、その活動は、まさに本

にすることがありました。そういった意味では先ほ

物の体験活動でした。現在の子どもたちは、自分で

どからの生活体験であるとか生活創造、あるいは生

考えて行動ができない、無気力で「指示待ち」の子

活をつくる、そういったものと総合的学習の時間と

どもが増えていることは異論がないと思います。し

は非常にマッチしたものであったかと思います。正

かし、生活体験学校では、合宿して朝食を作ったり、

平先生、文部科学省が進めた総合的学習の時間とい

掃除や畑仕事など、共同生活をしながら、家庭で失

う枠組みの中で庄内町では学校教育と体験学校が、

われた生活体験をしているのです。しかも、一週間

それなりに向きあうような関係が作り出された、そ

も親元を離れて、学校に通う子どもたちに出会った

ういった10年ではなかったかと思うんですが。その

のです。まさに、活動は丸ごと体験でした。

あたりについてご紹介いただけますか。

私たち教員がやってきた学校の中での体験活動
は、分断された、
「おいしいとこどり」の体験活動

正 平： や っ ぱ り で す ね、 さ っ き も 桑 原 先 生 お っ

だったのです。体験活動後の子どもたちの感想を聞

しゃったように、総合的な学習の時間って言うの

くと「今日は楽しかったです」
「おもしろかったで

は、教師が地域に目を向ける、これほど大規模でダ
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イナミックな出来事はなかったと思いますね。あれ

り去年で終ったのですが、成果は大きかったと思い

がなかったら、今のように教員が地域の人々や地域

ます。

の事柄に興味や関心や注意を払うということはな
かったのじゃないでしょうか。そういう意味ですば

南里：今、総合的な学習の時間についてゆとり教育

らしいことだったと思います。今度、時間数が減ら

是非の議論がありますが、総合的な学習をやってき

されはしましたけど。庄内の場合、生活体験学校と

た子どもたちがあまり社会的に評価されてないとい

学校の接点との一つとして、１・２年生の生活科の

う形になっておりますけど、私はあの時期にずっと

舞台を作ったり支援をしたりって言うのが続いてい

子どもの調査をしておりましたけれども、一番大き

ました。でも、それは小さな規模でした。総合的な

な問題は、総合的な学習が悪いんじゃなくて、総合

学習の時間の活動として、５年生がクラスごとに出

的な学習を支える家庭生活や地域というものが壊れ

かけてきて、一泊する。一日目は、保育園の一日保

てきたということをちゃんと認識する必要があると

育士体験とか、老人ホームの奉仕体験とか、グルー

思われます。家庭の基盤が衰退していく、核家族化

プごとに出かけていって、翌日その発表会をするわ

が進んでくるからタテとかヨコとか、色んなコミュ

けですね。一泊二日のクラスごとの取り組み、これ

ニケーションも崩れてくる。総合的学習を支えてい

は非常に貴重な取り組みだったと私は思います。と

る家庭や地域の日常的な生活体験がどう作られて

いいますのが、普通だったら小学生をクラス別に宿

いったのか。しかもタテ関係で、例えば異年齢の関

泊させるというプログラムでは、担任の先生は子ど

係であったり、おじいちゃんおばあちゃんたちとの

もが生活すること自体の指導で疲れてしまう。

関係があって、それが体験学習として、従来の詰め

ところが学級単位で泊まっている子どもの半数は

込み型の教育じゃない形のものとドッキングするこ

６泊７日の通学合宿を体験している子どもですか

とによって、いわゆる学校知と経験知が重なること

ら、ご飯を作ったり片付けたりすることをいちいち

によって子どもたちの発想や構想力や多面的な学力

担任が出てきて指導しなきゃ進まないとか、そうい

というのが見えてくるというのが構想だったのです

う場面はないわけですね。むしろ担任の先生が鍋は

が、そこで問題はそういう社会や地域の現実がそう

どこにありますか、皿はどこにありますかと子ども

なっていない。それからもう一方では学校に、では

に尋ねるほどですよ。先生が子どもに聞きながら生

そういうことが出来なければ学校にその機能を全部

活は回ってるわけですから、そりゃあもう、担任の

かぶせてしまう。学校が子どもの生活経験から何ま

先生の負荷がぜんぜん違います。グループ活動で

で全部しなくちゃいけないことになってきつつあ

は、４つも５つもグループができてそれぞれに出か

る。

けていく。そのグループに生活体験学校にきてるボ

福岡のある学校に行ったら、外部講師の指導でい

ランティアさんが１人２人時には３人と、付いて

ろんな体験学習をさせるのですが、先生たちが子ど

行って下さるわけですから、担任はグループごとの

もたちに発することは、「よかった？」「どうだっ

活動をずっと車で回って点検して写真を撮って翌日

た？」ということしかない。すると子どもたちは

の発表に備えるというような活動が出来てたのです

「よかった」としか答えない。ほんとに経験、体験か

ね。しかも出かけている子どもたちが帰ってくるま

らくる様々な多面的ことを感じていく力が本来的に

でに夕食を作るグループもあるわけです。そのグ

は体験学習の中にはあったはずなのですが、学校で

ループの連中はしっかり通学合宿で体験しています

の取り組みは体験内容を詰め込みすぎて多面的な感

から、仲間が帰ってくるのをクラス全員分のご飯を

性や認識が無くなっている。学校に集中してきた体

作って待ってるわけですね。そういうダイナミック

験学習が、ある意味では非常に大きな問題だっただ

な総合的な学習の時間を10年間続けることが出来ま

ろうと。しかし、その頃から、庄内生活体験学校と

した。これはやっぱり、見える連携、見える共同と

して大きな悩みといわれてきたのは、体験学習に参

言えます。それを具体化したのが総合的な学習の時

加しているから安心するという親たち増えてきたこ

間だったと思います。10年続いて、平成23年、つま

と。生活体験学校に来てれば子どもたちが何とかな
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るという依存傾向になってきたことです。本来、親

解されているのではないかと思いますが、いわゆる

たちのつながりや子どもたちのつながりが、その集

「活用力」に生活体験の及ぼす影響が大きいのでは

団の経験や体験が学校の中にずっとつながっていく

ないかということを、研究を通して導くことができ

というのが正平先生たちの構想だったのではないで

ました。

しょうか。

しかし、
「それをどうやって作り出すのか？」とい
うところに先生方は苦労されていらっしゃると思い

正平：私はそこに参加している子どもたちの心配よ

ます。生活体験をカリキュラムに位置づけ、45分間

りも、県立大学に在学していたときの永見かおりさ

の授業でどのように組み立てるのかは、まだ未着手

んの調査で、アンケートに対する答えの中で、通学

の部分が大きいと思います。そこに生活体験が基盤

合宿に参加させてない親たちの態度に、勧めもしな

となることを検証したのが研究のひとつの成果では

いし止めもしない親の態度っていうのが報告されて

ないかと思います。逆に言えば、生活体験が学力に

るんですね。あれを読んでほんとガックリしました

一定の効果を示すということを裏付けた事にもつな

ね。子どもが行くって言えば行かせる。行かないと

がるだろうと思います。

言ったら黙ってる。じゃあ親として保護者としてわ

もう一つの成果は、その研究の中で、庄内小学校、

が子にこういう体験をさせたいとか、こういうのを

中学校の先生方に成果を報告したことを通して、庄

勧めたいとかそういうものがみられない。そういう

内 の 子 ど も た ち に 対 し て、 ど う 進 め て い く の

不参加児童群の中の保護者の態度が報告されていま

か？ という議論が出来たことは大きな成果であっ

して、あれを見たときに、庄内の子どもの指導って

たと思います。私も初めて校内研修に参加をさせて

言うのは、こりゃあ半端なことでは進まないとつく

いただき、その時に小学校の生々しい現実が先生方

づく思いました。２，３日前も新聞紙上で筑豊の子

から語られました。子どもたちの生活力もしくは家

どもの学力は福岡県下で一番低いとドーンと書いて

庭生活の現状が語られ、その上で研究をどのように

ありましたよ。ほんの３日前ですかね。

結びつけていくのかという議論を行うことができま
した。そうした関係が生活体験を通して実践と研究

古賀：保護者の問題が出てきました。これは学会設

の間に築くことができたのは、重要な成果だったと

立の当初から子どもではなくて保護者の問題が重要

感じています。

だということで、それが学会活動の社会的広がりの
中で、やはりその子育て支援だとか保護者の問題が

桑原：総合的な学習の時間が始まったときの研究会

出てきました。ただこの問題の一つ手前に永田先

というのは、ほぼどこも千人規模だったんですね。

生、具体的に学校教育の中に入って、いったい生活

いわゆる、教師はマニュアルを求めて走り回るわけ

体験をすることが子どもたちにどういう効果があっ

です。それが、だんだんだんだん下火になっていく

たのか、なかったのか。少し教育学的な見地からの

のです。総合的学習の時間の活動内容を見ています

話をお願いできますか。

と、従来と変わらず体験は多く仕組んであるけれど
も、教師主導の時間になっていたのではないかと思

永田：私がというよりも正平先
生やそれまでの庄内の生活体験

うんですね。
活動をさせた後、感想を書かせますと「楽しかっ

学校における取り組みの中で、

た」
「おもしろかった」というような感想交流という

庄内小学校、中学校の児童生徒

のが非常に多い。教師もなかなか言葉として引き出

の学力と通学合宿参加の相関を

せていないわけなんですね。学力の点数化にもつな

研究をさせて頂きました。その

がっていかない。これまでの拘束されたカリキュラ

研究では、生活体験と学力に関

ムと違って、自由かつ創造的なカリキュラムを作っ

連があるようだということが明

ていいということですが、「どのようにカリキュラ

らかになってきました。学校の先生方は経験的に理

ムを創ればいいのか」という現場の悩みはつきな
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かったように思います。
「総合的な学習により学力

とが子どもの発達の非常に大きな課題として、ずっ

が落ちるのではないか」という保護者の疑問も生ま

と持ち続けて来たのですが、庄内の生活体験学校に

れてきたのもこのころです。

参加している子どもの学力調査をしたときに思った

教師の授業改善が叫ばれていますが、改めて総合

のは、庄内生活体験学校の中に培われてきたのは、

的な学習の時間の充実に求められる教員の資質とし

様々な生活経験と同時にそれが日常生活にまた戻っ

て、まず教師が地域との関わりを持ちながら視野を

ても、これをずっと続けていく生活力がずっと持続

広げていくことが重要だと思います。一人の教師の

的に形成されてきたと。何年も何年も通っているわ

指導力には限界もあります。そういった時に生かさ

けですから、普通の家庭や地域なんかでは作れな

れるのが、地域の人やものだったりすると思いま

かったものが作られてくると。

す。だからこそ、これからもより開かれた学校の中

ところが、学校の中では、教科の学習と体験、つ

の開かれた教師になっていかなければならないので

まり、生活と学習が分離し始めてる。だから体験は

す。この指導観の転換であってこそ、子どもたちが

体験、教科の学習は学習、それが分離し始めてるも

体験したことを教師がどう引き出していくかという

のですから、子どもたちが体験したから日常的に生

ファシリテーター的な教員の発想が生まれてくるの

活から生まれてくる様々な生活の力として、学習の

だと思います。

意欲として、また学習の構えとして、それを作って

ところで、総合的な学習の時間の時数は減ってき

いくことにはならなかった。総合的学習が生活の部

ましたけれども、全国学力・学習状況調査が始ま

分の時間を消費するだけみたいな形で、その他に何

り、活用を問う問題、いわゆる「知識・技能」を実

をやらなければいけないのか、ということが大きな

生活の様々な場面に活用する力がどこの学校も低い

課題だった。私たちの学会は、その時に生活体験学

と結果となりました。その結果を受けて、各学校で

習が、どうしたら子どもたちの発達の役割を担って

も分析がなされ、家庭生活においても、家の人と一

いけるか、ということを広げようとしたわけですけ

緒に食事をする習慣や早寝・早起きの習慣づくり、

れども、なかなか学校の壁が厚くて、行政がいろん

約束ごとを決めて過ごす等のルールづくり、地域の

な形で地域で体験学習を組織したけれどもなかなか

一因であるという自覚と積極的な地域行事への参加

学校と結びついていかなかった、というのがその後

意識等が学力テストの好結果を生むというもので

の状況だった。ですから、先ほど庄内の生活体験学

す。それは、やはり体験活動を生活体験も含めて、

校のことでは、調査をしていると有意性が出てくる

自らの頭を使って考えて判断し、言葉で表現してい

が、そのことが社会的に認められなかったっていう

くそのプロセスをきちんとやっている子どもという

部分もある。一部には広がって行くけれども、なか

のは、
「思考力・判断力・表現力」の向上に効果的で

なか全国的に波及していかない現実があり、そのこ

あるというわけです。

とが学会の取り組みとしても大きな課題でもあった
のではないかと思います。

南里：今、学力の問題と体験の問題が出てきました
けれども、私が子どもの調査を始めたのが1976年で

古賀：総合学習という場面を通じて、庄内の体験学

した。その時にＩＱの偏差値と４教科の合計の相関

校の子どもたちがどういうふうな成果があったか、

を取ってみたんですが、1976年の時は、生活力を培

プラス面ですね、それを永田先生から指摘されたと

い、日常生活で一生懸命努力すれば、例えば生活習

思います。それは体験の質の問題ということです。

慣だったり遊びであったり、集団であったり、それ

もう一つ横山先生、やはり総合学習が上手くいかな

からお手伝いであったり、そういうことをちゃんと

かったというときに、コミュニケーション体験、総

やってる子どもたちは成績が上がるという形になっ

合学習といえば、アポイントとメモをとって最後の

ていたのです。それが10年後、20年後になってくる

プレゼンテーションまで集団単位でやるというのが

と、だんだん理解力の速さが成績にそのまま反映し

一番大きな特徴だったように思うんですけれども、

ていくことになっていきます。私は生活力というこ

横山先生のお立場でコミュニケーション体験、ある
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いは子どもたちの社会関係作りという観点からお気

古賀：横山先生から「させられ体験」という言葉が

づきのことがありましたら。

出ました。
「させられ体験」というキーワードがてく
るとすぐ私たちが思いつくのが、
「まるごと体験」と

横山：そうですね、コミュニケーションでもです

いう言葉でそれについて正平先生、この時期に通学

が、先ほど桑原先生が指摘された問題点、指導観の

合宿が全国的に広がっていきます。そうした中での

転換が現場の先生にとって難しかったということが

プログラムの問題、「まるごと体験」というものが、

ありますね。体験が大事だということは、相当前か

どういうふうに位置付いていたのか、そのあたりの

ら多くの先生方もご存知だったわけです。しかし、

質の問題としてお気づきのことがありましたら、お

子どもたちに生活の何を、どういう形で体験させる

願いします。

のか、体験してもらうのか、体験できるようにする
のか、どう仕組むのか、その方法論というか、考え

正平：私が「まるごと体験」を強調するのは、やっ

方がいまひとつしっかり押さえられていなかったと

ぱり物事を取り組むときの準備と最後のお片付け、

思います。あるいはわからなかった。そのために結

これをきちっとやらきゃいけないからです。それ

果として、していることがいわゆる私の言葉で言え

は、あんまり楽しいことではないし、我慢・辛抱が

ば ｢させられ体験｣「プログラム化された体験」に

要求されます。片付けの辛抱というのは、
「ここまで

なってしまっていた。子どもたちは、自分で考え、

やったから残りは大人がするからいいよ」じゃあ済

判断し、表現するというよりも、教師があらかじめ

まないわけです。最後まで片付けなきゃいけないわ

計画したプログラムに沿って体験的な活動をすると

けです。つまり、繰り返し繰り返し、終るまでやる

いう限界性があったように思うんです。そういう点

という、それが仕事というものです。だから必然的

からすると、先生方が学校という場で、足りない体

にみんなと協力するということが必要になるわけで

験を補って子どもたちの自主性、自発性を伸ばし、

す。何人かの子どもが一生懸命やったって、別の何

学力を高めていくには、どういう方法、どういうや

人かの子どもがさぼっていたらいつまでやっても終

り方がいいのか、確かな情報を発信することが私た

らないわけです。そういう意味で集団の協力とか役

ちの役割だったと思うんです。しかし、それがこれ

割の分担とかいうものを、きちっと自分の行動とし

までできていなかったというのが実情です。

て貫徹させるためには、
「まるごと体験」じゃないと

戻りますが、学校での体験活動の問題の一つにコ

いけません。途中までで止めるというような部分的

ミュニケーション体験の問題があります。総合学習

な体験では全くダメ。今日、お手元に届けました書

では、グループで調べたことを大きな模造紙にまと

き物にも書いておきましたが、まぁ、大根を洗って

め、それを皆に示しながら説明してするということ

使うというプロセスがあれば非常にいいことです。

がよく行なわれます。それは、とても良いのですが、

今、大根っていうのはお店に並んでいる洗ってある

問題は、説明内容をノートに書き、それを読み上げ

もの、それが大根だと思ってる子どもがほとんどで

る、あるいは暗記して発表するという場合が少なく

すから。そういう状態だから、大根を抜く、土を落

ないということです。そこでは、発表する子どもた

として洗う、葉を落とすという全ての過程をしっか

ちと聞き手の子どもたちとの間の質問、応答といっ

りやらせることが必要なんです。

た双方向のやりとりはめったにありません。生き生
きしたコミュニケーションになっていないのです。

横山：今、正平先生が「部分的体験」ではだめだ、

あと一歩前進させると、本物の素晴らしいコミュニ

「まるごと体験」が大事だとおっしゃられました。そ

ケーション体験になるのですが、先生方がそのやり

のとおりだと思います。その「まるごと体験」に関

方を「発見」し、実践し、深める前に、文科省は、

連してのことですが、大変興味深い指摘がかつて福

総合学習の時間数削減へと舵を切ったわけです。非

岡県立大学の小松啓子先生の論文の中にありまし

常に残念なことだと思います。

た。それは、断片的な体験ではなく、「連続的体験」
の重要性についてです。それはどういうことかとい
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うと、例えば、野菜作り体験ですが、あちこちの小

関が教育的価値を創る役割をしなくてはいけなかっ

学校、保育園、幼稚園でやっています。その場合、

たのですけれども、なかなかそこまで行かなかっ

ボランティアのおじちゃんやおばちゃんたちが畝を

た。世の中全体がバーチャルになり、生活のハウ

つくる。子どもたちは用意された種を蒔き、土をか

ツー的なものを求めていくような教育になってきた

ける、そして、一ヶ月後くらいにちょっと様子を見

ときに、現実に学会の課題としては生活体験学習と

に行き、最後に野菜が育ったところでおじちゃん、

いうものが、作り出されてきたかというと、生活体

おばちゃんに手伝ってもらいながら収穫する。これ

験学習そのものは何かが現実的には非常に見えにく

で生産体験、農業体験をしたという感じなんです

くなってきた。一方では、
「自然環境」とか「自然環

が、こういう体験ではあまり意味がないのではない

境教育」という新しい分野やアイテム、柱があって、

か、プロセスをきちんと押さえた連続的な体験が必

そこが具体的に見えるものですから、その日常生活

要だということを言われたんですね。それは、今の

体験ではないが特別な価値を持ったその分野に人々

正平先生のおっしゃった「まるごと体験」が大事で、

が注目しはじめている。その背景にはスローライフ

部分的な体験では十分ではないというお考えと通じ

とか生活の価値の見直しというのがあったからで

るものがあると思います。こういう風にみていく

す。ところが生活体験学習の場合は日常生活の中に

と、体験というものをどう考えていくのか、このあ

おいて体験学習とどうつながっているか、と考える

たりも私たちの学会がもっと発信しなければならな

と、日常生活の中で普段生活している子どもたちの

いことだと思います。しかし、残念ながら力不足で、

生活そのものを大事にしていかなければならないわ

多くの人に知っていただくことができなかったです

けで、そこを大事にしていくことが、子どもの発達

ね。

にとって必要だったのだけれども、なかなか具体的
に見えなかったものですから、だんだん体験学習と

南里：私は学校に体験学習とか、様々な教育機能が

いう営みが置き去られて、価値がだんだん低くなっ

集約されてしまうと、家庭や地域の中のいろんな教

てきてしまった。

育機能が失われていくことを危惧しています。将
来、どうしても家庭教育や地域教育支援っていう、

横山：大事にしていくということを言われました

学習や教育じゃなくて「支援」という概念がどうし

が、やはりそのための方法論の提示が研究者のほう

てでてくるということは予想できていました。ただ

から十分なされなかったように思います。あるいは

私はその中で本当に気をつけなくてはいけなかった

まだ途上にあるというところでしょうか。

のは、家庭や教育の機能を支援しても、今日の家庭
や地域の教育機能は民間で担われ、外部化して失わ

古賀：このことについては、次の第三ラウンドで議

れてしまう。それは塾での学習であったり、しつけ

論したいと思います。それから、学会活動の社会的

であったり文化であったり体力づくりであったりと

広がりに関して忘れてはならないのが、やはり「17

いう様々なものが作られていっている。それからそ

歳問題シンポジウム」、あれは大変な熱狂の中で行

の一方では子どもたちの生活の中にゲームがはびこ

われました。私も実はそのときは欠席だったので伝

り、それからコンビニっていうのが広がってくる

聞でしか知りません。
「17歳問題」というレアケース

と、ある意味で画一化してしまい、多彩なように見

の問題でありながら、子どもたち全体の課題を浮き

えながらもその中に教育の機能、学習の機能が失わ

彫りにするような課題、問題でした。17歳問題のと

れてくる時代的な背景というものがあり、さらに競

きの私たちの対応は、いったい学会としてこうした

争原理が働いてくるという現実の家庭や地域の中で

社会問題に対し何が発信できるのか、日本生活体験

親や大人はどうして行くのか、子ども達の現実にど

学習学会としての試金石だったような気がします。

う対応していくのか、地域はどうして行くのか、と

その企画の中心におられた上野景三先生（佐賀大学

いうことが見失われてくる。

教授・現学会事務局長）、突然で申し訳ございませ

本来であると庄内生活体験学校のような施設や機

んが、お考えを聞かせていただけませんか。
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上野：あの時のメンバーは横山先生と猪山先生（当

取り組み」と「実践的な取り組み」という二つの基

時：長崎大学）
、それから西村先生（臨床心理士・ス

本的方向が紹介されました。それに私のほうから一

クールカウンセラー）だったと思います。特に印象

つ付け加えさせていただくとすれば、「現代的な取

的だったのは、その後の対応として、カウンセラー

り組み」です。まさに「学際性・実践性・現代性」

の存在というものが非常にクローズアップされたわ

が学会の設立以来の基本的な方向性だろうと考えて

けですが、その時に西村先生が言われたのは、カウ

います。次に、永田先生からこの理論的アプローチ

ンセラーの限界性を提示されたことをよく覚えてい

の視点から、学会のこの15年の取り組みを振り返っ

ます。つまりカウンセリングというのは基本的にク

ていただきたいと思います。そしてこの中で課題と

ライアントと一対一の関係なのであって、基本的な

して見えてきたもの、そのあたりをご紹介いただけ

役割は、子どもを学級に戻させる、そのために教育

ればと思います。

相談を受けるというところにある。しかし、その学
級が楽しい学級でないと子どもは戻りたくないで

永田：今、ご紹介いただいた学会における研究をレ

しょう、そうすると、カウンセリングのところだけ

ビューした論文は、上野事務局長、大村先生と一緒

切り取って議論するのではなく、楽しい学級作りや

に執筆させて頂きました。今回この座談会を取り組

楽しい学校づくりを、管理職以下全教職員でやらな

むまでに、学会の10数年間の研究をレビューしてみ

きゃいけないことではないか。

ようということで、取り組まさせていただきまし

さらに言うと学校５日制の導入直前だったもので

た。私自身もこの作業をやっていく中で大きな発見

すから、地域で子どもたちが過ごす時間というのが

がありました。一つは、学会誌「生活体験学習研

増えてくるではないか。そのときに子どもたちがの

究」、もしくは日本生活体験学習学会で取り組んで

びのびと過ごすことの出来るような地域社会作り。

きた研究のフレームは、学会設立の理念に書かれて

そこでのコミュニティ・カウンセリングみたいなこ

いることとも重なるかもしれませんが、やはり庄内

とも今後求められるようになるのではないか、と言

生活体験学校そして通学合宿実践を基盤において形

うような指摘がありました。事件が事件だっただけ

成されているのではないだろうかということです。

に、どこかの責任を追及したり、何か対処的な療法

そのため生活体験学習の方法論について、庄内町で

をとるという議論が起きがちなのですが、実際には

の通学合宿が一つの柱としてあったと思っていま

それぞれのところで出来る役割と言うものがあっ

す。

て、全体構造をもっとつかまなくてはならないとい

今回の論文執筆にあたって、これまで庄内生活体

う指摘があったことが印象的なシンポジウムだった

験学校の通学合宿に関する文献を改めて読み直して

と思います。

みると、先ほど正平先生のほうから「学会がどんな
役割を果たすのかよくわからなかった」というご発

古賀：17歳問題のシンポジウムというのは今、上野

言があったかと思いますが、庄内町や正平先生の作

先生から紹介があったように、まさに時宜にかなっ

られてこられた通学合宿実践は、実は生活体験学習

た学会事業であったこと、もう一つ、これを契機に

の一般的理念とは異なっており、もしくは国の生活

方法論として出てきたのが、地方セミナーというあ

体験学習導入の意図とも起点が異なっていたのでは

り方で時事的な問題も含めて会員拡大に結び付けよ

ないかということを感じました。庄内町での通学合

うという方向が生まれました。そんなことも、学会

宿は、庄内町という旧産炭地の生活構造や経済基盤

活動の転換点だったと言えるかもしれません。

が崩壊していった地域の中で、どうやって次の地域

３．学会のこれからの展望と課題

の担い手を育てていくのかという地域再生をねらい
にされ、通学合宿実践は生み出されて来たと私は見

古賀：それでは座談会の第三ラウンド、これからの

させていただきました。その時代、子どもの成長発

展望と課題というところに入りたいと思います。先

達において家庭が基盤にならなければならないはず

ほど横山先生から、学会設立に当たって、
「学際的な

が、家庭の中にそうした教育機能やもしくはその教
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育の基盤が崩れつつあり、家庭だけには任せるだけ

体験学習としてどのように議論していくのかという

では充分ではないのではないかという危惧があった

点は、今後の学会として研究的課題となるのではな

のではないかと思います。そのため、そうした家庭

いでしょうか。

教育を代替・補足するために、地域の教育体制をど

次に、二つ目の課題としては、「実践と研究の共

のように確立していくのか、そのための教育実践を

同、循環」という実践性です。子どもの生活体験学

どうつくり出していくかという試行錯誤の中でうま

習に注目が集まり、政策的に「総合的な学習の時間」

れたのが通学合宿であり、生活体験学校ではなかっ

が導入、その後で学力向上論に押され、体験学習が

たかと思っています。

学校教育の中での位置づけを失っていくという変遷

しかし、それが国の政策的意図と一致し、生活体

をたどりました。一方で、教育基本法改正で社会教

験学習学会の設立を契機に、庄内町という地域の中

育行政の役割が転換され、それまでの社会教育行政

で生み出された生活体験学習の地域実践が、今度は

の拠点であり、通学合宿などの生活体験学習の地域

現代の教育においてどういった意味があるの

的拠点であった公民館自体が指定管理者制度など

か？ ということを、理論的に議論していこうとす

で、その役割や存在意義自体が迷走していきます。

る志向性へと発展してしたのが、生活体験学習学会

そうしためまぐるしい動きの中で、生活体験学習の

だったと思います。そして、学会活動が継続してい

担い手を今どこに置くべきなのかという議論が学会

き、生活体験学習の理論家・深化の転機となったの

として必要ではないでしょうか。それは、単なる

が科研費研究であり、2012年に発行された『生活体

ハードだけの問題ではなく、人材やプログラム、そ

験学習をデザインする』が現在の生活体験学習学会

して体制や支援方法といったソフト面も含めて、こ

の理論的到達点やその系譜を示すものであったと思

れからの生活体験学習実践を提起していくことが、

います。そうしたことを踏まえ、先ほど古賀先生か

学会としての存在意義や社会的必要性につながると

らご提起があった学際性・実践性・現実性という視

考えます。

点から、今後の生活体験学習研究の課題として提起
をさせていただきました。
まず、学際性については、設立の理念にもある

そして、最後の３点目は、今日も議論になってい
る、
「学校・家庭と生活体験のインターフェイス（接
点）をどう構築していくか」という点です。これは、

ディシプリンをどのように生活体験学習学として確

学会設立の理念と離れるわけではなく、むしろ教育

立していくかという点です。生活体験学習学として

基本法改正の中で出てきた家庭教育支援や学校支援

のアイデンティティを確立していくためには、やは

に生活体験学習をどう位置づけるかという問題かと

りこの学会自体は多様な専門領域、学問領域の会員

思っています。南里先生から教育課程論としてどう

が集まっています。そうした会員各々の学問領域

位置づけていくかという課題提起が今日ありました

で、生活体験もしくは「生活と教育」という理論を

けれども、まさにその点かと思います。例えば、庄

当てはめ、それがどのように位置づくのか、もしく

内町であれば「総合的な学習の時間」を利用して、

は現代の子どもたちの生活をどう見るのかという点

クラス単位で学校のカリキュラムもしくは教育課程

を原理的に突き詰めていくという作業が、これから

として生活体験学習や通学合宿を組み込むことがで

の学会研究の課題であると考えています。そうした

きました。

学際的研究の代表例として挙げさせていただいたの

しかし、通学合宿の実践は広がれども、そうした

が、緒方会員の認知症高齢者などを対象に行われた

学校と地域が共に協力して実践が生み出され、定着

生活体験の心理的変容についての研究です。これま

した地域が、どれくらい広がっているかというと、

で学会では子どもの生活体験学習の理論的課題に取

そこには疑問を持たざるを得ません。では、生活体

り組んできましたが、
「人が生きる中で生活体験が

験学習を家庭教育にどのように組み入れ、定着させ

どのような影響を及ぼすのか」という生活体験の人

ていくのかを学会は考えていかねばならないだろう

間の生涯における位置づけを明らかにしようとした

と思います。また、家庭教育についても同様かと思

点は、新しい視点であり、これを学会もしくは生活

います。永見さんの調査でも明らかになったとお
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起として、お話をさせていただきました。

も、それが１年の日数を過ごす家庭の中で消えてい
く。それを生活体験学習としてどう越えていくのか

古賀：永田先生から、日本生活体験学習学会の理論

という課題に対していく時に、地域の中で子どもた

的蓄積、これについて、３つの課題を提起していた

ちの体験や生活をどうつくり出していくというだけ

だきました。一つ目が生活体験学習の概念規定と学

ではなく、家庭や学校とどのようにつながっていく

際的研究の必要性。二つ目が生活体験学習における

のかが重要になってきます。それは、単に事業や目

実践と研究における共同と循環に関する課題。三つ

的ごとに連携するだけではなく、地域の中で子ども

目が学校教育、家庭教育とのインターフェイスの確

を中心として大人すべてがつながり、領域を越えて

立。この３つの課題です。この３つの課題に沿った

一緒につくり出すような研究実践が必要になると考

形でご意見を伺いたいと思います。特に、一番目の

えます。それは、桑原先生が取り組まれてこられた

「生活体験学習の概念規定」。これにつきましては、

ようなコミュニケーションやもしくは横山先生など

先ほど第二ラウンドで出てきた生活体験の質の問

が研究されてこられた自尊感情が、一つの学校教育

題、ここに絡んでくるわけでありますけれども、こ

との接点形成のポイントであり、家庭との接点とし

れについてどのような課題であり、これからどのよ

ては相戸会員らがこれまで取り組まれてこられた子

うな取り組みが具体的に考えられるか。ここで議論

育てネットワーク実践や親の学びが生活体験学習と

を交換したいと思います。

どうつながるのかという点がポイントになると思い
ます。

横山：この学会の名称、
「日本生活体験学習学会」こ

その上で、最後に論文中で「ユニバーサル・サ

れは南里先生が考えられたのでしたかね。
「日本」を

ポート」という話を少し書かせていただきました。

つけられたのは長崎大学の猪山先生でしたね。英語

17歳問題でも話題になったカウンセリングに代表さ

の名称を考えられたのは森山先生ですね。確かに概

れるような、個別的対応が学校支援もしくは家庭教

念規定は、非常に重要な問題だと思います。実は今

育支援でも今、注目されています。例えば、アウト

後の展望、今後の会の拡大を考えていくために、あ

リーチの手法で個別的に支援すること、これまでの

るとき教え子たちが集まったので、「生活体験学習」

支援からこぼれていた家庭を支援することは可能と

という言葉を聞いてどんなイメージをもつか尋ねて

なります。しかし、この学会で議論すべきところは

みました。そうしたら皆「よくわからない」と言う

何かを考えた時、地域の中で、どうやって子どもた

のです。「生活体験」と「学習」という異なるものが

ちの生活や育ち全体を支えていくのかという議論が

一緒になっている感じがするという感想もありまし

やはり必要であり、実践としても「個別の家庭を支

た。「実際は、どういう意味なんですか」と質問さ

援する」ではなく、地域に住み、地域で子育てをし

れ、私もちょっと答えにつまってしまいました。や

ている家庭に子育ての力などをどうやって付けてい

はり概念を明確にすることが急がれるというか、見

くのかという議論が、必要だろうと思っています。

直しが必要な気がしますね。生活体験というと、や

そこで「ユニバーサル・サポート」を提起させてい

はり日常的な生活、当たり前の生活、これが基本と

ただいたのですが、学校、家庭、地域という領域を

いうのが多くの人のイメージするところだと思うん

超えた形で教育のカリキュラム・プログラムを構想

です。それがさらに学習がついてくるということに

しなければ、やはり今の現代の子どもの生きる力や

なってきますと、生活を教えるのか、学ばせるのか、

生活力を育てることはできないと考えています。ま

そのあたりのところがよくわからない。そういうこ

だまだ「ユニバーサル・サポート」については、こ

とで概念規定の必要性と同時に再検討の必要性を感

れから研究するべきところも多々あり、議論も必要

じます。

であり、私自身の課題としても捉えつつ、あえて書
かせていただきました。
まとまりがあまりありませんが、まずは、論点提

古賀：そのあたりは振り返ってみますと、確かにあ
のベイサイドプレイスの会議の中でいろんなやりと
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りがありました。自然体験、あるいは野外教育学会

伝承してきている。私は生活をトータルに見て、今

の様な体験を入れるべきといった意見です。

子どもたちにとって本当に何が必要なのか、という
ようなことを考えていかないといけないんじゃない

南里：今それに答えることになるかどうかわかりま

かなという気がしています。そしてそのことがどう

せんけれども、生活体験学習というのは、まさしく

いう形で発達の問題として出てくるかということが

この豊かさという生活をくぐってきて、しかもそこ

非常に大きな問題です。

に従来の生活そのものが崩れてきてしまい、その中

先ほど生活体験と学習の分離といったときに、私

に発達課題というのを結びつけることが出来るか、

がずっと10年比較調査を通して気になっていたの

ということを考えたときに、そこに結び付けられな

は、要するに教科の中に出てくる単元の基礎として

い現実が出てきた。私の視野からするとトランス・

の体験やそれをイメージしていくための経験とか学

サイエンス・コミュニケーションという非常に高度

習が乏しくなったことです。それからもう一つは、

な発達し、高度に進化した科学技術と現実の生活が

今、応用力ってことが PISA のテストでも問題に

余りにも分離しすぎてしまい、その認識がないまま

なっていますが、文章を理解する様々な生活リテラ

にハウツーとか、バーチャルなままに進歩を認識し

シーが体験と結びついていない現実が広がってきて

てしまうというような現実と生活認識をどうつない

しまっている。今、テレビでもクイズ番組で難しい

でいくのか、ということが非常に大きな理論的な課

熟語当てクイズ盛んですけれども、しかし現実に子

題として今現実に対応しなければならないことに

どもたちにとってみれば、外国語を勉強しなくちゃ

なっている。それから現代の生活の中でどんなこと

いけないような学習課題になってきている。だから

が価値なのかということをまた改めて感じ、そこで

今の生活を生活の変化の中での生活の価値と、それ

決めていかなくちゃいけない、という現実ももう一

から学習の中、教育の中で求められてしかもその中

方であるのではないか、というのがトランス・サイ

で能力として衰退してきてしまっている現実をトー

エンス・コミュニケーションです。回顧主義じゃな

タルにつなげてみた時に、今どういう学習、体験学

くて、改めてそれを実際にやっていかなくちゃいけ

習が必要なのか、ということの議論が必然的に出て

ない。これはプラグマティックに考えるといけない

くるのではないか、と思うんですね。私はそういう

のですけれども、地域によって、生活によって、い

プロセスを議論していかなければいけないんじゃな

ろいろと変わっていいといった現実から出発して、

いかなと思います。

その中で何を価値として認めてくるのかという問題
でもあると思うのです。

古賀：そういった意味では、南里先生が精力的にお

それからもう一つは、生活体験というのは生活環

進めになった、まさに環境教育論だとか自然体験論

境問題で外国に行ったりしますと、日本だけが自動

だとかいう、
「生活体験」概念の枠組み、包含するも

販売機やコンビニがあって、一方家庭生活で何か作

のとどこで重なるか、また、文化体験だとか様々な

る時にもほとんど作るものがなくなってしまい、発

ものとのつながりがどうなのか、接合がどうなの

達の基盤であるコミュニケーションとかいろんなも

か、そんなところを概念の再検討、再定義につなげ

のを失ってきた。それが急速に進んできたために、

ていく。学際的な活動そのものの中で、これをもう

子どもたちを育てる環境でなくなってきたというの

一度照らしなおす。そういった手続きや活動が必要

が現実だと思うんですね。それをドイツやイギリス

であると、こういう風に考えてよろしいでしょう

で私が見た限りでいいますと、外国に暮らすと自動

か。

販売機がないし、コンビニがない。それからもう一

それでは、永田先生の提起された２番目です。こ

つはこう家庭生活の中に例えば既製品を取り入れて

れはこれまで学会が進めてきた、「理論と実践の架

何かをするのではなくて、それこそ生産物から作っ

橋」ということになるかと思いますが、このことに

ていく。そしてそれが地域や家庭やその文化によっ

ついて改めて、考えてみたいと思います。理論研究

て違っているということは、ちゃんと子どもたちも

と実践の方が乖離しつつあるという現実がありま
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す。それを私のほうでは、
「学会運営のジレンマ」と

