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� はじめに

家庭､ 学校､ 地域住民の連携・協力による青少年

健全育成の取り組みの必要性が叫ばれて久しい｡ 特

に､ 家庭や地域の教育力の低下が指摘される中で､

学校への過度の負担も問題となっている｡ 換言すれ

ば､ 家庭や地域での生活をぬきに子どもの教育は考

えられないということを､ 再度､ 大人自身が認識す

る必要性が明らかになってきている｡

そうした中､ 国は ｢地域ぐるみで学校を支援し､

子どもたちをはぐくむ活動の推進｣ という施策 (以

下､ ｢学校支援｣ という｡) のもとに､ 学校と地域と

の連携・協力体制を構築し､ 地域ぐるみで子どもを

育てる体制づくりを目的とした ｢学校支援地域本部

事業｣ を全国展開し､ ３年以上経過した｡

私たちが､ これまでの報告 (Ⅰ) 及び (Ⅱ) にお

いて述べてきたことは､ 地域の人々や集団との関わ

りをぬきにして､ 学校教育のみで子どもの成長発達

は考えにくいということである｡１) 換言すれば､ 家

庭や地域おける人間的な関わりが希薄になっている

今日､ 家庭､ 学校､ 地域住民が一体となって子ども
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要旨 教育基本法第13条の規定をふまえ､ 学校と地域社会との連携・協働体制を構築し､ 地域ぐるみで子ど

もを育てるシステムづくりを目的とした ｢学校支援地域本部事業｣ が全国展開されて３年以上が経過した｡

今回は､ 過去２回の報告で示せなかった専任コーディネーターの役割とその効果について分析し､ そこから

見えてくる教育行政としてのコーディネート機能のあり方を整理することとした｡

今回の調査から､ コーディネーターが配置されている学校の教職員ほど､ 受け入れの実績の特徴として

｢学習・実習サポーターの受け入れ｣ や ｢コーディネーターによるボランティアの発掘・依頼｣ が進んでお

り､ 今後の学校支援の推進方策について ｢コーディネーターの配置｣ の必要性を指摘しており､ その役割が

きわめて重要であることが見えてきた｡

学校支援活動は ｢学校の多忙化につながる｣ として否定的な意識を持っていた教職員の､ 学校支援に関す

る意識の変化や､ コーディネーターの配置による学校教育への効果 (特に､ ｢直接的な子どもへの効果｣) 等

を感じる教職員が増加していることも示された｡ このことから､ コーディネーターの配置について､ 施策と

してシステム的に推進する必要が明らかになったこと､ さらに､ 推進するためのコーディネート機能を確立

するための社会教育行政の役割について仮説を提案する｡
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に関わる重要性が声高々に叫ばれているということ

である｡ 具体的な報告としては､ 平成20年度の調査

報告Ⅰでは､ 児童生徒の基本的な生活習慣やコミュ

ニケーション能力､ 学校へ行く楽しさ､ 学校支援

活動の要望などを中心にして､ 地域からの学校への

支援が､ 子どもや教職員へもたらす効果について報

告した｡２) さらに､ 平成21年度の調査報告Ⅱでは､

一年経過後の成果や､ 地域住民の学校支援の現状と

教職員の意識変化について探った｡３) こうした中で､

コーディネーターの存在が今後の推進方策の１つの

ポイントになることが見えてきた｡４) このことから､

今回は､ 平成20年度からの ｢学校支援地域本部事業｣

等の実施の中で､ 専任のコーディネーターを配置し

た校区と､ 未配置校区が存在する佐伯市の全域を対

象に調査を行い､ コーディネーター配置の有無によ

る学校支援に関する比較分析を行うこととし､ 過去

２回の調査で残された課題についての考察を試みる

こととした｡５) さらに､ 本研究のまとめとして､ 地

域住民と ｢学校教育活動｣ 及び ｢学校外活動｣ をつ

なぎ､ 教育の協働 (｢協育｣) を推進するためのコー

ディネート機能を確立するための社会教育行政の役

割について､ 仮説を提案することとする｡� 調査対象及び調査方法・内容

１ 調査対象者

佐伯市内全てを対象にして､ 中学校区別に実施し

た｡

①児童生徒：4�399人 (小学生2�451人 中学生

1�948人)
②教 職 員：511人 (小学校312人 中学校198

人 不明１人)

③地域住民：1�084人 (保護者887人 保護者以

外の住民135人 不明62人)

④コーディネーター (佐伯市８人 ※参考：全

県48人)

２ 調査研究方法

大分大学 ｢協育｣ 研究会及び佐伯市教育委員会の

メンバー等で調査研究会を設置し､ 佐伯市教育委員

会が調査票の配布・回収､ 大分大学 ｢協育｣ 研究会

において調査項目の作成､ 結果の集計及び分析を行っ

た｡ なお､ 調査期間は､ 平成22年６月下旬～７月下

旬である｡

３ 調査内容

○児童生徒には①基本的な生活習慣や他者との関係

等の自分自身に関すること②家族や地域との関わ

りに関すること③学校生活に関すること④学校で

の地域の人との交流・活動に関することを質問し

た｡

○教職員には①子どもの現状に関すること②家庭や

地域の教育力に関すること③地域住民の子どもや

学校への関わりに関すること④学校への地域から

の支援に関することを質問した｡

○地域住民には①子どもの現状に関すること②家庭

や地域の教育力に関すること③地域住民自身の地

域参加に関すること④学校への地域住民の関わり

に関すること⑤学校への地域からの支援に関する

ことを質問した｡

○コーディネーターには①コーディネーターとして

の活動内容と活動状況に関すること②学校への地

域からの支援に関することを質問した｡� 調査結果の分析と考察

子どもたちの学習活動の場は様々であり､ 学校教

育法等の改正では､ 特に体験活動による学びの重要

性が示されていることなどから､ 本研究においては､

地域住民の学校教育活動への支援のうち､ 子どもた

ちと地域住民との交流や､ 学習活動への支援に関す

る分析・考察をおこなってきた｡ 今回は､ 子どもの

学校支援に関する現状・意識を分析したうえで､ 教

職員の意識や取り組みを中心して､ 学校支援に関す

る専任のコーディネーターの配置の有無という視点

から今後の推進方策を考察することとし､ まず､ そ

の前提としての地域住民のボランティア意識に関す

る資料を冒頭に提示しておく｡ 図１は､ ｢地域での

ボランティア活動に参加するとしたらどんな活動に

参加するか｣ を示したものである｡ 第２位の ｢環境

保全や地域づくりのための活動｣ (31�2％) を大き
く上回って65�9％が ｢子どものための活動｣ と回答

していることから､ 子どもや学校への関心は非常に

高いことがわかった｡
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１ 子どもの学校支援に関する現状・意識� 学校支援の経験の実態

子どもの学校支援の経験については､ 小中学生全

体の58�5％が ｢経験有り｣ と回答しており､ 小学生

と中学生を比較すると小学生の方が ｢経験有り｣ が

多く､ 学校支援に関しての子どもの評価は､ 全ての

支援内容について多くの子どもが肯定的な回答をし

ている｡ その肯定理由を示したものが図２である｡

小中学生を合わせた割合では､ ｢分かる・できるよ

うになる｣ の回答が54�6％ (小学生：54�5％､ 中学
生：55�0％) で最も多く､ ｢分かる・出来るように
なる｣ ことは小・中学生ともに､ 子どもへの直接的

な効果となっている｡ 次いで､ ｢楽しい｣ が52�7％､
｢褒めてくれる｣ が40�6％と高くなっている｡ この
項目では､ 肯定率が小学生は中学生の約２倍であり､

発達段階の違いによるとらえ方の違いが見られるが､

こうした効果を子ども自身が感じていることが明ら

かになったことから､ ｢ほめる｣ ことが学校支援に

おいて大切であり､ その基礎に置く必要があるとい

える｡

� 今後の学校支援の要望

表１‒１､ 表１‒２は今後の学校支援の要望と高い

相関 (�200��以上) がある項目を示したものである｡
表１‒１は基礎的な項目を示したものである｡ こ

の表から小学生ほど､ そして学年が低いほど学校

支援を要望していることや､ 他人とのコミュニケー

ション能力､ 最後までの頑張り､ 家族や地域との関

わりなどに学校支援の要望と高い相関があることが

わかる｡

表１‒２は交流・活動を要望する項目を示したも

のである｡ この表からも､ 学校支援を要望している

子どもほど､ ｢５教科｣ ｢他教科｣ ｢総合的な学習｣

｢クラブ・部活動｣ ｢読み聞かせ等の読書活動｣ をし

て欲しいという肯定的な相関があることがわかる｡

総体的には学校支援を望んでいる子どもが多いこ

と､ 学校支援を望んでいる子どもほどコミュニケー

ション能力等が優れているという傾向があることも

理解できる｡ 今日の子どもの課題として指摘されて

いる ｢コミュニケーション能力｣ や ｢学ぶ力｣､ ｢基

本的な生活習慣｣ などの育成に地域住民の関わりが

大きいことが調査結果から指摘できる｡６)
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図１ 参加したい (参加できる) ボランティア活動 (��1�060)

図２ 学校支援が良かった理由 (��2�585)



２ 学校支援に関する教職員・地域住民の意識

図３‒１は､ 学校支援による子どもや学校への効

果についての､ 教職員と地域住民の意識を比較した

ものである｡ この図から､ 教職員と地域住民の意識

の傾向はほぼ同じであるが､ ｢基本的な生活習慣の

向上｣ に関しては､ 地域住民はそれを期待している

にもかかわらず (42�7％)､ 教職員 (16�1％) との
間には差がみられる｡ 効果として教職員と地域住民

ともに多いのは ｢住民の学校理解・協力｣ で､ 教職

員は68�8％､ 地域住民は56�0％である｡ 次いで､
｢子どもの安全｣ が地域住民では58�0％で教職員は
52�4％､ ｢校内生活への関心・意欲・態度｣ が地域

住民では38�7％で教職員は46�1％となっている｡
図３‒２は､ 学校支援による児童生徒への効果に

ついて､ 学校支援地域本部事業が始まった時(�20�
10)の全県調査と､ ２年間の実践後の後(�22�7) の
佐伯市のデータを比較したものである｡ 全ての項目

において期待できる割合が高くなっていること､ 特

に ｢授業の理解力・集中力への効果が期待できる｣

と回答した教職員が5�7％から17�9％と３倍になっ
ている｡
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表１‒１ 学校支援の要望と基礎的な項目の相関 (��4�399)
小中 学年 誰とでも会話 最後まで頑張る 家族と会話 家族と買い物 地域参加 地域参加意思 挨拶する

支援要望 �284(��) �318(��) �251(��) �263(��) �254(��) �254(��) �276(��) �393(��) �281(��)����0�01
表１‒２ 学校支援の要望と交流・活動をして欲しいことの相関 (��4�399)

５教科 他教科 総合 クラブ部活動 読書

支援要望 �251(��) �343(��) �356(��) �273(��) �304(��)����0�01

図３‒１ 学校支援の効果として期待されること
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図３‒２ 実施時と実施後の児童生徒に関する効果について比較



３ コーディネーターの配置の有無による学校支

援の状況� コーディネーターの配置の有無による学校

支援の現状

表２は､ コーディネーターの配置の有無と高い相

関がある項目を示したものである｡ コーディネーター

が配置されている学校の教職員ほど､ 今後の推進方

策としての ｢コーディネーターの配置｣ (�208��)､
をあげており､ 受け入れている支援活動は ｢学習・

実習サポーター｣ (�181��)､ ｢コーディネーターに
よるボランティアの発掘・依頼｣ (�356��) に高い
相関があることがわかる｡ 逆に､ コーディネーター

が配置されていない学校ほど ｢学校行事への受け入

れ｣ (－�239��) が多いという相関があることがわ
かる｡ このことからも､ これまでのような単発的な

学校支援から､ 学校の多様なニーズに応える支援を

していくためのコーディネーターの役割がみえてき

たといえる｡

図４‒１はコーディネーターの配置の有無と子ど

もへの効果との関係を示したものである｡ ｢基本的

な生活習慣の向上｣ 以外の効果については､ コーディ

ネーターの ｢配置有り｣ の方が多くなっている｡ 特

に､ 授業の理解力・集中力は8�1％高くなっており､
後述する学習サポーターの受入と関係している可能

性が考えられる｡

図４‒２はコーディネーター配置の有無と勤務校

での受け入れ内容との関係を示したものである｡ コー

ディネーターの ｢配置有り｣ では ｢学習・実習補助｣

が10�6％に対して､ ｢配置無し｣ は0�3％となってい
る｡ また､ ｢クラブ・部活動｣ への学校支援や子ど

もたちの安全保守活動なども多くなっている｡ ｢学

校行事｣ への受入は､ ｢有り｣ の方が25�7％も少な
くなっているが､ これは､ ｢配置有り｣ の教職員が､

学校行事中心から､ 幅広い支援を受け入れるように
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表２ コーディネーターの配置の有無と相関が高い項目 (��505)
推進方策：ＣＮの配置 受入た活動：学習実習補助 受入た活動：学校行事 ＣＮによる人材の発掘・依頼

ＣＮの配置の有無 �208(��) �181(��) －�239(��) �356(��) ����0�01
図４‒１ ｢コーディネーター配置の有無｣ と子どもへの効果との関係(��413)
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図４‒２ ｢コーディネーター配置の有無｣ と勤務校での受入内容との関係(��259)



なったと考えるべきであろう｡

図４‒３はコーディネーター配置の有無と受け入

れの課題との関係を示したものである｡ コーディネー

ターの ｢配置有り｣ の方が ｢仕事量の増加｣ で5�2
％､ ｢内部情報の保守｣ の項目で8�7％高くなってお
り､ コーディネーターの配置により学校支援を拡充

することによる課題を表しているといえる｡ この件

は後ほど (Ⅲ‒４) で詳しく考察することとするが､

反面､ ｢日程に左右される｣ では8�8％少なくなって
おり､ 急な日程変更についてはコーディネーターが

対応することによって､ 教師への負担が減少してい

るのではないかと考えられる｡

図５は､ 学校支援が必要でない理由 (受け入れの

課題) について､ ２つまで選択したものを３年分示

したものである (上段：�22､ 中段：�21､ 下段：�20)｡ 課題としては ｢仕事量の増加 (多忙化)｣ が

最も多く､ 次いで ｢内部情報の保守｣､ ｢日程等に左

右される｣ の順になっており年々増加している｡ 調

査開始時と比較して少なくなっているのが ｢事故責

任の所在の明確化｣､ ｢予算の確保｣ であり､ このこ

とは､ 行政の支援やボランティア活動としての取り

組みなど､ 教育の協働の推進が少しずつ浸透してき

たことがみえてくる｡

ここで注目したいことは､ ｢仕事量の増加｣ と

｢内部情報の保守｣ という課題等が増加しているこ

とである｡ 学校支援地域本部事業の趣旨として ｢教

職員の多忙化への対応｣ があったが､ 現状としては､

コーディネーターの配置によって学校支援の量や質

が変わってきたことから､ 新たに生じた課題と考え

られる｡ 教科活動など､ 子どもの学習支援という新

たな活動が広がって教育活動が充実してきたことの

裏返しとして､ そのための打ち合わせや詳細な計画

などに関する教職員の仕事量が増加しているという

課題が浮き彫りになってきたといえよう｡� コーディネーターの配置の必要性

表３は､ 今後の学校支援の充実方策として ｢専任

のコーディネーターの配置の要望｣ について､ 学校

支援との有意な相関がある項目を示したものであり､

｢今の学校教育においての学校支援の必要性｣ や

｢現在の勤務校への学校支援の必要性｣ に有意な相

関がみられる｡ また､ コーディネーターの配置が必
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図４‒３ ｢コーディネーター配置の有無｣ と受け入れの課題との関係(��409)
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図５ 学校支援が必要でない理由 (受け入れの課題)



要であると回答した教職員ほど､ 効果として ｢校内

活動への関心・意欲・態度の向上｣､ ｢学校と住民の

連携・協力が進む｣ と回答していること､ また相関

は若干低くなるが ｢授業の理解力集中力｣ (�101�)
との相関もみられる｡ 受け入れ内容については､

｢安全パトロール｣､ ｢読み聞かせ｣ に有意な相関が

あり､ 特に ｢学習・実習補助｣ (�177��)には高い相
関があることが理解できる｡� コーディネーターの職務

図６は学校支援のキーパーソンとなる専任のコー

ディネーターの日常的な職務を示しており､ 県全体

と佐伯市の傾向は同じで､ ｢人材バンクづくり｣ (県

全体：67�4％､ 佐伯市：87�5％) が最も多く､ その
他としては ｢チラシ・広報紙づくり｣ や ｢学校との

定期的な打ち合わせ｣､ ｢公民館との連携｣､ ｢会議の

企画運営｣ 等を主な職務として行っていることがわ

かる｡

４. 学校支援の推進方策

学校支援を含めて､ 地域住民の子どものためのボ

ランティア活動を推進する方策について､ 教職員と

地域住民の意識を示したものが図７である｡ 教職員

と地域住民の傾向はほぼ同じであるが､ 両者を比較

すると､ 教職員は ｢コーディネーターを配置する｣

(64�5％)､ ｢公民館等の行政組織が積極的にする｣
(33�7％)､ ｢地域の様々な組織を整理・統合する｣
(22�7％) など､ 制度やシステム作りとしての行政
の積極的な取り組みを望んでいることがわかる｡ 一

方､ 地域住民は ｢コーディネーターを配置する｣

(36�4％) が最も多いが､ ｢ＰＴＡ等の関係者が積極
的にする｣ (29�0％)､ ｢今の取り組みを充実する｣
(35�2％) など､ あまり差はなく､ 大きな特徴は見
られない｡
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表３ コーディネーターの配置の要望の有無との相関関係 (��506�306)
学校教育にとっ
ての必要性

現在の勤務校への
学校支援の必要性

効果：校内活動へ
の関心意欲態度

効果：授業の
理解力集中力

効果：学校と
住民の連携

受入：読み
聞かせ

受入：学習・
実習補助

受入：安全
パトロール�249(��) �253(��) �213(��) �101(�) �158(��) �150(��) �177(��) �153(��)����0�01 ���0�05

(N=8) (N=46)

図６ コーディネーターの日常的な職務
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図７ ボランティア活動の推進方策



教職員と地域住民の両方が行政への要望として一

番多かった予算の内容については､ 学校支援活動の

際の具体的な原材料や傷害保険の経費が最も多く

(69�1％)､ 教職員の ｢謝金の確保｣ という意識が減

少(29�3％)したことが理解できる｡ まさに､ これま
でに大分県の社会教育行政が推進してきた ｢教育の

協働｣ の考え方が教職員に浸透するとともに､ 地域

住民のデーターからもわかるように､ 地域住民の意

識にもその考え方が現れてきている｡� 調査分析から見えてきたもの

１ 考察

学校支援を推進するうえで､ 受け入れを要望する

教職員側の ｢課題｣ への対応をしない限り ｢教育の

協働｣ は現実化しないと考える｡ 今回の調査におい

ても過去の２回の調査と同様の課題である､ ｢仕事

量の増加｣ (54�8％)が最も多く､ 次いで､ ｢内部情
報の保守｣ (42�3％)､ ｢日程等に左右される｣ (33�9
％)､ ｢事故責任の所在｣ (18�3％)､ ｢予算の確保｣
(17�9％) が指摘されている｡ 特に､ 教職員の仕事量
の増加については､ 子どもの学習支援という新たな