ると、各人各様の受け止め方で、なかなか繋がりま

いうふうに表現しました。それをもっとつながない

せん。

ことには今最後に南里先生がおっしゃった、子ども

それとこの実践者といわれる人々は、例えば小学

自身をまさに丸ごと、その全体性で捉えていくため

校の先生でもそうですが、いろいろなことが忙しい

には、両方の力が密接に協力し合わなきゃいけな

んです。時間的に追い詰められてるんですね。だか

い。その必要性は昔も今も変わらないわけでありま

ら具体的なこうして、こうしたらこうなるんですよ

す。そのあたりについてどうでしょう、正平先生。

と、結局はあなたの仕事にとってこんなにプラスに

もう一度、実践に寄与する研究のあり方という観点

なるんですよ。それを具体的に分かるように、噛ん

からお話しいただけませんか。

で含めるように示さないと動かない。動かないとい
うよりも、あんまり枠組みが硬すぎて、もう身動き

正平：私はいつも思うんですが、研究者のイメー

が取れないというのが小中学校の先生ですね。

ジっていうのは沸きますよね。まぁ大学で勉強して
いる人。私流に言わせていただければ、実践をしな

古賀：そのあたりは桑原先生、桑原先生はずっと学

い人＝研究者。ところが、われわれがこの学会で言

社連携、学者融合という形で、言葉を変えるならば

うときに実践者って言うのは、誰のことを言ってる

研究者と学校教育の実践者の結びつきの枠組みの中

のかな？ 教員のことかな、それから保育士さんの

で、研究をされてきたわけですけれども、いかがで

ことかな、私みたいに好きでやってる者、ボラン

しょう。

ティアのようなものを含んでいるのかなあ。研究者
は一生の仕事としてそれをやってるわけですから、

桑原：はい、総合的な学習の時間が導入される以前

そういう研究者と手が結べるというのは、これは教

から、
「学社連携」では、学校教育と社会教育がそれ

員と保育士さんなどの、それを一生の仕事としてや

ぞれの特質を生かして役割を分担し、子どもの人間

り続けている人たちのことかな。少なくとも私ども

形成と教育を進めていくことが強調されてきまし

のＮＰＯどんぐりに結集している会員、それも高齢

た。そこでは、学校側の申し入れにより、社会教育

の会員たちではないだろうと。

の側で、学校教育では提供しにくい具体的な体験活

この前本学会の10周年記念のときに会員たちに頼

動を、子ども向けにアレンジして提供することに力

んで10年目の区切りだから一緒について来てくれ

点を置くという一方通行的な連携であったように思

と、無理に連れてだって、先生方の話を聞いても

います。

らって帰りに飯塚で飲んだんですよ。
「どうやった

その後、学校教育と社会教育が一体化・融合して

か？ 今日の話は？」「ぜんぜん分からんやった」っ

子どもの人間形成や教育を進める「学社融合」とい

て。
「私の話は分かったろうもん？」「うん、正平の

う言葉も学校現場で少しずつ認識されてきて、学校

話はわかった」って。でもそれ以外の先生方の話は

が地域社会からの一方通行的な貢献を求めるだけで

「何をおっしゃってるのか？ まるっきりわからん

なく、地域社会がもつ子どもの人間形成や教育の機

やった」って言われました。やっぱり研究と実践の

能を引き出すように積極的に働きかけ、パートナー

連携、共同というときには、実践者とは誰か？ とい

として位置づけようとする学校の姿勢が生まれてき

うのは、はっきりイメージを持って、そして誰と手

つつあったように思います。

をつなぐのか？ まぁこれに社会教育の場合、行政

ただ、地域の教育力を教室に持ち込み、子どもの

の職員も入れられると思うんです。ところがこの行

思考レベルに落とし込むには、地域の教育機能と子

政の職員っていうのがころころ交代するものですか

どもとを「つなぐ」教員のコーディネート能力や

ら、手を握る相手方としての実像は極めて分からな

ファシリテーター能力が求められていることに気づ

くなってきます。そこのところをはっきりさせた上

き始めたのではないでしょうか。つまり、先ほどか

で、手を結びましょうという段取りになりますね。

ら話題になってる体験と学習の分離ということを考

実践者という、ひとくくりにした表現で済ましてい

えたとき、例えばこういうことがあったんですね。
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４年生の道徳の授業で「命」の勉強をして、最後の

そして、その両方に共通していることは、率直な言

まとめの振り返りをノートに書かせていました。私

い方をさせていただければ、今の家庭に子どもは任

は、ある子どもが２～３ヶ月前に道路に飛び出して

せられない今の保護者に子どもを育てさせたら大変

はねられ、大腿部骨折で半年ばかり入院した子ども

なことが起きると言う危機感ではなかったかと思い

に注目していたのです。ところが、その子どもはの

ます。今後、「生活体験」という言葉、「生活体験学

感想の中に「命」を失いかけたという振り返りの言

習」という言葉をてこに家庭教育や学校教育との接

葉が出てこないのです。これは一つの事例に過ぎま

合をはかっていく、そうした手立てと言うか取り組

せんが、教室での学習がなかなか生活やくらしの中

みについてはいかがでしょうか。

に浸透していかないということを申しあげたかった
のです。ここに教師の出番があるのです。「あなた、

正平：蟹（カニ）で知られている太良町の社会福祉

こういうことがあったじゃない」
「お父さん、お母さ

協議会が実践された事例ですが、もう大分前に庄内

んは大変心配されたのよ」と、学習と生活を「つな

の実践交流会で発表してもらいました。夏休みに低

ぐ」ヒントを与えることが必要なのです。何度も申

学年の子どもだけを集めてプログラムを作ってです

し上げていますが、学校で行う「おいしいとこどり

ね、様々、月曜から金曜まで子どもの体験活動を実

の体験活動」では、体験後の「感想どうだった」に

践します。土・日はやらないんですね。社会福祉協

対して、
「楽しかった」「おもしろかった」で終って

議会の皆さんですから、働いてる女性の負担をやわ

しまうのです。

らげていくという、そこが目的にあるわけです。低

また戻りますけど、教員の指導観を転換させ、丸

学年の子どもたちに、夏休み、どんな暮らしをさせ

ごと体験、連続体験の大切さを教育課程に浸透させ

るかっていうのはものすごく大事なことですよね。

ていくことが重要です。しかし、先ほどの正平先生

そのことで、親が見て納得できるプログラムであれ

のお話の中にもありましたけれども「時間」という

ば、そりゃもう喜んで協力しますと。出だしのとこ

壁があるんですね。結局はもう与えられた体験しか

ろでは教育委員会の反応が鈍かったらしいんですけ

させられない。そして感想を引き出すための「ゆと

れども、後では一緒になってやってくれたそうで

り」の時間も生み出せないのが実情です。

す。そういう具体的なプログラムがやっぱりやらな

それではどうすればいいのかということになりま

きゃいかんと思いますね。

すが、校長のリーダーシップによって、いわゆる教

それから私が実際に体験したことでは、新卒の先

育課程の思い切った編成が必要です。現場は超多忙

生からの相談があって「私、キャンプを全然したこ

です。授業をやって、各種調査に答えて、保護者対

とがないんですけど、学校でキャンプがあるんでど

応があって…と、あれもこれもということは無理で

うしたらいいでしょうか」って相談がありました。

しょう。結局は先生たちが忙しかったというだけで

「やったことないものは、仕方がない、あきらめなさ

一年が終ってしまっています。ですから、南里先生

い」って言いました。「そんなこと言わないで、どう

が言われる教育課程の議論の中で、私たちはこの学

したらいいか教えてください」って言われるから、

会がそういう提案を提示をしていただくということ

「じゃあ、あなた、去年のプログラムを出してきて、

が必要じゃないかなということを、現場の一教員と

30分ごとに定規で全部線を引いてごらん、子どもが

して感じているところです。

集まってから解散するまで。」「30分おきに線を引い
た、子どもの時間帯の動きのなかで、家庭でやれる

古賀：それでは３点目の課題です。学校教育、家庭

ことに丸をつけてごらん」「そして４月から学級便

教育とのインターフェイスの確立ということです。

りで毎週『キャンプに向けて』っていうタイトルで、

これまで、学会活動の実践分野として、一つが「通

一つ一つ、お鍋を洗うこと、お味噌汁を作ること、

学合宿」という拠点性を持った活動、もう一つが子

野菜を洗うこと、一つ一つ毎週学級通信を出して家

育て支援あるいは子育てのネットワークというかた

庭でやってもらうように働きかけてごらん」って

ちでの家庭教育への関与というものがありました。

いって、やってもらったんですよね。７月にスクー
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ルキャンプがあって、終りました。「キャンプ、どう

いでやっていくのが一番です。しかし、この15年を

でした？」とお尋ねました。そしたら、
「先生、私の

経て、最近それは理想論だというふうに思うように

クラスが一番仕事が速くて正確やった」と返ってき

なってきました。もちろん、それは「実践者」を排

ました。
「全然、キャンプなんてしたことのない教員

除するという意味では全くありません。できるなら

でもね、親に呼びかけてやってもらえば、よそのク

ば「実践者」の皆さんにもどんどん参加してもらい

ラスより立派なキャンプが出来ますよ。そうやっ

たい。しかし、現状はそれが非常に難しい状況にあ

て、親の力を借りてあなたは教員の務めを果たして

ります。

いけるのです。
」というやり取りをしました。そうい
う具体的な取り組みがいるんじゃないですかね。

そうしたなかで、会員を増やし、会が子どもたち
の問題状況の改善に少しでも役立つようなことをし
ていくには、会として研究面でも少し発想を変えて

古賀：桑原先生いかがですか？

いく必要があるかと思います。いわゆる純粋研究、
理論研究的なもの中心ではなく、研究者による現場

桑原：ここでも学習と体験の分離の問題を考えざる

とつながるような研究を積極的に評価していくとい

を得ません。教室での学びがなかなか「生活（くら

うことです。例えば、
「生活体験学習研究」の Vol.11

し）
」の中に活かされていないことです。正平先生の

に掲載された山下智也氏の「子どもの遊び場づくり

ご指摘には「ハッと」させられました。新卒の先生

事業へのプレーワーカー参画の試み」がそれです。

のご相談は、学校と家庭の連携を考える上で、
「子ど

山下氏は心理学を専門とする若い研究者ですが、大

もの成長を一緒に考えていきましょう」という重要

学院生の頃から、子どもの居場所づくりに実践的に

な視点であると思いました。

取組んでこられました。私は、難しいことですが、

私の知るこれまでのキャンプを振り返りますと、

これからは、このような理論と実践の両面を兼ね備

家庭生活で押さえておくことなど把握しないまま、

えたメンバーの拡大がこの学会には必要なんじゃな

一泊二日を消化していくという型通りのものでし

いかという感じがします。

た。そして、反省として必ず出てくるのは、包丁が
使えないとか、皿を洗えない、片付けが出来ないな

古賀：永田先生、今の３点に関する意見の交換を聞

どの繰り返しが多かったように思います。教員は、

かれていかがでしょうか？

年度当初の学級懇談会で、この一年で育てたい力は
こういう力です。だから、家庭で協力いただくこと

永田：「実践者とは誰か」という正平先生のご指摘、

を学級通信等で具体的にお伝えしますというコミュ

もしくは横山先生の今の「実践と研究の共同」とは

ニケーションが大切です。４月の段階から10月に

何かというご指摘は、私の中でもこれを書いておき

キャンプをやるから、生活を見直していくことを具

ながらも、現実としてどう進めていくかについて

体的に押さえて情報提供していくことが、これまで

は、明確な答えを持っているわけではないというの

少なかったように思います。学校からの一方通行の

が正直なところです。ただ、これを提起しなければ、

通信ではなく、
「最近、こういうことができるように

今日、そしてこれからの生活体験学習の議論は進ま

なりましたよ」と励みになるような言葉を親は案外

ないだろうということで、あえて挙げさせていただ

まっているのではないでしょうか。

きました。その上で、今日の議論を聞かせていただ
いても、こうした視点は、今後の学会としては必要

横山：２点目のところに戻るんですが、もちろん３
点目とも関係しますが、この学会が進化・発展して

であると確認させていただきました。
この学会の中で忘れてはならないことは、やはり

いくためには、色々な面の見直しが必要だと思うん

「子どもや今を生きる人の生活をどう支えるか」や、

ですよ。理想としては、実践場面で実際に子どもた

庄内の実践を見せていただいていつも思うことです

ちと関わっている先生方あるいは社会教育関係者、

が、「人間性をどう回復していくか」という点だと

ボランティアの皆さんを巻き込んで一緒に手をつな

思っています。「人が人としてどう育っていくか」
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「人が人としてどう生きていくか」という問いに対

子どもの最後のシェルターでありたいと思っていま

して、生活体験という知識だけでは得られないもの

す。両親がいる子どもの場合、切羽詰った状況でも

がそこに存在する価値があるのではないだろうか。

右から左に児童福祉施設に送れないわけですから、

それは、子育てにおいても同じであると思っていま

そういう切迫した状況に置かれた子どもを守ってい

す。

く拠点としても生活体験学校を考えていきたいと

先ほどの横山先生のお話を聞いていて、これが直

思っています。

接的に一致するかどうかわかりませんが、先日私
は、大阪にあるアトム共同保育所に行ってきまし

横山：学会立ち上げの段階から、私たち関係者の中

た。その保育所は周りが府営住宅に囲まれていて、

には学問のための学問というより、現実の子どもの

経済的にも厳しい生活状況の家庭も少なくないよう

問題にどう返していくかという願いが、一貫して流

です。その中で政策よりもいち早く預かり保育をや

れていたと思います。しかし、その思いを形にする

り、休みはお正月だけといった形で常に夜10時まで

には、会員数が増えて、研究、実践の両面で活発な

開き、そして、
「子育て家庭のために保育所が存在し

活動が行なわれないことには、話にならないと思う

ている。
」という保育所としての社会的ミッション

んです。その状況を変えるには、ひとつはやはり

を具現化されています。保育所に来た親たちを排除

「生活体験学習」という、繰り返しになりますが、名

せず、すべてを受け止めることから始め、親たちと

称の問題です。そして、多くの人々に関心を持って

保育士たちが共に自分の生活やこれまで生きてきた

いただき、入会してもらうとしたら対象は誰かとい

歴史や想い、もしくは仕事の悩み等をお互いに語り

う問題です。創刊号から12号まで掲載された研究論

合う中で、子どもをどうやって育てていくかをとい

文と研究ノートの数を調べてみました。そして、研

う共同関係を構築しています。実は、その保育実践

究あるいは実践対象として誰を対象にしているかを

は庄内町が行われてこられた通常合宿とつながるの

見てみました。そうしますと、掲載数は全部で105本

ではないかと思っています。例えば、
「子どもと親の

でしたが、その中で子どもを直接対象とするもの

生活をどうつくるのか」という点や、独特の地域課

67.6％、その他に学校教育とか教育政策に関するも

題を乗り越え、分断された地域と子育てをキーワー

のがあります。それらを広く考え子ども関係のもの

ドにもう一度結びなおしてきたのは庄内町も、アト

とらえますと、実に全体の97％にもなります。大人

ム共同保育所も同じではないかと思います。そし

を対象としているものは、2.9％に過ぎません。こう

て、そうした実践こそ、現代において「人がいかに

いうふうに見ていきますと、この学会は実態として

生きるか」そのために、
「互いに互いをどう支え合う

子どもの体験を主なテーマにしていると考えてよい

か」という課題に対して、重要なヒントを我々に示

と思います。

唆しているのではないかと思っています。

因みにインターネットで子どもに関係する学会と
言うのがどのくらいあるか調べてみました。医学関

正平：生活体験学校っていうのは、今、当然ながら

係が非常に多いですね。「小児看護学会」とか「日本

通学合宿の拠点として認識されていますけれども、

小児歯科学会」、「小児保健学会」とか、かなり専門

そこにはお風呂があって、食事が作れて、完全に居

化していて色々な学会があります。専門化し過ぎる

住性を備えた施設っていうのは地域にそこしかない

と、良い面も悪い面、両面もあると思いますが、そ

んですね。それ以外にはもう児童福祉施設しかない

の学会が誰を対象に何を研究しているかイメージは

わけです。両親から置き去りにされた子どもを３日

わかります。他に「日本子ども健康科学会」とか「こ

間預かって臨時の通学合宿をやったことがありまし

ども環境学会」、「子ども社会学会」、「日本子ども虐

た。そういう切羽詰った子どものために、きちっと

待防止学会」、「赤ちゃん学会」など色々あります。

子どもをフォロー出来る、そういう役割を果たして

こういうふうに考えますと、私たちの学会が今後さ

行きたいと、生活体験学校ができたときから思って

らに発展し、南里先生が前からおっしゃっておられ

きました。私の気持ちの中では、あそこはやっぱり

る300人体制に持って行くには、研究・実践対象を
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焦点化する必要があるんじゃないかと思います。も

いるのは、大田堯先生の指摘のように、教育の主体

ちろん成人・高齢者の体験もありますが、実際に

をどのように捉えるかというときに子どもは一人一

扱っているのが子どもであるとすれば、そのあたり

人が違う、違ってもいいのではなくて、違うのだと

をマークしていくことが会拡大の一つの重要な戦略

いうことから出発すると、先ほど言ったような画一

ではないでしょうか。名称変更の問題については、

的で時間の壁に制限された内容や方法というのは覆

私が会長の時から何度か申し上げてきたことです。

されていく。だから課題であったり実状であったり

幼児教育や児童心理学など子どもに関わる研究をし

については一人一人違うから、一人一人の対応が

ている大学院の学生たちや、若い研究者が目を向

あって、その実践や成果についての学会報告会があ

け、体験問題に関心をもってもらうにためにも名称

ると思います。

問題は早急に検討すべき課題かと思います。

我々の学会の目標や対象は、生活体験学習の推進
ですから病気や疾患でもないけれども、しかしなん

古賀：４つ目の課題として、
「組織に関わる課題」と

となく生活全般として衰退しているということにな

いうご指摘をいただきました。

り、なんとなく何とかしなくちゃいけないって言う
ようなことで、それへの対応ですから、これは学問

南里：今、非常に貴重なご提案だったと思うんです

研究としても非常に漠としているということなので

けれども。ずっと聞いていると、生活体験学習学会

す。それで私たちが今何に向かってどうしなくちゃ

という中に、研究対象としても大人も子どももい

いけないのか、いうことが求められている。

る、家庭も地域も学校もあると思います。子どもだ

例えば、生活体験の必要性の対抗軸を描くときに

けをクライアントとして対象化するのではなく、し

は広くて非常に難しいのですけれども、私が最近気

かもケアや支援、診療ではなく学習や活動実践とし

になってきたのは、学習や教育ではなくて今「支援」

て取り上げることですから、これは関わり方を含め

という言葉が盛んにつかわれるようになってきたこ

て非常に焦点を絞りにくい。だから学会に子どもを

とです。ここ10年くらい「支援」と言う言葉が使わ

つけるという議論があるかもしれませんが、私は学

れてきました。それは例えば家庭教育であったり、

会の目標や対象、子どもにとっても取り巻く環境や

地域教育であったり、地域組織の活動であったり、

条件整備や横の関係、その他に関係性などをトータ

地域教育実践として使われています。もう子どもの

ルに議論できるというのがこの学会ではないかと思

教育を議論するときには家庭や地域における学習や

います。

教育がある意味では当てにならなくなってきたとい

それでその時に非常に大事なことは、子どもを中

う判断なのか、すべての教育機能を学校中心に持っ

心に置きながら、そこにどういう関係構図を絶えず

て行くっていうことから作られていると思われる。

描きながら、その中での問題ないしはその中での発

しかし学校の先生は先ほど言ったように、要する

達可能性を求めるカリキュラムであったり、方法で

に時間の壁があるし、それから先生自身はどちらか

あったりというものを、明確にして行くのかという

というと、校区 ･ 地域に住んでいない先生ですから、

ことを究明していかなくちゃいけないだろうと思い

地域の現実を見て、その子ども達一人一人の状況を

ます。その時に行政の職員だったり学校の職員だっ

捕まえて、それを自分が教育実践に結び付けていこ

たり教師だったりという人たちと一緒にやっていく

うというようなことは到底できないわけですから、

ときにはどうしても統一性とか画一性とか時間の壁

どうしても家庭や地域の画一的な課題を考えたり、

など、その中で何とかできないと、回答できないと、

画一的な情報の中で教育をしていかなければいけな

もたもたして議論にならないという形で遠ざけられ

い。このようなことこそ無理があって、その中で何

ていくことも少なからずあると思います。だから課

を見ていこうとしてるか、ということがおかしいと

題として求められていくものについては、現実的に

思っています。

は、内容、方法、カリキュラムといったのがあった

先頃、フィンランド行った時に、先生達が学校ぐ

方が良いと思います。だけど、最近、問題になって

るみで、その地域にちゃんと責任をもって地域の子
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どもたちの実態をちゃんとつかんで、そして、その

援ではなくて、学校が家庭、地域と連携しながら家

ことを学校の授業の中に、一人一人の子どもがどう

庭や地域の中でどういう生活を変える学習、ないし

いう地域で、どんな生活をして、何を考えているか

は体験を作っていったらいいか、ということの議論

ということをちゃんと掴み取っていきながら、自分

になっていく。要するに逆方向ですね。だから、子

たちの教育カリキュラムをそこで活かしていくとい

ども達のことはつかんでいるわけですから、家庭・

うことをやれているから、子ども一人一人に即した

地域ではわかりませんという形じゃなくて、できる

授業となっている。そして、先生たち自身が、行政

だけ両発信して、家庭・地域の実践、体験学習の実

の審議会の委員であったり議会の議員であったり、

践を、何をしたかでなくて、どんな生活を変えるこ

地域の活動に参加しているという現実があるもので

とが出来たのか、というとこの視点が必要となって

すから、子ども達の問題は、家庭であり地域であり、

きます。

学校であり、いつも問題にしているという現実があ
ると思います。

そうなってくるとそれぞれの地域はいろんなもの
が違いますから、違うものでいいと思います。だか

ところが日本の場合は教師一人一人の生活の視点

らそういう地域の実践をちゃんと分析できるという

が校区や地域でないために情報も実態も判らない。

形であるとすれば、今、家庭の様々な問題の捉え方

そこに学校支援の地域基盤として支援という言葉が

になってくる。それは何をどんな生活を変えなく

使われていると思います。そこでは、直に捉えた実

ちゃいけないのか、ということから一つでも二つで

状でないために問題が非常に拡散するし、大事なこ

も良いからそれを変えていく実践を作っていくとい

とを見落としてしまう。家庭と地域と学校の関係、

う必要があると思います。これはこれからの地域の

ないしはインターフェイス、家庭教育のインター

体験学習や生活体験学習の一つの方向性ではないか

フェイスというのを考えたときに直の情報が必要と

と思います。このことは、60年代70年代民間教育運

なります。とくに教育実践というのを考えたとき

動がやって来たことでもありますが、先生が家庭や

に、考えなくてはいけないのは、今まで地域の教育

地域に出かけていく。家庭に対して生活指導の問題

実践は、地域の何が問題で、どんな体験を考え、ど

とか、色々なことでやってきたことを捉え返す必要

んな体験をしたか、という課題対応型の究明が多

もあります。それは子どもの生活力をつけるための

かった。ところが地域がどう変わったのかという問

一つの方法論でもあり、そういう形で先生達がやっ

題解決型の方法論でみると、どのようにしたのかで

てきたということもありまして、歴史的な教育実践

はなく、どのように変わったのか、が重視されてく

に学びながらもう一回考えていく、そういうことを

る。従って非常に大事なことは、学校が子ども達の

我々がどう捉えていくのか、という議論が必要じゃ

家庭や地域の生活環境の問題に責任を持つこととな

ないかと思います。

り、先生が親や地域に、子ども達の情報を絶えず発
信し続けていくという役割や活動が一つ必要である
と思われます。
例えば大阪のアトム共同保育所では、保育所の子

４．日本生活体験学習学会のミッション
と今後に向けて
古賀：そろそろ予定された時刻が参りました。最後

ども達の実態を絶えず家庭に返して、そして、その

に私の方からまとめさせていただくというよりも、

解決策を親と保母さんとそれから研究者が共同で議

今回、正平先生から準備された、レポートの中から

論し、どういう条件でどう育て、どのようにこの子

まとめさせていただきたいと思います。お読みに

ども達を保育しなければいけないのか、ということ

なった方は必ず心に残ったところだと思います。庄

をひとりひとり確認して、子どもの養育方針を保母

内町で生活体験学校が建設されようとしたときに、

が出していくところに大きな意味があると思いま

当時の教育長、有光教育長さんが、こんなことを

す。それを考えると、先生達が発信してそこで出て

言っておられたという言葉が研究レポートの中で紹

きた様々な家庭や地域の実態を議論していくことが

介されています。
「過重な期待はしていません。一人

必要になる。このことは、家庭や地域が行う学校支

の子どもを助けて下さい。それで充分ですから。」言
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うまでもないことですが、当時、貧困の問題は、旧

ろうと思います。「全ては子どもの最善の利益のた

産炭地域全体の課題でありました。重大な教育的課

めに」という言葉がありますけれども、そういった

題もありました。ただ、ご案内のように今、生活保

理念を、もう一度私たちが学会活動の根幹に据えて

護の受需給世帯が終戦、敗戦直後よりも上回ってし

いく作業によって、いったい何のために私たちが汗

まったという貧困の実態があります。そういった意

をかいているのか、が明確になると思います。こう

味では、かつての旧産炭地域、庄内の問題は全国的

いう言い方はおこがましいですけど、本当に「一人

に共通化してきた、普遍的な問題になってきている

の子どもを救うため。」、この言葉の持つ意味の大き

と思います。そうした現実の中で、有光教育長さん

さをもう一度噛みしめた、本日の座談会ではなかっ

の「一人の子どもを助けて下さい。」という言葉。

たかと思います。座談会に出席していただきました

私たちは、この言葉をどのように受け止めたらい

先生方、ありがとうございました。また座談会の開

いのでしょうか。この言葉、言い換えればこのミッ

催を準備していただきました、上野事務局長様はじ

ション（社会的使命）こそ私たち日本生活体験学習

め事務局の皆様に心よりお礼申し上げます。どうも

学会にとって、これまでの活動を支えてきた理念で

ありがとうございました。

あり、今後を展望する最も重要なキーコンセプトだ
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子どもの自尊感情と生活のあり方との関係ついての研究
兄

井

彰＊

須

﨑

臣＊＊

康

横

山

正

幸＊＊＊

A Study on the Relationship between Children’s Self-esteem
and their Daily Life
Anii Akira＊
要旨

Susaki Yasuo＊＊

Yokoyama Masayuki＊＊＊

平成20年から平成22年の３カ年にかけて、福岡県内の小学４年生、６年生、中学２年生、３年生、計

44,806人を対象に実施した自尊感情（Rosenberg, M.（1965）の作成した質問紙の和訳）と生活実態（①就寝
時間、②遊ぶ時間、③メディア視聴時間、④学習時間、⑤読書量、⑥友人の人数、⑦手伝いの頻度、⑧被叱
責体験の頻度、⑨被称賛体験の頻度、⑩授業中の挙手・発言の頻度）について、調査を行ったデータを基に、
要因間の因果関係を推定できる共分散構造分析を用いて、子どもの自尊感情と生活のあり方の関係について
検討した。その結果、保護者から褒められることが子どもの自尊感情に影響を与えており、保護者が褒める
ことにより自尊感情は高まることが確かめられた。さらに、子どもの自尊感情は、就寝時間やお手伝い、挙
手・発言行動に影響を与え、自尊感情が高いと早く寝るようになり、お手伝いを頻繁に行い、授業中に手を
挙げたり、発言したりする行動が多くなることが確かめられた。
キーワード

子ども、自尊感情、生活、褒められる、共分散構造分析

Ⅰ．はじめに
自尊感情とは、
「自己に対する評価感情で、自分自

（諸富、1999）。
このように子どもの自尊感情とさまざまな実体験

身を基本的に価値あるものとする感覚」
（ 遠 藤、

が密接に関係していると考えられるが、特に、子ど

1999）であり、
「自分自身を価値あるものとして評価

もの生活のあり方と自尊感情の関係が指摘されてい

し信頼する感覚」と定義されている（榎本、1998）。

る（福岡県青少年アンビシャス運動推進室、2010、

この自尊感情は、精神的健康や良好な人間関係、学

横山、2010）。子どもの自尊感情と生活のあり方に

業成績、問題行動と密接に関連しているとされてい

ついては、①就寝時間、②遊ぶ時間、③メディア視

る（田中ら、2002）。

聴時間、④学習時間、⑤読書量、⑥友人の人数、⑦

子どもの自尊感情については、横山（2010）が、

手伝いの頻度、⑧被叱責体験の頻度、⑨被称賛体験

「最近の子ども達の自尊感情は、従来、各方面から指

の頻度、⑩授業中の挙手・発言の頻度との関係が検

摘されているようにきわめて低い傾向にある」と指

討され、一般的に望ましいとされる生活のあり方が

摘するように、近年、低下傾向を示している。そし

多い子どもほど自尊感情が高い傾向にあることが明

て、子どもの自尊感情の低下は、不登校やいじめと

らかとなっている（福岡県青少年アンビシャス運動

いった不適応問題を引き起こしているとされている

推進室、2010）。しかし、子どもの生活のあり方と自

＊
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尊感情についての因果関係については、これまで実

たデータを基に、子どもの自尊感情と生活のあり方

証的に検討されていない。つまり、一般的に望まし

との因果関係について検討する。

いとされる生活をすることにより、子どもの自尊感
Ⅲ．研究の方法

情が高まっているのか、あるいは、もともと自尊感
情の高い子どもであることから、一般的に望ましい

１．調査の対象

とされる生活をしているのかのどちらの関係が成立

３カ年とも福岡県下の小中学生を対象とした。平

しているのかについて、検討されていないのであ

成20年度は、小学校73校に在籍する４・６年生6,759

る。例えば、保護者や大人から褒められることと自

名、中学校43校に在籍する２・３年生6,108名、およ

尊感情の関係について、褒められる頻度と自尊感情

びアンビシャス広場の活動に参加している小学４・

に相関が見られ、頻度が高いほど自尊感情が高くな

６年生1,189名、中学生２・３年生308名の計14,364

る傾向が見られること（Felson & Zielinski, 1989）

名が対象であった。平成21年度は、小学校73校に在

や、褒められる頻度が高い子どもの自尊感情が高い

籍する４・６年生7,670名、中学校43校に在籍する

こ と（ 福 岡 県 青 少 年 ア ン ビ シ ャ ス 運 動 推 進 室、

２・３年生6,635名、およびアンビシャス広場の活動

2010；簑輪・向井、2003）は明らかになっている。

に参加している小学４・６年生1,189名、中学生２・

しかし、褒められることと自尊感情の高さのどちら

３年生281名の計15,775名が対象であった。平成22年

が起因となっているかについては不明のままであ

度は、小学校73校に在籍する４・６年生6,723名、同

る。これまで実証されていない子どもの自尊感情と

中学校43校に在籍する２・３年生6,587名、およびア

生活のあり方との因果関係について明らかにできれ

ンビシャス広場の活動に参加している小学４・６年

ば、子どもの自尊感情を効果的に高めるための方策

生1,105名、中学生２・３年生251名の計14,666名が

を検討する上での有効な資料となると考えられる。

対象であった。表１は、調査対象とした児童・生徒

そこで、本研究では、要因間の因果関係を推定で

の人数の内訳を示したものである。３カ年にわたる

きる共分散構造分析という手法を用いて、子どもの

全調査対象は、合計44,805名であった。本研究では、

自尊感情と生活のあり方の関係について検討する。

一般の児童・生徒とアンビシャス広場の活動に参加
している児童・生徒を込みにして分析を行った。し

Ⅱ．研究目的

たがって、調査対象は小学４年生が11,934名、小学
６年生が12,701名、中学２年生が10,260名、中学３年

平成20年度から平成22年度の３カ年にわたって、

生が9,910名である。なお、広場活動参加の児童・生

自尊感情と複数の生活のあり方について調査を行っ
表１

調査対象の人数と内訳

平成20年度
区

分

一般の児童・生徒
広場参加児童・生徒
合

計

小学４年生
3,191

小学６年生
3,568

中学２年生
3,242

中学３年生

合

2,866

計
12,867

605

584

208

100

1,497

3,796

4,152

3,450

2,966

14,364

平成21年度
区

分

一般の児童・生徒
広場参加児童・生徒
合

計

小学４年生

小学６年生

中学２年生

中学３年生

合

計

3,742

3,928

3,296

3,339

14,305

632

557

156

125

1,470

4,374

4,485

3,452

3,464

15,775

平成22年度
区

分

一般の児童・生徒
広場参加児童・生徒
合

計

小学４年生

小学６年生

中学２年生

中学３年生

合

計

3,233

3,490

3,196

3,391

13,310

531

574

162

89

1,356

3,764

4,064

3,358

3,480

14,666
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９．被称賛体験の頻度（あなたは、ふだん家の人
からほめられることがありますか）

２．調査の実施時期

10．授業中の挙手・発言の頻度（あなたは、ふだ
ん学校の授業で自分から手を上げて発言する

調査は平成20年度～平成22年度の３カ年にわたっ

ことがありますか）

て実施された。
３．質問紙

４．実施の方法

調査は質問紙法によって行われた。使用した質問

学校での調査は、学校において集団で、担任教師

紙は次の２つである。
自尊感情の質問紙：これは Rosenberg, M.（1965）
が作成したものを翻訳し、一部表現を修正して用い

が実施した。アンビシャス広場での調査は、各アン
ビシャス広場へ調査票を郵送し、担当者が「広場内」
で実施した。

た。各質問に対する回答は「とてもそう思う」
「少し
そう思う」
「あまりそう思わない」「まったくそう思

Ⅲ．結果

わない」の４件法で求めた。自尊感情得点の算出に

１．自尊感情について

あたっては、
「とてもそう思う」を４点、「少しそう

小学生における年度別にみた自尊感情得点（全10

思う」を３点、
「あまりそう思わない」を２点、
「まっ

項目の合計得点）の分布状況は、図１のとおりであ

たくそう思わない」を１点（但し、質問２、５、６、

る。この図を見ると、年度に関係なく同じ分布を示

８、９の逆転項目については、
「まったくそう思わな

している。自尊感情得点の平均値を求めてみると、

い」を４点、
「あまりそう思わない」を３点、「すこ

平成20年度では24.54点（標準偏差＝4.40）、平成21年

しそう思う」を２点、
「とてもそう思う」を１点）と

度 で は24.48（ 標 準 偏 差 ＝4.53）、 平 成22年 度 で は

重みづけし、その合計点をもって自尊感情得点とし

24.65（標準偏差＝4.63）であった。このことから、

た。

この３カ年における小学生の自尊感情の高さには、

生活のあり方（生活実態）の質問紙：これは、今
回の調査において、独自に作成したものである。そ
の内容は、以下であった。
１．就寝時間（あなたは、ふだん夜は何時ごろ寝
ますか）
２．遊ぶ時間（あなたは、ふだん何時間くらい外
で遊びますか）

差は見られないと考えられる。
中学生における年度別にみた自尊感情得点（全10
項目の合計得点）の分布状況は、図２のとおりであ
る。この図を見ると、年度に関係なく同じ分布を示
している。自尊感情得点の平均値を求めてみると、
平成20年度では22.30点（標準偏差＝4.54）、平成21年
度 で は22.08（ 標 準 偏 差 ＝4.59）、 平 成22年 度 で は

３．メディア視聴時間（あなたは、ふだん何時間

22.14（標準偏差＝4.57）であった。このことから、

くらいテレビを見たり、ゲ－ムをしますか）

この３カ年における中学生の自尊感情の高さには、

４．学習時間（あなたは、ふだん学校から帰って

差は見られないと考えられる。

何時間くらい勉強をしますか）
５．読書量（あなたは、この１ヶ月間に何冊くら
い本（マンガを除く）を読みましたか）
６．友人の人数（あなたは、親しい友達が何人く
らいいますか）
７．手伝いの頻度（あなたは、家の手伝いするこ
とがありますか）

２．自尊感情と生活のあり方との関係について
子どもの自尊感情と生活のあり方の関係について
因果モデルを作成し、校種によって因果モデルが異
なることを考慮して共分散構造分析により検証し
た。
因果モデルは、保護者からの褒められる頻度と叱

８．被叱責体験の頻度（あなたは、ふだん家の人

られる頻度によって自尊感情に影響を受けている関

から叱られたり、注意されることがあります

係を想定した。次に、自尊感情が就寝時間や外で遊

か）

ぶ時間といった生活のあり方に影響を及ぼしている
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図１

自尊感情得点の分布（n=24.635）

図２

自尊感情得点の分布（n=20.170）

関係を想定した。

る。潜在変数とは直接観測されない変数（概念）の

共分散構造分析とは、観測データの背後にあるさ

ことであり、この場合は楕円で示している自尊感情

まざまな要因の関係を分析する統計手法である（豊

になる。観測変数は直接観測される変数のことであ

田、2007）
。つまり、測定されたデータ（自尊感情に

り、この場合は長方形で示している生活のあり方の

関する質問項目）だけではなく、直接測定されない

質問項目や自尊感情の質問項目のことである。ま

概念（自尊感情）を含んだ、因果関係を明らかにす

た、この観測変数は潜在変数から影響を受けている

ることができる。この共分散構造分析では、在変数

ことを意味する単方向矢印（以下、パスと示す）は

や測変数を用いてモデルの検討を行うことができ

因果関係を表し、矢印の元にある変数が、矢印の先

子どもの自尊感情と生活のあり方との関係ついての研究
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にある変数に対して影響を及ぼすことを仮定するも

生活のあり方において有意な差が確かめられた。こ

のである（小塩、2008）。

のことから、小学生と中学生の因果モデルの親しい

このようにして構築したモデルの良さを判断する

友人を除くすべての生活のあり方に関しては異なっ

ための主要な観点として、構築したモデルがデータ

ていることが考えられる。しかし、これはモデルの

の構造をうまく表現できているかどうかということ

局所的な集団の異質性を考察しているが、モデル全

が挙げられる（豊田、2007）。また、モデルの良さは

体における集団間の際について言及していない（豊

一元的に定められるものではなく、異なる観点から

田、2007）。そこで、集団間で推定値に差が確かめら

モデルの良さを表現した、いくつもの適合度指標が

れたパスに等値制約を置いたモデルと、等値制約を

提案されている（豊田、2007）。そこで、本研究では

行わないモデルの適合度の検討を行い、モデル全体

GFI、AGFI、CFI、RMSEA の適合度指標から検討を

の評価を行った。

行う。GFI と CFI はモデルの説明力を表す指標で、

等値制約を置いたモデルとは、小学生と中学生の

上限の値が1.0であり、.90以上の値を示すことが必

パスが等質であるということを仮定しており、等値

要とされている（豊田、1998）。AGFI は GFI の観測

制約を置かないモデルは小学生と中学生のパスが異

変数の数が増えると１に近づく性質を修正した指標

質であるということを仮定している。

で、GFI との落差が小さく、.90以上の値を示すこと

分析の結果、等値制約を置いたモデルの適合度は

が良いとされている（小塩、2008）。RMSEA はモデ

GFI=.985、AGFI=.968、CFI=.905、RMSEA=.036 で

ルの分布と真のモデルの分布との乖離を表現した指

あ り、 等 値 制 約 を 置 か な い モ デ ル の 適 合 度 は

標で、.10以上の値を示すと当てはまりが良くない

GFI=.987、AGFI=.965、CFI=.905、RMSEA=.037 で

とされている（豊田、1998）。以上のことから、本研

あり、両モデルの適合度は同様の結果を示してい

究におけるモデル採択の基準として、GFI、AGFI、

た。そこで、AIC の指標を参考にモデル比較を行っ

CFI は .90以上、RMSEA は .10未満とした。

た。この AIC は真のモデルとそのモデルの近さを表

小学生と中学生に対して想定した因果モデルにつ

す指標で、複数のモデルを比較する時に、小さな値

いて共分散構造分析を行った結果、小学生における

を取るものほど良いとされている（小塩、2008）。等

適 合 度 指 標 は、GFI=.987、AGFI=.967、CFI=.921、

値制約を置いたモデルは AIC=4244.765であり、等値

RMSEA=.051であり、中学生における適合度指標は、

制約を置いていないモデルは AIC=3919.921であり、

GFI=.986、AGFI=.964、CFI=.902、RMSEA=.054 で

等値制約を置いていないモデルが小さな値を示して

あった。小学生と中学生共に良好なモデルの適合度

いた。

を示していた。次に、校種別に適合度が良いことが

以上のことから、等値制約を置いていないモデル

確認されたため、配置不変性の検討を行う。この配

は、相対的にモデルの適合度が良く、校種別にモデ

置不変性は、校種間でモデル図は一緒でも、推定値

ルの検討を行うことは妥当であると考えられる。ま

はそれぞれ異なっていてもよいという仮説を表す

た、小学生と中学生において想定した因果モデルは

（豊田、2007）
。ここでは、小学生と中学生のモデル

信頼性及び妥当性を有していることが示された。こ

を同時に分析し、適合度の検定を行う。適合度が良

こで想定した校種別における自尊感情と生活のあり

い場合は、小学生と中学生の推定値の差の検定を行

方の因果モデルを、図３に示した。

う。
分析の結果、因果モデルの適合度指標は GFI=.987、

次に、想定した因果モデルの部分的評価を行っ
た。その結果、褒められる頻度から自尊感情に有意

AGFI=.965、CFI=.913、RMSEA=.037であり、モデ

な正のパス（小学生：.54、p＜.001、中学生：.57、p

ルの適合は良好であった。次に、小学生と中学生の

＜.001）を示した。また、叱られ頻度から自尊感情

推定値の差について検討を行った。推定値の差を検

に有意な負のパス（小学生：－.10、p＜.001、中学

討する際は、差に対する検定統計量の絶対値が1.96

生：－.07、p＜.001）を示した。

以上の場合は５％水準で有意であると判断した（豊
田、2007）
。その結果、親しい友人数を除くすべての

また、自尊感情から就寝時間に有意な正のパス
（小学生：－.32、p＜.001、中学生：－.24、p＜.001）
、
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図３
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校種別における自尊感情と生活のあり方の因果モデル