活動が広がって教育活動が充実してきたことの裏返

しとして､ そのための打ち合わせや詳細な計画など

に関する仕事量が増加しているという課題が浮き彫

りになってきたともいえる｡ 学校教育にとっての地

域住民の支援の中身を精査して教育課程に位置づけ

た教育課程の編成が必要であり､ 学校教育の現状を

踏まえたうえでの教育行政の方針と指導力・行動力

が問われるところである｡ 反面､ 当初多かった ｢事

故責任の所在｣ と ｢予算の確保｣ に関しては減少し

ていることから､ 推進する立場の行政が行った継続

的な各種研修会や地域住民への啓発と､ 専任のコー

ディネーターの活動などが連動した成果であり､ 今

後の取り組みの基盤作りが出来つつあるといえよう｡

学校支援を含めて､ 地域住民の子どものためのボ

ランティア活動を推進する方策について､ 教職員が

一番に ｢コーディネーターの配置｣ (64�5％) と回
答していることから､ 学校支援におけるコーディネー

ターの役割・存在の重要性が認識されてきた｡ 教育

の協働にはコーディネーターの存在がキーポイント

であり､ これまでに出来なかった教科学習への地域

住民のサポートの取り組みの始まりや､ 学校教育へ

の効果等の成果を感じる教職員が増加していること

など､ 今回の調査において ｢コーディネーターの配

置｣ による学校支援の取り組みや効果が明らかになっ

た｡ さらに､ コーディネーターの職務の明確化や､

職務のためのパートナーが必要であり､ ｢コーディ

ネート機能｣ がどう働くかが重要であることが明ら

かになった｡ 換言すれば､ ｢コーディネーターの配

置で完結｣ ではなく､ コーディネーターを中心とし

た ｢コーディネートシステム｣ の構築が重要である

ことが理解できよう｡

２ 教育の協働を推進するための ｢仮説｣

これまでの調査研究から､ 潜在的なニーズや活動

の際の要望等に応える､ 適切な情報の提供とマッチ

ングを行える拠点を作ることが最重点施策であり､

さらに､ 効果的なプログラムの企画等による取り組

みを行いつつ､ 学校が抱える課題に総合的に対応し

て教育の協働を日常的に推進することを可能にする

方策として､ 次の仮説を導き出すことが出来た｡

仮説１. 活動支援のためのプラットホーム機能の

整備 (主体の明確化)

①人材・活動等の教育資源情報のワンストッ

プ化による収集・登録・発信の整備

②学校や地域おける活動と支援者を日常的に

繋ぐコーディネートシステムの整備

仮説２. コーディネートスタッフ (ティーム) 機

能の整備・充実

①コーディネーターを中心としたスタッフメ

ンバーの組織化

②ティームとして活動するスタッフの育成と

ネットワーク化

仮説３. 子育てに関わる２割以上７)の地域住民の

組織化とネットワーク化

① ｢子どものためのボランティア活動｣ を通

した､ 地域住民の組織化

②個々の学校支援等の活動を通した､ 地域の

団体・グループ､ 機関､ 個人等のネットワー

クの構築

仮説４. 人､ 情報､ 学習資源を結びつけて調整し､

ニーズに最大限に応えるプログラムのデザ

イン・提供

①学校教育活動への効果的な支援プログラム
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の企画・提案と活動支援

②学校外活動への効果的な支援プログラムの

企画・提案と活動支援

青森中央学院大学の高橋興教授の調査研究におい

ても､ 一人のコーディネーターによる支援ではなく､

｢組織｣ としてのコーディネート機能の発揮による

効果的な支援の事例が紹介されており８)､ 今後､ 本

仮説の検証を行っていく必要があると考えている｡� 終わりに

これまで３回に渡たり､ 教育基本法13条に謳われ

ている ｢家庭､ 学校､ 地域住民の連携・協力の推進｣

に関わる教育の協働 (｢学校支援地域本部事業｣ を

通して) による ｢子どもの学習活動の推進｣ につい

て分析・考察を行ってきた｡ 今回はこれまでの研究

のまとめとして､ 専任のコーディネーターの存在・

役割を分析し､ 教育の協働を推進する方策の最重点

施策は ｢コーディネーターの配置｣ (コーディネー

ト機能)であることを提示した｡ 学校においても教

職員としては､ 学校支援の必要性を認識し､ 効果を

理解したうえで､ 学校としてすべきことへの対応を

計画的に行うことが必要である｡ 様々な学校支援を

受け入れることは ｢仕事量の増加 (多忙化)｣ につ

ながりかねない懸念はあるが､ より豊かな学校教育

を行う上でどう受け入れていくかを共通認識する努

力が求められる｡９)そうした努力を通して学校支援

が日常化し､ 支援者の広がりへと発展する努力が必

要である｡ 今は､ その過渡期であることをいかに認

識できるかが､ 今後の学校支援の充実の分かれ目に

なると考えられる｡

今後､ 県及び市町村の教育行政が､ 子どもを中心

においた学校教育と社会教育の融合を前提とした主

体的なプランを策定し､ 対処療法的ではない､ 日常

的・継続的な取り組みをすることが求められる｡ １

つの教育機関が今の課題を全て背負うのではなく､

｢学ぶ気持ちを育てる家庭教育｣ ｢学ぶ意欲を育てる

学校教育｣ ｢学びを深める社会教育｣ が協働するこ

とによる､ 学校教育支援や地域活動の充実と地域の

安全確保等のための総合的な地域住民の ｢協育｣ ネッ

トワークが各地域に芽生え､ 定着していく取り組み

が求められているといえよう｡

(注)

１) 山崎清男・中川忠宣・深尾誠 ｢地域との関わりによる

子どもの学習活動の推進｣ 日本生活体験学習学会

｢生活体験学習 第10巻｣ 2010年

山崎清男・中川忠宣・深尾誠 ｢地域との関わりによる

子どもの学習活動の推進 (Ⅱ) ―地域住民の支援活動と

教師の意識変化を中心として―｣ 日本生活体験学習学会

｢生活体験学習研究 第11巻｣ 2011年

２) 山崎清男・中川忠宣・深尾誠 ｢生涯学習社会の形成を

目指す教育の協働に関する報告Ⅰ｣ ～大分県における

｢学校支援地域本部事業｣ に係る意識調査から～ 大分大

学高等教育開発センター 2009年

３) 山崎清男・中川忠宣・深尾誠 ｢家庭､ 学校､ 地域社会

の 『協育』 ネットワーク構築に関する調査報告Ⅱ｣ ～大

分県における 『学校支援地域本部事業』 に係る意識調査

から～ 大分大学高等教育開発センター 2010年

４) 中川忠宣 ｢地域社会における 『教育の協働』｣ 三浦清

一郎編著 『未来の必要～生涯教育立国の条件～』 学文社

2011年 78�91頁
５) 山崎清男・中川忠宣・深尾誠 ｢家庭､ 学校､ 地域社会

の教育の協働に関する調査報告Ⅲ｣ ～大分県佐伯市にお

ける ｢教育の協働｣ に係る意識調査から～ 大分大学高

等教育開発センター 2011年

６) 深尾誠・山崎清男・中川忠宣 ｢学校という場を通して

のコミュニィティづくりに関する調査研究｣ ～学校への

地域住民参加を中心に～ 大分大学経済論集第62巻 ５・

６号併号 2011年

７) イタリアの経済学・社会学者であるヴィルフレド・パ

レート氏が唱えた ｢パレートの法則｣ で ｢２割｣ という

割合を示しており､ ｢蟻の法則｣ とも言われる｡ 経済界や

人間社会において引用される｡

８) 高橋興 『学校支援地域本部をつくる～学校と地域によ

る新たな協働関係～』 ぎょうせい 2011年 79�163頁
９) 学校支援を受け入れることは､ 一時的には教職員の多

忙化 (多忙感) の増大につながるかもしれない｡ しかし

コーディネータの活用や学校支援活動のシステム化をは

かることで､ この問題は解決されると思われる｡
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１. はじめに

少子化が進む中､ 地域や家庭で子ども同士の関係

性を築くことが難しくなってきている今日において､

子どもたちが関わり合いの中で育つ大切な機会が失

われてきており､ とくに縦関係の体験不足が心配さ

れる｡ かつては､ 家庭という場に密度の濃い異年齢

関係である ｢きょうだい｣ があり､ 地域にはそれを

基盤とした広がりのある大きな異年齢集団でのあそ

びの伝承や創生がなされ､ 多様な人間関係を経験す

ることで自然な社会性の育ちが培われる豊かな環境

があった｡ 年上の子が年下の子の面倒を見るという､

この当たり前の自然な人間関係が希薄になった今日､

保育所が日々の暮らしの場として､ 一緒に食べ､ ぐっ

すり眠り､ いっぱい遊び､ 園生活をともに寄り添い

支え合う生活が営まれる場として重要である｡

子どもたちが異年齢でのさまざまな立場を経験す

ることによって､ 年上児への憧れや同一化､ 頼り頼

られる充実感や信頼感など守り守られる関係性のな

かで育まれる年齢を越えた心のつながりを重視した

異年齢保育の在り方について考えてみたい｡

２. 異年齢保育に期待される育ちと視点

家庭や地域で異年齢の子どもとかかわることが難

しくなり､ 人間関係の変容していく現代の子どもた

ちに､ 長期間そして長時間にわたり保育所で生活す

る子どもたちの保育環境を鑑み､ 異年齢保育が新し

い視点として､ 子どもの内面的な育ちにとって大切

な幼児期に育んでほしい望ましい態度として ｢社会

的態度｣ と ｢生活態度｣ の二つの視点を重点におい

て考える｡

最初に､ 望ましい社会的態度としては (思いやり､

いたわり､ あこがれ) などの人とのかかわりのなか
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要旨 集団保育を営む保育園においては､ 子どもたちの生活する拠点 (昼間の大きなお家) として､ まずは

日々の生活を営む暮らしの場として保育園で過ごす時間を家庭で過ごす時間と同じように安心してくつろげ

る場でなければらない｡ 縦割り保育を実践する日常性において､ 手をつなぎ傍らに寄り添い､ あたたかく見

守る､ さまざまな年齢の枠を越えたほほえましい風景が展開されており､ まるで本当の ｢きょうだい｣ であ

るかのような縦の関係が営まわれている｡ かつては､ 家庭という家族構成において本当の兄弟姉妹という縦

関係を構成する社会があり､ その基盤を中心とした地域社会における異年齢集団の関わりのなかで社会性や

遊びの伝承などの関係がはぐくまれていた｡ しかし､ 年上の子どもが年下の子どもの面倒を見るという､ あ

たりまえの自然な人間関係が今日､ 希薄になっている｡ 保育所という異なる年齢構成の子どもたちが生活と

遊びを営む保育環境において､ ｢縦割り保育｣ の保育形態が及ぼす保育効果として幼児期の望ましい ｢社会

的態度｣ と ｢生活態度｣ を創生することが期待される｡

キーワード 縦割り保育､ 異年齢､ 社会的態度､ 生活態度､ 自己肯定感
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で育まれる力である｡ 千羽ら (2005) は､ 相手に思

いを遣る ｢思いやり｣ を ｢相手の立場に立って考え､

相手の気持ちを汲む心｣ (千羽ら､ 2005) と定義し､

｢思いやり｣ の発達には､ 情緒の安定として乳児期

からの受容される体験や経験､ ｢自己受容｣ ｢自己主

張｣ ｢自己実現｣ ｢葛藤体験｣ を経ながら発達すると

指摘している｡ ２つ目は､ 生活態度として人間が毎

日コツコツと積み重ねた体験を通して培われた ｢生

活習慣能力｣ である｡ 生活習慣､ 片付け､ 生活の中

のルールなどの生活の仕方は､ 保育士の指示に従っ

てただやればよいというのではなく ｢自分のもの｣

として主体的に自ら取り組もうとする �自立への意
欲�を育むことが大切である｡ 生活習慣を育む為の
生活態度を養う場としての保育園は､ 日常生活にお

いて異なる年齢の子どもの生活行動を観察し模倣す

ることで自ら主体的に習得できる重要な園環境で

ある｡

３. 異年齢保育の方法� 異年齢保育形態の在り方

異年齢保育は､ 年齢の異なる子どもたちがともに

活動をする保育のことを言う｡ 縦割り保育と言って

も､ クラスが異年齢で固定的な編成になっている場

合や設定保育の内容や活動の種類による編成､ 保育

活動の時間帯による編成などその方法はさまざまで

ある｡ 当園は､ 平成13年４月に60名定員で開園し､

平成23年４月現在では90名定員の105名で10年目を

迎える｡� 異年齢児クラス編制と人数配置

異年齢児クラスの編制は子どもの年齢・発達・興

味などの個人差が大きく複数担任制が望ましいと考

える｡ また､ 保育所は最低基準に基づいた面積や職

員配置をおこない､ 子どもの人数配置は表１に示す

通りである｡ クラス編制については､ 毎年クラスの

入れ替わりを実施している｡ ３年間固定した継続的

クラス編制と単年毎にクラス分けして入れ替わりを

する考え方があるが､ 当園においては年齢の異なる

友だちとの直接的な関係や､ 新たな先生との関係な

ど対人的な環境への適応は固定した継続的編制では

なく単年度毎のクラス分けを実施している｡

子どものクラス編制については､ 前年度担任及び

次年度担任が配慮事項を考慮しながらカンファレン

スを実施し､ 子どもがおかれている家庭での諸事情

による家庭環境や､ そのことで見られる子どもの心

理的な情緒面の変化､ また､ 保育園での集団生活に

おける友だち関係などの相互の関係にも影響を及ぼ

すことが考えられるため特別な配慮も必要とされる｡

異年齢での保育環境への進級にあたっては､ なによ

りも新たな保育環境のなかで安心して生活を送れる

ことを優先とする｡ 保育室やさまざまな遊具・教具

などの物理的な環境変化に比較的時間がかかるので､

子どもたちの環境移行による心理的変化に十分な配

慮をおこないながらクラス編制する必要がある｡ 単

年度のクラス替えの保育効果としては､ 保育室や人

数編制など物理的な環境が違うことにより､ 新たな

人間関係の形成や新奇な環境に対する自信に繋がる

ことを期待するからである｡ しかしながら､ 子ども

の現状によっては､ 結果的に３年間慣れ親しんだ保

育環境で過ごすことが必要と考えられる場合もある｡

【クラス分けの配慮事項】

①在園児について

・前年度の１年間の子どもの生活状況

・縦年齢と横年齢の友だち関係

・兄弟関係など新たな生育歴を踏まえた家庭環境

②新入園児について

・家庭の養育環境

・兄弟児の有無

・集団生活の有無と集団生活への適応性など

③保育室について

・物理的な保育室の空間を考慮し､ 広い保育環境の

ぱんだ組への配慮としては､ ゆったりとした子ども

(たくさんの子どもたちと生活することで刺激され

自ら積極的に生活態度が促されることを期待される

子ども)､ いろいろな友達とかかわる経験をしてほ

しい子ども､ 人数が多くても自分のぺースで生活で

きる子どもなどを考慮している｡ 狭い保育環境のこ

あら組への配慮としては､ 少ない人数のなかで自己

発揮できる子ども､ 積極的に人間関係を深めてもら

いたいと願う子ども､ 集中力に欠けたり落ち着きの

ない子どもが少ない人数構成のなかで落ち着いて生

活できることを考慮している｡
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４. 異年齢保育の環境づくり� 異年齢保育での保育活動の在り方

幼児期は生活やあそびのなかで､ 自分の欲求や興

味に基づいて､ 自ら主体的に周囲の環境とかかわり､

直接的・具体的な体験を通して充実感を実感するこ

とが､ 生きる力の基礎となる心情､ 意欲､ 態度が培

われる大切な時期であると考える｡

・生活活動 (ルーティン) と日課は､ 異年齢で営ま

れ､ 食事は､ ランチルームにおいて３�４�５歳児が

異年齢で食事をとる｡ 給食時では５歳児がエプロン､

三角巾で衛生的に身にまとい､ 配膳の準備の当番活

動を担う｡ 仕事内容は､ 各テーブルの消毒殺菌､ 配

膳された普通食 (おかず) の配列や除去食の管理､

おかわりの手伝い､ 台布きんや雑巾バケツなどの後

片付け､ 洗濯板を使ってエプロン洗濯などの生活に

必要な当番活動をおこなう｡ 一人ひとりの配膳時の

準備として､ 炊き立てのご飯を子どもたちはその日

の体調や空腹感を感じ取りながら､ おひつからしゃ

もじを使って自分の必要量を盛る｡ ３歳児にとって

の４月当初はまだ手元がおぼつかない様子がみられ

るが､ あせらずゆっくりと経験を積むことによって

確かなものとなっていく｡ ３歳児は､ ２歳児の単独

クラス編制のときから異年齢保育へのウォーミング

アップとして適宜縦割りクラスへ移行保育で必要な

経験を積んできてはいるものの３歳児の年度当初に

おいては､ 生活の自立を優先にゆっくりと丁寧に生

活を進めていくことに心がけている｡ このような生

活リズムのなかで時間のかかる３歳児のために４､
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表１ 異年齢保育形態と各クラスの年齢構成

異年齢児保育形態 クラス名 総計(108名) 年齢構成(内訳人数)

基本的異年齢形態

ひよこ組

り す組

こあら組

ぱんだ組

(17名)

(21名)

(26名)

(44名)

０歳児( 4名)･１歳児(13名)

２歳児(21名)

３歳児( 7名)･４歳児( 9名)･５歳児(10名)

３歳児(13名)･４歳児(15名)･５歳児(16名)

総合縦割保育形態

ひよこ組

り す組

こあら組

ぱんだ組

(27名)

(27名)

(27名)

(27名)

０歳～５歳

０歳～５歳

０歳～５歳

０歳～５歳



５歳児のゆったりと穏やかな見守りが感じられる｡

決められた座席はなく長椅子に席をもやいしながら

お茶をくんであげたり､ 同席した子どもたち同士気

配りする姿がほほえましく観察され､ ｢ごちそうさ

ま｣ は各自のペースで行い､ 配膳の片付けにおいて

コップや箸箱を上手く包めない年下の子に包み方を

教えてあげる姿もみられる｡ エプロンと三角巾をま

とって配膳のお手伝いをする５歳児の姿に年長児と

しての活動への憧れといつかやりたいという期待を

膨らませている｡

①日課を通しての学び合い

子どもが保育園で規則正しい生活リズムを身につ

けて過ごすことは大切なことであり､ 手洗いやうが

い､ 歯磨きや午睡の身支度など自分の身辺処理がき

ちんとできる基本的な生活習慣の自立にむけた生活

の営みが求められる｡ 毎日の日課である雑巾がけで

は､ ４月当初において､ 最年長に進級した５歳児､

一つ進級した４歳児ともに何事にもやる気が見える

この機会を捉えて活動し､ ３歳児にとっては雑巾の

絞り方､ 床を拭く仕方など観察学習する機会となり､

見よう見真似で雑巾を絞る姿が観察される｡ ひと月

を過ぎるころ､ 自分もやってみたいと思う意欲が芽

ばえる頃に５歳児とペアを組み雑巾がけをおこなう｡

上手な絞り方や床目に沿った正しい拭き方などを学

びながら上手な年長児に憧れをいだきながら次第に

上達していく｡ 今では家庭でなされない雑巾がけを

通して自分たちが日頃から生活している生活空間の

衛生的な維持・管理という役割も意識する｡ このよ

うな生活の様子は､ トイレのスリッパをきちんと並

べてみたり､ 午睡時の布団敷きや布団干しなど､ 子

どもたちが日々の生活のなかで繰り返し積み重ねら

れることで自然と身についていく生活習慣能力と考

える｡ 保育士による具体的な生活指導は最低限に抑

え､ 年上の子どもが年下の子どもにとって単に憧れ

の対象として存在しているのではなく､ 集団で生活

を営むうえでの基本的な生活指導の先生としての存

在でもある｡
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表２ 保育園での一日の流れと保育形態

ひよこ組 りす組 ぱんだ・こあら組
時間 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３･４･５歳児
７：00

８：00
９：00
９：30
10：00

11：15
11：30
12：30
13：00
14：00
15：00

17：00
18：00
19：00

順次登園・視診・検温 (０歳児) 自由遊び (全異年齢児)
自由遊び (０･１･２歳児) 自由遊び (３･４･５歳児)

自由遊び (全異年齢児)
片付け・体操

離乳食
ミルク
あそび
午睡

離乳食

おやつ
保育活動

給食

午睡

おやつ

おやつ
保育活動

給食

午睡

おやつ

生活活動
保育活動

給食

午睡

おやつ

自由遊び (全異年齢児)
順次降園

自由遊び (０･１･２歳児) 自由遊び (３･４･５歳児)
延長保育 (全異年齢児)