外で遊ぶ時間に有意な正のパス（小学生：.09、p

た。このことから自尊感情が、就寝時間やお手伝い、

＜.001、中学生：.02、p＜.01）、テレビやゲームの視

挙手・発言行動に影響を与えており、自尊感情が高

聴時間に有意な負のパス（小学生：－.26、p＜.001、

いと早く寝るようになり、お手伝いを頻繁に行い、

中学生：－.12、p＜.001）、帰宅後の勉強時間に有意

授業中に手を挙げたり、発言したりする行動が多く

な正のパス（小学生：.21、p＜.001、中学生：.16、p

なると考えられる。

＜.001）
、１ヶ月後に読む本の冊数に有意な正のパス
（小学生：.24、p＜.001、中学生：.08、p＜.001）、親

Ⅳ．考察

し い 友 人 数 に 有 意 な 正 の パ ス（ 小 学 生：.18、p

本研究は、平成20年度から平成22年度の３カ年に

＜.001、中学生：.15、p＜.001）
、お手伝い頻度に有

わたって、自尊感情と複数の生活のあり方について

意な正のパス（小学生：.44、p＜.001、中学生：.41、

調査を行ったデータを基に、子どもの自尊感情と生

p＜.001）
、学校での挙手・発言行動に有意な正のパ

活のあり方との因果関係について検討することが目

ス（小学生：.44、p＜.001、中学生：.41、p＜.001）

的であった。

を示していた。

３カ年の調査において、年度による子どもの自尊

しかし、今回の調査では、４万人を超える子ども

感情の差異や変化については認められなかった。こ

のデータであることから、わずかな違いでも統計的

のことから、この３カ年の間に、子どもの自尊感情

に有意な関係が認められた。そこで、図３において

の大きな変化は無かったと考えられる。しかし、小

比較的大きなパス係数を示したものについてのみ結

学生の方が中学生よりも自尊感情が高く、加齢によ

果を示す。

り自尊感情の低下が見られた。この結果は、自尊感

褒められる頻度から自尊感情に有意な正のパスが

情の加齢変化について横断的に行われた研究結果

見られることから、保護者が褒めることが子どもの

（Robins et al., 2002）や古荘（2009）及び近藤（2010）

自尊感情に影響を与えており、保護者が多く褒める

の調査の結果と一致している。加齢により自尊感情

と子どもの自尊感情が高まると考えられる。

が低下する理由としては、低年齢の頃は、まだ自己

また、自尊感情から就寝時間やお手伝いの頻度、
挙手・発言行動の頻度に有意な正のパスが見られ

認識力が低く、あらゆることに対して自信を持って
いたものが、加齢に伴って自己認識力が高まり、自

子どもの自尊感情と生活のあり方との関係ついての研究
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己の能力の限界や客観的能力を認識できるようにな

挙手・発言行動については、先行研究（藤生、1994）

り（岡澤・辻、1998）、自尊感情が低下すると考えら

においても、挙手・発言行動の多い子どもは自尊感

れる。また、低年齢の子どもは、重要な他者の価値あ

情が高いことが確かめられている。しかし、挙手・

るフィードバックや賞賛、励ましなどで自尊感情が

発言行動の多い子どもは自尊感情が高いからといっ

向上・維持するが、年齢が上がるにつれて仲間との

て、これが直ちに因果関係を示しているのではな

比較や評価により自尊感情が低下するとも考えられ

く、自尊感情が高いから挙手・発言にいたるのか、

る（福岡県青少年アンビシャス運動推進室、2010）
。

挙手・発言するから自尊感情が高くなるのかは明ら

次に、要因間の因果関係を推定できる共分散構造

かではないと指摘されていた（藤生、1994）。この指

分析を用いて、子どもの自尊感情と生活のあり方の

摘に対して、本研究結果は、子どもの自尊感情の高

関係について検討した。その結果、保護者から褒め

さが、挙手・発言行動に影響を与えているという因

られることが子どもの自尊感情に影響しており、保

果関係を明らかにすることができた。このことか

護者が褒めることにより子どもの自尊感情は高まる

ら、子どもは自尊感情の高さに起因して、一般的に良

ことが明らかとなった。また、子どもの自尊感情は、

いとされる生活あり方を示すようになると推察され

就寝時間やお手伝いの頻度、授業中の挙手や発言行

る。

動に影響を与えており、自尊感情が高まることによ

それでは、子どもの自尊感情を高めるためには、

り、寝る時間が早くなり、お手伝いをするようにな

褒めることが有効だとして、子どもを何が何でも褒

り、授業中に手を挙げたり、発言したりするように

める方が良いかというと注意が必要であろう。教育

なると考えられる。

関係の多くの書籍で、褒めることでポジティブな効

本研究の結果は、保護者から褒められる頻度と子

果を生じさせるという常套的な見解が繰り返されて

どもの自尊感情に正の相関が見られるとする他の研

いるという批判（Henderlong & Lepper, 2002）があ

究結果（Felson & Zielinski, 1989）や、褒められる頻

るほど、褒め方に関しては多くの情報が氾濫してい

度の高い子どもは自尊感情も高いとする研究結果

る。それでは、子どもの自尊感情を高める褒め方と

（福岡県青少年アンビシャス運動推進室、2010；簑
輪・向井、2003）と一致し、褒められる頻度の高さ

はどのようなものであろうか。
子どもの自尊感情は、身近で重要な人物により、

と自尊感情の高さに関連があるという主張を（青

褒められたり認められたりすることで、自分自身の

木、2005）支持するものである。特に、本研究結果

価値や能力が内在化した結果として育つと考えられ

は、保護者から褒められることが、子どもの自尊感

る（Brazelton & Greenspan, 2000）。また、自分自身

情を高めるという因果関係を明確に示していた。す

を価値あるものとして意識し、尊重する感情である

なわち、自尊感情の高い子どもほど、保護者が望ま

自尊感情は、家族との関係が密接に関係しており、

しいとする行動をしているために褒められる頻度が

自尊感情の形成には両親からの全面的な受容、愛情

多くなっているのではなく、保護者から褒められる

及び是認が必要である（蘭、1992）。このことから、

ことに起因して、子どもの自尊感情が高まるという

子どもの自尊感情を高めるためには、保護者が子ど

関係が成立していたのである。つまり、子どもの自

もを全面的に受け入れ、認めることが前提となる。

尊感情は、保護者から褒められることにより高まる

その上で、保護者と同じく子ども自身が、自分を受

と考えられる。そして、子どもは保護者から褒めら

け入れ、認めることが必要となる。このような前提

れることによって「つぎももっと褒められるように

条件が無い中でいくら子どもを褒めても自尊感情を

がんばろう」と、褒められる体験により積極的な姿

高めることはできないと思われる。

勢を生み出すと推察される（田村・石川、1998）。

また、自尊感情を高める褒め方に関連するものと

そして、子どもの自尊感情の高まりと積極的な姿

して、Brophy（1981）は、心理学の原因帰属に関す

勢に起因して、就寝時間が早く、お手伝いが多く、

る研究を整理し、効果的な賞賛（ほめ）のためのガ

授業中の挙手や発言行動が多くなるという一般的に

イドラインを示している。それによると、
「ほめ」を

望ましい行動を起こすことが確かめられた。特に、

随伴的に与えることや、成果の評価を明確にするこ
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と、注目すべき努力を認めることなどが示されてい
る。そして、このガイドラインには、成功を努力と
能力に帰属さるようなフィードバックを与えること
により、子どもの行動についての理解と適切な原因
帰属を養うための方策が示されている。加えて、松
尾（2007）も、同じく帰属理論を参考にして、子ど
もの内的要因に焦点を当てた褒め方をした方が、自
尊感情が高まると示唆している。この内的要因と
は、能力・資質や努力で、具体的な褒め方としては、
「考える力があるね」
「足が速いね」
「絵のセンスがあ
るね」などの「能力・資質」を褒めたり、
「よくがん

第13号
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地域における子どもの居場所の意味
―

子どもの遊び場「きんしゃいきゃんぱす」での実践的研究による一考察 ―
山

下

智

也＊

Meaning of “I-basho” for Children in Local Community
―

A Consideration by the Practical Study in Play Ground “Kinshai-Campus” ―
Yamashita Tomonari＊

要旨

1980年代以降、
「居場所のない子どもたち」のための居場所づくり活動を発端に、居場所の定義は次第

に拡大され、現在では「全ての子どもたち」にとっての居場所の必要性が叫ばれている。その動向に取り立
てて異論はないものの、その居場所の意味・役割が十分に議論されないままに、大人が盲目的に子どもの居
場所を「つくる」現状があるのもまた事実である。そもそも子どもの居場所を大人がつくるということ自体、
矛盾を孕んでいないだろうか。先行研究の「地域への繋がり」という着眼点に軸足を置きながら、子どもた
ちの営みの中から立ち現われる、地域に開かれた子どもの居場所の意味を探りたい。
本稿では、筆者が８年間実践的研究として営み続けている子どもの遊び場「きんしゃいきゃんぱす」に着
目し、彼らの生活世界をエスノグラフィックに描きながら考察を深めた。
総合考察として、子どもたちがきんしゃいきゃんぱすを自分の（居）場所にしていくという自己化
（appropriation）のプロセスが導かれた。大人から「居場所を与えられる」という受身型の固定的な場所では
なく、子どもがその場を自分の場所にしていくという動態的な営みこそが、居場所形成の核であると考える。
その居場所が、子どもたちの多様な関係性を切り結ぶ土台となり、時に遊び集団形成にも繋がれば、アン
カーポイントの役割を果たす。また、子どもの主体的な遊びと地域の大人の文脈が重なったとき、そこに魅
力的な関わりが立ち現われるのである。
キーワード

子どもの居場所、遊び場、自己化（appropriation）、アンカーポイント、実践的研究

１．問題

ペース・フリースクールの開設など、新たな居場所

⑴ 「子どもの居場所」の経緯

づくり実践が数多く展開されてきた。その代表的な

大人は「子どもの居場所をつくる」ことができる

ものが、平成16～18年度にかけて重点的に取り組ま

のだろうか。

れた、文部科学省の「新子どもプラン」の一環であ

不登校・非行問題を契機に、学校での居場所のな

る「地域子ども教室推進事業」であろう ３）。学校や

さが注目された1980年代以降、「居場所のない子ど

公民館等を活用して、緊急かつ計画的に子どもの活

もたち」のための居場所づくり活動が果たした功績

動拠点（居場所）を１万ヶ所も創設したことが、そ

１）２）

は大きい（住田、2003；文部省1992）

。その流れ

の流れに拍車をかけたと言える。現在では「居場所

に後押しされるかのように、
「居場所」の定義は次第

のない子どもたち」に限らず、「全ての子どもたち」

に拡大され、行政や NPO を中心として、児童館や

にとっての居場所の必要性が声高に叫ばれているこ

公民館を活用した居場所づくり事業や、フリース

とからわかるように、居場所という概念のもつ意味

＊
連絡・別刷り請求先
西日本短期大学 保育学科（〒810-0066 福岡市中央区福浜１丁目３番１号）
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が拡大し、全ての子どもに必要なものとしての「居

に価値を置いていると言える６）。このシフトチェン

場所」という認識へとシフトしてきていると整理さ

ジは、
「一部の居場所のない子どもたち」の居場所が

れる。

「学校外」に求められていたのに対し、「全ての子ど
もたち」の居場所の在り様の一つとして「社会」や

⑵

大人が「子どもの居場所をつくる」ことへの
違和感

その動向自体に取り立てて異論はないものの、全
ての子どもたちにとっての居場所の意味が十分に議

「地域」という場の存在が浮上してきたと見ること
もできる。「地域子ども教室」の創設も重ねて見れ
ば、子どもの居場所について語られる舞台が「地域」
に移行してきているのである。

論されないままに、大人が盲目的に子どもの居場所

このような実践上のシフトチェンジに呼応するか

を「つくる」現状があるのもまた事実である。そも

のように、地域における子どもの居場所の役割を論

そも子どもの居場所を大人がつくるということは矛

じる先行研究も登場している。例えば澤田（2003）

盾を孕んでいないだろうか。新谷（2004）が指摘す

は、
「駄菓子屋的居場所」という視点を提示し、子ど

るように、
「居場所づくり実践については、『大人が

もたちが生活している中で必要とされる場所に、な

つくるものなのか？』
」といった疑問も一方で生じ

なめ関係を有する駄菓子屋的な大人との関係を付加

４）

ている 。つまり、大人が子どものために「居場所

していくという在り方を示した ７）。また、田中・鈴

を設えてしまう」だけでは、根本的な問題解決には

木・本多（2005）は、子どもが「中間的な濃度」で

ならない。大人が子どもに居場所を与えるというこ

地域の大人と関わることのできる地域のお店が、

とは、例えば「様々な体験活動ができる居場所にし

様々な人々の背後に広がる世界を子どもが垣間見る

よう」というように、その居場所の「意味」を大人

ことができる「別の世界の覗き穴」としての役割を

側が先回りして一方的に規定してしまうということ

果たすことを説いている ８）。このように整理する

でしかない。全ての子どもたちに開かれたかたちで

と、地域における子どもの居場所は、子どもと大人

の居場所の意味を探るには、幾重にも覆い被さって

がどのように関係性を切り結んでいくかを紐解くこ

くる大人の意図・思惑から一旦逃れ、あくまで現場

とによってアプローチできると考えられる。そのア

の子どもたちの姿から立ち現われてくることを手掛

プローチは、新谷が指摘した「居場所内に留まって

かりに、子どもの居場所の意味を本質に問うていく

いいのか？」という問題提起への回答にもなるので

ことに他ならない。言い換えれば、大人の視点から

はないだろうか。

一方的に「子どもの居場所づくり」について語るの

したがって、地域を舞台とした子どもの居場所に

ではなく、
「子どもを中心に据えた形での居場所」の

焦点を当て、そこで子どもと大人がどのように関係

意味を検討する必要があると言える。

性を切り結んでいくのかを明らかにすることが本研
究の最終的な目的である。とはいえ、子どもがいき

⑶ 「子どもの居場所」と地域

なり、とある居場所を拠点に地域の大人と関係性を

前述の新谷は、もうひとつ重要な手掛かりを示し

切り結んでいくことができるとは到底思えない。先

てくれている。それは、子どもたちが「居場所の中

行研究のように、地域の大人と関係性を築いていく

で留まっていいのか？（新谷、2004）」という、子ど

ための足場が、子どもたちの居場所の中で醸成され

もの居場所づくり実践に対する本質的な問題提起で

ていくのではないだろうか。本稿ではそのような視

５）

ある 。それは、ただ子どもの居場所をつくればい

点に立った上で、子どもたちの営みの中から立ち現

いというのではなく、子どもの居場所づくりの先に

われてくる居場所の意味を探りたい。

何を目指すのか、その志向性が十分に吟味されてい
ないという指摘でもあろう。そして新谷は、
「居場所

２．目的

づくりと社会つながり（新谷、2004）」という言葉を

よって本稿では、一部の子どもの居場所のなさに

象徴的に用いるように、子どもが居場所を拠点とし

起因した居場所づくりの意味に留まらず、全ての子

ながらも、地域社会へ繋がりを生み出していくこと

どもたちに開かれたかたちでの、地域における子ど
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もの居場所の意味を探りたい。その際、大人が一方

んしゃいきゃんぱすに足を運ぶとともに、地域の

的にその居場所の意味を規定してしまうのではな

方々の立ち寄り場にもなっている。主に筆者と大学

く、あくまで子どもを中心に据えて居場所の意味を

院生、大学生らがスタッフとして現場に常駐し、子

熟考していく必要がある。そのためにも、まずは具

どもたちとともに毎日を遊びながら、子どものみな

体的なフィールドでの子どもたちの営みに目を向

らず地域の方々と関わりをもっていることも当現場

け、その場自体をエスノグラフィックに描くことを

の特徴である。

目的とする。その上で、先行研究の「地域への繋が
り」という着眼点に軸足を置きながら、子どもたち

⑵

きんしゃいきゃんぱす設立経緯

の営みの中から立ち現われてくる、子どもたちに

この場所は元々、子どもの遊び場あるいは子ども

とっての居場所の意味を、エピソードを元に詳らか

の居場所として設えられた場所ではない。2004年７

にしていく。そうすることで、ただ盲目的に大人が

月、商店街の空き店舗に、大学の研究室の分室が入

子どもの居場所をつくるのではなく、子どもの居場

り込んだことが始まりであった。筆者らが商店街だ

所にとっての本質的な意味・価値を踏まえた上での

からということでかき氷屋を始めたところ、子ども

「子どもの居場所」のビジョンを、子どもたちととも

たちが居着くようになり、その都度筆者も子どもた
ちと遊んだりして過ごしていた。そのうちかき氷屋

に描いていく足掛かりができると期待する。

ではなくなっても、子どもたちは遊びに来る。2004
３．方法
⑴

年の秋、子どもたちが寄り集まっている様子を不思

研究対象

議に思った通行人が「ここは何ですか？」と尋ねた

研究対象には、日常的な子どもの遊び場「きん
しゃいきゃんぱす（福岡県福岡市）」を選択した

９）

ところ、常連の小学生が「ここは子どもの遊び場で
す」と宣言した。その前後を境に、きんしゃいきゃ

（写真１、写真２）。「きんしゃいきゃんぱす」は2004

んぱすは子どもたちの遊び場としての色合いを強め

年に開設し、現在９年目を迎えている。対面販売の

ていったと言える。2006年の夏には、マンション建

盛んな小規模の商店街の空き店舗を活用して誕生し

設のあおりを受けて立退きの危機を迎えたが、数十

た「きんしゃいきゃんぱす」は、小学校の放課後の

メートル先の空き店舗に無事移転をすることができ

時間に合わせて、平日は毎日２時間程度開放してい

た。その際、常連の子どもたちの手伝いがあったこ

る日常的な遊び場である。遊び場は店舗内に留まら

とも書き添えておきたい。

ず、道や商店街に張り出している（日中は車が通ら
ない商店街となっている）
。常連の子どもも含め毎

⑶

研究対象選択理由

日20名程度の子どもが立ち寄っては遊んでいるが、

きんしゃいきゃんぱすは上述の経緯で現在を迎え

近年は小学生に限らず、就学前の子どもたちや小学

ている。周囲から見れば、大人が子どもの居場所を

生時代をここで過ごした中学生・高校生までもがき

つくったと見えるであろう。ある意味でそれは間違

写真１

商店街にあるきんしゃいきゃんぱす

写真２

子どもたちは思い思いに遊ぶ
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いではない。ただ、子どもたちがきんしゃいきゃん

第13号

３．結果と考察

ぱすを子どもの遊び場にしていき、また居場所にし

⑴

ていった側面も否定できない。そしてまた、この場

本研究ではまず、きんしゃいきゃんぱすという場

で活き活きと過ごす子どもたちの姿に、ここに居場

自体を浮かび上がらせることに注力すべく、KJ 法

所の本質的意味があるように直感的に感じられたこ

を用いて、
「居場所」をキーワードとして「きんしゃ

とも事実である。そのような背景から、本研究では

いきゃんぱす」を捉えることを試みた。これを第一

この子どもの遊び場「きんしゃいきゃんぱす」を研

研究とする。

究対象とする。

結果と考察の全体像

その中で、より「子どもの居場所の意味」に迫る
べく、筆者に重要と思われたエピソードを複数選択

⑷

方法論

本研究の目的遂行に当たって、筆者は自ら「日常
的な子どもの遊び場」の創設に立ち会い、この実践

し、エピソード分析を行った。これを第二研究とす
る。それら二つの層を重ねながら、総合考察を行い
たい。

現場を日々営みながら、その現場に立ち現れた出来
事を研究という形に昇華させていく試みに取り組ん
できた。本研究は、まさに実践と研究を切り離すこ
とのできない「実践的研究」であると言えよう。

⑵ 【第一研究】「居場所」というキーワードから
捉えた「きんしゃいきゃんぱす」（KJ 法）
きんしゃいきゃんぱすという場の全体像を捉える

研究手法としては、フィールドワークによる参与

べく、2004年７月～2009年12月の期間の記録を元

観察を用いた。筆者はこの場に立ち上げから関わっ

に、KJ 法を行った。得られた記述の中から、居場所

ており、実践者の立場だからこそ、現場で生起する

というキーワードに関連すると思われたトピックを

現象をより深く捉えることが可能となる。日々の実

選択し、ラベル化したところ、192枚の切片を得る

践に参与しながら、現場で起きていることを（文脈

ことができた。それらを元に KJ 法を実施しグルー

も含めて）より深く、体験的に掴むことが可能とな

プ編成した結果、13のグループに分類され、大きく

るこのアプローチは、子どもたちにとっての居場所

５つのカテゴリーにまとめられた（図１）。それらの

の意味を探るという本研究の目的に合致する。

カテゴリー名を整理したものが表１である。
まずは「A．子どもがきんしゃいきゃんぱすに居

⑸

具体的手順

本研究では、平日の放課後に、きんしゃいきゃん

つき始める」のカテゴリーである。きんしゃいきゃ
んぱすでは、子どもたちに対して大々的な広報は

ぱすを舞台に繰り広げられる子どもたちの生活世界

行っておらず、基本的に友達に連れてこられるか、

をエスノグラフィックに描いてきた記録を元に、き

偶然発見してやってくる子どもがほとんどである。

んしゃいきゃんぱすという場の様相を立体化させる

子どもたちは、きんしゃいきゃんぱすにやってきた

とともに、本稿が目的とする、地域における子ども

当初は、わざと注意を引くような文句を言ったり、

の居場所の意味について考察を深めた。

「ここっていくらですか」と尋ねてきたりと、それぞ

具体的には、主に2004年７月～2009年12月の期間

れの戸惑いを見せることがある。ただ、一度その場

に、きんしゃいきゃんぱすで実践を行う中で、記述

を楽しく過ごすことができれば、子どもたちは「ま

（フィールドノーツ）を重ねることで記録を進めて

た来たい」という思いを垣間見せる。

きた。記述の仕方は時期によって様々で、毎日の出

そのプロセスを土台として、次に「B．きんしゃ

来事を詳細に記録していた時期もあれば、心に残っ

いきゃんぱすが自分の場所になってくる」というカ

たトピックのみを書き留めていた時期もある。今

テゴリーが意味をもつ（写真３）。きんしゃいきゃん

回、そのような厚い記述の中から、
「子どもの居場

ぱすのメンバーカードを作りたがったり、自分がい

所」に関連するトピックを抽出し、それぞれ分析を

ない日のきんしゃいきゃんぱすが気になったりと、

行った。

きんしゃいきゃんぱすの一員という意識を見せるこ
ともあれば、友達を連れてきてきんしゃいきゃんぱ
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表１ 「居場所」というキーワードから捉えた「きんしゃいきゃんぱす」カテゴリー名
カテゴリー名
A．子どもがきんしゃいきゃんぱすに居つき始める

切片数
16
11

A-1．居つき始めの戸惑いがある
A-2．「また来たい」と思う

5

B．きんしゃいきゃんぱすが自分の場所になってくる

56

B-1．きんしゃいきゃんぱすの一員という意識がある

12

B-2．きんしゃいきゃんぱすでホストのように振る舞う

18

B-3．きんしゃいきゃんぱすを拠点に子ども主体の遊びを展開する

14
7

B-4．自分の素が出せる
B-5．きんしゃいきゃんぱすが子どもの生活の一部になる

5

C．きんしゃいきゃんぱすに対する思いが現れる

96

C-1．きんしゃいきゃんぱすに愛着がある

20

C-2．きんしゃいきゃんぱすの運営を手伝う

31

C-3．きんしゃいきゃんぱすの運営に関わろうとするグループができる

19

C-4．きんしゃいきゃんぱすが続いてほしいという思いがある

26

D．遊び場・居場所としてのきんしゃいきゃんぱすへの期待と実感がある
E．中学生になってもきんしゃいきゃんぱすとの関係性は続く
計

図１ 「居場所」というキーワードから捉えた「きんしゃいきゃんぱす」全体像

6
18
192
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写真３

写真４

きんしゃいきゃんぱすの誕生日会

子どもが掲示板を描きたがる

第13号

写真５

写真６

子どもがバンコの片付けを手伝う

きんしゃいきゃんぱすにまつわる作品

すを紹介したり、スタッフにお菓子を分けたりと、

しゃいきゃんぱすへの期待と実感がある」というカ

この場所のホストのような振る舞いを見せることも

テゴリーや、
「E．中学生になって来られなくなって

ある。さらには、この場で自分の素を出すことがで

も関係性は続く」というカテゴリーも得られた。

きるといったラベルもあり、徐々にきんしゃいきゃ

このように、きんしゃいきゃんぱすでの「居場所」

んぱすを自分の場所にしていくプロセスがここに見

に関連する様々なトピックを概観し、それらに通底

受けられる。

する大きな流れを掴み取るならば、以下のように整

次の「C．きんしゃいきゃんぱすに対する思いが

理される。きんしゃいきゃんぱすに足を運ぶ中で、

現れる」のカテゴリーも興味深い（写真４、写真５、

徐々に居場所感を垣間見せる子どもたちは、次第に

写真６）
。きんしゃいきゃんぱすにまつわる作品を

きんしゃいきゃんぱすを自分の場所にしていく。子

作ったり、自分の絵をきんしゃいきゃんぱすに飾っ

どもたちにとって愛着のある場になればなるほど、

てほしがったりと、きんしゃいきゃんぱすに対して

後継者宣言も生まれ、中学生になっても遊びに行き

愛着を見せることもあれば、片付けを手伝ったり、

たいと思える場であり続けるのである。

きんしゃいきゃんぱすの運営に関わろうとするグ
ループをつくったりもする。さらには、きんしゃい
きゃんぱすが今後も続いてほしいと願い、後継者宣

⑶ 【第二研究】子どもの居場所の意味に迫る（エ
ピソード分析）

言をするような子どもも見受けられた。子どもたち

第二研究では、第一研究によって見えてきた大き

がただ居るだけの場所ではなく、その場所への思い

な流れの中の一場面に停留し、個別のエピソードに

入れが深まっていく様相が立ち現われていると言え

寄り添って、子どもにとっての居場所の意味をより

よう。

詳細に探りたい。これらのエピソードは、筆者の印

その他にも、
「D．遊び場・居場所としてのきん

象に強く残っているエピソードであり、かつ第一研

地域における子どもの居場所の意味
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究では十分に扱うことのできなかったテーマを補完

た。先に遊び始めても良かったのに、である。もち

する形となるエピソードである。以下に、３つのエ

ろん、子どもたち同士はそれなりに面識のある関係

ピソードを取り上げ、各々分析を行うとともに、そ

ではあるだろう。学校で顔を合わすこともあれば、

れらから得られた知見を総合考察へと繋げる。

このきんしゃいきゃんぱすで一緒に遊んだことも
あったはずである。特にこの『逃走中』は当時の

①

場があることで、関係性が開かれる

▽エピソード１「きんしゃいきゃんぱすが開く、関係性
が開く」（2008.02.20）

ブームで、毎日子どもたちが熱中していた遊びで
あったため、昨日の延長のようにして始めることも
できたであろう。しかしこの日は、この場が開かな

■エピソード記述

いと、関係性を紡ぎ続けることができなかった。そ

いつも通りきんしゃいきゃんぱすを開けに行くと、小
学校が早く終わっていたようで、既に男の子が７人ほど
集まっていた（小学６年生が２名、小学５年生が２名、
小学４年生が１名、小学２年生が１名、小学１年生が１
名と、その学年差は幅広かった。ほとんどが男の子で
あった）。
駆け寄ってきた子どもたちと会話をしながらシャッ
ターを開けると、わっと子どもたちがきんしゃいきゃん
ぱすの中になだれ込む。しかしすぐ路上に戻ると、誰か
らともなく「
『逃走中』やろう！」と言い出した。最近
ブームの、商店街中を舞台にした鬼ごっこだ。私たちス
タッフがきんしゃいきゃんぱすを開ける準備をしてい
るのを尻目に、みんなでじゃんけんをし始め、早速『逃
走中』が始まったのである。最早きんしゃいきゃんぱす
の中に、子どもたちは誰一人いない。
シャッターの前で待っているときは、みんなで遊んで
いるわけではなく、同じ学年の子ども同士で過ごしてい
たようだったので、後で、小学５年生のタカシに尋ねて
みた。私「みんな集まってたんなら、始めてればよかっ
たじゃん（笑）」、タカシ「うーん、ここが開いとらんと、
なんかパッとせん（笑）」
なるほどなと思ったと同時に、嬉しくも思った。
（写
真７）

して、この場が開いたことがきっかけとなって、一
緒に遊ぶ口実ができたかのように、各々だった子ど
もたちがいつもの遊び集団へと変遷していく。いわ
ば、ぎこちなかった子どもたち同士の関係性が、安
心感を帯びて滑らかになっていったのである。
このきんしゃいきゃんぱすという場の特徴とし
て、学校とは違った異年齢の関係性が構築されてい
くという点がある。ここでは、異年齢集団で遊ぶこ
とも多く、縦の繋がりも幅広い。それが、この場の
魅力を倍増させているといっても過言ではないだろ
う。ただ、その背景には、「この場が開かれている」
ということが非常に重要だということが確認され
た。
もちろん、この場が開いていなくても、子どもた
ち同士で遊べるのが理想ではある。実際に、きん
しゃいきゃんぱすが開く前に、子どもたち同士で遊
ぶ場面を見かけることも、きんしゃいきゃんぱすが
しっかりと地域に根付いた最近では多々見かけるよ
うにはなった。ただ、このエピソードが筆者に印象
深く語りかけてくれるのは、遊びづらくなった現代
の子どもを取り巻く環境の中で、地域の中にそのよ
うな「場」がないと、関係性を紡ぎにくい生活世界
になっているのではないか、ということである。
そのような背景を踏まえて、改めて地域における
子どもの居場所という視点でこのエピソードを精査

写真７

シャッターが開くと遊びが始まった

してみると、このような居場所があること自体が、
子ども同士の関係性出現の土台となっていると言え
るのではないだろうか。言い換えれば、居場所の存

このエピソードは、きんしゃいきゃんぱすを開け

在が、多様な関係性を紡ぎ出す舞台となっている。

た瞬間に立ち現われた、ささやかなエピソードであ

場が開かれることで、関係性も開かれていくのであ

る。きんしゃいきゃんぱすが開く前にはそれぞれ思

る。このようにして、子ども同士の関係性を安定化

い 思 い に の ん び り と 待 っ て い た 子 ど も た ち が、

させる土台としての役割が、地域における居場所の

シャッターが開くと同時に、急に一緒に遊び始め

意味の一つとなると考える。
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アンカーポイントとしての役割を果たす

▽エピソード２「引っ越してきたアサヒ」
（2010.06.17）
■エピソード記述
私はいつものようにのんびりと、きんしゃいきゃんぱ
すで子どもたちとともに過ごし、いつものようにふらっ
と、近くの公園に足を伸ばしてみる。公園ではどんな遊
びが展開されているのかなと気になったからだ。その公
園はきんしゃいきゃんぱすのある商店街に同じように面
しており、距離にして40m 程度の、すぐそばの公園であ
る。子どもたちはこの公園を「きんしゃいの公園」と呼
ぶほど、きんしゃいきゃんぱすと関連した場所と認識し
ているようだ。
公園の中の様子がうかがえる地点までさしかかると、
そこには、ドッヂボールの投げ合いをして遊ぶ、小学４
年生のアサヒと小学３年生のタツヤ・ケンジの姿があっ
た。アサヒはきんしゃいきゃんぱすには常連で、最近は
ほぼ毎日遊びに来ていた子だった。一方タツヤとケンジ
は、彼らが６歳くらいのときからきんしゃいきゃんぱす
には度々顔を出し、時折私たちとも一緒に遊ぶ仲だった。
ただ、アサヒとタツヤ・ケンジが一緒に遊ぶという姿は、
学年も違うわけで、これまであまり印象にない。その違
和感にも似た不思議な感覚が、最初にふっと芽生えた。
細長い公園の手前側にはアサヒがいて、公園の奥に向
かって懸命にボールを投げていた。そして向こう側に
は、そのボールを受け止めようとしているタツヤとケン
ジがいた。３人とも、しかしボールを思い切り投げよう
と・しっかり受け止めようと、力の入った真剣な表情を
浮かべている。が、その楽しさからだろう、３人が３人
とも、内側からあふれ出してくる笑いを抑えきれず、表
情には笑みがこぼれている。中でも、アサヒの躍動感あ
る横顔を見たのは、あまり記憶にない。
それにしても、小学３年生の中ではやんちゃで活発な
タツヤ・ケンジと、小学４年生の中ではおとなしく振る
舞っているアサヒが、今まではほとんどつるんでいな
かったのにもかかわらず、今一緒に遊んでいるのも変な
話だなと思う。と同時に、ほっとした感覚を得た。彼ら
３人とも、私の存在には一瞬気づいたものの、引き続き
ボールを投げ合っている。私はそのまま公園内に立ち入
ることはやめ、きんしゃいきゃんぱすへと踵を返した。
■記述後のメタ考察
私が、３人が遊んでいるのを見て「ほっとした」のに
は心当たりがある。アサヒは数ヶ月前にこの校区にやっ
てきた転校生だった。一つ上のお姉ちゃんとともに、き
んしゃいきゃんぱすのすぐ近くのアパートに越してき
て、何度か家族できんしゃいきゃんぱす前を通りがかっ
ている様子を見かけていたが、いつの間にかきんしゃい
きゃんぱすに足を運ぶようになった（きょうだいで来た
のか、一人で来たのか、友達に連れてこられたのかは定
かではない）。
転校生であったアサヒ（当時小学３年生）の印象は、
幼くおとなしい感じの男の子だった。優しそうではある
が、言い方を変えれば弱々しそうと言うこともできる。
そのような印象を持ったのは、彼のきんしゃいきゃんぱ
す周辺での振る舞いからであろう。転校してきて、きん
しゃいきゃんぱすに居着くまでには、そう時間はかから
なかった。きんしゃいきゃんぱすの中の椅子に座ってい
ることも多く、一人でいる姿をよく見かけた。それが次
第に、小学校での人間関係が形成されてきた結果であろ
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う、学年が一つ上がった頃には、同じ小学４年生の男の
子たちと一緒に居るようになった。そうなると、きん
しゃいきゃんぱすに入り浸っているというよりは、小学
４年生の４～５人集団の一人となって、きんしゃいきゃ
んぱすを通りがかったり、近くの公園で遊んだり、とき
には誰かの家に遊びに行っているようだった。ただ、
元々のおとなしい性格に加え、転校生という緊張から
か、元気な小学４年生の男の子集団の後ろをついて回っ
ているというふうに見受けられた。彼自身も必死に馴染
もうとしていたのだろうか、そのときの彼の思いは定か
ではないが、とにかくついていこうとしていた姿勢はこ
ちらにも感じられた。
そんなアサヒが今、一つ下の学年のやんちゃな男の子
たちと、ある意味ではフラットな関係で思いきり遊んで
いた。それは私にとって、驚きでもあり、それと同時に、
嬉しさでもあった。実はアサヒは早生まれで、タツヤと
ケンジは小学３年生の中では発達も早い方であったた
め、アサヒが後ろをついていっていた小学４年生の男の
子たちよりも、小学３年生の２人との方が月齢は近かっ
たかもしれず、当然と言えば当然だが。それでも、学校
制度の枠組みに翻弄されるかたちで、アサヒは必死に溶
け込もうと、同級生の後ろをついていかざるを得なかっ
たのかもしれない。そんなアサヒの姿は活き活きとして
おらず、窮屈にしているように見えていたからこそ、私
の心にもずっと引っかかっていたのであろう。それが、
一つ下の子どもたちであれ、主体的に活き活きと振る
舞っている姿が、嬉しかったのである。

このエピソードは、転校生してきたアサヒが、同
級生になんとか馴染もうと奮闘していた時期に、き
んしゃいきゃんぱすという場をきっかけに、一つ下
の学年の子どもたちと活き活きと遊ぶことになった
場面を描いたものである。そしてこのエピソードの
醍醐味は、そのエピソード前後のアサヒの変容プロ
セスである。
エピソードの日の後、それがきっかけという因果
関係ははっきりとは言えないが、きんしゃいきゃん
ぱすでのアサヒの居方が変わってきたように感じら
れた。例えば、アサヒがきんしゃいきゃんぱすでの
んびりしているとき、小学４年生の男の子たちに遊
びに誘われても、自分の意思で断ったり（決して小
学４年生の子たちがいじめていたということはな
い）、時には彼らと対等に遊んでいる場面が見受け
られたりと、これまでとは違う姿が見受けられたの
である。もちろん、このエピソードを境に、という
ほど決定的な瞬間だったわけでもないし、学校で何
らかの変革があったのかもしれない。しかし、エピ
ソードに見られたような、アサヒ自身が活き活きと
自分を出すことのできる瞬間が幾重にも重なって
いったことで、アサヒ自身が自分の過ごし方（居方）
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59

を自分で選択し決めることができるようになったと

境移行自体における適応援助策として活用されるこ

筆者には感じられた。実際、小学５年生となった現

とを示している13）。このアンカーポイントの考え

在では、アサヒは同じ学年の女の子と遊んだり、同

は、仮説ではあるものの、生態学的妥当性の高い概

級生との間で自分を表現したりできるようになって

念と言われている（南、2012）14）。

いった。それは、転校してすぐのアサヒの姿からは
想像ができないほどである。

アサヒのエピソードに再度寄り添えば、環境移行
中のアサヒにとって、きんしゃいきゃんぱすという

このエピソード周辺のアサヒの変容は、図２のよ

場（居場所）が物理的アンカーポイントとなり、ア

うに整理することができる。アサヒは、きんしゃい

サヒはそこに錨を降ろしながら、そこでさらに社会

きゃんぱすに居着いていくプロセスの中で、地域に

的アンカーポイントとなり得る他者と出会う（アサ

おける居場所（＝多様な子どもが立ち寄る場）だか

ヒの例で言うと、ドッヂボールをして遊んだ小学３

らこそ偶発的に発生した下級生との遊びを通して、

年生の男の子たち）。そして彼らと主体的に活き活

主体的な経験を得る。またそれらの経験を積み重

きと遊ぶことで、アサヒの中で関係性の切り結び直

なっていくことで、同級生とも対等に遊べるように

し（遊び相手が一時的に同級生から小学３年生へ）

なり、自分を表現して生きていくことが可能となっ

が生まれ、個と環境の相互浸透が促進される。それ

てきたのである。引っ越しという「環境移行（ワッ

によって、自分らしく居られるようになったアサヒ

プ ナ ー・ デ ー ミ ッ ク、1992）」 の 最 中 に い た ア サ

は、改めて同級生と関係性を築いていくことができ

10）

ヒ 。少し無理をして生きていたアサヒが、居場所

るようになる。このようにアンカーポイントは、子

を介して、周囲との関係性を紡ぎ直し、再び主体的

どもが、子どもが住まう場所に馴染み、改めて生活

に生活を営んでいくというプロセスが、ここに見受

を主体的に営んでいくことを支えるものとなり得る

けられた。

のである。

その際、このきんしゃいきゃんぱすという場が、

それは、転校生に限った話ではないだろう。学校

「 ア ン カ ー ポ イ ン ト（ ワ ッ プ ナ ー・ デ ー ミ ッ ク、

での友人関係トラブルや家庭でのいざこざ等、子ど

1992）
」としての役割を果たしていたと言えるので

もたちの日常生活の中で何らかのストレスおよび環

11）

はないだろうか 。ワップナーとデーミック（1992）

境移行が経験されたとき、地域における子どもの居

は、環境移行の初期段階に、経験の体制化の基礎と

場所が、アンカーポイントとしての役割を果たし、

なる場所を環境への「入口」として捉え、それを物

子どもたちが再び主体的に地域を生きなおすことを

理的アンカーポイントとして整理した。この物理的

後押しできるのではないかと考える。

アンカーポイントが、人の新環境への認知的体制化
を手助けすると提起するとともに、それが対人関係
の水準においても言えることを示唆した（社会的ア
ンカーポイントとして）12）。また小泉（2002）は、ア
ンカーポイントを「人間とその環境の間の相互交流
（すなわち相互作用によって双方が変化していくこ
と）を促進するような人間－環境システム内の要
素」と定義した上で、このアンカーポイントが、環