②設定保育活動と行事保育活動

設定保育活動においては､ 登園後の朝の保育を異

年齢でつどい､ 歌やリズム遊びを通してクラスのコミュ

ニケーションを図る｡ 子どもたちのその日の状態を確

認しながら､ 保育活動へ移行する｡ 設定保育活動で

の保育は異年齢で取り組む課題保育が基本となってい

るが､ 同年齢での活動が望ましい保育活動や個人の自

発的な活動を尊重した選択的保育も実践する｡ 具体

的に音楽リズムや表現活動､ 絵画製作や造形活動､

ごっこ遊び (象徴遊び) やクッキング活動などは主に

異年齢で取り組む｡ さらに､ 役割遊びや協同製作､

文字活動､ ハーモニカやピアニカ等の音楽活動､ 作法

を有するお茶会､ 組み体操等の運動遊びなど､ 学習

並びに技術の習得を目的とする保育活動や協同的な

役割意識を期待する保育活動については同年齢で実

施する｡ ｢行事保育活動｣ については､ 表３に示すよ

うに､ その保育活動のねらいによって､ 異年齢活動で

実施したり､ 同年齢活動で取り組んだりする｡

運動会や発表会は､ 保護者に ｢見せる｣ という要

素の強い行事としてとらえがちであるが､ それと同

時に､ それぞれの年齢の子どもたちの成長の ｢節目｣

としてとらえることを大切に考えなければ無理な緊

張や強制のつよい活動になりかねない｡ 子どもたち

が日々の練習の取り組みのなかで充実感や達成感が

積み重ねられ､ 日常の保育の延長線として ｢ふだん

着の発表会・運動会｣ でなければと考える｡

野外体験活動であるチャレンジキャンプでは､ ５

歳児の子どもの自立心を養う目的で10月に実施して

いる｡ 保護者の参加はなくすべて子どもたち自身で

取り組むことが基本とし､ 炊飯用の釜戸をつくり､

薪をくべ､ マッチを使って火を起こす体験を経験す

る｡ この過程ですでに子どもたちは､ 第二赤間保育

園が考える子どもたちの育ちにとって大切にしたい

思いの一つがプログラムされている｡ 日常の生活で

は体験しない火を用いるという非日常的な体験であ

る｡ 子どもたちは失敗経験を積み重ねることで試行

錯誤しながら必要な知識を体得していく｡ 王丸キャ

ンプでは､ テントを設営し､ 炊飯のためのかまどに

火を起こし､ 飯盒で飯を炊く｡ みんなが協力し､ 自

分の役割をしっかりこなさなければいつまでたって

もご飯を食べることはできない｡

子どもたちは保育園や家庭では経験することのな

い､ ひもじさや不自由さを体験する｡ いっぱい遊ん

だ後ようやくできた食事を話もせずに無心に摂る｡

残飯などなく､ 普段食の細い子でさえお代わりをす

る｡ 木々のざわめきや風の音を聴き､ 草花の香りを

嗅ぎ､ 火の暖かさや明るさ感じながら､ 傾く夕日を

眺める｡ 夜空に輝く星や月あかりのなかで今日ので

きごとを語りあう一刻｡ たっぷりとあるようで無い

時間｡ 管理されない時間はあっという間に過ぎてい

く｡ 子どもたちが自然のなかで体験するこの活動を

通して､ 一見無駄に見えたり不便に思えたりする非

効率的な体験を経験することで､ 子どもたちが協力
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表３ 年間行事

月 活 動 対象年齢 内 容

４
月

入園式 全児親子 ホールにて全児親子で入園式にを行い､ 懇談を各クラスで行います｡

花祭り ４歳児 近くの浄蓮寺にお参りに行き､ お釈迦さまに甘茶をかけ､ 甘茶をいただきます｡

新立山のぼり
(３日間)

４�５歳児①②③ ４�５歳児を異年齢グループを３グループに分け実施します｡
弁当の日
(年間４回)

異年齢
年間４回保護者からの手作り弁当を持って､ 近くの公園や園庭などで食べます｡ 異
年齢の組み合わせは随時異なります｡

誕生会 (月１回) 異年齢 全園児で行う｡ 催し物は内容で未満児の参加を決定します｡

５
月

お茶会
(一人年間４回)

３�４�５歳児
(同年齢) ①②

各年齢の年間計画にそって行う｡ 同年齢を２グループに分け､ 元保護者よりご指導
いただきます｡

真愛保育園交流会 ５歳児 福津市若木台の真愛保育園の５歳児と遊びを通して交流を深めます｡

赤間保育園交流会
(年間４回)

５歳児
姉妹園としてそれぞれの保育園や園外で交流します｡ 計画はお互いの担任で話し合
い決めます｡ 小学校が同じ子同士の交流を深める配慮をしています｡

サッカー教室
(年間２回春､ 秋)

４,５歳児
(同年齢)

同年齢でボランティアコーチより指導を受けています｡

６
月

異年齢交流週間① 全園児 一日の生活場面でさまざまな異年齢で交流をします｡

祖父母招待の日
(年間１回)

全園児 子どもたちのおじいちゃん､ おばあちゃんに保育園での生活や姿をご覧いただきます｡

保育参観①② 全園児
平日と土曜日の２日間､ 子どもたちの日頃の園生活や保育活動をご覧いただきます｡
今年度の保育は保護者参加型での保育を行ないました｡

お話会 (読み聞か
せ) 年間３回

異年齢児 ０�１歳児､ ２�３歳児､ ４�５歳児でお話を聞きます｡
７
月
海遊び
川遊び (５歳児)

同年齢 ２歳児から５歳児を対象に安全面を考慮し､ 同年齢のグループで行ないます｡

８
月

プール遊び ３�４歳児 赤間保育園の大型プールで同年齢のグループで水遊びを楽しみます｡

夕涼み会 (保護者
会と合同主催)

全園児 全園児の家族を対象に夕方､ 保育園で軽食と飲み物で交流を深めます｡

異年齢交流週間② 異年齢 一日の生活場面でさまざまな異年齢で交流をします｡

９
月 運動会 全園児

同年齢や異年齢をいろいろな場面で組み入れて行ないます｡ プログラムにおいても
同様です｡

10
月

チャレンジキャン
プ

５歳児
５歳児を２グループに分け､ １泊２日で子どもと保育士だけの非日常体験型野外活
動を行います｡

親子バス遠足 全園児
平日に全園児共に大型バスに乗って､ 野外で子と親と保育士がレクリエーションを
楽しみ交流を持ちます｡

11
月
味噌作り ５歳児 ５歳児を対象に��宗像の方の指導を受け､ 作ります｡
七五三参り ２�４歳児 近くの浄連寺へでかけ､ お参りをします｡

12
月

クリスマス発表会 全園児 年齢単位やクラス単位でプログラムを構成し表現活動を保護者の方に見て頂きます｡

異年齢交流週間③ 異年齢 一日の生活場面でさまざまな異年齢で交流をします｡

もちつき大会 異年齢
地域の方や保護者の方々の参加で一緒に杵や臼を使いもちをつきます｡ 園児もあん
餅を自分で丸めいただく｡ ５歳児は餅つきの体験もやります｡

クリスマス会 異年齢 全園児でクリスマスの意味を知り､ 楽しく過ごします｡

１
月
総合縦割り保育
(２週間)

異年齢
全クラスで０歳児～５歳児までの異年齢児集団が共に生活を２週間行ないます｡ 異年
齢での生活を過ごし関わりを持つ環境を重要としているので行事は入れていません｡

２
月

節分 異年齢 節分の意味を知り､ やさしい心を持ち続けられるように豆まきをします｡

保育参観② 全園児
平日と土曜日の２日間で子どもたちの現在の様子を参観していただいたり､ 参加型
の保育を行なう｡ １年間の報告も兼ねてクラス懇談も行ないます｡ 終了後講演会を
組み入れる場合もあります｡

お別れ散歩 ３�５歳児 ５歳児とのお別れを兼ねて弁当を持って､ 近くの公園へ散歩に行き､ 楽しく遊びます｡

お別れ探検①②③ ４�５歳児 ４�５歳児を３グループに分け３日間で４歳児が次年度に体験するキャンプの場所で５
歳児が４歳児に火の起こし方や秘密の遊び場所などを伝授しながら楽しく過ごします｡