図２

③

遊びを介した地域との繋がり

▽エピソード３「商店街での宝探し」
（2008.07.29-30）
■エピソード記述
小学６年生のナミが、きんしゃいきゃんぱすのスタッ
フのナオコさん（大学院生）の誕生日会をしようと言い
始めた。誕生日会のセッティング自体は私たちスタッフ
に任せた上で、ナミはその誕生日会で自分たち企画の

アサヒの変容プロセス
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ゲームをしたいとのことだった。ナミは友だち２人を誘
い込みながらも、自分が企画するんだと息巻いてアイ
ディアを練り始める。何やら地図を描いたり、こそこそ
相談したりしているナミたち。ナオコさんには内緒にし
ながら、楽しそうに準備をしているナミの姿が微笑まし
かった。そしてまた、彼女たちが企画するゲームがどの
ようなものか、興味もあった。
翌日。勢いよくやってきたナミの手には、きんしゃい
きゃんぱす周辺の地図があった。前日書いていたメモ書
きとは打って変わって、とてもしっかりとしたもので
あった。「間に合わなくてお母さんにも手伝ってもらっ
た」と苦笑いするナミ。私たちが誕生日会の準備をして
いる間、ナミやサキ（小学６年生）らがゲームの準備を
着々と進める。手には青や赤、黄色のテープでぐるぐる
に巻きつけられたボールが複数あった。ナミたちがその
ボールをもってきんしゃいきゃんぱすを飛び出し、商店
に足を運んでお店の人とやりとりをしている姿が見えた
ときにはちょっと不安もよぎったが、ここはナミたちに
任せてみようと思った。
ナオコさんの誕生日会も順調にスタートし、ついに
ゲームの時間である。ナミが他の子どもたちやスタッフ
に説明を始めた。そのゲームとは、まず、きんしゃい
きゃんぱすや商店街、公園に隠されたボールを、地図を
頼りに探し出し、それをきんしゃいきゃんぱすに持って
くる。そこで出されるクイズに正解することができれ
ば、そのボールを獲得できる、というルールだった。子
どもたちは20人程度いたため、ナミの指示の元、３つの
グループが編成されていった。
「どうなるんだろう。他の
子どもたちは楽しめるのかな」という私の心配をよそ
に、実際にゲームがスタートすると、意外にも子どもた
ちは活き活きときんしゃいきゃんぱすを出発し始める。
ナミはそのような子どもたちの姿を嬉しそうに見送る。
グループには高学年から低学年までバランス良く振り
分けられていた。商店街の道端に立ち止まり、地図を覗
き込んでいるグループもあれば、とりあえず公園まで
走っていくグループもあった。きんしゃいきゃんぱすの
中にこっそり隠されているボールを探していたり、公園
の植木の下に体を潜り込ませてボールを探ったりする子
どもの姿もあった。ナミはときどきヒントを出したりし
ながら楽しんでいる。
あるグループは地図に従って、魚屋さんへと足を運
ぶ。メンバーは小学６年生のハルキとマサト、小学２年
生のリュウ、そしてスタッフのナオコさんだ。最初は調
理場の方にいた魚屋のおじちゃんも、子どもたちが店内
の隅々を探し始めるのを見てニヤニヤしながら、店先へ
と出てきた。子どもたちがひたすら探し回った結果、つ
いに子どもたちはボールを発見。しかし、すぐには渡し
てもらえないようだ。魚屋のおじちゃんの話によると、
ナミからの指示で、魚屋さんとのじゃんけんに勝った
ら、ボールを渡してもらえるとのこと。魚屋の周辺を探
し回ることにはあまり抵抗感を見せなかった子どもたち
も、直接魚屋さんとやりとりをすることに、ちょっぴり
戸惑いの色をうかがわせる。表情がちょっとだけこわば
り、誰がじゃんけんするのかを探っている感じだ。一方
魚屋さんの方は、じゃんけんをすることを楽しんでいる
様子が窺えた。結局じゃんけんは子どもたちが勝ち、
ボールをゲットした子どもたちは意気揚々ときんしゃい
きゃんぱすへと踵を返す。その様子を周辺から見守って
いた私は、子どもたちがいなくなった後、魚屋さんに
「すみませんね」と声をかけると、魚屋さんは「いや、い
いとよー」満面の笑み。私はなんだか温かい気持ちに
なって魚屋を後にした。（写真８、写真９、写真10）
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写真８

宝探し用の子ども作成マップ

写真９

写真10

魚屋さんで宝探し

宝をかけて魚屋さんとじゃんけん

このエピソードに登場する「宝探し」は、子どもた
ち自身が発案した遊びである。出題者側の子どもた
ちが複数のボールを商店街のお店（魚屋に限らず
八百屋やお茶屋など）や近隣の公園の中に隠し、挑戦
者側の子どもたちがクイズを解きながら、商店街に
隠されたボールを探して回るという遊びであった。
ナミがきんしゃいきゃんぱすを自分の居場所の一
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４．総合考察

り、またきんしゃいきゃんぱすを中心にした地図を

本稿では、一部の子どもの居場所のなさに起因し

描いてきたことからも窺える。また、スタッフであ

た居場所づくりの意味に留まらず、全ての子どもた

るナオコさんをもてなす側に立っていることにも注

ちに開かれたかたちでの居場所の意味を探るべく、

目したい。ナミはまさにこのきんしゃいきゃんぱす

子どもの遊び場「きんしゃいきゃんぱす」での子ど

のホストとして、立ち居振る舞っているのである。

もたちの営みに目を向け、子どもを中心に据えた、

ナミはこの居場所を拠点とし、きんしゃいきゃん

地域における子どもの居場所の意味・役割を探って

ぱすに遊びに来ていた子どもたちを巻き込みなが

きた。そこでここでは、結果と考察で掴むことので

ら、創造力豊かな遊びを活き活きと展開した。ここ

きた知見を、本稿の問題に照らし合わせながら、総

でさらに興味深いのは、子どもたちが「商店街中に

合考察を行う。

宝を隠しにいく」
「魚屋さんに宝を探しに行く」とい

第一研究では、これまでのエスノグラフィックな

うように、商店街にはみ出していった点である。そ

記録を元に、
「居場所」というキーワードできんしゃ

の際、その遊びが媒介となって、
「魚屋さんとじゃん

いきゃんぱすを捉えることで、その全体像を整理し

けんをする」といった、商店街の大人と子どもたち

た。その際、全体に通底する大きな流れとして、子

との関係性が立ち現れていた。

どもたちが次第にきんしゃいきゃんぱすを「自分の

このとき、遊びの勢いによって大人との接点が生

場所にしていく」という営みがあることを掴むこと

まれるからこそ、大人との関わりに直面した瞬間、

ができた。子どもたちは、最初の戸惑いを感じつつ

戸惑いが浮上している子どもも中には見受けられ

も「また来たい」という思いを持ち、シャッターを

た。魚屋のおじちゃんと急にじゃんけんをすること

閉めたがったり、友達を連れてきて自慢したり、ス

になった場面などがそれに当たる。一方、商店街の

タッフにお菓子を分けたりと、主にスタッフとの関

大人は最初から「子どもと遊ぶ」
「子どもに関わろ

わりの中で居場所感を表出する。それが次第に、
「メ

う」という意識で存在しているわけではなく、あく

ンバーの一員」
「自分たちの場所」という自負や「運

までそこにいる大人は「そこで生活を営む大人」で

営に関わりたい」という思いの現れへと連鎖してい

あった。そのような大人ではあるが、
「子どもが宝を

く。ホストとして振る舞うなどはまさにその代表的

探しているのを見て調理場から店先に出てくる」と

なものであろう。その姿は、第二研究でも見受けら

いうように、子どもが遊びにやってきたときに、商

れる。エピソード１では、子どもたちがきんしゃい

店街という大人の文脈を降りて子どもと関わるとい

きゃんぱすを自分たちの遊び場・拠点としているか

う在り方の切り替えが見受けられた。商売の合間に

らこそ、その場が開いたことで遊びが展開し始め

子どもが入り込んでくること（それは決して頻繁で

た。エピソード２では、アサヒがきんしゃいきゃん

はないが）は、商店街の大人にとっても、日頃の営

ぱすに居着き、自分らしく居られるようになってき

みの中の彩りのひとつになっているのであろう。も

たことで、関係性を広げ、紡ぎ直すことができた。

ちろんこのエピソードの後に買い物客が訪れた場面

エピソード３でも、ナミたちがきんしゃいきゃんぱ

では、
「ちょっと今は無理」と子どもの遊びを断る

すを自分たちの拠点とできたからこそ、商店街まで

（大人の文脈を保持する）姿を見せていたことも見

も遊びを広げることができた。これらも、きんしゃ

逃せない。このように、子どもたちの主体的な遊び

いきゃんぱすを自分の場所にしていき、それを土台

をきっかけに、彼らが商店街という大人の文脈と重

とすることで、子どもたちが自ら活き活きと遊びを

なったとき、大人も子どもも互いにチャンネルを合

展開することができたのである。このように、きん

わせながら関係性を切り結び始めたのである。言う

しゃいきゃんぱすの中での主体的な遊びを通して、

なれば、子どもの居場所を拠点とした主体的な遊び

あるいはスタッフとの関わりをきっかけとして、子

が「別の世界の覗き穴（田中・鈴木・本多、2005）」

どもたちがきんしゃいきゃんぱすを「自分の場所に

を開けてくれたと捉えることができるのではないだ

していく」のである。

ろうか 。
15）

本研究の冒頭で「大人は子どもの居場所をつくる
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ことができるのか」と問題提起をした。きんしゃい

イントとしての役割を果たし、子どもたちが再び主

きゃんぱすも、確かに大人によって設けられた場で

体的に地域を生きなおすことを後押しできるという

はある。しかし、ここで注目したいのは、子どもた

ことが示された。また、エピソード３では、子ども

ちがきんしゃいきゃんぱすへの思いを深めながら、

たちの主体的な遊びをきっかけに、彼らが商店街と

子ども自らが主体となって、きんしゃいきゃんぱす

いう大人の文脈と重なったとき、大人も子どもも互

を自分のものにしていく（appropriate）様相である。

いにチャンネルを合わせながら関係性を切り結び始

この appropriation という概念は元来、自然環境の人

める様子が見受けられた。このように、自己化した

間的な生産様式への取り込み・転化という意味での

場において、子どもたちは多様な関係性を主体的に

16）

「領有」に由来する（Marx, 1971） 。その後、文化

切り結ぶ土台を得る。それは時に遊び集団の形成に

心理学の文脈においては、文化的なアーチファクト

も繋がれば、アンカーポイントの役割を果たす（そ

としての道具が人間によって「自分のものになって

れは転校生に限らず、クラス替えや友人とのケンカ

いく」過程を表すものとして appropriation は考えら

など、その活躍の場は様々と言えよう）。また、その

れてきた（水月・馬場・南、2003） 。さらに水月・

ような居場所には地域へと繋がる素地があり、子ど

馬 場・ 南（2003） は、 環 境 の ア フ ォ ー ダ ン ス

もの主体的な遊びと地域の大人の文脈が重なったと

（Gibson, 1979; Reed, 1996）に絡めながら、
「『居場所

きに、魅力的な関わりがふっとそこに立ち現われ

づくり』とは、このように環境のアフォーダンスを

る。地域における居場所の醍醐味はここにあるので

自 ら が 発 見 し、 そ れ を 自 分 の も の に し て い く

はないだろうか。

17）

appropriation の累積によって成されるものと考えら

子どもの居場所は、大人が仕立てあげるものでは

。本稿

ない。その場の存在自体は大人が保障しつつも、そ

に照らし合わせれば、きんしゃいきゃんぱすという

の後に子どもたちが自分でその場を自分の場所にし

文化的アーチファクトが、子どもたちによって、自

ていくことができるかどうか、その営みが重要であ

分のもの（＝場所）になっていくというプロセスが

ると言えよう。その際、その場に子どもが入り込む

浮 か び 上 が っ て く る。 そ し て こ の 自 己 化（ ＝

ことのできる隙間があるかどうかが重要なファク

appropriation）のプロセスの積み重ねこそが、子ど

ターとなってくる。多くの子どもたちがきんしゃい

もの居場所に関して非常に重要なプロセスであり、

きゃんぱすを自分の場所としていくプロセスの背景

居 場 所 形 成 の 核 な の で は な い か と 考 え る（ 南、

には、この場の開かれ方（隙間）が大きく関係して

れるのではないだろうか」と提起する

18）19）20）

2006） 。また、自己化のプロセスは子どもによって

いると考える。子どもの生活圏内にあり、放課後の

様々であるが、その場がそのプロセスの多様性を保

時間にはいつでも誰でも立ち寄ることができる場だ

障することも欠かせない。これらの自己化のプロセ

からこそ、子どもは自分の意思でその場に入り込

スを通して、子どもはその場を主体として生き、自

み、主体として活き活きと過ごすことができるよう

らの生活世界を豊かなものに変えていく力を備えて

になるのである。また、きんしゃいきゃんぱすでは

いくと言えよう。言い換えれば、大人から「居場所

スタッフが主に大学生・大学院生であるということ

を与えられる」という受身型の固定的な居場所では

も手伝って、子どもがきんしゃいきゃんぱすの運営

なく、子どもがその場を「自分の場所にしていく」

側に入り込みやすい素地があったという点も指摘し

という動態的な営みを育むことのできる居場所こそ

ておきたい。子どもがその場所に入り込み、自分の

が、居場所の本質であると考える。

場所にしながら多様な関係を切り結んでいく際の橋

21）

その上で、第二研究では、さらなる居場所の意味

渡し役となる大人の存在も重要だということであ

について、エピソードから掴みとれることを抽出し

る。その橋渡し役の関わり方に関しては、今後さら

た。エピソード１では、このような居場所の存在が、

なる検討の余地がある。

子どもたちの多様な関係性を紡ぎ出し、関係性を安

以上、本稿では、きんしゃいきゃんぱすという

定化させる土台となることが示された。エピソード

フィールドを舞台に、地域における子どもの居場所

２では、地域における子どもの居場所がアンカーポ

の意味を考察してきた。ここには、きんしゃいきゃ

地域における子どもの居場所の意味

んぱすという場固有の特性も当然あるものの、地域
における「子どもの居場所」の本質も同時に描けた
のではないかと考える。ただ、最後に、本研究の遂
行に当たって、手応えは得ているものの、本稿では
十分に立ち入ることができなかった点についても言
及しておきたい。まず一つは、居心地のいい居場所
であればあるほど、新参者はある種の入りづらさを

州大学出版会、2003
８）田中康裕・鈴木毅・木多道宏：「社会的環境としてみた
「お店」に関する考察」
、こども環境学研究１（1）
、2005
９）山下智也：「子どもと地域を繋ぐ子ども参画のあり方
―

日常的な子どもの遊び場「きんしゃいきゃんぱす」の

事例から ― 」
、生活体験学習学会誌（7）
、2007
10）ワップナー・デーミック：「有機体発達論的システム論
的アプローチ」
、山本多喜司・ワップナー編著：
『人生移行
の発達心理学』
、北大路書房、1992

感じ得るという点である。自己化の動態の勢いが強

11）同上

過ぎるからか、その場特有の空気感が生まれ、それ

12）同上

が排他性に結びついたとき、関係性の広がりを阻害
し得る側面が垣間見えたのである。また、遊び場が
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13）小泉（2002）は、学校が地域社会にとって最も重要な第
一次アンカーポイントである可能性を示唆している。
小泉令三：「学校・家庭・地域社会連携のための教育心

自分の場所になっていくことで、自己が解放され、

理学的アプローチ：アンカーポイントとしての学校の位

その子どもが抱えている背景が垣間見えることも経

置づけ」
、教育心理学研究50（2）
、2002

験された。子どもの居場所を通した子ども支援の糸
口として、重要な手掛かりを得たと感じている。今
後は、上記の視点も組み込みながら、本稿の知見を
今後どのように、他の子どもたちの現場に活かして
いくことができるのか、その転用可能性についての
議論を重ねていきたい。

14）南博文：
「環境移行とライフサイクル」
、氏家達夫・遠藤
利彦編：
『発達科学ハンドブック第５巻 社会・文化に生き
る人間』
、新曜社、2012
15）前掲６）
16）Marx, K. The Grundrisse. Edited & Translated by McLellan,
D. New York: Harper & Row. 1971
17）水月・馬場・南（2003）は、道草行為の中での子どもと
環境との関わりを、環境のアフォーダンス及び資源性とい
う観点から捉え、affordance appropriation という考え方を

注

提示する中で、本稿に通ずる appropriation の概念の整理を

１）住田（2003）は子どもの問題を語る際に「居場所」とい

している。

う言葉が使われるようになった社会的背景として、不登校
の問題を挙げている。
住田正樹：「子どもたちの『居場所』と対人的世界」
、住
田正樹・南博文編：『子どもたちの「居場所」と対人的世
界の現在』、九州大学出版会、2003
２）不登校の問題を契機に、特別な意味をもった概念として

水月昭道・馬場健彦・南博文：「下校時の帰宅路に見ら
れる子どもの道草行為とみち環境との関係」、住田正樹・
南博文編：
『子どもたちの「居場所」と対人的世界の現
在』
、九州大学出版会、2003
18）同上
19）Gibson, J. J. The ecological approach to visual perception.

「居場所」が公の文書に登場したのは、文部省学校不適応

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum associates. 1979.
（ギブソン，

対策調査研究者会議による「登校拒否（不登校）問題につ

J. 古崎敬他訳、『生態学的視覚論 ― ヒトの知覚世界を探

いて ― 児童生徒の『心の居場所』づくりを目指して ― 」

る』
、サイエンス社、1985）

という報告書においてである。

20）Reed, E. S. Encountering the world: Toward an ecological

文部省：「登校拒否（不登校）問題について ― 児童生徒

psychology. London: Oxford University Press. 1996.（細田直哉

の『心の居場所』づくりを目指して（学校不適応対策調査

訳、佐々木正人監修、
『アフォーダンスの心理学 ― 生態心

研究協力者会議報告）」、教育委員会会報（44）、1992
３）文部科学省ウェブサイト（2012年９月30日閲覧時点）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/week/zudata01.
htm
４）新谷周平：「序説 ― 居場所・参画・社会つながり」
、子
どもの参画情報センター編：『居場所づくりと社会つなが
り』（子ども・若者の参画シリーズⅠ）、萌文社、2004

理学への道』
、新曜社、2000）
21）南（2006）は、アフォーダンスの appropriation に関して、
「領有では、所有の意味が強く、ここでは、調整のなかで
自分のものにしていくという意味で『自己化』の語を用い
ることにする」と述べる。本稿でもこの意味合いで、
「自
己化」という言葉を用いる。
南博文：「環境との深いトランザクションの学へ ― 環

５）同上

境を系に含めることによって心理学はどう変わるか？」、

６）同上

南博文編著：
『環境心理学の新しいかたち』
、誠信書房、

７）澤田英三：「居場所としての駄菓子屋」、住田正樹・南博

2006

文編：『子どもたちの「居場所」と対人的世界の現在』
、九
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通学合宿の発見と発展
―

人・施設・プログラム・拡充方策の相乗効果 ―
正

平

男＊

辰

The Development of Self improvement and Findings through
“Tsuu-gaku Gasshuku”:
―

Synergistic Effect of the Enhancement of Human Resource, Facilities and Program ―
Masahira Tatsuo＊

要旨

通学合宿という生活体験プログラムが開始されて30年が経過した。筑豊の一角にある庄内町という小

さな自治体で、いかにして通学合宿というプログラムは始まったのであろうか？ 野営地からの通学から始
まって、やがて専用施設の建設が実現する。その拠点施設を確保したことによって新たな展開をすることに
なった「通学合宿」の発展と、やがておとずれた停滞。発展の一途をたどりつつも苦悩の足跡を刻んだ生活
体験学校の運営。にもかかわらず、通学合宿発祥の地として注目を浴び、やがては全国に及ぼした多大な影
響。通学合宿というなんの変哲もないプログラムが全国に波及した理由を問い、通学合宿の30年の経過を振
り返りつつ通学合宿という生活体験プログラムの意義と方法を問う。それらを点綴しつつ、
「これからの通学
合宿」を占う。あわやの転倒を心配するほどの蹉跌を踏み、揺らぎながらの生活体験学校と通学合宿。それ
でもなおかつ、次なる壮大な展開を企望せんと課題を提示する。

はじめに

方分かってもらえるようになった。この論文は、通

1983（昭和58）年８月、庄内町という日本の小さ

学合宿拡大の通史である。そして、通学合宿の拡大

な町で子ども達がキャンプをしながら学校に通うと

に貢献した人々、組織、大学や市町村・県や国など

いう「通学キャンプ」が始まった。子ども達は喜ん

全て諸々に対する大変長い感謝状である。

で参加した。そして、1989（平成元）年４月、庄内

旧庄内町（現飯塚市）で始まった通学合宿は、通

町は通学合宿のための専用施設「生活体験学校」を

学キャンプの時代を含めると30年の歴史を刻んでき

設置した。希望する子ども達が６泊７日の日程を年

た。どこで途切れても、何時立ち消えになっても不

齢の異なる集団で生活する。食事を作り、洗濯をし、

思議ではないはずの通学合宿が、現在の普及拡大を

薪を焚いて風呂を沸かし入浴する。生活に必要な全

遂げるにいたった過程を振り返って考察してみた

てのことを子ども集団の力で、やり遂げながら学校

い。振り返えれば、最初は発案者や実働する一群の

へ通う。１年に20回も６泊７日の通学合宿を実施す

人々がいて始まった。その人達がいなければ始まら

る公立の子ども専用施設を運営して24年が経過し

なかったといえば、その通りだが、それだけでは前

た。この通学合宿という試みは、庄内町から福岡県

へ進まなかった。やがて、施設を作ろうという意見

内へ、そして全国へと広がっていった。
「ツウガク

が出て、逆に施設を作ることに反対する人も出て、

ガッシュク」という言葉は、最初は首をかしげなが

それでも施設は完成していった。施設が出来たその

ら聞いていた人々にも、長い説明を加えなくても大

時から、運営方法の模索が続き、少しの成功と多く

＊
連絡・別刷り請求先
純真短期大学食物栄養学科 特任教授（〒815-8510 福岡市南区筑紫丘1-1-1

電話 092-541-1513）

66

日本生活体験学習学会誌

第13号

の失敗を重ねた。中でも職員配置の変遷と膠着を巡

州地区生涯学習実践研究交流会

る問題と、他方で職員と一群のボランティアの間合

① 通学キャンプの基盤はキャンプ場作りの過程

いを計りかねる困難は大きかった。それでも、通学

で培われた。キャンプ場という「るつぼ」から

合宿に参加する子どもの活気や喜びや苦悩に刺激さ

生まれた通学キャンプである。

れながら時間は進んだ。通学合宿に対する評価が高

ア キャンプ場作りの核になった組織は子ども

まるなかで、内外ともに変化が生じた。国や県の拡
充施策・方策が奏功して通学合宿は広がっていく、
一方で九州大学や多くの大学の研究者の注目を集め
るようになる。国立教育研究所社会教育実践研究セ
ンターが、文部科学省の委託を受けて､ 通学合宿全
国調査を３度に及んで実施し、通学合宿は生活体験
プログラムとして全国共通の関心事となっていく。

会指導者協議会だった
イ 有限会社本松通信工業が重機を駆使して
「大屋根」作りを支援してくれた
ウ 椎茸ホダギ56本にコマ打ちをしてシイタケ
生産を始めた
② 子どもには専門家に出会わせる、分野ごとの
専門家に指導を受ける

外からの注目度が高まると、それは庄内町の中にも

植 生 調 査 の 指 導 ― 植 物 地 理・ 分 類 学会会

様々な影響を与えるようになる。市町村独自の行政

員・熊谷信孝先生（福岡県立田川高校教諭、当

施策が強調されるようになると、庄内町という頁の

時）、野草料理の指導 ― 野草研究家・原田英子

どこかの１行に必ずといってよいほど、通学合宿・

先生、乗馬 ― 乗馬クラブ経営者・大隅和子先

生活体験学校の文字が躍るようになっていく。運営

生、野鳥観察 ― 吉永昭信先生、お汐井取りの歴

の変遷と膠着は、次第に行き詰まり感を深め、やが

史 ― 日本民俗学会会員・中島忠雄先生

てボランティアの一群は生活体験学校に姿を見せな

③ 通学キャンプの成果を訴える行政区ごとの地

くなっていく。2006（平成17）年３月、合併によっ

域懇談会に取り組んだ、通学キャンプのスタッ

て庄内町は飯塚市の一部となるが、生活体験学校の

フを核に少年スポーツの指導者なども含めた班

運営は多くの課題を抱えたまま合併まで続いてい

を編成して町内を巡回した

く。2008（平成20）年２月、特定非営利活動法人体

④ 1986（昭和61）年３月、通学キャンプを記録

験教育研究会ドングリを結成・登記した。略称・

した自作ビデオ「忍耐の中に」が福岡県自作ビ

NPO ドングリは、行政とボランティアの新たな連

デオ教材コンクールで最優秀賞を受賞、撮影と

携・協働の具体的な有り様を求めて苦闘しつつ、実

編集の指導・米村匡弘先生

践においてわずかな成功を収めつつある。合併後の

⑤ 派遣社会教育主事制度にもとづく社会教育主

庄内生活体験学校の運営は間もなく６年目が終わり

事の庄内町派遣が実現して、全日程を指導する

７年目に入ろうとしている。薄氷を踏むような思い

人の手当に目処がついたので通学キャンプを開

を一再ならず味わった通学合宿と拠点施設生活体験

始した

学校の運営だったが、現在、行政と NPO のゆるや
かな連携の姿を描き出そうとしている。
以下、１．通学合宿を発見した人々、２．生活体
験学校を創った人々、３．通学合宿の指導理念、４．
生活体験学校という舞台、その物語と登場人物
５．拡充に貢献した施策・方策の５節に分けて論を
進める。

⑥ 1985（昭和60）、1986（昭和61）年度の九州地
区生涯学習実践研究交流会で通学キャンプの成
果を初めて世に問うた
⑦ 通学合宿という名称を考えた人、福岡県立英
彦山青年の家が命名した「合宿通学」
最初の舞台は町有林を借りて開いた粗末なキャン
プ場だった。1979（昭和54）９月６日、庄内町子ど
も会指導者協議会で「庄内町青少年キャンプ場設立

１．通学合宿を発見した人々

計画」が確定された。キャンプ場作りの始まりで

キーワード

あった。主体になった組織は子ども会指導者協議会

キャンプ場作り、通学キャンプ、消費

するキャンプ、生産するキャンプ、専門家の指導、

だったが、キャンプや自然に興味を抱く人なら誰で

地域懇談会、派遣社会教育主事、記録ビデオ、九

も参加できた自由な活動だった。行政から支援らし

通学合宿の発見と発展

67

きものを受けないで、道具も手持ちの道具で、やり

提案・実行した手づくりのキャンプ場作りの過程で

たい者が自らの意志で参加したキャンプ場作りだっ

発案され、炉辺談話の討議の中で練られ、やがて次

た。使い勝手も見栄えも悪いキャンプ場だったが、

第に形を成していく。故音成彦始郎先生が自らの

誰に気兼ねもない自由な空間だった。大いに酒も飲

キャンプ場を造る過程で語った「キャンプしながら

んだし議論もした。この上なく見た目の悪いキャン

職場に通う大人のキャンプもやってみたい」という

プ場ではあるが、夏場を中心に利用者は増え続け

発言に触発された部分もある。この音成先生の発言

た。意気込みにあふれる人々のつながりを頼りに通

から、
「学校に通いながらのキャンプ」ならば、昼間

学キャンプは始まった。当然ながら、幕営は舎営に

は指導者不要だから指導スタッフも確保しやすいの

比べて生活の難度は高い。自然に包まれてといえば

ではないかという閃きが浮かんだ。その時、ひとす

聞こえはいいが、子どもも大人もひたすら我慢・忍

じの曙光を見つけた。

耐を要求される通学キャンプだった。大変、大変と

長期（通学）キャンプの名前が示すように１泊や

いいながら通学キャンプの参加者は増え続けた。し

２泊の短期キャンプでは効果が期待できないという

かし、それも年に１回の通学キャンプだったから実

ところに、このプログラムの主張の力点があった。

行できたことだった。とてものことに、年に何回も

初めに、「通学」から発想されたプログラムではな

やれるようなプログラムではなかった。

い。少なくとも一週間のキャンプを体験させたいと

キャンプ場作りは手持ちの道具の持ちよりで始

いう願望から始まった。最初の議論はすぐさま壁に

まったのだが、それだけで進んだわけではない。

ぶつかった。当然ながら、一週間という長期の日程

1981（昭和56）年３月から古電柱を利用した管理小

の指導を誰が担うのかという問題である。国立・県

屋と称する掘っ建て小屋を作り始めた。そして、雨

立の施設ならともかく小さな町の教育委員会の社会

降りの時にどうしても必要になる炊飯場に「大屋

教育課が支えきれるものではない、そういう結論め

根」を作る必要があった。1982（昭和57）年５月か

いたものが眼前に立ちふさがったまま妙案など出る

ら１ヶ月間、有限会社本松通信工業（飯塚市伊川、

べくもなかった。議論は堂々巡りを重ねて、筆者が

代表取締役本松強三氏）の支援を受けて古い電柱を

派遣社会教育主事制度の社会教育主事として庄内町

建て、あるいは古電柱を横につないで骨組みを作っ

に派遣されるまで続いた。時まさに1983（昭和58）

た。使った電柱の本数が50本余、打った垂木が92本、

年度のことであった。派遣社会教育主事制度がな

その垂木に打ち付けたトタンが110枚という、まさ

かったら通学キャンプは出発できなかったといって

に大作業を敢行した。ここで「本松通信工業」の支

も過言ではない。派遣社会教育主事制度とは、市町

援がなかったらキャンプ場は完成しなかった。同社

村における社会教育の指導体制の充実強化を図るた

の貢献は大きかった。

めの制度である。昭和49年度当時の文部省が国庫補

通学合宿は、通学キャンプを原型とする。1979

助事業として実施してから全国的に普及される。給

（昭和54）年に始まったキャンプ場作り、それから４

与は都道府県が負担する。現在、補助制度は廃止さ

年間の議論の末に姿を現した通学キャンプは、1978

れ、一般財源化された。１）

（昭和58）年に開始され、６年間続けられた。初年度

1981（昭和56）年にはキャンプ場で椎茸ホダギ56

は５泊、２年目は９泊、３年目に至って10泊の日程

本にコマ打ちしてシイタケ生産を始めた。この生産

を完成させる。いずれも前期は夏休み中のキャンプ

活動は舞台が生活体験学校に変わっても継続されて

活動、後期を通学キャンプとした。10泊の場合、前

いる。この頃から既に「消費するだけ」のキャンプ

期４泊５日がキャンプ、後期６泊７日が通学キャン

から「何かを生産する」キャンプを志向する発想は

プという日程である。旧庄内町（現飯塚市）での呼

胚胎していた。呼び名は同じキャンプでも、初めか

称は「長期（通学）キャンプ」であった。キャンプ

ら「働く・生産する」活動へのこだわりがあった。

と通学、合宿と通学という二つの異なる活動の組み

専門家による指導を受けることにもこだわった。通

合わせは、どうして形を成していったのであろう

学キャンプを始める前も始めてからも、植生調査の

か？ その議論は、庄内町子ども会指導者協議会が

指導、野草料理の指導、乗馬体験、救急法、野鳥観
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察、郷土史の指導などプログラムのほとんどの分野

町立生活体験学校という新たな社会教育施設が竣工

について専門家の指導を依頼した。子どもに対する

して、通学キャンプとしての使命を終わる。施設に

指導だからこそ大人対象の講座以上の高い専門性を

宿泊して通学するからには、通学キャンプという名

もった指導者に依頼したのである。

称はふさわしくない。しかし、英彦山青年の家が命

1985・1986（昭和60・61）年度、「子育て懇談会」

名した「合宿通学」という名称が存在したから、旧

と銘打って行政区ごとに、通学キャンプの成果を訴

庄内町では、ためらうことなく通学合宿という名称

えた。初年度16行政区、２年目10行政区で実施した。

が使われ始めたのである。今では、通学合宿という

訪問団は、子ども対象の野球、剣道、サッカー、合

名称が広く使われている。３）

唱団の指導者・世話人で構成し、全体の世話を子ど
も会指導者がした。事前事後の研修会を福岡県立大

２．生活体験学校を創った人々

学教授・保田井進先生を講師に招いて丹念に実施し

キーワード

教育長朝原良行、庄内町幹部の決断、

た。この研修を通して最も学習を深めたのは、上記

福岡県地域福祉振興基金、有限会社本松通信工業

の「子育て懇談会」に出かけた訪問団の人たちだっ

の貢献、「馬の学校」、生活棟、作業棟、過疎債、

た。この懇談会では、特に昭和60年度の通学キャン

生活文化交流センター、産業再配置施設整備補助

プを撮影したビデオが効果的に活用された。撮影・

金、子どもの生活体験学校、大人の生活体験学校

編集の指導を、米村匡弘先生にお願いした。米村先

① 初期公民館の主事を務めた教育長朝原良行氏

生は、福岡県自作ビデオ教材コンクールの審査委員

の果たした役割

長を務めていたセミプロだった。日によっては１日

② 庄内町の幹部・議会の果たした役割

５本のテープを使い切るほど精力的に撮影した。編

③ 福岡県地域福祉振興基金の助成

集も絶妙で、その後の通学キャンプの宣伝啓発に大

④ 再び、有限会社本松通信工業の貢献

いに役立った。これらの取り組みが後の生活体験学

⑤ 施設の特徴や財源、生活棟、作業棟、生活文

校設置の機運を高めた要素の一つになった。

化交流センター

「通学キャンプ」の成果を世に問うた最初の舞台

通学合宿・生活体験学校の生成の過程で、この人

は、福岡県立社会教育総合センターを会場に開かれ

抜きでは語れない人物は当時の教育長朝原良行氏で

ていた九州地区生涯学習実践研究交流会であった。

ある。朝原教育長は、役員になる人もいないほど形

旧庄内町で細々と始まった通学キャンプは、初めて

骸化した子ども会指導者協議会を再生せんと願い、

福岡県内外の社会教育関係者の知るところとなっ

キャンプ場作りのために町有林を同協議会に貸与す

２）

た。

べく動いた。そしてキャンプ場作りに踏み切った。

この報告が契機となって福岡県立英彦山青年の家

上述した筆者の派遣社会教育主事としての庄内町派

が通学合宿を開始することとなる。当時の所長原田

遣を実現させるため、県教委への要請など朝原教育

修次氏は、ことのほか「通学キャンプ」というプロ

長は積極的だった。自らの庄内村公民館主事として

グラムに強い関心を抱いて、同所の主催事業に取り

の体験から派遣社会教育主事制度の有効性を確信し

上げた。同青年の家が実施したプログラムは、昭和

ていたのである。その実現をみた後に、通学キャン

63年度の実践研究交流会で報告された。タイトル

プの実施に最終的なゴーサインを出した。通学キャ

は、
「小学生による合宿通学の教育的意義と可能性」

ンプという生活体験プログラムの船出である。それ

であった。この時、英彦山青年の家が命名した「合

は、海のものとも山のものとも知れぬ社会教育プロ

宿通学」という名称が、８年後に出されることにな

グラムに託した朝原教育長の一つの夢でもあった。

る中央教育審議会第一次答申「二十一世紀を展望し

後に、朝原氏は、
「庄内村公民館の精神は今の公民館

た我が国の教育の在り方について」の「活動の機会

から消えて、生活体験学校に移ってしまった」と述

の充実」の項において例示される通学合宿の名称に

懐している。朝原氏は福岡県で最初に設置されたと

なろうとは、当時誰も予測しなかった。いっぽう、

いわれる庄内村公民館の主事として初期公民館のモ

庄内町の長期（通学）キャンプというプログラムは、

デルを造り出した人である。寝食を忘れて公民館主
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事の職務に没頭した朝原氏の目には、現在の平均的

導・助言があった。1988（昭和63）年１月、小さな

な公民館の姿に、
「こんなはずではなかった」という

管理棟で小規模通学合宿（５人規模）が始まる。福

思いを禁じ得なかったのである。敗戦直後の失うも

岡県地域福祉振興基金の助成金は通学合宿の運営に

のとてない徒手空拳の時代に新たな公民館の姿を切

裨益するところが大きかった。なかでもボランティ

り開いた同氏は、新たな船出をした生活体験学校の

アが結集したのは、厩舎作りであった。多くの資材

姿に、かつての庄内村公民館の姿を重ね合わせてい

は解体業者から安価な古材を求めて使った。そし

たのである。今、目の前にある社会教育の姿とは異

て、再び有限会社本松通信工業（代表取締役本松強

なる社会教育の在り方を探し続け、思い続けて、要

三氏）の支援を受けて古い電柱を建て、あるいは古

職を引いた後も生活体験学校の有り様を死ぬまで思

電柱を横につないで厩舎の骨組みを作った。重機を

い続けた。

フル稼働させ電柱の高所作業は本松通信の社員が一

前例のない仕事を進めることは、行政にとっても

手に引き受けて鮮やかにこなしてくれた。この年、

議会にとっても難題である。ある行政職員が、
「自分

厩舎の建設に助成金150万円の中から77万円を支出

のところに置き換えて考えてみると、生活体験学校

している。一大事業であった。1988（昭和63）年１

のような構想は行政の内部でまとまる前に潰されて

月、アングロアラブ種の馬、「海燕号」が入厩した。

しまうし、ましてや議会にあげたとしても通ること

1989（平成元）年度、ポニー１頭と羊を購入して、

はない」と語った。たしかに、
「生活体験学校より

後に子どもたちによって「馬の学校」と呼ばれるよ

も、町営住宅を建てろ」という反論を仄聞した。「行

うになる生活体験学校の動物飼養体験が始まった。

政が税金を使って施設を造る必要はない。親が家庭

1989（平成元）年３月、生活体験学校の主要施設

で子どもに教えるようなことを行政が代わりにやる

である生活棟と作業棟は竣工した。この施設は設計

必要はない」という批判も聞いた。それらの反対も

競技にかけられ５社の設計から１社が選ばれた。設

批判も、全部が当たっていたわけではないが、一部

計競技審査会の委員長は九州大学工学部建築学科竹

は確かに当たっていたのである。しかし、町長白土

下輝和助教授（当時）だった。竹下委員長は採用さ

和元氏も、町議会議長藻形一夫氏も、教育長有光和

れた設計について、「外観及び内部の部屋の配置が

登志氏も各々の職権を行使して生活体験学校の設置

ワンルーム形式で非常にすっきりしたものにまと

に踏み切った。有光教育長は、
「生活体験学校に過大

まっている」と評価した。生活棟は、21畳和室２、

な期待は抱いていません、１人の子どもを助けてあ

集いの間、調理室、浴室、便所など380m2、これに

げてください。それで十分ですから。」と語った。生

バルコニーなどを加えると456m2になる、木造平屋

活体験学校は、果たして１人の子どもを助けること

建てである。作業棟は、倉庫、工具室、洗い場など

ができたかどうか、今までが問われており、これか

162m2である。両方合わせて総工費5774万円で、過

らも問われている。

疎債を財源とした。1989（平成元）年度予算で、暖

1987（昭和62）年１月、建設の適否を協議する「生
活体験学校建設懇話会」が「建設必要」の結論を出

かいえん

炉１・空調３室（800万円）、動物棟（500万円）が完
成した。

す。 昭 和62年 度 予 算 措 置 で 敷 地 の 整 備 と 管 理 棟

1998（平成10）年３月、生活文化交流センターが

（66m 、工費662万円）建設が実現した。1987（昭和

生活体験学校敷地内に完成した。10年前に供用開始

62）年５月、福岡県地域福祉振興基金の新規事業

した生活棟と作業棟が子どもの生活体験学校であ

「福祉の里づくり推進事業」の対象事業に生活体験

り、生活文化交流センターは大人の生活体験学校で

学校・通学合宿が指定された。同年12月、庄内町福

あるとされた。鉄骨平屋建て（一部２階）延床面積

祉の里づくり推進協議会が結成された。指定を受け

335m2（１階212m2、２階123m2）、総工費5649万円の

たことによって、毎年150万円の助成金を３年間受

うち4465万円を産業再配置施設整備補助金によっ

けることになった。使途は食料費以外なら何に使っ

た ４）。広い土間、かまど、事務室、便所、小浴場、

てもよいという破格の助成であった。事業の指定と

工具・材料を置く２階がある。生活文化交流セン

推進については同基金の専務理事矢野璃羅子氏の指

ターの発想の元は、1992（平成４）年３月生活体験

2
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学校で開かれたシンポジウムにおいて長崎大学の猪
山勝利教授（当時）から生活体験学校に「生活文化
研究所」の機能をもたせたいという提案があったこ
５）

第13号

ウ 自律のためには、「社会規範を守る意志と
態度の形成」「強力な実践力」が必要である。
エ 子どもを間接体験の世界から直接体験の世

とに発している。 供用開始後、豆腐作りや梅干し

界へ誘い、
「たくましい生活実践力」を体得さ

作りが始まった。やがて豆腐作りは町の特産品販売

せ、「ゆたかな人間性」を育成する。

所に新設された工房に移って、梅干し作りは新生連

オ 方法として、異年齢集団で通学合宿、動物

（老人クラブ）の女性達によって、二つながら今も生

飼養、農耕、工作の各体験をくぐらせる。

産販売を続けている。夕食時の子どもは生活文化交

桒原昭徳氏は、「授業研究

重要用語300の基礎知

流センターで活動している。毎晩、新たに設置され

識」の「しつけと身辺自立」の項において、自立を

た「かまど」を使って釜飯を炊いている。働くとい

次のように定義している。「食事、排泄、睡眠、清

う場面は靴をはいたまま活動できる施設が必要であ

潔・着脱衣の習慣の４つの身辺処理の習熟を、一般

ることがはっきりした。子どもの生産活動をダイナ

に基本的生活習慣と呼ぶ。以上の基本的生活習慣の

ミックにするためには、床面が土間で靴のまま活動

上に、安全の習慣、挨拶の習慣、整理・整頓、準備

できる建物がないといけない。靴を脱いで活動する

や後始末、友だちとのつきあいや仲良し、協力、遊

生活棟と靴をはいたまま活動する生活文化交流セン

びや日常の生活ルールの遵守などを加えて、生活上

ター、この二つが両方あってこそ子どもの体験活動

必要となる子どもの身の回りの初歩的な習慣や技能

は生き生きしてくる。靴を脱がずに便所に行けるの

の習熟を、一般に身辺自立と呼ぶ。」７）通学合宿にお

も大変便利で、活動中は特に有り難い。かつての農

ける自立とは、桒原氏のいう身辺自立と同じであ

家には外便所が作ってあった。全て、使ってみて分

る。通学合宿の集団生活においては、
「自ら判断する

かったことである。

こと」と「自ら実行すること」、そして決定と実行の
責任は外ならぬ自分にあることを明白にすることが

３．通学合宿の指導理念

求められる。通学合宿における自律を目標に掲げる

キー ワード

理由である。

通学合宿の目的、欠損体験３つの領

域、通学合宿の指導方法、前提としての認識、初

通学合宿に取り組んで、子どもに欠損している体

めて取り組む大人への助言、研究論文

験領域３つが見えてきた。その最大の分野は、
「生産

① 通学合宿の目的、目指した子ども像

する、働く体験」である。それも汚れることを厭わ

② 子どもの欠損体験３つのこと、子どもにとっ

ず働くという体験は全くないといっても過言ではな

ての通学合宿
③ 指導方法とその前提となる認識 ―「子どもは
やったことのないことはできない」

たかみち

い。上杉孝實氏は次のように指摘している。
「かつて
の家庭の教育機能が高かったかのような言説があり
ますが、
（略）むしろ家族の教育機能は、自営業家庭

④ 初めて通学合宿を企画する大人への助言

などで見られた親子の共同労働によって発揮された

⑤ 研究対象としての通学合宿、別項１にまとめ

といえます。孤立した小規模家族では、親の育児不

た論文が執筆された
通学合宿の目標について、筆者らは1990（平

安も増し、子どもの人間関係も限られてきます。家
族を支える上でも、子どもの社会性を育てる上で

成２）年度福岡県教育科学論文「子どもの独り

も、身近な同輩集団、近隣集団の機能が重要です。

立ちを目指して」において次のように整理し

これらが自生的に成立しにくい状況にあるとき、意

６）

た。

図的にその形成をはかるところに社会教育の機能が

ア 通学合宿は子どもの自立と自律を促進し

あります。」８）筆者の認識も全く同じである。２つ目

て、その独り立ちを目指す。
イ 自立のためには、「基本的な生活習慣の確

は、自明のことを厳しく教えられていないというこ
とである。玄関で脱いだ靴も便所で脱いだスリッパ

立」
「生きる目標の確立」
「健康な身体と能力」

も、後の人が迷惑しないようにきちんと揃えるとい

が必要である。

う簡単なことができない。厄介なことに、それを注
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意されても反応がないか、極めて鈍い。明らかにそ

覚悟し、面倒に耐えて子どもに向き合え」というこ

の年齢になるまで殆ど指導を受けていないという形

とである。「体験させる」
「教える」
「うまくなる」と

跡が歴然としている。時には、他人を殴ったり蹴っ

いう、どれ一つとっても何度も何度も繰り返した後

たりしてはいけないということを改めて教えなけれ

に成果が見えてくるわけで、一度教えたぐらいで何

ばいけないという場面もある。３つ目は、他人とと

かが変わるというものではない。通学合宿の効果を

もに暮らす喜びと苦しみを知らない。仕組まれた共

問う質問に対する筆者の常套句は、「通学合宿に参

同生活の中で、その喜びと苦しみを味わわせたいと

加させる効果を、汚れたワイシャツを洗濯に出した

願う通学合宿である。自分のできない仕事を手伝っ

と同じように期待しないでいただきたい。一週間の

てもらった時の喜び、思いもしない仕打ちに涙した

通学合宿で子どもが変わることはないでしょう。変

時の悔しさ、６泊７日の集団生活は子どもにとって

わるキッカケぐらいは期待してもいいでしょうが。」

は試練と感動がセットになった修練の場となる。一

である。親も家族も変わらず元のままで、子どもだ

週間の合宿でそれまで体験したことのない人交わり

けが劇的に変容するなどあるはずもない。

をくぐっていく。生活体験学校発足当初の１年間、

体験を欠いたままの子どもに年齢相応の体験を積

子ども251名のアンケートには次のような答えが

ませようという通学合宿だから、
「自分の力で」とい

返ってきた。苦しかったこと２つ、
「朝の早起き」

う観点が重視されなければならない。朝食でも夕食

「テレビ無し」
。楽しかったこと２つ「馬乗り・動物

でも、「食べることが大切」なのではなく、「自分が

の世話」
「友達と話す」。普段体験しないことで多く

作った」朝食・夕食を食べることが大切なのであ

体験したこと「食事作り」「動物の世話」。友達関係

る。裏返していえば、自分で作ったものを食べて生

では「新しい友達ができた」
「やさしくしてもらっ

きていくということであり、他者依存の生活態度を

た」
。来てみての感想「また来たい」
「楽しかった」

可能な限り捨てる努力である。今現在の生活総体

が圧倒的に多数の回答だった。24年経った今も、こ

が、限りなく他者依存の生活をしているから、
「自分

の答えに大きな違いは発生していないと思ってい

の力で」という時、可能な限り「まるごと体験」を

る。

目指さなければならない。まずは準備と後片付けの

上に述べたような子どもの実態を踏まえた上で、

励行である。食事作りでいえば、
「大根を洗う」とい

通学合宿の具体的な指導の方法を決めて実行してい

う過程があれば貴重である。大根などは「洗ってあ

く。その際、大人は次の３つのことを認識しておか

る大根」が当たり前と思っている子どもが大半だか

なければならない。それは、
「子どもはやったことの

ら、場面と状況にもよるけれども、その場面ごとに

ないことはできない」
「子どもは教えられていない

極力「まるごと体験」に近い体験をくぐらせたい。

ことは分からない」
「繰り返し体験しなければ上手

努力すれば自分でできるのに、他人の手数の入った

にはならない」ということである。更に加えて、
「子

生活を当然の如くに思って暮らしている、そんな子

どもは失敗するたびに力をつけていく」という失敗

どもを育てていると、先で子どもも親も共に泣くこ

の勧めを４つ目の警句として肝に銘じておくことが

とになる。
「まるごと体験」を目指すことに思いを深

必要である。警句の第１は筆者がエッセイに書いた

めていくと、プログラムの連続性に行き当たる。子

言葉である。これを読まれた故辻畑信彦所長が「大

どもの体験活動が「芋掘り」から「食べる」という

事な認識」であると指摘していただいた。第２は本

過程に移るのは、一つのつながり・連続であるが、

学会の前会長横山正幸先生が提言されて以来、１と

「苗を植える」や「草取り」が入ると一層つながる。

２のセットで警句は語られている。第３は、第２回

さらに、植える前の「畝を作る（鞍畝という）」やレ

長期（通学）キャンプの記録映像（1984年）の中で

ベルを上げて「苗を作る」という連続に到るとプロ

筆者が語った台詞である。４番目の失敗の勧めは、

級の連続性が見えてくる。現在の庄内生活体験学校

みやま市の通学合宿において取り組みの当初から強

で連続性が見える一例は、ドラム缶を改造して作っ

調されていたことである。これらのことは大人にど

た窯を使って（孟宗竹の）竹炭を焼く、焼いた竹炭

んな対応を求めているかというと、
「手間と時間を

を燃料にピザを焼いて食べるというプログラムであ
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第13号

る。人の生活は「連なり」で成り立っているのだと

習塾」に行くことが、
「自分の力で生活すること」に

いうこと、それを生活体験を通して分からせようと

妨げになるかどうかという問題もよく議論される。

いうのである。早くて便利で簡単な文化生活を極力

この場合は、主催者が認めるかどうかという側面も

避けて、遅くて不便で複雑な生活体験をくぐらせ

あるけれども、後に残った子ども達がそれを認める

る。その過程で豊かな人交わりを体験させようとい

かどうかという問題がある。主催者が認めているか

う企図である。不便だからこそ、簡単にはいかない

らといって、仲間の子どもが認めていないのであれ

からこそ、困難にめげず、力を合わせ、仕事を完遂

ば、それは最初から集団生活の一部を壊しているよ

する体験をくぐって、人交わりを確かなものにす

うなものである。子ども集団の議論を抜きにして、

る。共に苦労しないで、汗もかかずに、のみならず

主催者だけでは断定できない側面を含む問題だろ

他人の作ってくれた食事を共にして、
「会食」の交流

う。

を喜んでいるという程度で、人交わりを深めたとい
うのは少し見当違いであろう。

初めて通学合宿を企画する大人への助言として強
調している第１は、生活日程に生活行動・生活作業

通学合宿では、親の介入を排除しながら、他方で

以外のことをなにやかやと入れ込むなということで

子ども集団の協力を作り出しながら生活するところ

ある。大半の子どもの生活実行力は低い段階に止

に、このプログラムのいわば生命がある。親の介入

まっている。夕食をすまして就寝するまでに、郷土

は手出し口出しといわれるように態様は様々であ

の歴史を学んだりレクレーション活動の時間を設け

る。その介入が子どもの自立や自律に貢献するもの

たりするような余裕はないはずである。そのような

かどうかを見極めなければならない。子どもは、
「協

時間設定をすると、結局その時間に間に合わせるた

力し合う」とは何をどうすることかを教えてやらね

めに子どもを急がせたり、最悪の場合は大人が子ど

ば分かっていないのだから、
「集団生活だから協力

もに代わって様々な作業を代行したりすることにな

し合いなさい」といったぐらいで協力し合うとは思

る。それでは主客転倒である。郷土の歴史を学習し

わない方がよい。むしろ、通学合宿で初めて顔を会

たりレクレーション活動が必要ならば、別の日に別

わせた寄り合いの子ども集団の力を、過大評価して

の企画で実施すべきである。通学合宿に相乗りさせ

はいけないと自戒した方がよい。
「いじめ」は毎日の

ては、どちらも効果半減に終わる。第２に、通学合

生活の中で必ず起こると思っていて間違いない。

宿の対象学年をどう設定するかという問題がある。

「いじめはない」などと悠長なことを言ったり思っ

基本は対象学年を下に向かって下げていくことが必

たりしていると足元をすくわれる。大人が些細な

要である。全国調査（2006）によれば2001（平成13）

「いじめ」も見逃さない、許さないという態度を堅持

年度の実態として、小学５年生が１番多く（90％）、

しているかどうか、そこらは大人が思っている以上

次いで６年生（89％）、３番目が４年生（66％）と

に子どもは察知しているものである。子ども自身

なっている。庄内生活体験学校では、1995（平成７）

が、
「協力し合う」とは何をどうすることかを理解し

年度から小学校３年生を対象に（３泊４日）、2001

始めた時から、その理解の程度に応じて徐々にその

（平成13）年度から２年生を対象に（２泊３日）実施

集団の力を生活の自治に向かわせるよう誘導すべき

してきた。学年を下げるにつれて、下の学年ほど参

である。目を離さずに、ゆっくりと手を離していく。

加希望者が増えていった。反比例して６年生の参加

通学合宿の期間中に子どもを保護者の庇護と過剰な

者は減少していった。このことは、生活体験に限定

支援から遮断しなければ自律も自立も薄れてしま

した通学合宿は、中・低学年の小学生の参加意欲が

う。期間中に親に会わせるとか、会わせないとか、

高いプログラムであることを示している。思春期に

やり方を巡る議論があるけれども、子どもに「自分

ある子どもには生活体験に加えて他のもう一つの柱

の力で生活させる」という大原則さえ守れるなら

が必要である。例えば、生徒会活動の年間活動計画

ば、親に会わせるとか、会わせないとかはどちらで

を作るなどの課題である。それなしに、単に生活体

もよい。やり方は、どのような方法でも構わない。

験だけの合宿となると中学生などの関心も集まらな

期間中に「おけいこ」や「スポーツクラブ」や「学

いし、合宿自体が達成感の薄いものに終わる。第３
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は、１回ごとの集団の規模である。これは施設の規

に有効であったことは確かである。最初に通学キャ

模が決定的な要因である。施設の制約を超えること

ンプの実践と効果に着目して論文を書くべしと指導

はできない。そのうえで、役割がなくて遊んで暮ら

したのは、福岡県教育庁筑豊教育事務所々長辻畑信

す子どもが出ない程度の規模に留めることが大切で

彦氏であった。辻畑所長は、当時の筆者の所属する

ある。
「応募者全員を一度に終わらせたい」などとい

同所社会教育課の指導班を督励した。督励しなが

う大人の都合で大規模にしてしまうと、終わった

ら、かつまた論文構成の方法と具体的な書き方まで

時、子どもの中の何人かは「遊んで暮らした」合宿

手を取るように指導していただいた。わが指導班は

を体験したことになってしまう。第４はボランティ

丸本孝主任社会教育主事をキャップに、合わせて７

アが不足するという心配である。この心配はボラン

名の社会教育主事が２年の歳月を費やして執筆し

ティアは多いほど助かるという主催者側の認識に基

た。筆者にとっては初めて体験した教育論文の執筆

づいているが、ボランティアが多いと子どもが安心

だったが、今思い返しても意欲の乏しい放り出した

してしまって緊張しなくなるというデメリットを忘

くなるような筆者らを指導していただいた、その有

れてはいけない。学生ボランティアは学生自身の体

り難さに当時は全く気づいていなかった。今となっ

験や学習にはなるが、その分だけ地域の人々の体験

ては、泉下の辻畑所長にお詫びのしようもない。論

や学習は軽く終わってしまう。そこを軽く見てはい

文審査の結果は、優秀賞はおろか佳作を受賞するの

けない。通学合宿は実践を通して地域の人々の交流

も難しいといわれた審査を突破して、関係者をあっ

と結束を深めるという、もう一つの効果が期待され

と言わせる最優秀賞に輝いた。ことは、1985（昭和

ているのである。ボランティアの人数が少なければ

60）年度福岡県教育科学論文審査の結果であった。

通学合宿がやれないというわけではない。福岡県内

社会教育分野の論文が受賞したこと自体が希なこと

には、スタッフは１人だけだったという通学合宿実

であったうえに、社会教育課指導班という集団が執

践もあった。第５には、大人のボランティアの中か

筆した論文が受賞したのは初めてのことであった。

ら１人だけは全日程を指導する立場の人がいた方が

社会教育実践を論文にまとめることの難しさと完成

よいということである。遠賀郡岡垣町では「塾長」

した後の喜びを噛みしめた大きな一歩であった。以

と呼んでいるが、塾長を日替わりのボランティアが

後、執筆に関わった社会教育主事の間では、実践を

支えるという仕組みである。全日程を日替わりのボ

書いて留めることの重要性は議論の余地のない基本

ランティアで運営すると、日によって人によって指

として認識された。その後の通学合宿の発展と研究

示が変わるという混乱を生む可能性が大きい。

成果の中で特筆すべきは、別項１の項末に掲げた

研究の対象として多くの論文が執筆された。福岡

「子どもの日常生活における生活体験と学力の関係

県庄内町の社会教育論文集（1991『平成３』年７月）

に関する研究 ― 庄内小学校における３年間の調査

に２論文、同第２集（1996『平成８』年７月）に２

結果をもとに」永田誠、
「子どもの通学合宿体験と自

論文、同第３集（2000『平成12』年５月）に３論文

尊感情の関係」相戸晴子である。本調査は、設問の

である。日本生活体験学習学会会誌１、２、３、４、

吟味を研究者と庄内小学校教職員の間で行い、学校

６、８、10号の各号に主として庄内町通学合宿に関

側から森隆校長のご高配によって学力検査の結果を

連する論文が掲載されている。また、平成13～15年

提供してもらって、学力と生活体験の関連を究明し

度日本学術振興会研究費補助金（基盤研究 B）（１）

た。小学生の調査では通学合宿に複数回参加してい

平成15年度研究成果報告書「子どもの心と体の主体

る子どもは、参加していない子どもに比べて、基本

的発達を促す生活体験学習プログラム開発に関する

的生活習慣が確立・改善され、社会性も高くなる者

研究」がある。
（別項１参照。）

が多いことが分かった。中学生の調査では、自尊感

庄内町の通学合宿・生活体験学校が研究の対象と

情が低い子どもたちが、１回参加、複数回参加と、

して取り上げられたことは、庄内町にとって幸運な

継続した生活体験学習を行っていくことによって、

ことであった。調査の行われた結果が記録され印刷

着実な生活スキルの獲得がなされていることが一定

物になって形を成したことは、社会教育実践の発展

程度明らかにされた。これらの調査の結果をもとに
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庄内小学校職員研修会において２度にわたって報告

⑥ 10年続いた高校生の活動「ひこうき雲」

し、協議した。加えて、庄内小・中学校合同の研修

⑦ 通学合宿の原型としての長期キャンプ

会で報告させてもらった。調査対象者の意向や希望

⑧ NPO ドングリの結成、再びの福岡県地域福

を入れて調査をすること、結果を基に研究協議をす

祉振興基金の助成、ピザ窯の築炉、窮地を救っ

ること、この２点をクリヤーしたのは本調査だけで

た NPO ドングリ、失敗続きのカブト虫繁殖、

あった。本調査の全体企画の指導を本学会々長横山
正幸氏（当時）にお願いした。別項に掲げた多くの
研究調査が庄内町の通学合宿を後押ししたことは間
違いない。惜しむらくは、これらの研究が研究者と

「子どもゆめ基金」の助成活動、よみがえる畑と
花壇
⑨ 合併後の飯塚市庄内生活体験学校における通
学合宿の状況

庄内町の教育委員会、学校、PTA、生活体験学校、

1989（平成元）年４月、庄内町立生活体験学校は

通学合宿ボランティアを結びつける強い絆にはなり

出発した。通学キャンプの特色だった「我慢・忍耐」

得なかったということである。今、振り返ると研究

は後退して、通常の家庭生活に近い暮らしを集団で

者と庄内町の教育関係者を直結させ大きなパワーに

実行する通学合宿へと変わっていった。専用施設を

転換させる政策の手立ては優れて庄内町教育委員

持つことになった通学合宿は、動物飼養など拠点施

会、つまり教育行政の役割であったろうと思われ

設あるが故の特色あるプログラムを展開するように

る。当然ながら、研究者や研究者周辺の学生達には、

なる。生活棟の竣工に先立って、1988（昭和63）年

研究対象として庄内町を取り上げる際には動機があ

１月、
「海燕号」が入厩し、1989（平成元）年度、ポ

り目的がある。その目的や動機たるや庄内町の教育

ニー１頭と羊を購入して動物飼養体験が始まった。

関係者の対峙している教育課題や教育困難と直結し

1992（平成４）年３月、羊の三つ子が産まれた。３

ているわけではない。したがって、研究の成果物は

匹とも死なせてしまったが、子どもたちが動物の死

上述の庄内町の教育関係者に一瞥されるにとどま

に初めて出会った貴重な体験だった。毎年５月に羊

り、熟読されたり、ましてや、そこから新たな施策

の毛を刈り、加工してもらって１頭分の羊毛で３～

が醸成されるようなことはなかった。生活体験学校

４枚の羊毛フトンを作った。９）海燕は1992（平成４）

ボランティアの一群は、日本生活体験学習学会の研

年７月まで４年半、ポニーのラッキーは2000（平成

究者を歓迎はしたけれども、何かを期待したわけで

12）年１月まで10年間、ともに老衰のため業者に引

はなかったし、さりとて敬遠したわけでもなかっ

き取ってもらうまで、子どもを乗せて走り続けた。

た。所詮、住む世界が違う人々との間柄のことであ

馬、羊のほかに鶏、兎、犬などの動物を飼養した。

り、今でも日本生活体験学習学会々員は筆者をのぞ

全ての動物飼養について地元の獣医犬丸憲之先生に

いては１名もいない。

支援・指導を受けた。羊の飼養については旧嘉穂町
（現嘉麻市）の農家田中亮忠さんに支援してもらっ

４．生活体験学校という舞台、その物語と登場人物

た。羊の三つ子の看護では下田動物病院の下田和伸

キーワード

動物飼養体験、獣医、堆肥作り、コエ

先生に大変お世話になった。動物を飼う場合、それ

汲み、ドングリの育苗、４人の教員、総合的な学

は専門家の支援・指導なしには不可能である。指導

習の時間、高校生の活動「ひこうき雲」
、NPO ド

を受けて初めて動物を知ることができるし、知るこ

ングリ、合併後の飯塚市庄内生活体験学校

とを抜きにして飼うことはできない。通学キャンプ

① 馬、羊、鶏、兎、犬などの動物飼養体験、獣

の頃から生ゴミは全て持ち帰りをしてキャンプ場に

医、農家の指導・支援を受けながら

は残さなかった。生活体験学校ができてからは当然

② 堆肥作り、コエ汲み、原田八重先生の指導

生ゴミの堆肥化を続けた。特に馬を２頭も飼ってい

③ ドングリの育苗、緑の少年団に加盟

ると毎日の糞尿は大した量である。しかし、生ゴミ

④ ４人の教員の参画

の発酵は簡単にはいかなかった。さまざまな発酵促

⑤ 庄内小学校との連携、学級単位の宿泊体験

進液を試みたり、やり方の工夫もしたが、旧志摩町

（総合的な学習の時間）

（現糸島市）の原田八重先生の指導で金のかからぬ
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昔ながらの仕方にいきついた。原田先生によれば、

両先生、合わせて４名の教員である。古隈、頓宮の

「自然界の発酵菌は湿度50％で爆発的に発酵する」

両先生は退職されてから体調が許す限りの長い間、

という。教えを守って湿度を上げ過ぎぬよう、下げ

宿直を含めて子どもの生活全般についてご指導をい

過ぎぬように心がけて、堆肥の高さ１ｍを越す頃合

ただいた。石井、村上の両先生にはキャンプ場作り

いで切り返しをする。乾燥し過ぎた頃を見計らって

の最初から現在まで途切れることなく連続してご指

コエ汲みをする。子どもに人糞をオケで担がせて堆

導いただいた。４人とも教員として30年以上小中学

肥小屋まで運んでかける。数日すると寒い日には湯

生を指導してこられたプロの教師である。保護者か

気をあげて盛んに発酵する。時折、堆肥に温度計を

ら通学合宿の指導に揺るぎない信頼を勝ち取ること

差し込ませて子どもに温度上昇を感じとらせる。生

ができたのは、４人の先生のお陰があったことを忘

ゴミと人糞を活かして使う体験である。今は、堆肥

れてはいけない。

は作っているが、コエ汲みはしていない。

通学合宿と学校の連携については、キャンプ場作

1987（昭和62）年１月、生活体験学校では福岡県

りの頃から参加した村上哲二氏、石井太賀良氏が庄

緑の少年団の一員として加盟を申請し、
「庄内緑の

内小学校教員として勤務していたので、二人の存在

少年団」として承認された。1994（平成６）年12月、

が有効に機能して円滑な関係が作られた。二人には

初めてドングリの育苗に取り組んだ。指導していた

通学合宿参加申し込み書の受付までやってもらっ

だいたのは田川農林高等学校の藤田善信、野田茂両

た。両氏が退職された後も勝田靖校長、平山直詞教

先生であった。学校あげての協力体制を作っていた

頭、森高暢子教諭の積極的な支援を得て同校との連

だいたのは、豊福校長、波津久教頭先生であった。

携は順調に展開した。1992（平成４）年９月、学校

教えていただいた先生方の人事異動もあって、後に

五日制11） の第１弾として第２土曜日が休みになる

嘉穂総合高校の先生方の支援・指導も受けることに

と生活体験学校を見る目は、それまでとは一段と違

なる。これが始まりで今も続いているドングリの育

う見方をされ、期待もされるようになっていく。

苗である。きっかけは岡山県が進めていた「100万本

2000（平成12）年７月、庄内小学校６年生（３学級）

のドングリの苗木を作ろう」という岡山県知事の提

の学級単位の合宿（１泊２日）が始まった。総合的

唱に共感して、同県庁を訪ね教えを乞うたことであ

な学習の時間の取り組み第１弾である。庄内町全域

る。県下でも植林思想の啓発実践をしている団体と

を舞台に「みんなと協力してだれかのためになるこ

して認められ、2002（平成14）年７月、北海道札幌

とをしたり、役に立つものを作ったりしよう」をス

市で開かれた緑の少年団全国大会に庄内町から子ど

ローガンに、全員が何かの計画委員になって実際の

10）

も２名が福岡県代表として参加した。 最初に植え

活動をし、その結果を発表するという活動である。

たドングリは見上げるほどの高さに成長している。

一例として、「幼稚園の一日先生」「落書き消し隊」

伐採して椎茸のホダ木に使える日もそう遠くはな

など様々な活動が展開された。「みんなの夕食作り」

い。緑の少年団は僻地の小学校が学校単位で加盟し

のグループも作られて、この場面では通学合宿体験

ている例が多いが、庄内の場合は地域単位で加盟し

者の訓練の成果が十分に発揮された。この企画は、

ている。毎年、助成金を受けているが、使途は植林

その後、５年生の総合的な学習の時間の取り組みと

関連用具の購入に限られている。毎年の鍬、鎌、ス

して定着・継続されていくが、平成23年度で終わっ

コップなどの用具購入費は助成金があって助かって

た。11年間続いた生活体験学校と小学校の「見える

いる。平成24年度の助成金額は６万６千円である。

連携活動」であった。なかなか形にならなかった庄

１年に20回も通学合宿を実施すると多数の住民の

内中学校（勝田靖校長、当時）との連携は、2004（平

支援参加をお願いしなければ運営できない。多数の

成16）、2005（平成17）年度にいたって、同校１年生

住民の中に４人の教員がいて奮闘めざましかった。

の学級単位の宿泊体験活動（１泊２日）が実現した。

筆者が碓井中学校に勤務した際に出会いがあった古

この日程の中で小学生時代の通学合宿参加者群の教

隈三郎、頓宮昭二の両先生、筆者が頴田小学校に勤

育的な残存効果を探る調査も実施された。２年続い

務した際に出会いがあった石井太賀良、村上哲二の

た生活体験学校での中学生の貴重な宿泊体験であっ
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て、良くも悪くも表の役回りをする職員と裏の役回

た。
1992（平成４）年９月12日（土）、第２土曜日が初

りを余儀なくされるボランティアという構図がどう

めて休みになった日である。生活体験学校で、障が

しても固定してくる、それを打ち破る発想や実働が

い児11名と養護学校高等部２名の合わせて13名と福

ロングキャンプにはあった。創設期のキャンプ場で

岡県立嘉穂東高校ボランティアサークル（部長永見

の活動を彷彿とさせるものがあったのであろう。特

かおり）
14名との出会いの場がもたれた。「ひこうき

に、キャンプ場作りに参加した創始者群のうち、そ

雲」と名付けられたこの活動は、生活体験学校で毎

の後も活動を継続したメンバーにはその思いが強

月第２金曜日から土曜日まで１泊２日で行う活動で

かった。

ある。高校生と障がい児の交流を図り、高校生自身

飯塚市との合併後結成した NPO ドングリの結成

の生活体験を深めながら、ボランティア養成講座の

の経過とこれからの展望は以下の通りである。合併

内容を含んだ活動である。最初の企画からその後の

まで庄内町立生活体験学校を支援する民間組織とし

活動全般をコーディネートしたのは福岡県立嘉穂東

ては、庄内町福祉の里づくり推進協議会という組織

高校教諭北村嘉一郎氏と前述の頓宮昭二・勝子夫妻

が存在した。もともと、この組織は福岡県地域福祉

であった。1994（平成６）年５月現在では周辺高校

振興基金の新規事業「福祉の里づくり推進事業」の

６校と大学生が参加している。参加する高校生に増

対象事業として年に150万円の助成金（３年間）を受

減はあったものの約50名前後で推移した。この活動

ける受け皿として結成されたものである。この会の

は約10年続いたが、主として高校側の事情により終

構成員は町内の15の団体・組織であり、年会費5,000

息した。地域の社会教育施設を拠点に10年続いた

円を拠出して生活体験学校を支援しながら運営に関

12）

「ひこうき雲」の活動は、高く評価されている。

通学合宿の原型であった長期（通学）キャンプは、

する助言・提言などの役割を果たしてきたが、2006
（平成18）年３月の合併と同時に解散した。いっぽ

生活体験学校完成の後も単独のキャンプ活動として

う、2008（平成20）年２月、筆者らは特定非営利活

2005（平成17）年８月まで23回、飯塚市に合併する

動法人体験教育研究会ドングリを結成、登記した。

直前まで続いた。地元では、単にロングキャンプと

略称 NPO ドングリと呼ぶこの組織は、子どもの生

呼ばれていたプログラムであるが、その特徴は移動

活体験を支援するため有志が集まって組織したもの

するキャンプ活動であった。2003年、６泊７日で参

で会員15名の小さな組織である。NPO ドングリの

加者11名、2004年は７泊８日で参加者17名、2005年

出番はすぐにやってきた。平成20年４月、生活体験

は５泊６日で参加者５名であった。リヤカーに用具

学校職員３名全員が交代した、恒例の人事異動であ

を積んで幕営しながら移動するもので毎年50㎞の徒

る。職員３名というのも、合併まで正職員３名が配

歩行進を目安にしていた。例えば、遠賀川の河口ま

置されていたものを、合併と同時に正職員１名減、

で車で下って（リヤカーごとトラックで）、河口から

次年度に更に１名減となり、その結果、正職員は係

庄内町までリヤカーを曳いて歩いて帰ってくると

長１名になっていた。３名は３名でも、正職員１名、

いったキャンプであった。 宿泊地では便所掃除を

再任用職員１名、臨時職員１名という構成に変わっ

するなどの奉仕活動を行い、通学キャンプの特徴で

ていた。そのうえに３人全員を入れ替えた人事異動

あった子どもに我慢・忍耐を要求する点は、このロ

が行われた結果、土・日の日中の指導（夜間を除く）

ングキャンプに継承されていった。かつ、ロング

に困難を来す状況になった。その結果、2008（平成

キャンプを支えてきたスタッフもまたキャンプ場作

20）年は、行政の支援要請に応えて18回の合宿、日

りに参加して以来の、創始者群とも呼べる大人集団

数にして34日間、延べ210名の NPO 会員が出動して

であった。このロングキャンプを継続させた要因

子ども196名の体験活動を指導した。平成21年度も、

は、一つには子ども自身の旺盛な参加意欲と大人が

行政からの合宿支援要請に応えて、12月６日から３

それに刺激を受けたことであった。二つには、ボラ

月21日まで８回の合宿、日数にして12日間の体験活

ンティアの自由な発想や行動を制約なしに発揮でき

動を指導した。従来の通学合宿の指導方針も方法

る点であった。生活体験学校が実現したことによっ

も、あわや霞んで消えるかと思われる場面が出来し

13）

77

通学合宿の発見と発展

たのであったが、NPO ドングリがかろうじて支え

８日、副理事長村上哲二氏が亡くなられた。筆者が

た合併直後の生活体験学校運営であった。

病院に見舞いに参上した直後のことで、言葉を交わ

この NPO ドングリは、各種の助成金を受けなが

した最後の人間になった。現職の頃小学校教員とし

ら以下の通り事業を展開した。2008（平成20）年度

て、勤務先の小学校では圧倒的な人望があった。そ

は福岡県地域福祉財団から30万円の助成金を受けて

の人となりに、通学合宿・生活体験学校はどれほど

ピザ窯を築炉した。３月７日に窯開きをし、今やピ

助けられたことか。これほど小学校と通学合宿・生

ザ焼きは合宿の定番プログラムである。2012（平成

活体験学校を結び、かつ繋いでくれた人は外にはい

24）年６月現在で、これまで子どもが焼いたピザの

なかった。退職してからも、我々仲間が活動する時、

枚数は2,000枚に達した。2009（平成21）年度は、青

村上先生が通学合宿・生活体験学校の活動に顔を出

少年アンビシャス運動支援の会から20万円の補助金

さないことはなかったといってよい。村上先生の手

を受けた。補助事業として不登校の小・中・高校生

帳の記事の中ではいつも最優先事項だった。悔やん

のピザ焼き交流とカブト虫増殖に取り組んだ。カブ

でも余りある柱石を失った。

ト虫の幼虫1,900匹の繁殖に成功したが羽化には至

飯塚市庄内生活体験学校における通学合宿の状況

らなかった。2010（平成22）年度は初めて「子ども

は以下の通りである。合併後の合宿は、
「通学合宿す

ゆめ基金」の助成を受けた。活動名を「植物栽培体

る合宿」と「通学しない合宿」の２タイプが実施さ

験2010」とし、花の栽培と花壇作りをした。他の一

れている。後者を「チャレンジ合宿」と呼んでいる。

つの活動名を「火力プロジェクト2010」とし、竹炭

庄内小学校以外の21校の小学生は通学手段がないの

焼き・ピザ焼き体験に取り組んだ。前者が505,000

である。合併後、平成23年度までの通学合宿の申込

円、後者が174,000円、合わせて67万９千円の助成金

者数、タイプ別の参加費用などは、およそ別項２の

を受けた。2011（平成23）年度は２回目の「子ども

通りである。飯塚市の小学生の対象児童数（２～６

ゆめ基金」の助成を受けた。
「植物栽培・活用体験ド

年生）は5,607名である（平成23年５月１日現在）。平

ングリ」で野菜栽培と花の栽培と花壇作りをし、71

成23年度の通学合宿申し込み者は総数260名で、対

万２千円の助成金を受けた。2012（平成24）年度は、

象児童全体に対する割合は、4.6％である。参加費用

活動名を前年同様の「植物栽培・活用体験ドング

は保険料の値上げにともなって、平成24年度から各

リ」として62万６千円の助成金を受けて活動中であ

500円上げられた。

14）

る。 この「子どもゆめ基金助成活動」の野菜作り
では生活体験学校の畑を使って活動を展開した。専

５．拡充に貢献した施策・方策

門家である荻原史朗氏の指導を受けながら野菜作り

キーワード

九州大学社会教育主事講習、福岡県教

が進んでおり、生産活動体験と呼べる内容に近づい

育委員会による委託事業、教育力向上福岡県民会

ている。生活体験学校の運営の現状では、野菜作り

議、日本生活体験学習学会、全国調査、朝日のび

に職員の手が回りかねている。その手薄になった野

のび教育賞、宮城県・静岡県・千葉県の通学合

菜作りプログラムを、通学合宿とは別途に子どもを

宿、福岡県３つのモデル、新聞・テレビによる報

公募して年間８回の連続活動として実践している。

道、地域誌「月刊嘉麻の里」、著作物

この活動が通学合宿に参加している子どもたちにも

① 九州大学社会教育主事講習における講義と現

野菜作りという生産活動に関心を呼び起こす契機に
なっている。生活体験学校の運営において、行政直

地研修、社会教育実践演習。
② 福岡県教育委員会による委託事業

1995（平

営の通学合宿と NPO 活動としての野菜作りという、

成７）年度から３年間。事業名「親子体験学習

これまでなかった役割分担・仕方とその必要性が次

推進事業」の中核事業が通学合宿であった。

第に形を成しつつある。NPO ドングリの将来はと

③ 教育力向上福岡県民会議の提言に基づく委託

いうと、まだ海のものとも山のものともいえない、

事業「通学合宿推進事業」 2009（平成21）年度

よちよち歩きの５年目である。今年（2012年）、その

から４年間。11年ぶりに再度の通学合宿委託事

NPO ドングリの大きな柱を失う羽目になった。４月

業開始。
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④ 日本生活体験学習学会の結成、同学会が1999