３
月
雛祭り 全園児 ５歳児が飾ったひな人形を見ながらお祝いをします｡

卒園式 全園児 ５歳児の卒園式が中心となるが全園児でお祝いします｡



して最後までやり遂げることへの勇気と精神的に逞

しく自立心が芽生えていることに気づかされる｡

本格的に水の感触に親しむ海活動・川活動では､

水という環境は子どもたちにとって五感を刺激する

不思議な力がある｡ 水に触れることで､ 五感という

感覚を刺激し､ 子どもたちの小さな瞳が見て､ 感じ

て､ 触れてみることで感性という小さな芽が大きく

膨らむ幼児期にとって必然性のある保育環境である｡

③自由遊びにおいて

自由遊びでの子どもたちの様子は､ 異年齢での活

動と同様に同年齢でのかかわりも見られ､ 遊びの種

類によっては性差がはっきりと観察される｡ 例えば､

闘いごっこやスピードを競う二輪車競争､ 勇気が求

められる高い木登り遊びなどアクティブでテクニカ

ルな激しい遊びやサッカーや野球などのルール性の

あるスポーツ遊びなどは同年齢の男児で活動する姿

が多く見られる｡ 女児においては､ ままごとなどの

ごっこ遊びやみたて遊びなどの象徴遊びなどは異な

る年齢構成で遊んでいる姿がよく見られる｡ その他

にも鉄棒やフープなどを使った遊びで､ ５歳児の女

児の姿に憧れる３､ ４歳児の女児の姿があり､ やさ

しく指導を受けながら挑戦し､ できた喜びを共に共

有する姿は女児に多く見られる姿である｡ また､ 同

年齢の遊びから異年齢への遊びに伝承する遊びに泥

だんご作りがある｡ ５歳児が泥だんごに適した土を

見つけ､ 水の調合加減や上手な練り方の方法などを

年下の子どもたちに上手な遊びかたの継承や伝承が

みられる｡ その他にも絵本の読み聞かせでは､ 自分

のひざもとに小さな子を包みこみながらいとおしそ

うに読んであげている姿には､ 本当の兄弟以上の愛

情深いかかわりを感じる｡

異年齢保育では､ 他者を思いやる気持ちの他に自

分の思いを周囲に合わせていく自己抑制としての関

係性も重視される｡ 年齢相応の自分の思いを全面に

押し出して､ 自分らしさを思い通りに表現していく

自己発揮する力は､ 自我の形成において重要であり､

他者を競争相手として意識することは自我の形成に

おいても大切な関係性でもある｡ 自由遊びでドッジ

ボールやバトンリレーなどクラス対抗や同年齢対抗

などの保育活動を意図的に仕組むことにより､ さま

ざまなトラブルや葛藤､ 競争心などライバル意識な

ど人とのかかわりのなかで､ 子どもたちが双方の立

場を理解し自己発揮しながらも認め合う関係づくり

も大切な環境構成と考える｡� 指導計画の実施

縦割り保育の指導計画の考え方は､ 同年齢保育と

基本的な枠組みは同じである｡ 子どもは環境との相

互交渉を通して､ 豊かな心情・意欲・態度を身につ

け､ 新たな能力を獲得していく過程であることから､

人との相互的なかかわりを深める中で信頼感や自己

の主体性を育むことが大切である｡ ０歳時から就学

前の発達の連続性を考慮して､ １年間の生活を見通

した発達や生の節目を考慮し､ それぞれの時期にふ

さわしい保育の内容を計画し､ １年間を４期にわけ

た期ごとにおける子どもの生活の流れや活動の内容､

主たる行事や季節を取り入れた活動などの見通しを

持って計画をたてる｡ 具体的な保育目標に対して､

異年齢保育か､ 同年齢保育課か､ さらに活動内容に

よる年齢別課題に取り組むのがよいのか検討する必

要がある｡

作成上での配慮は､ 子どもの発達の特性や道筋さ

らに生活の連続性に配慮して､ 乳幼児期の子どもた

ちの発達における身体的・精神的な年齢差・個人差

があることを理解し､ 発達年齢の違う３歳から５歳

児に共通する内容かどうか､ 年齢に応じた保育をど

のように保障するのかなどの配慮も必要となる｡ 縦

割り保育では､ 子どもたちの園生活がより豊かに充

実するために意図的で計画性のある保育を行う必要

がある｡ 計画の記録と実践の記録を照らし合わせ､

自己評価､ クラス評価に基づいて保育実践を振り返

り､ 保育を評価し直すという過程 (指導計画→実践

→評価・改善→新たな指導計画) が求められる｡ 保

育は､ たんに保育士だけが担うのではなく､ 園にか

かわるすべての職員 (保育士､ 栄養士､ 看護士､ 事

務員､ 用務員､ 常勤・非常勤職員など) が職種や年

齢を越えたつながりのもとに園の理念・目的を理解

し､ よりよき実践者､ 担い手としての自覚と専門性

が求められる｡ 長期的な指導計画 (年間計画､ 月案

など) と関連させながら､ 子どもの生活に即したよ

り具体的で短期的な指導計画 (週案, 日案) が必要

になる｡

｢生活・遊び｣ を基本として生活の流れを重視す

る異年齢保育においては､ 異なる年齢の子供たちが

異年齢のかかわりを促す園環境の構成 17



遊ぶ時も､ 食べる時も､ 寝る時も共に過ごすなかで

様々な学び合いがあり､ さらなる生活の主体者とし

ての自立に向かう環境づくりが重要である｡

５. 異年齢保育の効果� 異年齢児とのかかわりが育てるもの

異年齢保育では､ 子ども同士の多様な関係性が育

まれ､ その相互の関係性の中で望ましい子どもの育

ちが見られる｡ 子ども､ 豊かな人間関係を育みなが

ら､ 年齢を越えた関わりの中でお互いを気遣う社会

的態度を身につける｡ 相手を思い気遣う態度は､ 必

ずしも年齢相互の関係だけでない｡ 多様な関係性の

中でハンディを抱える子どもたちに対する同様な気

遣いも育ち､ 自分と異なる相手のことを自然に受け

入れる態度が育つ｡

年上から大切にしてもらった安心感や充実感は､

大きな自信や自覚として積み重ねられ､ 自分は成長

したという自覚や年長としての責任を感じるように

なり､ 自己肯定感につながる｡ また､ 年長児が上手

に遊ぶ姿は年少児のモデルとなり､ ｢すごい､ やって

みたい｣ と知的好奇心や憧れを持つ動機となり得る｡

異なる年齢での集団生活を通して､ 日常での必要な

生活のしかたや遊びのノウハウが､ 年長児から年少

児へと情報や行動が伝達伝授され､ 教えたり教えら

れたり､ 助けたり助けられたりと異年齢児同士のか

かわりを通して相手の気持ちを理解し､ 思いやる気

持ちや他者を認める子ども同士の信頼関係が育まれ

ていく｡

このような異年齢保育活動を通して､ 子どもたち

はどの年齢おいても､ お互いに刺激しあい､ 年齢の

枠を超えたかかわりができるようになる｡ このよう

に､ 慕い慕われる関係の中で､ 子ども同士が協力し

合い､ 支え合う｡ 子どもは､ 関わりを深めながら年

齢を越えた関係性が育まれる｡� 社会的態度と生活態度の育ちの評価

① ｢思いやり観察項目｣ による評価

表４は､ ３,４,５歳児の各年齢について､ 他者に

対する思いやり行動がどの程度評価されるのかを

｢思いやり観察項目｣ (千羽ら､ 2005) に新たな項目

を追加し用いたものである｡

｢思いやり観察項目｣ 評定尺度

評定はそれぞれの項目を５段階で評定する｡

５. 確かに見られる

４. かなり確かに見られる

３. ほぼ確かに見られる

２. あるように思う

１. まったく見られない

調査の概要は次の通りです｡

・観察対象児と調査年月日

平成21年10月実施

５歳児26名

４歳児24名

３歳児20名

日本生活体験学習学会誌 第12号18
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表４ 思いやり観察項目