実践が、当時の同講座主任講師であった南里悦史教

（平成11）年から2004（平成16）年まで６回主催

授の慧眼にとまって始まった。講義の名称は、
「子ど
もの生活体験と学校外教育」であり、現在の名称は

した生活体験学習実践交流会
⑤ 全国調査「地域における『通学合宿』の実態

「子どもの生活体験学習」である。初めの頃数年続い

に関する調査」 1999（平成11）、2001（平成13）、

た現地研修、そして、現在行われている社会教育実

2006（平成18）年度の３度に及ぶ実態調査

践演習は、選択した受講生が生活体験学校の現地で

⑥ 1999（平成11）年11月、第１回朝日のびのび

学ぶ通学合宿である。19年間に及んで九州大学社会
教育主事講習で講じた通学合宿が、大分県・福岡

教育賞を受賞
⑦ 新聞、テレビで報道されて知られるように

県・佐賀県・長崎県・沖縄県５県にわたる受講者を
介して、その普及拡大に大きく貢献したことは確か

なった
⑧ 1999（平成11）年度、宮城県教育委員会によ

である。受講者は教員であり、社会教育職員である。

る通学合宿事業始まる。県費補助事業14市町村

通学合宿の必要性を語り実践につないでいくのに最

で

も近い立ち位置にある人々に、毎年欠かさず通学合

⑨ 2006（平成18）年度、静岡県教育委員会によ
る通学合宿事業始まる。２泊３日以上、県下
100ヶ所の通学合宿実施を目標に取り組む

宿の今を情報発信し続けた九州大学社会教育主事講
習の果たした役割は極めて大きかった。
1995（平成７）年度から３年間福岡県教育委員会

⑩ 福岡県の通学合宿３つのモデル。施設型通学

による委託事業として通学合宿が開始された。本事

合宿（庄内生活体験学校など）、多地域型通学合

業の開始前の1994（平成６）年度の県内の通学合宿

宿（久山町・豊前市など）、学校・保護者・地域

は８事業であった。３年後の1997（平成９）年度の

連携型通学合宿（みやま市江浦小学校区）

通学合宿は24事業と３倍に拡大した。24事業の内訳

⑪ 地域誌「月刊嘉麻の里」にエッセイ「生活体

は委託事業６事業、市町村単独事業18事業というも

験学校の日々」（後に「生活体験の勧め」と改

のであった。この委託事業による通学合宿は７泊８

題）を執筆

日を基本として、豊前市が１年目と２年目に８泊９
日を実施したほかは、７泊８日の日程で実施され

⑫ 著作物の刊行。
子どもの育ちと生活体験の輝き～これまでの

た。委託事業が終わっても市町村単独事業として通

通学合宿、これからの通学合宿、正平辰男・永

学合宿は継続された。他の補助事業、委託事業とは

田誠・相戸晴子、あいり出版、2010（平成22）

異なる広がりと継続をみたのが通学合宿であり、委

年７月

託事業の効果は見るべきものがあった。15）2008（平

通学合宿・生活体験の勧め、正平辰男、あい
り出版、2005（平成17）年11月

成21）年度から新たに通学合宿推進事業が始まっ
た。委託事業として小学校区単位で20名規模、６泊

庄内町立生活体験学校沿革史料集、正平辰男
編、自費出版、2000（平成12）年３月

７日の通学合宿を年２回実施する、委託料20万円と
いう事業である。16）1997（平成９）年度の通学合宿

生活体験学校の日々、庄内町福祉の里づくり
推進協議会、1998（平成10）年４月

委託事業の終了から11年経って再び始まった通学合
宿拡充施策であった。教育力向上福岡県民会議が

生活体験学習入門、横山正幸・猪山勝利・正
平辰男、北大路書房、1995（平成７）年

たけはる

生活体験学校の風景（備忘録）、津山武昢記、

行った提言内容の一つ「生活体験を豊かにする通学
合宿に取り組もう」という項目の実践である。教育
力向上福岡県民会議は、2007（平成19）年４月に施

相戸晴子編、自費出版、2011（平成23）年４月

行された福岡県知事選挙における麻生渡候補のマ

通学合宿というプログラムとその意義を最初に広

ニュフェストに掲げられた政策の一つである。同会

めたのは、1993（平成５）年より現在まで続く九州

議が提唱したアクションプラン提案Ⅰ「実体験を重

大学社会教育主事講習における講義と現地研修・社

視した教育を推進しよう」を具体化した事業が本事

会教育実践演習である。通学合宿・生活体験学校の

業である。17）2009（平成21）年度、福岡県教育委員
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会の委託を受けて実施した市町村は、県下66市町村
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を担おうという人はいない。

のうち50市町村で85小学校区が取り組んだ。2010

福岡県における通学合宿の到達点を象徴する３つ

（平成22）年度は、県下60市町村のうち51市町村で

のタイプがある。第１のモデルは、専用施設を有す

100小学校区、2011（平成23）年度は、60市町村のう

る飯塚市庄内生活体験学校や、専用ではないものの

ち53市町村で113小学校区で実施された。通学合宿

通学合宿の優先的な利用が可能な施設を有する遠賀

を通じて子ども達は日常の生活技術の習得のほか、

郡岡垣町や同郡遠賀町である。岡垣町は「若潮荘」

自主性や協調性が育まれるとともに、地域が子ども

という高齢者施設に通学合宿用の宿舎・洗面所など

を育てる気運づくりにつながる等の効果があった。

を増築して「岡垣町ふれあい宿泊施設」とした（総

より多くの子どもに通学合宿を体験させることを目

工費約５千万円）。７泊８日の通学合宿を年間９回

標に、2012（平成24）年度から３年間、新・通学合

実施している。町内全５校を対象に公募、班の編制

宿推進事業を委託事業として展開中である。これま

も５校の混成である。遠賀町は総合福祉事業、生涯

でに実施されていない小学校区で、１年生から６年

学習事業などを推進する施設「ふれあいの里」を使

生までの20名程度を対象に４泊５日以上の通学合宿

用して、６泊７日の通学合宿を年４回実施してい

を実施する、委託料10万円という事業である。今後

る。４回目のみ７泊８日としている。「ふれあいの

は、未実施校区への教育的効果等の周知・広報によ

里」には、大小の浴場がある。施設内の研修セン

る取組の拡充が課題である。３年間の実績をもとに

ターは宿泊施設で、自炊設備もあり、30畳タイプが

更なる拡充を図ろうとする福岡県の通学合宿であ

２部屋ある。

福岡県内の通学合宿の総

第２のモデルは、多地域型通学合宿である。市

事業数は185校区（県委託113校区、市町村単独72校

内・町内の通学合宿の事業数を増やしていこうと多

区）である。

年の努力を重ねている豊前市や糟屋郡久山町のタイ

る。平成23年度における

2000（平成12）年３月、日本生活体験学習学会が

プである。豊前市も久山町も1995（平成７）年度に

結成された。これに先立って、1999（平成11）年９

始まった福岡県教育委員会による委託事業をきっか

月に結成準備会が主催して第１回生活体験学習実践

けに始めた通学合宿である。豊前市は、1997（平成

交流会が庄内生活体験学校において開催された。約

９）年度に２ヶ所で実施し、1999（平成11）年度に

350名の参加者があり16事例が報告され、事実上の

３ヶ所、2006（平成18）年度には５ヶ所で実施した。

日本生活体験学習学会の設立旗揚げであった。この

2012（平成24）年度は７ヶ所に拡大した。日程は３

実践交流会は2004（平成16）年まで６回続いた。発

泊４日から６泊７日と地区によって異なる。久山町

表された事例の数は合わせて68事例、平均して各回

は2002（平成14）年度２ヶ所に増やし、その後拡大

11事例が発表された。事例の範囲は、福岡県、佐賀

の努力を続けて2007（平成19）年度には８ヶ所にま

県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、山口県、

で拡大している。日程は３泊４日である。第３のモ

島根県の広範囲に及び、ここで交換された情報が通

デルは、学校・保護者・地域３者連携型通学合宿で

学合宿の拡充に大きく貢献した。同時に、この会は

ある。みやま市江浦小学校区の「協働」生活体験学

研究者と実践者の大きな接点を形成する役割を果た

習がモデルである。1997（平成９）年度、江浦小学

した。しかし、初めの勢いは４回までくらいで、５

校のよびかけによって保護者・地域・学校の連携協

回目、６回目には運営の担い手側が脆弱になり運営

同事業が始まった。集団の規模は10名未満、泊数は

上の齟齬も見え始め、辛くも６回まで続いたという

１泊から４泊までと地区によって異なる。江浦小学

のが実情であった。実践交流会は、開催・運営を担

校のほぼ全員が参加し体験するという通学合宿であ

う人がいて初めて成り立つ。故に、大変な手間と時

る。「お風呂タイム」を設けて自宅の風呂に入って、

間を引き受けて身の丈を超える負荷に耐えながら、

再び集合して合宿するという独自の方法をとってい

庄内生活体験学校で６回・６年も実践交流会を連続

る。行政の支援らしい支援を受けず自力で継続して

開催した。その結果、大きな成果とほろ苦い教訓を

きた。

残して終息した。今現在、旧庄内町に再びその負荷

福岡県内では、地域の数ほど方法、やり方の異な
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る通学合宿が行われている。ここに紹介した３つの

７件のうち、中国、四国、九州地方からただ１件の

タイプの通学合宿は、より多くの子どもを参加させ

みの受賞だった。テレビ朝日の２泊３日に及ぶ現地

ようと、年１回の通学合宿や１市町に１事業の通学

取材を受けた。作品は今でも通学合宿の実像を紹介

合宿という水準を一歩踏み出した通学合宿、あるい

する際の視聴に耐え得る内容である。副賞50万円を

は校区児童全員参加の通学合宿など、それぞれの地

いただいたので、「庄内町立生活体験学校沿革史料

域の特色・強みを打ち出した通学合宿である。

集」を制作することができた。

通学合宿全国調査は、国立教育研究所社会教育実

新聞、テレビの報道対象に選ばれたことで、通学

践研究センターが調査研究委員会を組織して実施し

キャンプ・通学合宿は広く知られるようになった。

たもので、３度にわたって全国の通学合宿の実態を

地方版で報道されただけでなく、1999（平成11）年

明らかにするとともに、その教育的な意義と役割を

３月７日の読売新聞の「編集手帳」に取り上げられ、

明らかにした。この報告書が全国の通学合宿を後押

同年５月５日の同紙の社説でも取り上げられた。

しした効果は大きかった。３度目の調査、すなわち

2000（平成12）年１月８日の茨城新聞の社説にも取

2006（平成18）年度の調査で市町村をはじめとして

り上げられた。2009（平成21）年３月７－８日号の

実施団体が349、通学合宿事業数が808であることが

The Asahi Shimbun（No.17,645）に写真入りで英字報

分かった。特色ある通学合宿が紹介されるととも

道されたほか、西日本新聞、毎日新聞、熊本日々新

に、全国地図に実施市町村が図示されて視覚的に通

聞、日本教育新聞で何度か報道してもらった。テレ

学合宿の普及状態が分かる資料になっている。1999

ビの取材も RKB やテレビ朝日など各社のニュース

（平成11）年の調査で、静岡県田方郡土肥町で1979

などで取り上げてもらった。

（昭和54）年に通学合宿が開始され、次いで榛原郡榛

地域誌「月刊嘉麻の里」
（編集長・大庭星樹氏、飯

原町坂部で1982（昭和57）年度に実施されたことが

塚市幸袋）に通学合宿現場の風景を、毎月エッセイ

分かった。その後、榛原町（現牧之原市）坂部小学

にまとめて報告した。1991（平成３）年12月より

校に当時の実施報告書が現存していることも分かっ

2012（平成24）年３月号までの間に244回執筆した。

た。静岡県教育委員会では、2006（平成18）年度に

この執筆結果が後に著書刊行につながった。１回の

108ヶ所で通学合宿を実施したのを皮切りに年々そ

基本字数が1,800字、これを超えると600字単位で追

の実施ヶ所を拡大して、2011（平成23）年度は155ヶ

加執筆した。同誌は、2012（平成24）年３月をもっ

所で実施した。千葉県教育委員会は、平成24年度通

て収支上の困難から休刊した。

学合宿予定一覧を公表している。それによれば、

多くの著作物が刊行されたことも通学合宿の普及

45ヶ所の通学合宿が予定されており、検討中の２ヶ

拡大に貢献した。⑫に示した通りである。これらの

所を合わせると47ヶ所の通学合宿が実施される予定

著作物は、通学合宿を跡付ける場合には貴重であ

である。1999（平成11）年度、宮城県教育委員会に

り、多くの社会教育実践の記録があまり残されてい

よる通学合宿事業が17ヶ所で始まった。 2003（平

ないことを考え合わせるとその価値は大きい。1995

成15）年度には39ヶ所に拡大した。東日本大震災後

（平成７）年の北大路書房からの出版を皮切りに計

の通学合宿の実施状況は分からないが、同県教委が

３冊が公刊された。また、
「庄内町立生活体験学校沿

2006･2007（平成18･19）年度に実施した「コラボス

革史料集」は、通学合宿・生活体験学校に関連する

クール推進事業」の報告書の中に２つの通学合宿事

原資料を輪転機にかけて印刷し製本だけを印刷所に

例が報告されている。七宿町の関小学校と角田市の

依頼した。645頁に及ぶ膨大な資料を「くるみ製本」

横倉小学校である。横倉小学校の「実施上工夫した

し、箱入りに仕上げたものである。また、
「生活体験

こと」の記事に、
「宮城県沖地震被災後の集団生活訓

学校の日々」は、庄内町福祉の里づくり推進協議会

練を目標に設定して実施した」旨の記載がある。

が発行した。

18）

1999（平成11）年11月３日、庄内町立生活体験学

「生活体験学校の風景（備忘録）」は生活体験学校

校は朝日新聞社が創刊120周年を記念して新設した

職員津山武昢氏が記録した日記を相戸晴子氏が編集

第１回朝日のびのび教育賞を受賞した。全受賞団体

したもので、約10年間の生活体験学校運営の具体的

たけはる
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ティアに、
「一路白頭ニ到ル」を求めるのは無い物ね

な記事が書かれている。

だりである。行政の担当職員などは２～３年で次々
おわりに

と交代していく。交代しない方が良いのかというと

通学合宿の沿革と必要性並びに教育効果について

そうとばかりは言えない。膠着すれば、それはそれ

述べた。そこで、残る課題は通学合宿の質と量の問

で弊害も生まれる。しかし、子どもの生活体験の欠

題である。実施されている通学合宿が質の高いプロ

損を誰がどのような仕方で補填するかという課題は

グラムであっても量がわずかであれば、その教育効

残ったままである。誰がどのように担うのか、官民

果は限定的である。通学合宿に生活体験の不足を補

の分担はどうあるべきか？ 明確な答えは見えてい

う効果があるといっても、今実施されている通学合

ない。筆者はこれまで模索と失敗を繰り返してきた

宿は対象児童の全体からみれば、その参加率はささ

が、その際その折にいただいた声援支援にどれほど

やかなものである。量としては、新薬や化粧品のお

勇気づけられ力づけられたか分からない。時間が経

試しセット程度でしかない。質としての効果は確か

つとともに、忘れがちになるが、いただいた声援支

に見えても、量が足りないことは歴然としている。

援を決して忘れてはならないと思っている。これま

生活体験の不足を本格的に解消するとすれば、国、

で通学合宿・生活体験学校を応援してくださった全

都道府県、市町村が一体になって行政上の施策を検

ての方々のご尽力ご厚意に、深くお礼を申し上げる

討すべきであろう。

次第である。最後に、結成間もない我が NPO ドン
グリのメンバーの貢献に筆を割くことが十分でな

さて、小さなことまで細々と書いた。社会教育の

かったことをお詫びして結びとしたい。

営みは、小さな細々とした事柄の連なりである。多
くのボランティアは登場しては去っていく。ボラン

別項１

研究対象としての通学合宿

○福岡県庄内町の社会教育論文集、1991（平成３）年７月、自費出版に次の２論文がある。
1985（平成60）年度福岡県教育科学論文最優秀賞受賞「心身ともにたくましい青少年育成の一方途 ―
自然を通して欠損体験を補う方法を求めて」、福岡県教育庁筑豊教育事務所社会教育課指導班
1990（平成２）年度福岡県教育科学論文優秀賞受賞「子どもの独り立ちを目指して ― 間接体験の世界
から直接体験の世界へ」正平辰男・九野坂明彦
○福岡県庄内町の社会教育論文集第２集、1996（平成８）年７月、自費出版、に次の２論文がある。
「子どもの生活体験と学校外教育」九州大学教育学部４年生
「子どもの発達と生活体験学習」九州大学教育学部研究生

末崎雅美。
黄暖蛍。

○福岡県庄内町の社会教育論文集第３集、2000（平成12）年５月、自費出版に次の３論文がある。
「社会教育活動における子どもの生活体験研究～通学合宿の実践について」1997（平成９）年度卒
業論文、福岡県立大学社会学部人間形成学科

白坂（中道）安子。

「生活体験が子どもの発達に及ぼす効果について～通学合宿体験前後の社会生活能力の変化につい
て」1997（平成９）年度卒業論文、福岡教育大学小学校教員養成課程理科専修

森田江里子。

「地域における家庭教育支援体制に関する研究～子どもの生活体験を阻害する保護者の要因解明を
通して」2000（平成12）年度修士論文、福岡県立大学大学院生涯発達専攻生涯学習分野

永見かお

り。
○平成13～15年度日本学術振興会研究費補助金（基盤研究 B）（１）平成15年度研究成果報告書「子ども
の心と体の主体的発達を促す生活体験学習プログラム開発に関する研究」P235～ P266
南里悦史

研究代表者
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○日本生活体験学習学会会誌に通学合宿に関する以下の論文が掲載された。同誌は、2001（平成13）年１
月に創刊された。
― 庄内町住民の生活
１号 「現代の子どもの生活体験の希薄化と地域教育の相関についての研究


文化をもとに」末崎雅美
― 民間と行政の新たな連携が育てた『通学合
「福岡県庄内町『生活体験学校』の施設と運営


宿』」正平辰男
― 公民館の通学合宿」本村信幸
２号 「地域で子どもを育てる試み


３号 「通学合宿の今、

県単位の沿革と概況 ― 先行事例の存在と実践の拡大著しい現状」正平辰男
「長崎県野母崎町樺島の通学合宿と学級通信『赤ひげ』

」本村信幸
４号 「生活体験学習の実践と理論の統合に向けて」上野景三・九野坂明彦

― 地域婦人会（元教師）と高校生」林口彰
「東原庠舎の通学合宿を支えた人々

― 庄内小学校に
６号 「子どもの日常生活における生活体験と学力の関係に関する研究（その１）


おける調査結果から」永田誠・正平辰男
― 庄内小・中学
８号 「子どもの日常生活における生活体験と学力の関係に関する研究（その２）


校における調査結果から」永田誠・相戸晴子・正平辰男
10号 「子どもの通学合宿体験と自尊感情の関係」相戸晴子

― 庄内小学校に
「子どもの日常生活における生活体験と学力の関係に関する研究（その３）


おける３年間の調査結果をもとに」永田誠

別項２

合併後の飯塚市庄内生活体験学校の通学合宿

平成24年度

参加費用

①宿泊体験
１．通学合宿（庄内小学校）
●４～６年生

６泊７日（月曜～日曜） 参加費

4,000円

米１升

●３年生

４泊５日（水曜～日曜） 参加費

3,500円

米５合

●２年生

３泊４日（木曜～日曜） 参加費

3,000円

米３合

2,500円

米３合

２．チャレンジ合宿（庄内小学校以外）
●２～６年生

２泊３日（金曜～日曜） 参加費

年度別申込者数（飯塚市庄内生活体験学校調）
年度

通学合宿
２年

３年

２年

３年

４年

５年

19

40
22
37
7
13
119
0
（14） （12） （33） （7） （13） （79） （0）

40
（0）

60
（6）

49
32
181
（7） （13） （26）

20

19
15
19
15
6
74
91
（0） （14） （12） （15） （5） （46） （0）

59
82
33
（0） （18） （6）

21

16
（0）

22

18
22
21
9
（0） （12） （13） （7）

23

10
（0）

21
（8）

４年

５年

チャレンジ合宿
６年

計

計

15
280
（7） （31）

7
16
6
66
41
46
60
50
49
246
（6） （15） （4） （33） （0） （21） （29） （31） （24） （105）
10
80
44
46
44
33
23
190
（9） （41） （0） （17） （27） （17） （15） （76）

13
17
16
4
60
37
44
49
39
31
200
（8） （13） （15） （4） （40） （0） （14） （26） （29） （23） （92）

※19年度のチャレンジ合宿は、３年生以上を募集。
※（

６年

）内の数字は、申込者のうち２回以上参加したことのある人の数
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註

９）生活体験学校の日々32、38、42P

１）「生涯学習社会教育実践用語解説」145頁、伊藤俊夫編
全日本社会教育連合会
２）第２回大会・1985（昭和60）、第３回大会・1986（昭和
61）年で発表。
「市民の参画と地域活力の創造」125P ～128P、三浦清一
郎編著、学文社、2006（平成18）年５月。
３）子どもの育ちと生活体験の輝き、169P、 正平辰男・永
田誠・相戸晴子、あいり出版、2010（平成22）年７月。
４）産業再配置施設整備事業は地域振興を目的にする通産省
の工場誘致施策の一つ。
５）生活体験学習入門200～209P、横山正幸・猪山勝利・正
平辰男、北大路書房、1995（平成７）年３月。
６）
「子どもの独り立ちを目指して」庄内町の社会教育論文
集30P、庄内町・庄内町教育委員会、自費出版、1991（平
成３）年５月。
７）「授業研究

重要用語300の基礎知識」84P、恒吉宏典・

深澤広明編集、明治図書、2007年８月、
たかみち

８）上杉孝實、
「子どもの社会教育の展開」32頁、上杉孝實・
小木美代子監修『未来を拓く子どもの社会教育』学文
社、2009年、

り推進協議会、正平辰男著

庄内町福祉の里づく

自費出版

1998（平成10）

年４月
10）上記９）
、80、83、86P
11）1992（平成４）年９月から第２土曜日が休業日に、1995
（平成７）年４月から第２・４土曜日が休業日に、2002
（平成14）年４月から毎週土曜日が休業日となった。
12）
「生涯学習とコミュニティ戦略」157～162頁、編集代表
三浦清一郎、全日本社会教育連合会、1997（平成９年）
５月
13）生活体験学校の風景（備忘録）、津山武昢記、相戸晴子
編、自費出版、2011（平成23）年４月
14）日本生活体験学習学会第13回研究大会発表資料－２P、
2012.1.29、西九州大学短期大学部で開催
15）平成９年度親子体験学習推進事業報告書通学合宿 6-9
頁、1998（平成10）年３月、福岡県教育委員会発行
16）
「子どもの育ちと生活体験の輝き」212頁、正平辰男、永
田誠、相戸晴子著、あいり出版、2010（平成22）年７月
17）同書19-21頁
18）16）の同書192頁
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福岡がめざす子ども尺度の作成
兄

井

彰＊

須

﨑

康

臣＊＊

Creating Scales for Children’s Development of
Learning Motivation, Self-esteem and Moral Consciousness
Anii Akira＊
要旨

Susaki Yasuo＊＊

教育力向上福岡県民会議が提言した福岡の教育ビジョンに示されている「福岡がめざす子ども」とは

「志をもって意欲的に学び、自律心と思いやりの心をもつ、たくましい子ども」である。このような子どもを
めざすための今日的課題として「学ぶ意欲」
「自尊感情」
「規範意識」
「体力等」を高めることも提言されてい
る。そこで本研究では、子どもの学ぶ意欲、自尊感情、規範意識を正しく測定するために、子どもに対する
調査と担任教師による子どもの評定の調査を行い、子どもの実態が反映される項目の収集と選定を行った上
で尺度作成することを目的とする。この尺度作成にあたり、「学ぶ意欲」は学芸大式学習意欲尺度（下山ら、
1983）、「自尊感情」は Rosenberg（1965）の自尊感情尺度を和訳したもの（福岡県青少年アンビシャス運動
推進室、2010）
、規範意識は社会的責任目標尺度（中谷、1996）の各項目を用いて調査を行った。調査結果を
尺度ごとに因子分析を行い、学ぶ意欲は８項目、自尊感情は５項目、規範意識は７項目からなる「福岡がめ
ざす子ども」尺度を作成した。この尺度は、各項目間のクロンバックの α 係数も高く、再テスト法により短
期間に複数回実施しても回答が安定していることから信頼性が高いと考えられる。また、担任教師による子
どもの評定との相関も高く基準関連妥当性が確保され、子どもの実態をよく反映するものだと考えられる。
キーワード

自尊感情、学ぶ意欲、規範意識、基準関連妥当性

Ⅰ．はじめに

や自尊感情の低下（古荘、2009、横山、2010）、規範

今日、子どもの多くが外で遊ばなくなり、携帯型

意識の低下（塩澤、2011、滝、2012）、体力の低下

ゲーム機で遊ぶようなバーチャルな体験が多くなる

（中央教育審議会、2002）は、さまざまなところで指

一方で、実体験が不足する傾向にある。このため、

摘されている。このような今の子どもの抱える課題

さまざまな事柄に対する興味や関心が低くなってい

を解決するさまざまな取り組みが、学校や地域で行

る。その結果、子どもは、
「学ぶことに価値を感じな

われている（教育力向上福岡県民運動推進会議、

い」
、
「人間関係がうまく築けない」
、
「ルールやマ

2010、2011、2012）。

ナーを守らないことを悪いと思わない」などの問題

このような教育現場での取り組みの成果は、子ど

を抱えている（教育力向上福岡県民会議、2008）。こ

もに対するアンケート調査や実施者への聞き取り調

のような今の子どもの抱える本質的な課題として、

査などで行われているが、客観的な指標を用いて、

教育力向上福岡県民会議（2008）は、学ぶ意欲、自

子どもに対する成果を報告しているものはほとんど

尊感情、規範意識、体力等の４つの低下として整理

無い。その理由としては、体力を除くと、学ぶ意欲

している。

や自尊感情、規範意識は、子ども自身が自分の状態

このような子どもの学ぶ意欲の低下（沖、2009）
   ＊ 福岡教育大学（Fukuoka University of Education）
＊＊
九州大学大学院（Graduate Student, Kyushu University）
連絡先：〒811-4192 福岡県宗像市赤間文教町1-1

をどのように思うかといった自己意識であり、客観

86

日本生活体験学習学会誌

的な調査が難しいと考えられる。また、子どもの学

第13号

ざす子ども尺度」を作成することを目的とする。

ぶ意欲（速水ら、1989、桜井・高野、1985、佐藤・
新井、1998、下村ら、1983、など）や自尊感情（青

Ⅱ．第１次調査

島、2008、福岡県青少年アンビシャス運動推進室、

目

的

2010、中山ら、2011、野村、2003、桜井、1992など）、

子どもの学ぶ意欲、自尊感情、規範意識を正しく

規範意識（安香ら、1990、原田・鈴木、2000、長崎

測定できる尺度を作成するために、子どもに対する

県教育センター、2002、中谷、1996など）を測定す

調査と担任教師の子ども評定（教師評定）の調査を

る質問紙は、数多く存在するが、１つの質問紙で40

行い、子どもの実態が反映される項目の収集と選定

項目を超えるものもあり、調査やデータの整理に時

を行うことが目的である。

間がかかり、教育現場では使用が難しいものが多
い。さらに、これらの質問紙のほとんどが理論的質

方

問紙あるいは因子分析的質問紙（村上、2006）であ

調査対象：福岡県下の小学校児童608名と中学校

り、ある程度の信頼性は確保されていると考えられ

生徒293名のデータを回収した。分析対象は回収し

るが、妥当性の一つである基準関連妥当性について

たデータで欠損値のない744名（男子358名、女子386

は、低いか不明なものが多く、実際の子どもの現状

名）と担任教師26名であった。その内訳を表１に示

を正確に測定できているか疑問である。この質問紙

す。

の信頼性とは、測定値の一貫性と安定性のことで、

法

調査用紙：子ども用の質問紙は以下の項目で構成

同じ内容の質問項目で同じような一貫した回答が得

した。まず、学ぶ意欲については、学習意欲と同じ

られることと、何度か調査を行っても、ある程度測

く、
「積極的に学習しようとする気持ち」と定義する

定値が同じような値で安定していることである（村

ことができる（下山ら、1985）。今回は、特定の理論

上、2006）
。また、質問紙の妥当性とは、測定値の正

的立場に立って特定の動機づけを把握するだけでな

しさのことで、特に、基準関連妥当性は、測定値と

く、子どものさまざまな動機づけの側面を網羅的に

問題としている特性や行動（例えば子どもの規範意

捉えた学芸大式学習意欲検査（下山ら、1983）を用

識）の直接の測度となると考えられる外部変量（例

いた。また、自尊感情とは、
「自分自身を価値あるも

えば、担任教師からみた子どもの規範意識の程度）

のとして評価し信頼する感覚」であり、自己への肯

との相関係数などで評価され、この相関が高ければ

定的な評価と定義されている（榎本、1998）
。今回

有用な尺度とされる（村上、2006）。このような信頼

は、約１万４千人以上の子どもに調査実績のある福

性や妥当性が確保された質問紙が存在しないことも

岡県青少年アンビシャス運動推進室が行った「子ど

客観的な取り組みの成果が報告されていない理由の

もの自尊感情と生活のあり方との関係についての研

一つと考えられる。

究（2010）」と同じ質問紙を用いた。この質問紙は

以上のことから、教育現場で行われているさまざ

Rosenberg（1965）を和訳したものである。さらに、

まな取り組みの成果を客観的に評価するためには、

規範意識については、「教室における規範やルール

教育現場で使用できるように、短時間で調査が可能

を守り、対人的に円滑な関係を持とうとする目標」

で、尺度の信頼性と妥当性が確保された質問紙の作

である規範遵守目標を測定する社会的責任目標尺度

成を行う必要があると考えられる。特に、子どもの
学ぶ意欲や自尊感情、規範意識を正確に測定できる

表１

分析対象者（人）

質問紙を作成することが必要だと考えられる。
そこで本研究では、子どもの学ぶ意欲、自尊感情、
規範意識を正しく測定するために、子どもに対する
調査と担任教師による子どもの評定の調査を行い、
子どもの実態が反映される項目の収集と選定を行っ
た上で、できるだけ少ない項目からなる「福岡がめ

４年
小学校

中学校

男子

女子

計

62

92

154

５年

76

81

157

６年

91

83

174

１年

62

63

125

２年

67

67

134
744

87

福岡がめざす子ども尺度の作成

（中谷、1996）を用いた。子ども用質問紙の項目は、

意欲、自尊感情、規範意識の相関関係を求めた。
これらの結果、子どもの回答と教師評定の学ぶ意

学ぶ意欲40項目、自尊感情10項目、規範意識18項目

欲、自尊感情、規範意識と相関係数が高い項目から

の68項目であった。
教師用の質問紙は、以下の３つの観点について文

15項目ずつ精選した（表２、表３、表４）。

章化したものであった。担任教師が学級内の子ども

教師評定で精選した各15項目に対して、学ぶ意

全員に対して以下の３つの質問を、それぞれの５段

欲、自尊感情、規範意識の項目別に因子分析を行っ

階で評定（教師評定）を行った。①積極的に学習し

た。その結果、表５～７に示すような因子を推定す

ようとする気持ちを持っている子どもですか（学ぶ

ることができ、選定された項目は、重複する項目を

意欲）
、②自分自身を価値あるものとして評価し信

除くと最終的に27項目が残った。この27項目を用い

頼する感覚を持っている子どもですか（自尊感情）

て第２次調査を行うこととした。

③教室における明示的あるいは暗黙のルールを守
り、規範に従おうとする感覚を持っている子どもで

Ⅲ．第２次調査
目

すか（規範意識）。

的

調査手続き：平成23年12月中旬～下旬に調査を

第１次調査で選定した子どもの学ぶ意欲、自尊感

行った。子ども用質問紙は、担任教師が配布し、記

情、規範意識の各項目について、最終的な尺度項目

入後回収した。教師用質問紙は、各クラスの担任教

を決定し、各尺度の平均値と標準偏差を確認して、

師が前述の期間中に各自で行った。

尺度の標準化が目的である。

結

方

果

法

調査項目の回答の偏りを見るために、68項目全て

調査対象：福岡県下の小学校児童2,236名と中学

でフロア効果（低い値の回答が多すぎる項目）と天

校生徒2,292名のデータを回収した。分析対象は回収

井効果（高い値の回答が多すぎる項目）を求めた結

したデータで欠損値のない4,154名（男子2,133名、女

果、11項目がいずれかの効果が見られた。そのう

子2,021名）であった。その内訳を、表８に示す。

ち、フロア効果と天井効果の値が低く、内容的に必

調査用紙：第１次調査で選定した学ぶ意欲尺度

要だと考えられる５項目を除外せず、63項目で分析

（14項目）、自尊感情尺度（６項目）、規範意識尺度

することとした。

（７項目）の全27項目であった。

次に、この63項目と教師評定による子どもの学ぶ
表２

調査手続き：平成23年１月上旬～下旬でした。各

教師評価の学ぶ意識との相関係数が高い質問項目（n=744）
質問項目

相関係数

授業で先生にやるように言われたことは、めんどうでもきちんとやるようにします。
グループの発表で、決められた自分のやるべき仕事や勉強は、かならずやります。
いろいろなことが知りたいので、学校の勉強だけでなく、家でも勉強しています。
授業中につかれてきても、授業の終わりまで先生の話をよく聞くようにします。
難しい問題でも、いろいろなやり方を考えてがんばります。
難しい算数（数学）の文章題でも、できそうだと思えば、解けるまでがんばってみます。
自分で、目標や計画を立てて勉強をしています。
その日のうちには、どんなに時間がかかっても、宿題をすませます。
国語の難しい問題でも、ねばり強く考えるほうです。
自分が前に解いたことがある問題がわからない友達がいたら、その問題を解く手助けをしてあげようと思います。
言われなくても苦手な勉強をします。
難しい問題をやっていると、すぐにつかれて、やめることが多いです。
やり残したものは、あとでもきちんとすませます。
少しぐらい体の調子が悪くても、宿題だけはいつもやるほうです。
めんどうだと思うときでも、当番の仕事があるときには、それをきちんとやるようにします。

.315
.311
.310
.308
.306
.303
.302
.287
.285
.279
.270
.270
.269
.269
.269

全て１％水準で有意
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教師評価の自尊感情との相関係数が高い質問項目（n=744）
質問項目

相関係数

わたし（ぼく）は、少なくとも自分がほかの人と同じくらい価値ある人だと思う。
グループの発表で、決められた自分のやるべき仕事や勉強は、かならずやります。
わたし（ぼく）は、友達がやるのと同じくらいにいろいろなことができる。
自分で、目標や計画を立てて勉強をしています。
難しい問題でも、いろいろなやり方を考えてがんばります。
算数（数学）のテストで、解けなかった問題を先生に聞いたり、調べたりして、わかるまで考えます。
言われなくても苦手な勉強をします。
わたし（ぼく）は、自分のことを積極的に認めている。
わたし（ぼく）は、いくつかの点でみどころがあると思っている。
わたし（ぼく）は、すべての点で自分に満足している。
わたし（ぼく）は、あまり得意なことがない。
わたし（ぼく）は、何をやっても失敗するのではないかと思ってしまう。
わたし（ぼく）は、ときどき「役立っていないなぁ」と感じることがある。
わたし（ぼく）は、もっと自分を尊敬できたらいいなと思う。
わたし（ぼく）は、ときどき「自分はだめだなぁ」と思うことがある。

.320
.311
.294
.292
.289
.283
.281
.237
.235
.207
.202
.164
.150
.141
.108

全て１％水準で有意

表４

教師評価の規範意識との相関係数が高い質問事項（n=744）
質問項目

相関係数

授業中は、他の人のじゃまにならないようにします。
授業で先生にやるように言われたことは、めんどうでもきちんとやるようにします。
友達としゃべりたくなったときも、授業中はがまんするようにします。
授業中につかれてきても、授業の終りまで先生の話をよく聞くようにします。
その日のうちには、どんなに時間がかかっても、宿題をすませます。
グループの発表で、決められた自分のやるべき仕事や勉強は、かならずやります。
めんどうだと思うときでも、当番の仕事があるときには、それをきちんとやるようにします。
言われなくても苦手な勉強をします。
クラスで自分が受け持ったことは、きちんとするようにします。
少しぐらい体の調子が悪くても、宿題だけはいつもやるほうです。
自分が受け持った係活動や学級の仕事は、きちんとやるほうです。
したくない勉強は、無理にしなくてもよいと思います。
勉強がいやでも、すぐにやり始めます。
難しい問題でも、いろいろなやり方を考えてがんばります。
やり残したものは、あとでもきちんとすませます。

.391
.383
.371
.350
.345
.340
.326
.308
.292
.291
.275
.270
.267
.264
.263
全て１％水準で有意

表５

学ぶ意識尺度における因子負荷量（n=744）
質問項目

因子負荷量

授業で先生にやるように言われたことは、めんどうでもきちんとやるようにします。
グループの発表で、決められた自分のやるべき仕事や勉強は、かならずやります。
やり残したものは、あとでもきちんとすませます。
その日のうちには、どんなに時間がかかっても、宿題をすませます。
難しい問題でも、いろいろなやり方を考えてがんばります。
いろいろなことが知りたいので、学校の勉強だけでなく、家でも勉強しています。
言われなくても苦手な勉強をします。
授業中につかれてきても、授業の終わりまで先生の話をよく聞くようにします。
国語の難しい問題でも、ねばり強く考える方です。
少しぐらい体の調子が悪くても、宿題だけはいつもやるほうです。
自分で、目標や計画を立てて勉強をしています。
めんどうだと思うときでも、当番の仕事があるときには、それをきちんとやるようにします。
難しい算数（数学）の文章題でも、できそうだと思えば、解けるまでがんばってみます。
自分が前に解いたことがある問題がわからない友達がいたら、その問題を解く手助けをしてあげようと思います。

.679
.673
.649
.634
.626
.623
.620
.602
.594
.593
.583
.581
.556
.521
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表６

自尊感情尺度における因子負荷量（n=744）
質問項目

因子負荷量

わたし（ぼく）は、友達がやるのと同じくらいにいろいろなことができる。
わたし（ぼく）は、少なくとも自分がほかの人と同じくらい価値ある人だと思う。
わたし（ぼく）は、いくつかの点でみどころがあると思っている。
わたし（ぼく）は、自分のことを積極的に認めている。
算数（数学）のテストで、解けなかった問題を先生に聞いたり、調べたりして、わかるまで考えます。
わたし（ぼく）は、すべての点で自分に満足している。
難しい問題でも、いろいろなやり方を考えてがんばります。
グループの発表で、決められた自分のやるべき仕事や勉強は、かならずやります。
自分で、目標や計画を立てて勉強をしています。
わたし（ぼく）は、あまり得意なことがない。
表７

.689
.626
.622
.580
.503
.503
.498
.478
.476
－.433

規範意識尺度における因子負荷量（n=744）
質問項目

因子負荷量

友達としゃべりたくなったときも、授業中はがまんするようにします。
授業中につかれてきても、授業の終わりまで先生の話をよく聞くようにします。
めんどうだと思うときでも、当番の仕事があるときには、それをきちんとやるようにします。
授業中は、他の人のじゃまにならないようにします。
授業で先生にやるように言われたことは、めんどうでもきちんとやるようにします。
クラスで自分が受け持ったことは、きちんとするようにします。
言われなくても苦手な勉強をします。
勉強がいやでも、すぐにやり始めます。
難しい問題でも、いろいろなやり方を考えてがんばります。
やり残したものは、あとできちんとすませます。
その日のうちには、どんなに時間がかかっても、宿題をすませます。
自分が受け持った係活動や学級の仕事は、きちんとやるほうです。
グループの発表で、決められた自分のやるべき仕事や勉強は、かならずやります。
少しぐらい体の調子が悪くても、宿題だけはいつもやるほうです。
したくない勉強は、無理にしなくてもよいと思います。

表８

析を進めた。さらに、27項目がどのような内容でま

分析対象者（人）

小学校

中学校

.520
.651
.647
.596
.715
.624
.576
.631
.555
.607
.638
.587
.691
.581
－.457

とまるかを確認するために因子分析を行った。

男子

女子

計

４年

368

370

738

５年

349

306

655

感情、規範意識の因子を抽出した（表９）。しかし、

６年

377

334

711

学ぶ意欲は９項目と多く、規範意識は６項目、自尊

１年

343

387

730

２年

381

297

678

感情は５項目と少なかった。そこで、学ぶ意欲の９

３年

315

327

642
4154

その結果、事前に予想した通りの学ぶ意欲、自尊

項目目「少しぐらい体の調子が悪くても、宿題だけ
はいつもやるほうです。」を削除して、８項目とし
た。また、規範意識については、教師評定の規範意

クラスの担任教師が調査用紙を配布し、記入後回収

識との相関係数が高かった「友達としゃべりたく

した。

なったときも、授業中はがまんするようにします。」
を復活させ、７項目とした。さらに、自尊感情につ

結

果

まず、27項目の回答の偏りを検討するためにフロ
ア効果と天井効果を求めた結果、４項目において天

いては、積極的な項目だけで構成されていたため
に、ここで抽出された５項目だけにとどめた。
このことから、最終的に「福岡がめざす子ども」

井効果が確かめられた。その４項目は内容的に必要

尺度は、８項目から構成される「学ぶ意欲」、７項目

であると判断し、項目の除外は行わず、27項目で分

から構成される「規範意識」、５項目から構成される
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第２次調査の因子分析結果（n=4145）
項

因子

目

因子Ⅰ

学ぶ意欲
.753
言われなくても苦手な勉強をします。
.732
いろいろなことが知りたいので、学校の勉強だけでなく、家でも勉強しています。
.711
自分で、目標や計画を立てて勉強をしています。
.680
難しい問題でも、いろいろなやり方を考えてがんばります。
.652
算数（数学）のテストで、解けなかった問題を先生に聞いたり、調べたりして、わかるまで考えます。
.551
勉強がいやでも、すぐにやり始めます。
.525
難しい算数（数学）の文章題でも、できそうだと思えば、解けるまでがんばってみます。
.459
国語の難しい問題でも、ねばり強く考える方です。
.412
少しぐらい体の調子が悪くても、宿題だけはいつもやるほうです。
規範意識
クラスで自分が受け持ったことは、きちんとするようにします。
－.058
自分が受け持った係活動や学級の仕事は、きちんとやるほうです。
－.098
.013
めんどうだと思うときでも、当番の仕事があるときには、それをきちんとやるようにします。
.076
グループの発表で、決められた自分のやるべき仕事や勉強は、かならずやります。
.209
授業で先生にやるように言われたことは、めんどうでもきちんとやるようにします。
.181
授業中は、他の人のじゃまにならないようにします。
自尊感情
.000
わたし（ぼく）は、いくつかの点でみどころがあると思います。
.024
わたし（ぼく）は、自分のことを積極的（せっきょくてき）に認（みと）めています。
.073
わたし（ぼく）は、友達がやるのと同じくらいにいろいろなことができます。
わたし（ぼく）は、少なくとも自分がほかの人と同じくらいに価値（かち）ある人だと思います。 －.104
.055
わたし（ぼく）は、すべての点で自分に満足（まんぞく）しています。

因子Ⅱ

因子Ⅲ

－.008
－.116
－.051
.034
.012
.161
.147
.178
.224

－.033
.009
.026
.024
－.010
.035
.033
.048
.001

.862
.836
.719
.635
.509
.430

－.007
.009
－.026
.019
.008
－.007

－.029
.003
－.020
.149
－.082

.813
.762
.678
.666
.641

.699

.630
.531

因子間相関

表10 「福岡がめざす子ども」尺度得点の平均と標準偏差
学ぶ意欲
４年（n=738）
小

中

学

学

自尊感情

規範意識

男子

女子

男子

女子

男子

女子

23.2（5.2）

25.4（4.2）

14.2（3.5）

15.0（3.0）

22.1（4.0）

24.4（3.1）

５年（n=655）

23.3（4.7）

23.9（4.6）

13.7（3.0）

13.2（3.2）

21.7（3.6）

23.6（3.1）

６年（n=711）

22.2（5.3）

23.3（5.0）

13.0（3.5）

12.9（3.2）

21.4（4.0）

23.6（3.2）

１年（n=730）

20.9（5.1）

21.2（4.7）

12.1（3.1）

11.4（3.1）

20.6（4.0）

22.5（3.4）

２年（n=678）

20.1（5.3）

21.0（4.9）

11.7（3.2）

11.4（3.1）

20.5（4.3）

22.3（3.9）

３年（n=642）

21.7（5.1）

22.0（4.7）

12.1（3.2）

11.3（3.0）

21.2（3.7）

22.1（3.6）

「自尊感情」の３つの下位尺度で構成され、全20項目
の質問紙となった。
また、学ぶ意欲、自尊感情、規範意識の各尺度に
おいて、各項目における合計得点の平均値と標準偏
差について、学年別と性別に算出した（表10、図１、
図２、図３）
。
信頼性の検討：第２次調査で決定した「福岡がめ
ざす子ども」尺度の３つの下位尺度（学ぶ意欲、自
尊感情、規範意識）において、それぞれの内的整合
性を確認するため、クロンバックの α 係数を算出し

図１

学ぶ意欲得点
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表11

小学

中学

下位尺度の α 係数
学ぶ意欲

自尊感情

規範意識

４年（n=738）

.86

.84

.85

５年（n=655）

.84

.81

.80

６年（n=711）

.88

.83

.85

１年（n=730）

.85

.81

.84

２年（n=678）

.88

.84

.88

３年（n=642）

.87

.83

.86

.88

.84

.85

計
図２

自尊感情得点
表12

小学

中学

下位尺度の再検査信頼性
学ぶ意欲

自尊感情

規範意識

４年（n=332）

.83

.78

.77

５年（n=388）

.82

.80

.82

６年（n=312）

.86

.86

.84

１年（n=393）

.83

.81

.84

２年（n=449）

.76

.75

.79

３年（n=320）

.81

.83

.77

.88

.84

.85

計

全て１％水準で有意

図３

規範意識得点

表13

た（表11）
。これを見ると「学ぶ意欲」の α 係数は全
体で .87、
「自尊感情」の α 係数は全体で .83、
「規範
意識」の α 係数は全体で .85であった。このように、
３つの下位尺度とも高い α 係数（.80以上）を示し、
尺度として一貫していると考えられる。

教師標定との相関関係
学ぶ意欲
４年（n=154）

.38**

自尊感情
.43**

規範意識
.50**

小学 ５年（n=157）

.35**

.45**

.46**

６年（n=174）

.40**

.46**

.52**

中学

１年（n=125）

.45**

.14

.50**

２年（n=134）

.41**

.23**

.47**

.41**

.36**

.48**

次に、３つの下位尺度において、どれだけ安定し

計

**p<.01

ているかを見るために１週間間隔で調査した結果に
ついて分析を行った。そこで、小学４年生332名（男
子165名、女子167名）、５年生388名（男子200名、女

感情」は全体で .36で、
「規範意識」は全体で .48であ

子188名）
、６年生312名（男子168名、女子144名）と、

り、中程度の相関関係を示していた。このことから、

中学１年生393名（男子186名、女子207名）２年生

おおむね子どもの実態を反映する尺度であると考え

449名（男子247名、女子202名）、３年生320名（男子

られる。

157名、女子163名）で１週間間隔の再検査信頼性
（回答の安定性）を算出した（表12）。「学ぶ意欲」は
全体で .83、
「自尊感情」は全体で .82、「規範意識」

考

察

信頼性と妥当性が保証され、簡単に調査が行える

は全体で .81であった。このように高い相関関係

「福岡がめざす子ども」尺度の作成を行うため、２回

（.80以上）を示し、尺度として安定していると考え

の調査を行った。その結果、子どもの学ぶ意欲、自

られる。

尊感情、規範意識を測定することができる20項目で

妥当性の検討：第１次調査のデータを用いて、第

構成された「福岡がめざす子ども」尺度をした。こ

２次調査で決定した「福岡がめざす子ども」尺度の

の尺度は、似たような項目同士の回答が一貫してお

３つの下位尺度項目の合計得点と教師評定との相関

り、短期間に複数回実施しても回答が安定している

係数（1.0に近ければより関係性が高い）を算出した

ことが今回の分析から確かめられた。また、担任教

（表13）
。その結果、
「学習意欲」は全体で .41、
「自尊

師の子どもの評定ともよく対応しており、子どもの
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福岡県青少年アンビシャス運動推進室

この尺度における学ぶ意欲の合計得点の平均値
（図１）を見ると、中学３年生を除くと、ここでも学
年が上がるごとに低い値を示し、学年が上がるごと

古荘純一

のは、高等学校の受験を控えており、勉強に取り組
む姿勢が高くなっていることが影響しているのでは

2009

日本のこどもの自尊感情はなぜ低いのか

原田唯司・鈴木勝則

2000

中学校における生徒・保護者・

教師の規範意識の比較

静岡大学教育学部研究報告（人

文・社会科学編） 50、267-283。
速水敏彦・伊藤 篤・吉崎一人 1989 中学生の達成目標傾
向 名古屋大学教育学部紀要教育心理学科 36、55-72。
教育力向上福岡県民会議

2008

福岡の教育ビジョン第一

次提言・第二次提言。福岡県教育庁教育企画部企画調整

ないかと考えられる。
次に、自尊感情の合計得点の平均値（図２）を見
ると、小学生では、学年が上がるごとに低い得点を

課教育力向上対策室。
教育力向上福岡県民運動推進会議

差が見られない。このことから小学生の自尊感情は

自己の能力の限界や客観的能力を認識できるように
なり、自尊感情が低下すると考えられる。また、小
学生は、重要な他者の価値あるフィードバックや賞
賛、励ましなどで自尊感情が向上・維持するが、年
齢が上がるにつれて仲間との比較や評価により自尊
感情が低下するものと考えられる。しかし、中学生

考えられる。
さらに、規範意識の合計得点の平均値（図３）を

低下が見られる。また、性差も見られ、女子の方が
一貫して高い値を示し、規範意識が高いと考えられ
る。これは、ルールや規則を守ることが男子よりも
女子で社会からより強く求められるという社会的・

2006

心理尺度の作り方

長崎県教育センター

2002

中谷素之

長崎県児童生徒の社会性・規

1996

児童の社会的責任目標が学業達成に影響

を及ぼすプロセス

教育心理学研究

中山勘次郎・西山康春・柳澤
尺度の検討
野村和樹

登

上越教育大学紀要

2003

62：９、

中央教育審議会

裕貴

2009 「学力低下論争」を振り返って

等教育研究
安香

児童における規範意識の構造とその関連要因

千葉大学教育学部研究紀要
桜井茂男・高野清純
尺度の開発
桜井茂男

1992

1985

剛・林

38、1-29。

内発的 ― 外発的動機づけ測定

筑波大学心理学研究

子どもの体力向上のための総合的

な方策について（答申）。

７、43-54。

小学校高学年における自己意識の検討

実験社会心理学研究
下山

立命館高

11、131-150。

宏・田中純夫・関真理子・中村奈緒子・笠井孝久

1990

32、85-94。

幸範・今林俊一・黒木眞由子・塚田洋二・

宮本光博・曽我部和弘・大塚敬吾・前原辰信

1983

学習意欲の構造に関する研究（2） ― 学習意欲の類型化
東京学芸大学紀要１部門

2011

滝

７、41-46。

充

2012

横山正幸

34、139-152。

子どもの規範意識に関する現状分析と意

究

児童心理
2002

４、

27-48。
沖

文献
児童心理

児童用自尊感情

30、63-74。

大阪ソーシャルサービス研究紀要

識向上の方途についての一考察
教師編自尊感情尺度

44、389-399。

2011

児童におけるセルフ・エスティームと発

達段階の関係

塩澤雄一

2008

北大路書房

範意識に関する調査研究報告

の検討 ―

129-135。

平成23年度教育

画調整課教育力向上対策室。
村上宣寛

文化的な性差が反映されているのではないかと考え
られる。

2012

力向上福岡県民運動実践の手引き。教育庁教育企画部企

見ると、中学３年生の男子を除くと、小・中学生と
も学年が上がるごとに低い得点を示し、規範意識の

平成22年度教育

画調整課教育力向上対策室。
教育力向上福岡県民運動推進会議

となると、自己認識力がつき、仲間と比較すること
が多くなり、自尊感情が下げ止まるのではないかと

2011

力向上福岡県民運動実践の手引き。教育庁教育企画部企

認識力が低く、あらゆることに対して自信を持って
いたものが、年齢が上がると自己認識力が高まり、

平成21年度教育

画調整課教育力向上対策室。
教育力向上福岡県民運動推進会議

年齢が上がるごとに低下し、中学生になり下げ止ま
るのではないかと考えられる。小学生は、まだ自己

2010

力向上福岡県民運動実践の手引き。教育庁教育企画部企

示している。しかし、中学生では、学年間であまり

青島朋子

子どもの自

光文社

に学ぶ意欲が低下すると考えられる。また、中学３
年生において、中学１・２年生より学ぶ意欲が高い

2010

尊感情と生活のあり方との関係についての研究

目白大学総合科学研

子どもの規範感覚・規範意識の現状と課題
66：１、1-11。

2010

子どもの自尊感情と体験の関係について

生活体験学習研究

10、53-62。
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小学生と中学生を対象にした Rosenberg における
自尊感情尺度の妥当性、信頼性及び因子構造の検討
須

﨑

康

臣＊

兄

井

彰＊＊

The Examination of Validity, Reliability and Factor Structure
of Self-esteem Scale by Rosenberg for Elementary and
Junior High School Students.
Susaki Yasuo＊
要旨

Anii Akira＊＊

小学生485名と中学生259名を対象として、Rosenberg（1965）の自尊感情尺度における妥当性と信頼性

の検討及び、その尺度の因子構造を明らかにすることを目的とした。また、因子構造の妥当性と信頼性を検
討する際に、Rosenberg が想定した10項目の妥当性と信頼性も算出し、それぞれの値について比較を行った。
その結果、自尊感情尺度は１因子構造と２因子構造が確かめられた。そして、１因子構造は Rosenberg が想
定した10項目と同様の妥当性と信頼性を有していることが示された。これは、８項目と項目数が少ないにも
かかわらず、10項目と同等の自尊感情を測定するための識別力を有していることが考えられる。そこで、１
因子構造を構成する８項目を用いて分析を行った結果、中学生において男子は女子に比べて自尊感情が高
く、女子において小学生は中学生より自尊感情が高いことが示された。これは、小学生から中学生と学校的
文脈の変化があり、それが影響を及ぼして自尊感情が低下したと考えられる。また、女子は男子に比べて学
校的文脈の変化が強く影響しているため、自尊感情が低いと考えられる。
キーワード

自尊感情、教師標定、妥当性

はじめに

遊び、テレビやゲームの視聴時間が短く、帰宅後に

自尊感情とは「自分自身を価値あるものとして評

勉強をして、本を読み、親しい友人が多く、お手伝

価 し 信 頼 す る 感 覚 」 と 定 義 さ れ て い る（ 榎 本、

いをして、保護者から叱られず、褒められることが

1998）
。この自尊感情は我が国や欧米において主要

多く、そして学校でよく手を挙げ、発言することを

なテーマとして調査や研究が行われている。その理

明らかにしている。

由として、自尊感情の高さが精神的健康、良好な人

また、自尊感情に関する研究も進められており、

間関係、学業成績、問題行動と密接に関連している

自尊感情は発達段階によって変化すると考えられて

とされているためである（田中ら、2002）。

いるが、一貫した結果は得られていない（Wylie,

福岡県青少年アンビシャス運動推進室（2010）は

1979）。Rosenberg（1986）は、自尊感情は11歳のこ

福岡県の小学生と中学生を対象に調査を行ってお

ろに低下し、12～13歳のころに最も低くなり、14歳

り、自尊感情が高い小学生と中学生は自尊感情が低

のころまでに回復し、その後も成人前後にかけて上

い小学生と中学生に比べて、就寝時間が早く、外で

昇し続けるという予測を行っている。しかし、12～

＊

九州大学大学院（Graduate Student, Kyushu University）
福岡教育大学（Fukuoka University of Education）
連絡先：〒816-8580 福岡県春日市春日公園6-1 健康科学センター内

＊＊
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13歳の時点で自尊感情が低下するという先行研究

のがある。これは、第８項目のみが第１因子から外

（Harter, 1982；Simmons et al., 1973）と、上昇すると

れてしまうという問題である（山本・松井・山成、

い う 先 行 研 究（Demo & Savin-Williams, 1983；

1982；田中・上地・市村、2003）。この理由として、

Simmons et al., 1979）もあり一致した結果が得られ

自分を尊敬するという言い回しが日本人の自尊感情

ていない。これに関して、Rosenberg（1986）は、12

にそぐわないこととされている（田中、1999）。ま

～13歳のころに自尊感情が上昇するか低下するかは

た、自尊感情尺度は１因子構造ではなく、因子分析

小学校から中学校へと学校的文脈が大きく変化する

を行うと２因子構造であるという研究もいくつか報

ためと示唆している。また、荒木（2007）は、日本

告されている（Kaplan & Pokorny, 1969；Carmines &

の場合には小学校生活と中学校生活は大きく内容的

Ziller, 1979；井上、1992）。この理由として、清水・

にも質的に違っているため、その違いの影響は大き

吉田（2008）は項目表現が自尊方向と逆方向が存在

いと指摘している。

しており、この項目の表現方向という測定道具とし

また、自尊感情における性差の検討が行われてい
るが、一貫した結果は得られていない。小学生の高

ての工夫が、項目表現別の２因子を導いていると指
摘している。

学年において女子は男子に比べて自尊感情が高いこ

そこで、本研究において、小学生と中学生の自尊

とが示し（竹田、2003）。また、中学生において男子

感情における教師標定を用いて Rosenberg の自尊感

は女子に比べて自尊感情が高いことが示されている

情尺度の妥当性の検討と、小学生と中学生における

（荒木、1999）
。しかし、東（1997）が行ったメタ分

自尊感情の因子構造を明らかにすることを目的とす

析では自尊感情には性差が見られなかったことを示

る。

している。
以上のように、自尊感情は数多く調査されてお
り、そこでよく使用される尺度は Rosenberg（1965）

方法
被調査者：小学４年生154名（男子62名、女子92

の自尊感情尺度である。Rosenberg（1965）は自尊感

名）、小学５年生157名（男子76名、女子81名）、小学

情尺度を自分はこれでよいと感じる自己受容の自尊

６年生174名（男子91名、女子83名）、中学１年生125

感情を測定する尺度として作成した。この尺度は10

名（男子62名、女子63名）、中学２年生134名（男子

項目から構成されているため、測定も簡便である。

67名、女子67名）であった。

そのため、この尺度は、松下（1969）、星野（1970）、
安 藤（1987）
、 山 本・ 松 井・ 山 成（1994）、 桜 井
（2000）
、福岡県青少年アンビシャス運動推進室
（2010）などによって邦訳されている。
この Rosenberg の自尊感情尺度はいくつかの研究
（山本ら、1994、内田・上埜、2010、桜井、2000）に

調査の実施時期：調査の実施は、2012年１月下旬
に行われた。
手続：調査は各クラスに、担任教師により授業時
間を利用して集団形式で行われた。
質問紙
１．自尊感情尺度

よって、信頼性と妥当性を有する尺度とされてい

福岡県青少年アンビシャス運動推進室（2010）が

る。しかし、いずれも他尺度との相関を算出し妥当

Rosenberg（1965）の自尊感情尺度を翻訳した項目が

性を検討しているものである。村上（2006）は、他

用いられた。評定は「まったくあてはまらない」
（１

尺度からの相関のみを用いて妥当性を有する尺度で

点）～「とてもよくあてはまる」
（４点）の４段階で

あるという報告を行っている研究について疑問を投

ある。

げかけており、妥当性の検討について、他者評定や
学力などの客観的数値などの外部基準を用いて相関
を算出することが望ましいとしている。

２．児童・生徒の自尊感情に対する教師標定
「自分自身を価値あるものとして評価し信頼する

また、この自尊感情尺度はいくつかの問題点が指

感覚を持っている子どもですか」という質問に対し

摘されている（田中、2008；榎本・田中、2006）。こ

て、担任教師は学級内の子ども全員を「あてはまら

の問題点には、自尊感情尺度の因子構造に関するも

ない」（１点）～「あてはまる」（５点）の５段階評
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因子を消極的自尊感情と命名した。これらのことか

定を行った。

ら、自尊感情における因子構造として１因子構造と
結果および考察

２因子構造が明らかにされた。これは、Rosenberg

自尊感情尺度の10項目に対して主因子法の因子分

は１因子構造を想定していたが、清水・吉田（2008）

析を行った。固有値が1.0以上、因子を構成する項目

が示唆するように肯定的な表現と否定的な表現が２

の因子負荷量が .45以上で解釈可能な因子構造にな

因子構造を示したと考えられる。また、１因子構造

ることを条件として分析を繰り返したところ、１因

と２因子構造において、８項目目の「わたし（ぼく）

子と２因子が抽出された。１因子における累積寄与

は、もっと自分を尊敬できたらいいなと思う。」が外

率は41.56％であり（表１）、
「わたし（ぼく）は、と

れている結果になっている。これは、田中（1999）

きどき「自分はだめだなぁ」と思うことがある。」と

が示唆するように、自分を尊敬するという言い回し

「わたし（ぼく）は、もっと自分を尊敬できたらいい

が日本人の自尊感情にそぐわないことが考えられ

なと思う。
」の２項目が削除され、合計８項目から構

る。さらに、１因子構造において「わたし（ぼく）

成されている（表１）。また、２因子における累積寄

は、ときどき「自分はだめだなぁ」と思うことがあ

与率は55.73％であり、「わたし（ぼく）は、あまり

る。」、２因子構造において「わたし（ぼく）は、あ

得意なことがない。」と「わたし（ぼく）は、もっと

まり得意なことがない。」が外れる結果になってい

自分を尊敬できたらいいなと思う。
」の２項目が削

た。これらの項目は逆転項目であり、項目の反応の

除され、合計８項目から構成されている（表２）。２

違いから外れてしまったと考えられる。

因 子 に お い て、Carmines & Ziller（1979） と 遠 藤

次に、本調査で抽出された因子の信頼性と妥当性

（1992）に従って、第Ⅰ因子は積極的自尊感情、第Ⅱ

の検討を行う。また、Rosenberg が想定している10

表１

自尊感情における質問項目及び探索的因子分析における因子負荷量（１因子）
因子負荷量

わたし（ぼく）は、友達がやるのと同じくらいにいろいろなことができる。

.693

わたし（ぼく）は、いくつかの点でみどころがあると思っている。

.677

わたし（ぼく）は、少なくとも自分がほかの人と同じくらい価値ある人だと思う。

.616

わたし（ぼく）は、自分のことを積極的に認めている。

.602

わたし（ぼく）は、あまり得意なことがない。

－.526

わたし（ぼく）は、すべての点で自分に満足している。

.519

わたし（ぼく）は、何をやっても失敗するのではないかと思ってしまう。

－.498

わたし（ぼく）は、ときどき「役立っていないなぁ」と感じることがある。

－.458

表２

自尊感情の探索的因子分析における因子負荷量（２因子）
因子負荷量
因子Ⅰ

因子Ⅱ

積極的自尊感情
わたし（ぼく）は、いくつかの点でみどころがあると思っている。

.704

.003

わたし（ぼく）は、少なくとも自分がほかの人と同じくらい価値ある人だと思う。

.691

.081

わたし（ぼく）は、友達がやるのと同じくらいにいろいろなことができる。

.682

－.022

わたし（ぼく）は、自分のことを積極的に認めている。

.592

－.044

わたし（ぼく）は、すべての点で自分に満足している。

.510

－.070

消極的自尊感情
わたし（ぼく）は、ときどき「自分はだめだなぁ」と思うことがある。

.088

.703

わたし（ぼく）は、ときどき「役立っていないなぁ」と感じることがある。

－.038

.602

わたし（ぼく）は、何をやっても失敗するのではないかと思ってしまう。

－.107

.556

因子相関係数

因子Ⅱ －.550
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項目の信頼性と妥当性を算出し、それらの因子の信

ら、
「１因子」と「２因子」は「10項目」の相関係数

頼性と妥当性の値との比較を行い、いずれの因子が

の値に違いはなく、これらの因子は「10項目」と同

妥当性と信頼性を有しているか検討を行う。その

様の識別力を持っていると考えられる。特に、
「１因

際、Rosenberg が想定している10項目を「10項目」、

子」は「10項目」と同等の識別力を有しているもの

１因子を「１因子」と２因子を「２因子」と表記す

であると考えられる。しかし、「１因子」、「２因子」

る。

および「10項目」において、中学１年生における自

信頼性の検討のため、Cronbach の α 係数を算出し

尊感情と教師標定の相関係数は有意ではなかった。

たところ、
「１因子」において .795の値を示してい

この理由として、小学校と違い中学校の担任教師は

た。また、
「２因子」において、積極的自尊感情

全ての教科を指導することはなく、各教科の教師が

は .788、消極的自尊感情は .656を示し、これらの項

その教科を指導することになっている。そのため、

目をまとめた場合 .785の値を示していた。さらに、

中学校の担任教師は生徒と接する時間も少ないた

「10項目」において .789の値を示していた。これらの

め、生徒の自尊感情に関する行動を観察することが

項目について学年ごとの値を算出した結果、「１因

困難だったため、生徒の自尊感情が無相関であった

子」は「10項目」と同様の値を示していた（表３）。

と考えられる。

このことから、
「２因子」における消極的自尊感情を

以上のことから、自尊感情において「１因子」は

除いて、信頼性が確かめられた。また、
「１因子」は

「２因子」に比べて、信頼性および妥当性が高いこと

「10項目」と同等の信頼性を有していることが考え

が示唆された。また、
「１因子」は「10項目」と同等
の信頼性と妥当性を有していることが示唆された。

られる。
教師標定との相関を用いて妥当性の検討を行っ

このことから、
「１因子」の８項目は10項目の自尊感

た。その結果、
「１因子」において .352（p<.01）の

情尺度と同様の識別力を有していることが考えられ

値を示していた。また、
「２因子」における積極的自

る。そこで、今後の分析では、
「１因子」の８項目の

尊 感 情 は .358（p<.01）
、 消 極 的 自 尊 感 情 は .184

合計得点を算出して分析を行っていく。

（p<.01）を示し、これらの項目をまとめた場合 .341

分析方法は下位尺度得点を従属変数とし、学年と

の値を示していた。さらに、
「10項目」において .350

性を独立変数とする２要因の分散分析を行った（表

（p<.01）の値を示していた。また、これらの項目に

５）。

ついて学年ごとの値を算出した結果、
「１因子」は

まず、女子において、小学４年生、小学５年生及

「10項目」と同等の値を示していた。これらのことか

び小学６年生は中学２年生より自尊感情得点が有意

表３

各因子における学年ごとの α 係数
全

体

小学生

中学生

小学４年

小学５年

小学６年

中学１年

中学２年

10項目

.789

.781

.801

.776

.763

.803

.776

.821

１因子

.795

.791

.801

.779

.774

.818

.779

.821

２因子

.785

.780

.794

.766

.753

.815

.787

.801

積極的自尊感情

.778

.780

.780

.751

.760

.824

.810

.752

消極的自尊感情

.656

.617

.702

.609

.647

.589

.697

.701

表４

各学年における自己評定と教師標定との相関関係
全

10項目

体

小学生

中学生

小学４年

小学５年

小学６年

中学１年

中学２年

.350**

.444**

.152*

.390**

.458**

.485**

.085

.189*

１因子

.352**

.449**

.144*

.377**

.461**

.510**

.068

.187*

２因子

.641**

.441**

.124*

.391**

.455**

.480**

.063

.161

積極的自尊感情

.358**

.433**

消極的自尊感情

.184**

.282**

.188**
－.012

.403**

.448**

.455**

.144

.218**

.273**

.354**

－.084

.226**
.020
**p<.01, *p<.05
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表５

下位尺度得点の平均値（標準偏差）と分析結果

自尊感情

小学４年生

小学５年生

小学６年生

中学１年生

中学２年生

主効果

交互作用

男子

女子

男子

女子

男子

女子

男子

女子

男子

女子

学年

性

19.7

20.4

20.6

19.8

19.1

20.1

20.6

18.0

20.2

17.7

2.22

7.56**

6.07**

（3.7）（4.6）（4.1）（3.9）（4.5）（4.0）（4.0）（3.5）（4.2）（4.0）
**p<.01, *p<.05

に高かった。また、小学４年生と小学６年生は中学
１年生より自尊感情得点が有意に高かった。Harter
（1982）と Simmons et al.（1973）は12～13歳で自尊
感情が低下することを示している。これは、小学校
から中学校へと学校的文脈の変化があるため、その
影響を受けて自尊感情得点が低下していると考えら
れる。さらに、中学１年生と中学２年生の男子は女
子に比べて自尊感情得点が有意に高かった。荒木
（1999）は中学生において男子は女子に比べて自尊
感情が高いことを示しており、本研究においても同
様の結果を示していた。これは、学校的文脈の変化
が男子に比べて女子への影響が強いため女子の自尊
感情得点が低下していると考えられる。これらのこ
とから、女子において小学生から中学生にかけて自
尊感情は低下していると考えられる。また、中学生
において男子は女子に比べて自尊感情が高いことが
考えられる。
以上のことから、８項目から構成される自尊感情
尺度の妥当性及び信頼性が確かめられた。これらの
項目は項目数が少ないにもかかわらず、Rosenberg
が作成した10項目と同等の識別力を有していること
が確かめられた。そのため、より短時間で自尊感情
を測定することが可能であると考えられる。今後
は、小学生と中学生の自尊感情の標準化を行う必要
があると考えられる。また、中学１年の自尊感情と
教師標定は無相関であり、担任教師が中学１年生の

幸（監訳） 親から子へ幸せの贈りもの ― 自尊感情を伸
ばす５つの原則―
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『子ども学のすすめ』

意義等について論じている。第３部「子どもの生活

西九州大学子ども学研究会編

題に迫っている。特別支援の子ども、生活体験学習、

体験と子育て支援」では、現代の子育てが抱える課
親による育児の孤立化という、現代的な課題に正面
から取り組み、実践的な解決方法を提示しようとし
ている。専門書、大学でのテキストとしての活用だ
けでなく、子育て関係者や一般への啓蒙書として、
比較的わかりやすい表現で記述されているという特
徴があろう。
すべての内容について、論ずることは紙面の都合
上困難であり、幾つかの特徴的内容について評す
る。子どもの本性の内容の中では、生物学的基本事
項を的確に押さえていることに加え、子ども学の基
本となるものとしてとして、特徴的な内容「遊び」
と「自立」について項目をたてて記述している部分
は本質的な課題を改めて学問的にとらえ直している
ということで評価できる。遊びに関しては「子ども

本書は「子どもと子育てをめぐる社会システムの

の成長にとって最も必要なものは『遊び』である」

構築が、公と私の協働で進められている。『子ども』

と断言し、子どもにとっての遊びは大人とは異なり

がこれほどクローズアップされた時代は、いまだか

「生活を通して生活に必要な基本技術や人との付き

つて存在しなかった」という社会背景で生まれてき

合い方を学ぶ一種の訓練、大人になるために欠かせ

た、ととらえている。そして、子ども学は「子ども

ない行動である」と意味づけている。中でも自然体

を研究の対象に据え、子どもについての科学的理解

験学習の重要性を示した上で、
「自立」という子育て

をめざすと同時に、子どもの幸福の実現に寄与する

の究極の目標へとつなげている。自立の項では、乳

ことをめざした学問」であり、本書でも「伝統的学

児期から丁寧に自立に向けての子育ての留意点を記

問の枠組みを越えて、多様な視点と方法で子どもと

述している。ただし、内容をよく読み込めば理解で

子ども期を見つめなおし」ており、まさに、次世代

きるが、「親や大人は安全にだけ気をつけて子ども

育成の希望が託された内容となっている。しかしな

の発達を見守るという『子守の思想』で子育てをし

がら、あらかじめ、記述内容は西九州大学関係者に

たい」というまとめで示された結論は、放任しても

よるという限定されたものであるということは押さ

よいなどと短絡的にとらえられる恐れがあり、生活

え置く必要があろう。

習慣づくりや指導の必要性を一言入れておく必要が

本書は、以上のような問題意識のもとで作成され

あるのではないかと思われる。

た学際的なアプローチによる共同研究の成果であ

日本の子育ての章では史的な分析を踏まえた上で

る。構成は第１部「変化する社会と文化のなかの子

ジェンダー・バイアスについて鋭く切り込んでお

ども」では、時代の変化でも普遍性を持つ「子ども

り、「他者との相互理解と協力を学んで生きるため

の本性」
、続いて西洋と日本の歴史における子ども

に、性差にとらわれない子育てや教育の在り方が問

期の変遷を概括し、現代の子どもや教育の様態を

われてる」という男女共同参画が社会において進展

ジェンダーやエスニシティの視点から検討してい

しているといわれる中で敢えて苦言を呈している。

る。第２部「自然と子どもとの共生」では、自然的

願わくば、子どもの権利条約の視点を入れ、延長保

存在としての子どもに着目している。子どもという

育の問題など男女共同参画社会の進展における我が

生命の誕生と発育の過程、子どもをとりまく自然環

国の政策実施の中で、子どものよりよい成長・発達

境の変化、子ども期における自然体験と環境教育の

の視点からの課題についてもさらに論述が欲しいと
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ころであろう。第９章では本学会の永田誠会員が

る。今後は生活体験学習におけるより精緻な通学合

「子どもの生きる力を育む生活体験」というテーマ

宿の位置づけや連携で触れられにくい家庭との関係

で論じている。生活体験学習の中でも佐賀県におけ

を詳細に検討し、提案していくことが求められよ

る通学合宿の特徴と展開過程を考察する中で、生活

う。

体験の持つ教育的意味について考察している。「早

本書全体を概観していえることは、試行的な学際

寝早起き朝ご飯」に対する子どもを中心とした教育

的研究、中でも、自然科学系分野、人文・社会科学

的関係性の再構築の指摘は現代的課題を踏まえたも

系分野、医療系分野という３つの分野が取り上げら

のであるが、そこには子どものよりよい成長・発達

れ、多角的な視点で意欲的に切り込まれているが、

に関しての社会構造的な課題が大きく存在すること

研究上の対話がどこまで活かされて記述されている

を提示していくことが求められよう。数量的な分析

かは、見えずらいということである。子ども観が示

から通学合宿の効果として示された課題解決能力、

されているが、市民性、参画、リテラシーなどの視

身辺的自立、社会的自立、心身の健康の４項目は多

点がさらに求められよう。学際的研究は研究分野の

少抽象的とはいえ、今後の体験学習研究の１つのメ

縦割りという視点や個々人の専門的力量の統一化と

ルクマールとなるものであると評価できる。そこ

いう視点からも困難であることは当然であるが、

で、示された「通学合宿型生活体験学習による地域

個々の内容が子ども学という視点からさらなる深

の教育力概念図」は同心円で広がっていく形でわか

化・総合化が図られることを期待したい。

りやすく、示されているが、同心円では捉えられな
い関係性も今後は図式化していく試みが期待され

［佐賀新聞社、2012年、1500円 + 税］
（福岡教育大学

井上

豊久）
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『はなちゃんのみそ汁』
著

者：安武信吾・千恵・はな

発行所：株式会社

文藝春秋

ん）の壮絶なガンとの闘いと家族愛の物語である。
そして、その一人の女性を支える夫・子ども、そ
の周辺の親を始め医療・保育園・教会、友達・農業
生産者や職場等など多様な人々が、重層的にネット
ワークされ支えていたことが見えてくる。これは偏
に、千恵さんがガンに向き合い、生き続けることを
示し続けたからではないだろうか。夫・安武さんの
妻に対する深遠な愛も、わが身に置き換えてもとて
も出来るものではないが、殺伐とした今の世の中に
このような夫婦愛が存在する事に灯を感じた。
ガンに侵されながら妊娠・出産した “はなちゃ
ん” への愛情は、いつ果てるとも分からないわが命
の時間との競争で、
「ムスメにも、包丁を持たせ、家
事を教えます。勉強は、二の次でいい。健康で、生
きる力がついていれば、将来どこに行っても、何を
しても生きていける」と。保育園時代から家事の躾
が始まり、はなちゃんはその教えを着実に体得して
いく。教える千恵さんも料理が得意な方ではなく、

私が「はなちゃんのみそ汁」著者・安武信吾さん

さらにガンに侵されながらの家事全般の躾は想像を

にお会いしたのは、2011年11月20日佐賀県が開催し

超えるが、その気持ちに応える３才児の健気さ・可

た「食育フェスタ2011」パネラー打ち合わせ会議で

能性の大きさにも感動を覚えた。千恵さんの「育て

あった。この若い新聞記者さんが、食育についてど

る」は結果として「育つ」環境を造型し、はなちゃ

のような話をされるのかの詳細は分からなかった。

んの自立を促進したのではないだろうか。

講演のタイトルは「親が子どもに残せるもの」で、

女性・子育て・食育などをイメージする本書のタ

亡くなられた奥さんのガン闘病生活と “はなちゃ

イトルだが、性別・世代を超えて読んで欲しいと思

ん” の台所での育ちが並行的に、淡々とそのご主人

う。それは、３倍近いスピードで人生を圧縮して生

から語られることに、会場は静かな感動が広がって

きた女性の、夫・娘・親・仲間等々への様々なメッ

いった。

セージが込められていると思うからである。特に若

パネルディスカッションが終わり、私は直ぐに安

い皆さんには、「ガンに対する自己防衛意識を高め、

武さんに武雄市での講演をお願いした。保育士やお

二度と私の道を辿ることのないように」と、千恵さ

母さんたちに、直接聞いてもらいたいと思ったから

んの心からの叫びを聞いてほしい。

である。安武さんは2012年２月４日に武雄での講演
を約束してくれた。
今回紹介する「はなちゃんのみそ汁」は、2012年

12年２月４日、安武さんと “はなちゃん” が武雄に
講演にきてくれた。今回は特別に、保育園近くの武
雄高校生の聴講を学校側にお願いしていた。

３月15日が第１刷で武雄講演の後に出版されもの

講演の最後に感想や意見をポストイットに記入し

で、既に10刷を超えているという。会の原稿締め切

てもらったが、安武さんの講演に感動したとの意見

り日の朝に読み終えたが、さらに感動に涙する事が

が中心だったが、その外に予防医療のことや女子学

多かった。

生からは食事づくりの経験がないこと、毎日食事を

今までに食育関連で安武さんの講演を聞いてきた

作ってくれる母親への感謝、地産地消や旬産旬消の

関係もあり、そのことや “はなちゃん” の育ち・成長

食生活が身体や脳を造型することに無関心であっ

に目が向いていたが、本書を読むと33歳でこの世を

た、等など多くの意見が寄せられ、小さなポスト

去らねばならなかった若い女性・母親（安武千恵さ

イット両面にびっしりと感動を綴ってくれた女子高
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校生も数人いた。この意見からも、高校生が日常的

所子育て（子育ち）で「生きる力」を得たが、高校

に受験勉強に追われ、家事手伝い地域の生活情報に

生たちはどこでその力を獲得してくれるのだろう

も疎い事を窺い知ることができた。

か。国際化・人口減少化の中でクオリティの高い日

最後に野菜グループに “はなちゃん” が飛び入り

本人が益々求められてくるが、その人間力の基礎基

し調理してくれた “延べだご汁” を皆で楽しんだが、

本・個の確立は家庭の台所・食堂周辺が原点と本書

女子高校生の感動の涙も一転 “はなちゃん” のテー

を通じてあらためて感じた。

ブルに集まり談笑する姿に、高校生の解放的姿を久
しぶりに見た。
さて、すでに “はなちゃん” は、小学校入学前に台

参考

http://talkbar.saga-s.co.jp/「親が子どもに残

せるもの」
（前小鳩の家保育園

井上一夫）

第13回研究大会
【１】大会校主催シンポジウム（概要報告）

「子育て・家庭教育（家族）支援と生活体験
― 多様化する家庭を支えるために ― 」
日

時：2012年１月28日（土） 13：40~16：30

会

場：西九州大学短期大学部

【２】学会主催シンポジウム（概要報告）

「家庭教育支援の光と影」
日

時：2012年１月29日（日） 14：10~16：30

会

場：西九州大学短期大学部
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【１】大会校主催シンポジウム

「子育て・家庭教育（家族）支援と生活体験
― 多様化する家庭を支えるために ― 」
【シンポジスト】
東内瑠里子（日本福祉大学）
川邊

浩史（西九州大学短期大学部）

古川恵美子（唐津市鏡山小学校）
【コメンテーター】
山本

健慈（和歌山大学）

【コーディネーター】
永田

誠（西九州大学短期大学部）

組織的に進めることが確認され、本共同研究を立ち
上げるに至った。
日本生活体験学習学会は、子どもたちの発達を促
進するための代表的な研究活動としては、2001年に
学会員を中心的に組織された共同研究グループによ
り取り組まれた「子どもの心と体の主体的発達を促
進する生活体験学習プログラムの開発に関する研
究」（研究代表者；南里悦史）（科学研究費補助金基
盤研究（Ｂ））が挙げられよう。これにより得られた
研究成果は、草創期の日本生活体験学習学会を理論
的に支える研究活動に貢献し、会員の啓発活動によ
り、生活体験事業行政の推進はもとより、研究者と
実践者との交流による子育てネットワークの拡充等
に大きな役割を果たしてきた。
一方で、西九州大学短期大学部が属する学校法人
永原学園は、
「高度の知識を授け、人間性の高揚を図