大項目 小項目

①相手の気持
ちを汲もう
とする表出

１､ 困っている子どもにやさしくする
２､ 他児にトラブルがあると気づかわしげ
にみる

３､ 困ったり悲しんでる人の様子を見て､
声をかける

４､ 許してあげる
５､ 大事なものをゆずる
６､ 大事な役をゆずる

⑥相手との関
係を深めよ
うとする表
出

24､ 相手との関係をつけたり確か
めたりするためにふざける

25､ けんかをする
26､ 自分のとった行動についてど
うしたらよいか気にしたり迷っ
たりする

27､ トラブルをうまく収拾する

②相手に気持
ちを汲んで
もらおうと
する表出

７､ 許してもらおうとする
８､ 大事なものをゆずってもらう
９､ 心配な気持ちをわかってもらおうとす
る

10､ 嫌な気持ちを素直に相手に訴えわかっ
てもらおうとする

11､ 相手の了解をとる

⑦相手の心に
積極的に関
心をもつ表
出

28､ 相手の気持ちを積極的に聞く
29､ ありのままを認める
30､ 相手の心を理解しようと考え
たり質問したりする

31､ 痛みや喜びを感じ取り具体的
にそれを伝える

32､ 相手の表情や行動を見て自ら
の行動を振り返り､ 相手の気持
ちを知ろうとする

33､ 自分ならこうすると判断して
言葉で伝える

③相手を援助
しようとす
る表出

12､ 様子を見て助けてあげる
13､ 自ら他児の面倒をみる
14､ 先生に頼まれて､ 他児の面倒をみる
15､ わからないでいる他児に教える

④みんなと協
力しようと
する表出

16､ 力を合わせてする作業に参加し全体の
役に立つ

17､ 遊んでいるグループの世話をする
18､ 友だちを誘って､ 一緒に遊具を運ぶ
19､ 提案や意見を言って､ みんなの協力を
得る

⑧その他 34､ 相手の身体などのハンディに
気づき､ 自然に助ける

35､ 新しく入園・転園してきた子
どもに対して､ 自分から役立と
うとする

36､ 年下の子どもに対し､ 心づか
いをする

37､ けがなどをした動物の世話を
懸命にする

38､ 飼育物の死を悲しみ､ 涙する
39､ ニュースや読み物などで苦し
んだり困っている人を見て同情
し､ 涙ぐむ

⑤相手と気持
ちを共有す
る表出

20､ 友だちの病気やけががよくなると喜ぶ
21､ 友だちが悲しそうだったら悲しくなる
22､ いじわるされた子どもと一緒になって
怒る

23､ 相手の行動に感心し心から喜ぶ

図１ 各年齢項目別平均点グラフ



・観察者および評定者

３年以上の保育歴をもつ各クラスの担任保育士

・評定の方法

39の ｢思いやり観察項目｣ を５段階の評定尺度に

より､ 担任保育士が評定する｡

・評定の処理

年齢ごとに､ 項目の評定を集計し､ 平均点を算出

する｡

図１は､ ｢思いやり観察項目｣ を用いて､ 他者に対

する思いやる行動を年齢別に評価したものである｡ 最

初に､ 各年齢別での ｢思いやり観察項目｣ の表出結

果を見てみると､ 39項目中35項目において５歳児が

他の年齢よりも高い評価を示している｡ ４歳児につい

て見てみると５項目において他の年齢より高く､ ３歳

では､ 他の年齢よりも高い評価項目は１つであった｡

このことから､ ５歳児についてはそのほとんどの

子どもが３歳の時から異年齢保育を経験しておりそ

れぞれの年齢時に経験した縦の人間関係のなかで育

まれた結果ではないかと考えられる｡ ４歳児は､ １

年半経験した異年齢保育を通して培われた他者との

関係のなかで相手を思いやる行動が見られる｡ ３歳

児においては､ まだこの年齢の特性である自己中心

的な思考に基づく行動が中心で他者に対するかかわ

りはまだまだ難しいことが示唆される｡ 次に､ 各年

齢別の項目について見ると､ ５歳児についてはほと

んどの項目が４歳児よりも上回っており､ ４歳児よ

りさらに相手を思いやれる行動がみられる｡ 特に､

項目14番 ｢先生に頼まれて他児の面倒をみる｣ がす

べての項目において高い評価を示しており､ 項目13

番 ｢自ら他児の面倒をみる｣､ 項目36番 ｢年下の子

どもに対し､ 心づかいをする｣ などの項目について

も評価が高いことから､ ５歳児については､ 他者に

対する相手への気遣いや思いやりを具体的に行動に

移すことができると考えられる｡ また項目10番 ｢嫌

な気持ちを素直に相手に訴えわかってもらおうとす

る｣､ 項目25番 ｢けんかをする｣ の項目について､ ３�
４歳児よりも評価が低いことから善悪などものごと

に対する道徳的な規範意識が他の年齢よりも高いこ

とが示唆される｡ 項目との関係で見てみると､ 項目

25番 ｢けんかをする｣ が他の年齢と比べて５歳児が

一番低く､ 反対に項目27番 ｢トラブルをうまく収拾

する｣ が他の年齢より高いことから､ 実際にけんか

やいざこざの状況において保育者が関与しなくても

子ども同士で時間はかかっても解決しようとする姿

が実際に多く観察された｡ ４歳児においては､ 項目

７番 ｢許してもらおうとする｣､ 項目９番 ｢心配な気

持ちをわかってもらおうとする｣､ 項目10番 ｢嫌な気

持ちを素直に相手に訴えわかってもらおうとする｣､

項目25番 ｢けんかをする｣ などの項目から､ 友だち

との仲間関係を深めようとする反面､ 仲間関係にお

いて自我をとおそうとしてけんかなどのいざこざも経

験しながら､ 相手を認め気遣う姿も見られ､ 自我の

形成において他者を理解しようとする心の葛藤をく

み取れる年齢でもあることが示唆される｡ また､ 項

目14 ｢先生に頼まれて他児の面倒をみる｣ の項目に

おいては５歳児と同様に高い評価がなされているこ

とから､ 年下やお友だちに対して思いやる気持ちが

現れ始めていることが示唆される｡

しかしながら､ 項目13番 ｢自ら他児の面倒をみる｣

の項目については平均的な評価であることから､ 保

育士に示唆されれば他児にかかわろうとする姿勢も

同時に伺える｡ 園生活において､ 園外活動で５歳児

が不在のときに４歳児が年長児としてリーダーシッ

プを発揮する姿がみられ､ このことは､ ５歳児に代

わってお世話をするんだという自覚や責任感といっ

た意識が芽生えている証しだと考えられる｡ 異年齢

保育での４歳児の存在は､ 年上との関係 (年上への

憧れとライバル視)､ そして年下との関係 (年上とし

の自覚と責任) などそれぞれの年齢間での関係にお

いて年上への憧れや年下に対する我慢したり気持ち

を抑えたりと年齢の狭間で葛藤を感じている時期だ

と考えられる｡ このことから､ 保育者は､ 子どもの

成長・発達において､ 心の変化の著しいこの年齢の

時期の子どもたちの心の状態をよく理解し､ 異年齢

保育での４歳児の存在に対して､ 保育士が過度な役

割意識や期待を抱くのでなく一人ひとりに向けたや

さしいまなざしと援助が必要であることが示唆され

る｡ ３歳児においては､ ほとんどの項目について４,

５歳児よりも評価が低く､ なかでも項目37番 ｢けが

などをした動物の世話を懸命にする｣ と項目39番

｢ニュースや読み物などで苦しんだり困っている人を

見て同情し､ 涙ぐむ｣ については､ 特に低い評価だっ

た｡ これらの項目については､ 他者を十分に受容で

きる年齢ではなく､ 年齢相応であると考えられる｡
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また､ 小動物に対するかかわりについては､ 実際に

保育の場面において３歳児男児がクラスで飼ってい

たザリガニのはさみをもぎ取ったり､ 他の３歳児男

児が金魚鉢の中に大量の砂を入れたりといくつか出

来事があった｡ 園生活においては､ 子どもたちが日

頃から小鳥､ 金魚､ カメなどのお世話や昆虫などの

飼育を通して生き物とのかかわりは体験しているも

のの､ 他者のかかわりと同様に命に対する感情がま

だ未分化で未熟ゆえな行動だと考えられる｡ 項目35

番の ｢新しく入園・転入してきた子どもに対して､

自分から役立とうとする｣ についても低い評価から

見ても､ ３歳児はまだ相手を思いやるという他者と

の関係を認識し､ 人間関係をきずくのは難しいこと

が考えられ､ 反対に項目24番 ｢相手との関係をつけ

たり確かめたりするためにふざける｣ や項目25番

｢けんかをする｣ などの項目から他者との関係におい

てはコミュニケーション能力が未熟なため､ けんか

やいざこざなどのトラブルにつながりやすく､ 相手の

立場を理解することはまだ難しいことが示唆される｡

このことから､ ３歳児の課題として､ 生活や遊びな

どより豊かな異年齢でのかかわりを通して他者との

関係を深めていく配慮が必要性であることが示唆さ

れる｡

② ｢生活に必要な習慣項目｣ による評価

生活に必要な生活習慣能力について､ 子どもたち

がどの程度習得しているのかを保育形態の違う二つ

の保育園､ 赤間保育園 (同年齢保育形態) と第二赤

間保育園 (異年齢保育形態) の３歳児､ 各20名､ 計

40名を対象に評価をおこなった｡ 表５は､ 生活に

必要な習慣項目について ｢子どもの園生活と成長の

姿｣ (田中ら､ 2000年) の ｢生活に必要な習慣｣ に

新たな項目を追加し用いたものである｡

｢生活に必要な習慣項目｣ 評定尺度評定はそれぞ

れ項目を以下の５段階で評定する｡

５. 確実にできる

４. かなりできる

３. まあまあできる

２. あまりできない

１. まったくできない

調査の概要は次の通りで｡

・観察対象児と調査年月日

平成21年10月実施

赤間保育園３歳児20名

第二赤間保育園３歳児20名

・観察者および評定者

３年以上の保育歴をもつ各クラスの担任保育士

・評定の方法

73の ｢生活に必要な習慣項目｣ を５段階の評定尺

度により､ 担任保育士が評定する｡

・評定の処理

年齢ごとに項目の評定を集計し平均点を算出する｡

図２は､ それぞれの保育形態の違う保育園の３歳児

各20名について生活に必要な習慣73項目について評

価した結果である｡ その結果､ 73項目中54項目にお

いて異年齢保育での３歳児が同年齢保育形態の３歳

児よりも評価が高いことが示唆された｡ 詳細に見て

みると項目５ ｢食事中は席を離れないで食べる｣､

項目７ ｢椅子やテーブルの下にこぼした食べ物を拾

う｣､ 項目10 ｢自分が使った食器を片付ける｣､ 項目

14 ｢牛乳を自分でコップに注ぐ｣ の食事に関する項

目について２つの園で大きく差があるが､ これは同

年齢のみで食事をする赤間保育園と３､４､５歳児が

異年齢で食事をする生活環境の違いによるものと考
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表５ 生活に必要な習慣項目