０．はじめに―日本生活体験学習学会と西九州大学
短期大学部における共同研究―
今回の日本生活体験学習学会第13回研究大会にお

り、専門知識と応用技術をもって社会に貢献し、世
界文化の向上と人類福祉に寄与する人物を養成す
る」ことを建学の理念に謳い、基本構想として「①

ける大会校シンポジウムは、日本生活体験学習学会

健康と福祉に関する「知の創造拠点」の整備充実、

と開催校である西九州大学短期大学部にて取り組ん

②新しい社会人としての人間的資質の養成「あすな

できた共同研究の一環として、新たな家庭教育支援

ろう」の精神に基づく人間教育、③人間の健康と福

としての方途を探るべく重ねてきた成果の報告と、

祉に寄与する専門的職業人の育成」を掲げ、健康・

今後の研究課題を明確化するための契機として企画

福祉・教育に関する学部学科を有する。

した。そのため、１年間を通して本シンポジウムに

そうした経緯を踏まえ、平成23年度より日本生活

向け準備を進めてきた経緯と、研究会における議論

体験学習学会は、西九州大学短期大学部との共同研

を通した本シンポジウムの課題について、まず述べ

究を立ち上げ、
「超少子化社会における「家庭教育支

ていきたい。

援」にかかわる生活体験プログラム開発に向けた基

日本生活体験学習学会と西九州大学短期大学部に

盤的研究」に取り組むことが構想され、本共同研究

おける共同研究の一環として開催するにあたり、①

は、学校法人永原学園平成23年度「特色ある教育研

主たるテーマを「家庭教育支援」として設定するこ

究」（研究代表者：永田誠）に採択された。

と、②シンポジウムは学会員のみならず、生活体験

今回の共同研究においては、
「家庭教育支援」に焦

や家庭教育に関心を持つ教員及び行政関係者、子育

点化し、家族や子育てを取り巻く多様な問題状況を

て支援リーダー等の学会外にも広く門戸を開いた成

的確に把握し、子育て支援と家庭教育、つまり「教

果報告とすること、③現代的課題としての家庭教育

育」と「福祉」をつなぐ理論構築による実践的なプ

支援・子育て支援という課題に対応するためには、

ログラムの開発と、実践者の組織する子育てネット

研究者と実践者との協働が不可欠であるという３点

ワークの実行による成果の検証を図るシステムの構

の認識のもと、これまで子どもの生活と体験活動に

築を目指すための基盤的な理論構築の契機とするも

関する研究蓄積を有する日本生活体験学習学会と、

のである。そのため、学会の理事会等にあわせて、

これまで健康や福祉分野の専門的職人の育成に取り

研究会を開催してきた。研究会の日時と発表内容に

組んできた西九州大学短期大学部の緊密な連携によ

ついては、以下の通りである。本研究会には、日本

り、
「実践性」
、
「学際性」、
「現代性」に基づく研究を

生活体験学習学会の会員はもとより、共同研究者で
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ある５名（川邊、武富、坂井、永田（以上、西九州

れた。2004年には、具体的な施策メニューを提示す

大学短期大学部）
、青木（西九州大学）
）も参加し、

る「少子化社会対策大綱」が策定され、
「超少子化社

活発な議論を行ってきた。

会」における「子ども・子育て応援プラン」がス

平成23年度日本生活体験学習学会・永原学園共同研究会
日

時

大名公民館

第５回研究会

11月19日（土）
15：30～
17：30

大名公民館

第４回研究会

９月10日（土）
15：30～
17：30

西九州大学短期大学部

第３回研究会

７月２日（土）
15：30～
17：30

大名公民館

第２回研究会

５月14日（土）
15：30～
17：30

大名公民館

第１回研究会

３月19日（土）
15：30～
17：00

会場

内

容

⃝上野景三（佐賀大学）
「日本
生活体験学習学会・永原学
園共同研究の経緯と研究計
画について」
⃝共同研究者の自己紹介と研
究関心に基づく議論
⃝井 上豊久（福岡教育大学）
「 文 部 科 学 省 平 成22年 度
「家庭教育支援」研究チー
ム全国調査結果の報告」
⃝古賀倫嗣（熊本大学）
「家庭
教育支援と生活体験学習の
関わり」
⃝永田 誠（西九州大学短期
大学部）「佐賀県における
家庭教育支援の現状―平成
22年度アバンセ調査をもと
に―」
⃝川邊浩史（西九州大学短期
大学部）「障害児とその家
族に対する支援と実際」
⃝桑原広治（山江小学校）
「家
庭教育支援を志向するマネ
ジ メ ン ト・ コ ミ ュ ニ ケ ー
ションを問う―再び、学校
現場におけるコミュニケー
ション教育の現状と課題～
なぜ、言葉をつなげないの
か、つながらないのか」
⃝正 平辰男（純真短期大学）
「生活体験学校の総括に向
けて Part 1」

タートした。
そして、2006年に改正された教育基本法は、その
第10条で「家庭教育」を新設し、
「父母その他の保護
者は、この教育について第一義的責任を有するもの
であって生活のために必要な習慣を身につけるとと
もに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を
図るよう努めるものとする」と謳い、国は「地域に
おける家庭教育支援基盤整備形成事業」をスタート
させるなど、家庭教育支援を重視する方向を提示し
た。市町村においても小学校単位で「家庭教育支援
チーム」を開設するなど、従来子育て支援事業で展
開されてきた施策を社会教育の枠組みで再編する動
きが見られている。
このような政策的変遷の中で、乳幼児を対象とす
る「子育て支援」と従来からの保護者（親）を対象
とする「家庭教育」とをどのように結合させ、問題
解決に有効な政策の枠組みをつくり出すかが、教育
政策の新たな課題として登場してきた。すなわち、
乳幼児期は厚生労働省系統の「子育て支援」、学童期
以降は文部科学省系統の「家庭教育支援」という２
本立ての政策を、地域の子育て家庭（保護者）への
支援としてどのように一体化していくのかという課
題である。
実際に、佐賀県内の全市町を対象とした調査にお
いても、県内全市町で家庭教育支援や子育て支援事
業は実施されているものの、事業内容は一律したも
のではなく、市町間で事業の取り組みに差が見られ
ることが明らかとなっている。取り組みの差が生ま
れる要因としては、①市町規模や財政状況で、事業

１．子育て支援・家庭教育支援と生活体験をめぐる
課題

実施に自治体間での格差が生まれている、②縦割り
行政による支援の「総量」把握が十分でない、③自

日本において少子化社会への移行が明らかになっ

治体間・行政間の事業をつなぐコーディネート的な

たのは、1989年の「1.57ショック」であったが、問

役割、機能が不足、の３点が指摘されている。（佐賀

題の重要性がようやく認識されたのは、1994年の

県立生涯学習センターアバンセ「平成22年度生涯学

「今後の子育て支援施策の基本方向について」から

習基礎データ調査事業」報告書『家庭の教育力向上

である。しかし、保育政策に偏重した政策展開は、

にむけた支援の方策に関する調査研究～行政編～』

合計特殊出生率の低下に歯止めがかからないという

平成23年３月）

状況を生み、1999年「少子化対策推進基本計画」、
2003年には「次世代育成支援対策推進法」が制定さ

めまぐるしい政策転換の中で、総量として学習機
会や支援が増加したことは間違いないだろう。しか

「子育て・家庭教育（家族）支援と生活体験 ―多様化する家庭を支えるために―」

し、家庭教育（支援）及び子育て支援の供給元が分
散され、それによって学習機会や支援の内容や受け
家庭や保護者に行き届いていない、もしくは本当に

は、もはや家庭教育の領域だけでなく、福祉・保
と実践が不可欠となっている。すなわち、家庭にお
ける子育て・親育ちの多様な現状と課題を明らかに

対象者

健・栄養等の領域を含めた複合的且つ学際的な研究

会場

しくなる「家族問題」
「子ども問題」の多様な現実

日時

加えて、現代社会の様々な変動の中でますます厳

日本生活体験学習学会
西九州大学短期大学部

西九州大学短期大学部１号館

コメンテーター
（学会外研究者）

（1） シンポジウムの構成
本シンポジウムでは、まず、日本福祉大学の東内

て、本共同研究の一員でもある西九州大学短期大学

パネリスト①
（学会員）
壇

部の川邊浩史会員に障害を持つ子どもとその家族の

登

る問題状況の整理を行っていただく。それを受け

生活と食育実践について、共に具体的な事例を挙げ

「子育て支援」等について研究・実践を重ねてこら
れ、現在、文部科学省の中央教育審議会生涯学習分
科会や「家庭教育支援の推進に関する検討委員会」
の委員も歴任されている和歌山大学学長の山本健慈

東内瑠里子（日本福祉大学准
教授）
；多様化する家族・子育て・
保育に関する問題状況の整
理

パネリスト③
（県内実践者）

古川恵美子（唐津市立鏡山小
学校栄養教諭）
；学校からみた子ども（家庭）
の食生活と食育実践

つつご報告をいただいた。
コメンテーターとしては、長年「地域生涯学習」

山本健慈（和歌山大学学長・
中央教育審議会生涯学習分科
会委員・文部科学省「家庭教
育支援の推進に関する検討委
員会」委員）
；多様化する子ども・保護者
の生活実態と子どもの成
長・発達支援に向けた地域
支援者の役割

パネリスト②
（永原共同研究）

者

川恵美子氏には、学校からみた子ども（家庭）の食

など

川邊浩史（西九州大学短期大
学部准教授・NPO 法人広島発
達支援の会リバシー副理事
長）
；障害を持つ子どもとその家
族の生活を支える NPO にお
ける支援

生活を支える NPO における支援の事例について、
佐賀県内の実践者として、唐津市立鏡山小学校の古

131教室

研究者、保育・教育関係者、家庭教育・
子育て支援関係者、社会教育関係者、保護者

ムの開発と展開が求められているのである。

瑠里子会員に多様化する家族・子育て・保育に関す

佐賀県教育委員会

平成24年１月28日（土）13：40～16：30

し、その多様性に即したきめ細やかな支援プログラ

２．シンポジウム概要

後援

状況として散見されていよう。

共催

必要な支援となりえていない状況が、今、全国的な

日本生活体験学習学会第13回研究大会
大会校主催シンポジウム
「子育て・家庭教育（家族）支援と生活体験―多様化する家
庭を支えるために―」
主催

手となる対象に重複や偏り、そして、本当に必要な

105

コーディネーター

永田 誠（西九州大学短期大
学部准教授）

氏をお迎えした。これら３本のご報告を踏まえ、今、
支援を求める対象となる家庭の実態像とそうした家

（2）シンポジウムの概要

庭に対する支援の課題について提起して頂き、実効

シンポジウムでは、まず永田より本シンポジウム

性のある支援方策とはどのようなものかについて討

の趣旨説明と登壇者の紹介を行った後、パネリスト

議を深めていった。

からの報告を行った。

なお、本シンポジウムのコーディネーターは、共
同研究の代表者であった永田が務めた。

東内会員からは、『「親が子育てをしなくなった」
という言説は本当か？』という問いがフロアに向
かって行われ、保護者（家庭）に対する「第１義的
責任」がプレッシャーとなり、より一層孤独に追い
込むとともに、親自身が過度に自らの子育ての責任
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を感じることで、一層翻弄されているのではないか

山本氏からは、子育て支援・家庭教育支援の前提

ということが、ニュージーランドの詩を紹介しつ

として、「子どもがいるから、親になるわけではな

つ指摘された。そうした状況の中で、東内会員は、

い」、「子育ての様々な経験の中で、親自身が親にな

「預かってもらえればいい」という意識から始まっ

るための学びを通して、親になっていく」という過

た親の意識が、支援の中で自らの気持ちを「受け止

程を認識しなければならないことが指摘された。そ

めてもらえる経験」を経て、
「心身ともに余裕ができ

の上で、現在、
「多様化」という用語が頻繁に使用さ

たことで、自らの態度を見直す」という保護者の態

れるが、支援者は「多様化」する家庭を支える覚悟

度変容に至った事例を踏まえ、親の子育て・家庭教

とアプローチを持たなければならない点が提起され

育に関する支援における段階的支援の必要性と到達

た。

点としての生活の安定が提起された。

具体的には、家庭が多様化する中で、支援者をは

次に、川邊氏からは、NPO による障害児の療育活

じめとする周囲は、自身の価値観では理解できな

動とそこでの保護者会設立を通した子どもと保護者

かったり、支援する範疇を超えたりといった「はみ

の変容と、そこにおける家庭 ― 学校のコーディ

出る」事例も生まれてくる。時には、支援者自身や

ネート機能の必要性が提起された。その中では、実

属する組織のミッションの機能を越えるため無力さ

際に NPO が関わったネグレクトの事例とその克服

にも直面させられることもあるが、それでも立ち向

に向けた関わりをもとに、第３者（NPO）が介入し

かい、そうした家庭を受け止める覚悟が必要とされ

たことにより、保護者自身が時間はかかりつつも、

る。一方で、そうした家庭に出会った際に、支援し

子どもに対する嫌悪感が薄れ、我が子の就職活動の

ようとしても、多面的な視点を持たなければ、問題

サポートをしたり、NPO に積極的に参加するよう

の全体像さえ掴むことができないだろう。そうした

になった事例が報告された。そうした事例等をもと

中で、自らの個人情報に当たるような事柄も相手に

に、障害という特別な支援が必要となる子どもの育

自己開示しつつ、信頼関係を構築することができる

ちを支援するためには、
「安心できる空間」、
「継続し

かが支援の第一歩となると提起された。それは、こ

たマンパワー」
、
「リーダーシップ」の３点が重要で

うした覚悟とアプローチの上に、本来の支援があ

あり、子どもを中心に多様な機関と保護者を一緒に

り、また子どもをもった大人が親になる学習プロセ

取り込みつつ療育を行うという「輪づくり」の必要

スが存在していることを示唆しており、また、対象

性が提起された。

となる家庭が多様であれば、覚悟とアプローチも多

３番目に、佐賀県内の実践者として唐津市立鏡山

様であり、曖昧にならざるを得ず、それを享受する

小学校栄養教諭の古川恵美子氏に「学校からみた子

人間的な広さが、現代の支援者には求められる素養

ども（家庭）の食生活と食育実践」に報告をいただ

であることが提起された。

いた。その中では、
「早寝・早起き・朝ごはん」に学

その後、フロアとの意見交換を踏まえ、山本氏か

校教育で取り組まなければならない日本社会の問題

ら最後のまとめとして、
「子育てとは、答えのない教

状況を踏まえ、学校給食を中心とした食育実践と家

科書に、毎日出会うようなもの」との例えを提示さ

庭へのフィードバック（味噌汁づくり）の事例が報

れ、
「ヒト」を「人間」にするという過程の中で、人

告された。その中では、
「おにぎり・お弁当の日」で

間像の違い超えた「共存」をどのようにつくりあげ

子ども自身が食に関わることで、自分でつくるとい

るかであり、そのために教育は存在するということ

う自立心や親への感謝する心の芽生え、そして、家

を再度、確認しなければならないことが提起され

庭における親子の会話の増加といった成果が報告さ

た。

れ、
「食を変えて、生活を変える」「子どもを変えて、

ひ

と

このシンポジウムを通して、各事例は学校教育・

親を変える」という学校を通した家庭教育へのアプ

福祉・子育てと多岐にわたるものの、子育てとは、

ローチが報告された。

人間の本性としての「動物的個性」との格闘こそが、

その後、休憩を挟んで、コメンテーターである山
本氏よりの論点提起と総括討議を行った。

子育てにおける「エピソード」であり、その「エピ
ソード」を人に伝え、分かち合うプロセスを蓄積す

「子育て・家庭教育（家族）支援と生活体験 ―多様化する家庭を支えるために―」
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ることが、山本氏らによって長年に渡ってつくりあ

したい。感想は、本シンポジウムの内容を踏まえ、

げられたアトム共同保育所のエッセンスであり、語

支援することが難しい事例に立ち向かおうとする参

り合いによる「共同学習」であることを、フロアと

加者の意欲と覚悟が看取でき、このシンポジウムの

ともに共有することができたのではないだろうか。

企画者として、一定の役割を果たすことができたと
安堵するとともに、これを学会として継続的に議論

３．まとめにかえて
そこでは、
「家庭教育支援でやるべきことは、「親

することの重要性を再認識したところである。
⃝心開ける場、そして空気、雰囲気をどう作るか。

になるプロセスを学習する」ことを支援する」こと

マニュアルではない。ゆったりとしたものが必

である。そして、今日、家庭が多様化する中で、支

要と思った。しかし、孤立、困難、人（家庭）

援者は自分のキャパシティだけでははみ出す家庭に

にどう参加してもらえるか、若い人はツイッ

対して支援する困難に直面する覚悟が必要であり、

ター、ブログなどネットの世界につかっている

そうした現実に立ち向かうためには、互いの違いを

が、これとどう切り結ぶか？

克服しつつ、子どもや親の幸せのために考え合うこ

⃝子育て、家庭教育の支援は、地道に地域の中で

とが求められる。家庭が多様化するからこそ、支援

取り組んでいかないといけない。不安や悩みを

のためのアプローチは多様であり、組み合わせも無

持つ親を支えながら、地域で繋がるネットワー

限である。だからこそ、家庭や学校、地域の多様性

クを作りたい。地域へのアプローチの仕方を

を認め合う共同の関係の中で、どのような支援が有

探っていきます。

効なのかを試行錯誤の中から創出する「総合的プロ

⃝３名のシンポジストのお話から、「子育て＝親

デュース能力」を有する支援者（集団）の存在が重

育ち」だとつくづく感じました。また、このよ

要であることが提起された。

うな方々のマンパワーやコーディネーターが

本シンポジウムでは、学会員をはじめ研究者、行

キーポイントだと思っております。一人のコー

政関係者、実践者（保育者・サークル関係者等）が

ディネーターで困難であれば、関係する人、意

一同に介し、真剣な議論が交わされた。現代におけ

欲のある人が立てる「子育て支援プラットホー

る子どもの育ちや家庭（教育）を支援するための視

ム」でも良いのではないかと思います。この

点として、①「一体、家庭や家族を支援するのは誰

方々が一体化を目指して進められたら良いと思

のためなのか」を常に考え続けながら支援を行って

う。

いくこと、②立場や価値観の違いを超え、困難を分

⃝行政の中で嘱託として子育て支援をしています

かち合える関係性をいかに生み出していくのか、そ

が、今日はいろいろな視点から聞くことが出来

して、③そのための「対話」と「共同の場づくり」

ました。我が町にできること、人との繋がりの

の重要性の３点について共有することができたので

中でできる事を探りながら、何ができるか考え

はないだろうか。

ていきたいと思います。

最後に、当日の参加者からの感想を抜粋して掲載

〔文責：永田

誠（西九州大学短期大学部）〕
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【２】学会主催シンポジウム

「家庭教育支援の光と影」
【シンポジスト】
古賀

倫嗣（熊本大学）

井上

一夫（元小鳩の家保育園）

井上

豊久（福岡教育大学）

彌富

佳宏（佐賀県中央児童相談所）

【コーディネーター】
上野

景三（佐賀大学）

育て委託」という重大な「影」を生みだしたと述べ
た。古賀は、政策の枠組みとして、1994年の「今後
の子育て支援施策の基本的方向について（エンゼル
プラン）」に始まる「子育て支援」の政策的展開（厚
生労働省）、1999年に開始された「家庭教育手帳」
「家庭教育ノート」配布に見られる「家庭教育支援」
の政策的展開（文部科学省）の２つの縦割り行政を
指摘した。前者は、1999年の「重点的に推進すべき
少子化対策の具体的実施計画について（新エンゼル
プラン）」、2003年の少子化社会対策基本法、2004年
の少子化社会対策大綱に基づき「子ども・子育て応
援プラン（2005～09年度）」として体系化され、さら
に政権交代により2010年、「子ども・子育て新シス

１．はじめに
現代日本社会における家族変動・地域変動は、多

テム」の提起を結果した。
これに対し、後者は、2000年の中央教育審議会報

様な「家庭問題」「子ども問題」を生み出している。

告「少子化と教育について」で基本的な方向性が示

このため、現在国においては「家庭教育支援チーム

され、2004年の教育基本法改正により施策の制度

の創設」
、
「子育てサポーターリーダーの養成」
「子育

化が進んだ。古賀は、教育基本法第10条がうたう

て・親育ち講座の実施」等の家庭教育支援施策が進

「２

国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を

められている。こうしたサービス施策は、
「子育て不

尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の

安」に直面する保護者にとっては有効な「光」とし

提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策

ての役割を果たしている半面、現実的には「子育て

を講ずるよう努めなければならない。」に関し、具体

委託」
「子育て放棄」という「影」の問題を結果して

的に「家庭教育支援」を進めるための諸課題として、

いることも指摘されている。本シンポジウムでは、

熊本県が実施している「『親の学び』プログラム」を

「1.57ショック（1989年）」に始まる平成の「家族」と

事例に、「学習プログラムの開発と活用」「ライフス

「子ども」をめぐる諸問題を振り返り、「保護者に対

テージの特性（ニーズ）に応じた学習プログラムの

する学習の機会及び情報の提供（教育基本法第10

類型化」「家庭や保護者の実態に的確に対応した学

条）
」を図る「家庭教育支援」の役割について議論を

習プログラム」の３点を提示し、その取組について

深めることを目的とした。

報告した。

シンポジウムの冒頭、コーディネーターの上野景
三は「多様化する家族」という問題認識について、
前日の大会校シンポジウムでの山本健慈（和歌山大

３．子どもと親の自己決定能力を育てる家庭教育
井上豊久は、国立教育政策研究所調査（2011年）、

学学長）の発言、「『多様化』という言葉自体が支援

福岡県調査（2010年）等の子育てに関する調査デー

者の限界を示している。できないことに対応する以

タに基づき、20年前くらい前から「家庭教育に自信

上、覚悟が要る。」を紹介、親が「親」になっていく

がある」と答える親の低下傾向がみられていたが、

力をプロデュースする役割を支援者の課題と問題提

近年増加に転じている。こうした「実態とのズレ」

起した。

の背景には「体験に基づかない自信」、すなわち保護
者の「カラ自信」、があるのではないかと、問題の深

２．
「家庭教育支援」政策と実践プログラム

層部分を指摘した。また、
「思春期の親の方が幼児期

古賀倫嗣は、平成の23年間を振り返って、
「子育て

の親より悩み、抱える課題が大きい」と述べ、さら

支援・家庭教育支援」が「子育て不安」に直面する

に、ひとり親世帯の場合、悩みや課題を抱えるケー

親にとっては「光」の役割を果たしてきた反面、
「子

スは７～８倍にも達することを報告した。
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幼児対象では認定子ども園制度、小学生対象では

創設者の「子どもの側にいつも居ること」を基本理

放課後子どもプラン事業が進められているが、課題

念に、「風の子を育てよう！ 緑と光の中で」という

は多く、家庭教育も個人主義・孤立化から「共助・

新しい保育テーマで取り組んできた。
「緑」は自然で

つながり」への方向転換の時期が来ていること、メ

あり、
「光」は歴史である。周辺の自然環境で「森の

ディア接触に関しても、ビデオを「見る」
、電子メ

幼稚園」的な自然体験保育と、その延長線上での農

ディアを「読む」といった場面からは「親子交流の

業体験を中心に「生きる力」の育成を試みる事業を

時間」を奪っている現実があることを指摘した。さ

進めている。農業体験には、野菜栽培グループ、農

らに、親と子どもとの関係を考える際には、「愛着」

業青年団体、老人クラブなど、地域の多様な参加者

の問題は重要であり、
「延長保育」等の保育政策が本

があり、その結果、保育園自体も、地域の子育て支

当に子どもたちのためになっているかどうか、検証

援センターとして開かれていくのではないか、と述

しなければならないと述べた。こうした課題を踏ま

べた。農業体験を提供する「元気野菜プロジェクト」

え、井上は、子どもと親の自己決定能力（市民性）

で生産された食材は、現在東日本大震災の被災地、

を育てる家庭教育への社会教育の支援を提案した。

福島県飯館村の保育所、特別養護老人ホームに子ど

そのキーワードは、「まず抱きしめて」「楽しみなが

もたちの手で送付されており、その交流活動も紹介

ら学ぶ」
「子ども自身の夢・目標・葛藤・問題解決」

された。

である。そのあと、そうした理念に基づいて活動し
ている団体等の事例報告が行われた。

そうした経験を踏まえて、井上はコミュニティ活
動における共助によって「本当の豊かさ」
「新しい価
値」が見え始めるのではないか、と指摘した。その

４．
「児童虐待」と家族再統合のステップ

具体化には、水平的な地域の「緩やかな人のネット

彌富佳宏は、児童虐待防止法第２条に基づき、
「児

ワーク」が求められる。多様な人材が緩やかにつな

童虐待」とは身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、

がりワークする、そのようなイメージで地域ネット

心理的虐待であることを紹介、相談業務の実態や統

ワークを創出・育成していきたいと述べた。

計等のデータから「なぜ虐待者に実母が多いのか」
と問題を提起、さらに虐待者が接触時間の多い専業

６．質疑応答と感想

主婦に集中していることに注意を喚起した。彌富に

質疑応答では、彌富に対し、閉じこもり・支援拒

よれば、そうした親子関係、母子関係には「子ども

否の家庭への対応はどうしたらよいか、また虐待事

が言うことをきかない」という悩みがあること、そ

案の減少のために保育士ができることは何か、とい

してその悩みがきわめて多い実態から、
「とにかく

う質問が参加者からあった。彌富は、当事者と一番

孤立させないこと」の重要性を力説した。母親は、

関係のある人を探すこと、「そういう生活でいい。」

外に出ることによって、他人の子どもと比べて安心

といったメッセージが重要なことを指摘し、さら

する。

に、「大変ですね。」、「悩みがあったら相談所に行か

また、離婚率の上昇にともなうひとり親世帯の増

れては…。」、「保育サービスを利用することで負担

加、
「育てにくい子ども」の問題という現代的な課題

軽減されてはいかがですか。」など、保護者の側に

について、佐賀県のデータに即して報告があり、こ

立った具体的な声掛けを助言した。まとめとして、

うした孤立化した事例への対応からは、一時的には

上野は「影を出さないためには光を当てなければよ

親子分離（母子分離）することもあるが、具体的な

い」という逆説を提示、「親の問題」だけではなく

専門家の関わりの結果家族再統合のステップにつな

「子どもの問題」としてとらえる立場からの検証の

がる事例があることを紹介した。

必要性に論及した。
家庭教育支援プログラムの開発と実践は、本学会

５．多様な人材が緩やかにつながった地域ネット
ワーク
井上一夫は、自ら（元）保育園長として、保育園

の重要なミッションでもある。
「『緑』は自然であり、
『光』は歴史である。」という井上一夫の言説を借用
すれば、
「家庭教育支援」として進めている取り組み
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の社会的意義は現在、歴史の検証過程にさらされて

を育て上げる「光」なのか、私たちに求められてい

いる。今、私たちが関わっている子どもたちが結婚

る課題は実に重く、大きいものがある。そうした思

し、家庭を築き、
「親」として子どもに関わっていく

いを強くしたシンポジウムの展開であった。（文中

とき、その真価が明らかになる。その取り組みが、

敬称略）

子どもたちから「生きる力」、「生活体験力」を奪う
「影」なのか、それとも「生きる力」、「生活体験力」

（文責：古賀

倫嗣（熊本大学））
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※昨年度に続き、本年度も研究活動の充実に向け

日本生活体験学習学会
事務局報告
Ⅰ

て、理事を中心とした研究会を開催した。さま
ざまなテーマから生活体験学習について検討
し、さらなる学会の飛躍に向けて議論を交わし

理事会会議日程
第１回理事会

た。また、学会発足から今日に至るまでの生活
体験学習研究のレビューについても、研究会を

於

2012年３月17日

中心に議論し、整理していった。

福岡市大名公民館

第２回理事会

○座談会

於

2012年５月19日

2012年10月13日

福岡市大名公民館

第３回理事会

於

於

2012年７月７日

福岡市大名公民館

福岡市大名公民館

第４回理事会

※本学会の理論的進歩、および生活体験学習研究

於

2012年９月15日

のこれまでの取り組みについて上野景三会員、

福岡市大名公民館

第５回理事会

永田誠会員、大村綾会員執筆による「生活体験

於

2012年11月10日

学習研究の理論的到達点をさぐる」がレビュー

九州大学

第６回理事会
於

論文としてまとめられた。これを踏まえた上

2013年１月25日

で、学会発足当時の会員を中心に、座談会を開

熊本大学

催した。なお、座談会には正平辰男会員、横山
Ⅱ

会員実数

正幸会員、南里悦史会員、古賀倫嗣会員、桑原
広治会員、永田誠会員が登壇者として参加し

全109名
個人会員

108名

法人会員

1名

（2012年11月20日

た。
Ⅳ

現在）

総会 ･ 理事会での決定事項
⑴

Ⅲ

これまでの活動
○第13回研究大会

まず、事務局長が2011年度の会務報告を行い、了
承された。次に、2011年度の会計決算報告がなされ

開催

た。会計監査の加知ひろ子会員から相違ないとの監

2012年１月28－29日
於

西九州大学短期大学部

査報告がなされ、了承された。また、2012年度の会
計予算案を提出し、了承された。

○学会誌第12号の発刊
2012年１月20日

第13回総会における決定事項

理事会からの報告では、学会誌第12号の発刊につ

発刊

いて、並びに2013年度も学会誌（第13号）を発刊予

○事務局だよりの発行
2012年４月26日

第13号

発行

2012年10月15日

第14号

発行

定であることが報告され、了承された。
また、年報・学会誌編集規定の改正案が提出さ

開催

れ、学会誌第13号から、掲載が決定した論文には、

2012年３月17日

一律3,000円の掲載料を徴収することが提案され、協

○研究会
第１回
於
第２回

福岡市大名公民館

議の結果、了承された。

2012年５月19日
於

第３回

福岡市大名公民館
2012年７月７日

於
第４回

福岡市大名公民館
2012年９月15日

於

福岡市大名公民館

⑵

第１回理事会での決定事項

第１回理事会では、以下の５点が協議ならびに確
認された。
①

2012年度～2013年度の新理事体制の確認と役
割が以下の通り決定された。
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・学会長：南里悦史

ること、シンポジウムのテーマ、内容について

・副会長：正平辰男、古賀倫嗣、山崎清男

は、今後協議していくことが確認された。
③

・事務局長：上野景三

学会誌第13号について、時間的制約の問題か

・事務局次長：永田誠

ら、テーマ設定をしないことが協議の上、了承

・紀要編集担当：

された。テーマ設定をする場合、前年度までに
議論を重ねておくことの必要性についても、合

○横山正幸・桑原広治・相戸晴子

わせて確認された。

・研究担当：
○古賀倫嗣・岡幸江・山城千秋
⑷

・学会通信・ＨＰ担当：
○緒方泉・井上豊久・末崎雅美
・監

査：加知ひろ子・山岸治男

第３回理事会での決定事項

第３回理事会では、以下の４点が協議の上、承認
された。
①

・事務局（幹事）：大村綾

学会誌第13号で扱う学術論文、実践論文、書
評について、紀要担当理事より報告がなされ

2012年度の研究活動として、研究担当理事を

た。また、本学会の理論的進歩、および生活体

中心に計画案を作成し、取り組んでいくこと。

験学習研究のこれまでの取り組みについての報

また、2004年度まで開催してきた実践交流会の

告がなされ、今後学会創設者を中心とした座談

復活、および地方セミナー開催については、今

会を開催することが提案され、了承された。

②

※○は代表理事

後継続して審議していくことが確認された。
③

②

第14回研究大会の大会テーマおよびシンポジ
ウムテーマ、内容案、現段階における準備の進

学会誌第13号の発刊に向けて紀要編集担当理

捗状況について確認された。

事から報告があった。第14回研究大会を目標に
発行することが確認された。また、学会誌第13

③

学会ホームページのサーバー移動の必要性に
伴い、facebook を利用することが提案された。

も、今後協議していくことが確認された。

facebook を利用する際のメリットとデメリット

④

号では、特集テーマを設定することについて

を検討し、今後引き続き検討していくことが確

第14回研究大会会場について、熊本大学との

認された。

調整を図りながら、今後決定していくことが確
認された。

④

学会の学術団体登録について、事務局より学

学会ホームページについて、サーバー移動の

会員からの登録データ変更届けの到着状況報告

必要性が報告され、今後新たなサーバーでの開

がなされ、引き続き登録手続きに向けて作業を

設に向けて検討していくことが確認された。

続けていくことが確認された。

⑤

⑶

第２回理事会での決定事項

第２回理事会では、以下の３点が協議の上、承認
された。
①

研究活動について、科学研究費補助のみなら

⑸

第４回理事会での決定事項

第４回理事会では、以下の４点が協議の上、承認
された。
①

第14回研究大会のスケジュール確認、および
大会テーマ案、シンポジウムテーマ案、登壇者

していくことが検討された。

案について、研究担当理事より提案され、協議

②

ず、他の研究助成の検討も加味しながら申請を

の結果、決定した。

第14回研究大会を、2013年１月26日（土）に
熊本大学黒髪キャンパスで開催することが案と

②

第14回研究大会について、８月に立ちあがっ

して提出された。なお、第14回研究大会は１日

た研究大会の現地実行委員会の報告、ならびに

開催とし、懇親会は前日の１月25日（金）に開

第14回研究大会の予算案等について、研究担当

催することが提案され、決定した。なお、第14

理事より報告がなされた。また、事務局より、

回研究大会の現地実行委員会を８月に立ちあげ

第14回研究大会の自由研究発表申込み、および
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大会参加申し込み用紙送付、総会準備等、当日

今後のスケジュールについて提案がなされ、協

の流れについて確認がなされた。また、大会要

議の後、決定した。

項の内容についても提案され、加筆修正後、会

③

研究大会参加申込みに関する会員への案内等、

員に発送することが確認された。

学会誌第13号発行に向けて、エントリー状
況、学会誌構成案、書評書籍の選定について報

②

進捗状況について報告がなされた。

告された。
④

本学会の理論的進歩、および生活体験学習研

紀要担当理事より、学会誌第13号編集作業の

③

学会ホームページについて、facebook を活用

究のこれまでの取り組みについてのレビュー論

した運営について議論された。ホームページ担

文を踏まえ、学会発足当時の会員を中心に、座

当理事欠席のため、今後早急に取り組む議案と

談会を開催することが協議の上、決定した。

して、引き続き検討していくことが確認され
た。

⑹

第５回理事会での決定事項

④

第15回研究大会開催校について、大分県の別
府大学での開催が提案された。

第５回理事会では、以下の５点が協議の上、承認
された。

⑤

学会の学術団体登録について、登録申込に必

第14回研究大会について、シンポジウムにむ

要な条件を現段階で満たしていない旨、事務局

けての準備の進捗状況が研究担当理事より報告

より報告された。今後、研究者の会員を増やし

された。また事務局からは、シンポジストへの

ていくなど、登録に向けての取り組みについて

原稿依頼や自由研究発表者への連絡、会員への

確認された。

①
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第13号

日本生活体験学習学会年報・学会誌編集規定
日本生活体験学習学会は、年報と学会誌を発行する。
第１条
第２条 年
 報には、生活体験学習に関する多様な実践研究と理論研究等を掲載する。その目的は生活体験学
習実践・研究の拡大・深化に資するものとし、広く会員外にも頒布する。また学会誌は会員の研究
活動および学会ならびに本学会の動向等に関する原稿を掲載し、会員に配布する。
第３条 年
 報・学会誌に関する原稿は次の内容とする。
⑴

自由投稿実践研究論文

⑵

自由投稿理論研究論文

⑶

依頼実践研究論文

⑷

依頼理論研究論文

⑸

研究ノート、書評、図書紹介、資料紹介

⑹

その他、生活体験学習に関する国内外の動向についてのニュース

⑺

学会の会務報告

第４条 学
 会誌に投稿する論文は、第１著者が該当年度までの会費を完納した本学会員であることを要す
る。ただし、年報に関してはこの限りではない。
第５条

年報・学会誌に原稿を掲載しようとする者は、所定の執筆要項に従い、編集事務局に送付する。

第６条

年報・学会誌編集委員会は理事会の議を経て会長が委嘱する。

第７条 年
 報・学会誌編集委員会は４名の委員によって構成され、委員長、副委員長各１名を置く。委員長、
副委員長の選考は委員の互選によって行う。
第８条 第
 ３条の⑴⑵の原稿の掲載にあたっては、年報・学会誌編集委員会が審査にあたる。その際、編集
委員会はそれぞれの原稿について査読者を３名指名し、評価を依頼する。評価は、採択、修正採択、
不採択に分けられる。尚、⑶⑷⑸の掲載については、編集委員会が依頼する。
第９条 年
 報・学会誌の編集は、学会理事会責任の下で年報・学会誌編集委員会の審議を経て決定する。た
だし原稿掲載の公平を期するため、審査は無記名の原稿で行う。
第10条 投
 稿論文等のうち、掲載が決定したものについては、一律3,000円の掲載料を徴収する。
掲載決定通知に同封する口座振込み用紙で、期限までに振込みを行なう。
第11条

年報・学会誌は当該年度の会費を納入した会員に配布する。

第12条

年報・学会誌の編集事務は、日本生活体験学習学会事務局が行う。

（附則）
本規定は、2000（平成12）年３月18日より施行する。
2009（平成21）年１月24日、一部改正。
2012（平成24）年１月28日、一部改正。

●執筆要項
『生活体験学習研究』年報・学会誌に投稿する論文は、次の要項に従うものとする。
１．執筆者は、日本生活体験学習学会の会員または依頼されたものであること。
２．論文原稿は横書きとし、次の点を厳守すること。
⑴

本文、図、表、注、引用文献を含めて400字詰め原稿用紙40枚以内とする。ワープロ使用の場合は、
Ａ４版（40字×30行）とする。

⑵

図、表は本誌にあわせて字数に換算する。また、注、引用文献は、１字１マス（欧文は２字１マス）
とする。

⑶

図、表は論文原稿末尾に貼付し、本文中には挿入すべき箇所を指定する。

⑷ 「拙書」
「拙稿」など投稿者名が判明するような表現は避ける（投稿原稿はレフリー制としているため）
。
３．論文は未発表のもので、かつ内容がオリジナルなものであること。ただし、口頭発表及びその配布資料
はこの限りでない。
４．注（引用文献を含む）は文中の該当箇所に、⑴、⑵…と表記し、論文原稿末尾にまとめて記載すること。
または本文中に表示する。
５．引用文献の提示方法は、原則として次の形式に従うこと。
⑴

本文中では、次のように表示する。
「しかし、有田（2000）も強調しているように…」
「…という調査結果もある（Chiba, M. 1999、Honda 1990a）。」
「ヂュルケームによれば『…ではない。』（Durkheim, E. 1925）」

⑵

同一著者の同一年の文献については（Honda 1990a、1996b）のようにａ、ｂ、ｃ…を付ける。

⑶

引用文献は、邦文、欧文を含めて、最後尾に列挙する。または、本文中に番号を付し、最後の注の後

にまとめて記載する。
６．締切日は９月30日とする。
７．投稿論文の送付物は以下の通りとする。但し、依頼論文は論文、日本語もしくは英文要旨、キーワード
を下の⑴⑶⑷の要領でできればフロッピーとともに各１部送付する。
⑴

投稿論文正本（論文題目、名前、所属機関名、連絡先〔郵便番号を含む〕を記載する）１部とできれ

ばフロッピー（要旨、英文要旨ともに）
⑵

投稿論文コピー（名前、所属機関名、連絡先を記載しない）３部

⑶

要旨（400～600字以内、名前、所属機関名、連絡先を記載しない）４部

⑷

編集規定第３条の⑴⑵の原稿については、日本語と英文で論文題目、執筆者名、所属機関名を記載す

る。また論文には200words 程度の英文要旨または、400字程度の日本文要旨をつける。
なお、送付物に不備のある場合は受理しない。
８．原稿は返却しない。
９．執筆者による校正は初稿までとする。発行の費用に関して必要な場合、執筆者が負担するものとする。
抜刷りは執筆者負担とする。
10．送付物の宛先：〒840-8502

佐賀市本庄町１番地

佐賀大学文化教育学部

社会教育学研究室
日本生活体験学習学会事務局

TEL

0952－28－8266

FAX

0952－28－8280

E-mail

uenok@cc.saga-u.ac.jp

11．この執筆要項は2000（平成12）年11月４日の理事会により決定したものである。
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