評価項目 評価 評価項目 評価

1 食事の前に手を洗う 38 顔を洗ってふく

2 スプーン､ フォーク､ 箸を献立に合わせて使い分ける 39 シャワーの後など､ 自分で髪の毛や体をタオルで拭く

3 箸が正しく持てる 40 遊びに夢中になってもおもらしをしない

4 食器や箸をきちんと持って食べる 41 パンツをぬらしたら､ 自分で着替える

5 食事中は席を離れないで食べる 42 男児用と女児用のトイレが区別できる

6 自分でこぼしたものをふきんで拭き取る 43 膝まで､ あるいは全部脱いで排泄ができる

7 椅子やテーブルの下にこぼした食べ物を拾う 44 パンツを脱がずに大小便ができる

8 だいたいこぼさないで食べる 45 自分でおしっこに行き､ 大人の世話はほとんどいらない

9 言われなくても､ 食事のあと口の周りをぬぐう 46 自分で大便の後始末ができる

10 自分が使った食器を片付ける 47 排泄のあと､ 言われなくても手を洗う

11 ハンカチ結びができる 48 トイレのスリッパに履き替えてトイレに行く

12 ハンカチ結びをほどく 49 排泄のあと､ トイレの水を流す

13 ご飯をおひつからよそう 50 トイレのスリッパを並べて出てくる

14 牛乳を自分でコップに注ぐ 51 こわれたガラスや針などが危険だとわかる

15 大皿から自分の皿に食べ物をとる 52 友だちののっているブランコの前後に立たない

16 嫌いなものでも頑張って食べようとする 53 前の友だちが滑り終わるまで､ 滑り台を滑らない

17 長いズボンが一人ではける 54 飛び降りたら危険な高さがわかる

18 洋服の袖を正しく通す 55 避難訓練で､ 先生の指示通り行動する

19 前のボタンが一人ではずす 56 水道の蛇口をまわして､ 水の調節ができる

20 前のボタンが一人ではめる 57 髪の毛をゴムで結ぶ

21 ファスナーを上げ下げできる 58 雑きんやタオルを絞る

22 ファスナーをセットできる 59 ほうきで掃除する

23 ホックの着脱ができる 60 鉛筆などが正しく持てる

24 上着を一人で着る 61 布団を敷く

25 ひもで蝶結びができる 62 布団をたたむ

26 ひもの蝶結びがほどける 63 シーツカバーをかける

27 脱いだものをハンガーにかける 64 シーツカバーをはずす

28 洋服を脱いだあと自分できちんとたたむ 65 使った後､ 用具を点検して数を確かめる

29 靴の左右がわかる 66 自分の帽子や物を置く場所がわかる

30 暑く感じたら自分で上着などを脱ぐ 67 自分の靴を靴箱に片付ける

31 服がぬれたら自分で着替えようとする 68 自分のものと他人のものが区別できる

32 汗をかいたら自分で着替える 69 遊んだ後の遊具を片付ける

33 気温に応じた衣服が選べる 70 自分から､ 遊んだ後の自分の遊具を片付ける

34 手が汚れると自分で洗い､ 拭く 71 自分の片づけが終わっても､ 友だちの分まで手伝う

35 手洗いは､ 手のひらだけでなく､ 手の甲や指の間も洗う 72 紙くずなどが落ちていたら拾う

36 自分で気づいて鼻をかむ 73 各クラスのゴミをゴミ袋に集める

37 うがいと口すすぎの違いがわかり､ 正しく行う



えられる｡ このことは､ 異年齢の生活の中で必然的

に年長児からの刺激を受け模倣する場面が多くある

からだと考えられる｡ 今回の生活習慣能力の結果を

評価から見ると､ 評価の２､ ５をクリアしていない

項目は同年齢では14項目あり､ 異年齢では４項目で

あった｡ 又､ 評価３をクリアしていない項目は同年

齢では23項目あり､ 異年齢では14項目であった｡ そ

のうち共にクリアできていない項目は ｢25. ひもで

蝶結びができる｣ であり､ 逆に共にクリアできてい

る項目は ｢ハンカチ結びができる｣ であった｡ ハン

カチ結びは同年齢でも異年齢でも毎日の生活の中で

必要な生活習慣であり､ 互いに２歳児の頃から経験

していた結果であることが分かる｡ 反面､ ひもでの

蝶結びは４,５歳児でも難しさがあり､ 当園におい

ては５歳児の当番活動の時､ ランチルームでの配膳

時にエプロンのひもを５歳児が結ぶことができる生

活環境があるからである｡ ３歳児の成長・発達の特

徴から ｢依存から自立｣ へ ｢受動から能動｣ へ移行

する時期であり､ 子どもたち自信は自分から何でも

挑戦しやろうとする姿が見られ､ 今まで親や保育士

に依存しそこのかかわりを中心としていた行動から

一人で行動しようとし､ 自我が今まで以上にはっき

りとしていく｡ この成長・発達の特徴をしっかりと

理解した上で保育士は手を出すだけの援助から､ 子

どもを信じ見守り､ 励ます援助を増やすことが､ こ

こでの自立心の育みに繋がると考えられる｡ 子ども

たちはどんなに難しいことでも自分がやりたいと思

うことは目を輝かせ挑戦しようとする｡ このような

ときには ｢危ない｣ ｢やってはいけない｣ と安易に

制するのではなく､ まずはやってみることからでき

るに繋ぐことが大切であり､ そのことが生活習慣能

力として自身のものとなると考えられる｡

６. 異年齢保育実践の課題

異年齢保育形態での保育環境のなかで､ 一人ひと

りの子どもたちが年齢を越えてかかわる姿は十分見

られるものの､ 各年齢の子どもの育ちについての正

しい理解とその評価について弱いことが指摘さる｡

また､ 各年齢に見合った環境構成 (各年齢での発

達課題である知的好奇心を満たす物的環境の構成や

同年齢での学習環境) の在り方や年間カリキュラム

の在り方にも課題があることが理解された｡

このことから､ ０歳から５歳まで各年齢の発達の

連続性を考慮して異年齢保育の環境構成の在り方に

ついて取り組んでいく必要がある｡
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１ はじめに

｢いのちの教育｣ を飼育動物との関わりを通して

行った小学校での実践事例は､ これまで数多く報告

されている｡ 幼児教育においても ｢幼稚園における

道徳性の芽生えを培うための事例集｣ (文部科学省)

の中に､ 幼児のいのちの理解を培う実践例が報告さ

れている｡ この実践例は､ 園で飼育しているカメに

ミミズを餌として与えることにより､ 幼児が生命と

のかかわり方や､ それに対する友達の様々な考え方

を知って､ 生命についてより深く考え､ ｢生命の大

切さに気付く(５歳児)｣ というものである｡ この背

景には､ ｢幼稚園教育要領｣ (保育内容 ｢環境｣) に

記されている ｢身近な環境に親しみ､ 自然と触れ合

う中で様々な事象に興味や関心をもつ｣ ｢身近な環

境に自分からかかわり､ 発見を楽しんだり､ 考えた

りし､ それを生活に取り入れようとする｣ というね

らいと､ ｢身近な動植物に親しみをもって接し､ 生

命の尊さに気付き､ いたわったり､ 大切にしたりす

る｣ というねらいがある｡ このねらいを教師 (保育

者) が日々の幼児教育 (保育) の場面で具体化する

には､ 文章の真意をよく理解しておく必要がある｡

｢身近な環境に親しみ､ 自然と触れ合う中で様々な

事象に興味や関心をもつ｣ というのは､ その時だけ

面白がるような一過性の態度や行動が期待されてい

るわけではない｡ 飼育動物の生態や飼育動物の生態

に影響を与える環境への､ より積極的､ 持続的な､

後の知識の獲得につながるような興味・関心の育成

が期待されているのである｡ また､ ｢身近な動植物

に親しみをもって接し､ 生命の尊さに気付く｣ とい

うことは､ 幼児が単に小動物を自分のおもちゃやペッ

トのように取り扱うことではない｡ その生態をよく

理解し､ 慈しむ気持ちをもつ子どもに育てることで

あろう｡

本研究は､ 筆者が担当した幼稚園の子ども達がカ

メの生態と環境､ 特に気温との関係を理解するよう

になっていくまでの過程をみた実践研究である｡

幼児期は周囲の環境とのやりとりを通し､ 様々な

ものごとに対する情緒的理解を深めると同時に､ そ

れを基盤に科学的理解､ 知識の獲得につながる学習

を行っていくものと考えられる｡ なお､ 筆者がここ

で言う情緒的理解とは､ 自然や動植物を愛し､ 大切

にしようとする気持ち､ 優しさや思いやる気持ちを

もって周囲の環境に関わろうとする意識・態度を意

味している｡ また､ 科学的理解とは､ 事物の特徴､

性質､ 変化等に気付き､ 興味・関心・好奇心をもっ

て積極的に環境と関わり､ より深く考えようとする

意識・態度を意味している｡
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２ 研究の方法� 対象園

Ｆ県Ｆ幼稚園は､ 大学の附属幼稚園である｡ 地方

都市の住宅地にあり､ 大学のキャンパスと隣接して

いる｡ 入園は､ 保護者による送り迎えが30分以内で

できることが条件である｡ 園の創立当時は､ 徒歩で

の通園が想定されていた｡ しかし､ 今ではそのほと

んどは車での送り迎えになってきている｡ 入園に際

しては､ 知的能力や生活能力をみるような特別な選

考は一切行っていない｡ 入園希望者が定員を超える

場合は､ 抽選により入園の可否を決定した｡ 園庭は

豊かな自然環境に恵まれ､ 起伏のある広場や木々を

利用した遊び空間がある｡ 子ども達は季節の草花や

虫を身近に感じ､ それらを利用した遊びの楽しさを

体験することが日常的にできる｡ なお､ 園庭では､

ウサギとニワトリも飼育されている｡� 対象クラス

４歳児クラス (24名)～５歳児クラス (27名) の

２年間｡ 筆者は､ この２年間､ クラス担任として子

ども達に関わった｡ 子ども達は､ 園庭での戸外遊び

では非常に活発であった｡ しかし､ 室内での課題的

活動､ クラス集会等では､ 友達や教師の話を聞くこ

とが苦手である｡� 指導の原則

筆者は､ 日々の保育の実践にあたって次のことを

心がけた｡

① 自発的な活動の重視

指示されるだけではなく､ 年齢相応に自分で考

え､ 自分で判断し､ 自分で行動することができる

ようにすること｡

② コミュニケーション力の重視

教師や友達の話をしっかり聞くことができると

同時に自分の気持ち､ 自分の考え､ 自分の疑問を

積極的に表現できるようにすること｡

③ 友達関係の広がりの重視

遊びや様々な活動を通して友達と体験を共有し､

積極的に豊かな友達関係をもつことができるよう

にすること｡

④ 創造的に思考する力の重視

自然の変化に対する思考力や創造力の素地を伸

ばすとともに､ 知的好奇心を育み探究心を深める

ようにすること｡� 分析の視点

子ども達のカメとの関わりの様子について観察記

録した資料を情緒的理解と科学的理解の視点から分

析する｡

３ 実践 ｢カメとのかかわり｣� 実践が生れた背景

Ｆ幼稚園にあるカメの飼育ケースは遊戯室出入口

の向かいの壁側に設置されていた｡ ある日ホールか

ら出てきた５歳の男児がいたずらでカメのいる飼育

ケースを割ってしまった｡ この出来事からカメの存

在を子ども達に知らせていなかったことや､ 子ども

達とカメとの関わりが希薄だったことを筆者は反省

した｡ そこで､ ４歳児保育室出入口横に飼育ケース

を移し､ 幼児がカメと関わりやすい環境をつくるこ

ととした｡ (図１)
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図１



� 実践経過

カメと関わる幼児の意識や行動の変化を４歳児１

学期から５歳児３学期までの２年間について学期ご

とに表１から表６に示す｡ なお､ 表中の○は情緒的

理解と判断される幼児の言動を､ ●印は科学的理解

と判断される言動を表している｡

①４歳１学期

表１は､ ４歳児クラス１学期の子ども達の様子を

時系列に沿って示したものである｡

新年度に入って､ ４歳児クラスの保育室の前にカ

メの飼育ケースを移動させ､ カメが子ども達の目に

つきやすいようにした｡ その結果､ 子ども達はカメ

に餌を与えたり､ 声をかけるなど以前よりカメと関

わる姿がよく見られるようになった｡ このことから

子ども達はカメに親しみをもつようになったとみて

よいであろう｡ なお､ この頃､ 筆者はカメの飼育ケー

スの横に温度計を掛けた｡ 温度計を掛けたのは､ プー

ル遊びが始まり気温や水温について子ども達に話し

たのがきっかけであった｡

②４歳児２学期

表２は､ ２学期の子ども達の様子を示したもので

ある｡

２学期に入ると､ 子ども達は温度計を単に見るこ

とから､ 温度計の目盛りを数え､ 気温に関心を持つ

ようになってきた｡ しかし､ ここではまだ気温とカ

メの生態の関係については気付いていない｡

４歳児の10月になると､ カメは子ども達が餌を与

えるとすぐ食べてしまい､ 再度与えるとその餌も食

べてしまうようになった｡ 食べる量が明らかに増え

たのである｡ 子ども達は､ こうした観察体験からカ

メの動きの変化に気付いたようである｡ カメは､ そ

の後餌を与えてもほとんど食べなくなり､ 次第に動

きも鈍くなっていった｡ この状況を見て､ 子ども達

はカメの健康を心配した｡ この頃､ 筆者は子ども達

に ｢ふゆじたく｣ という歌を教え､ よく一緒に歌っ

ていた｡ 歌に出てくるのは動物達の ｢ふゆじたく｣

すなわち冬ごもりの準備についてである｡ 子ども達

は､ この歌がきっかけになり､ ｢カメも冬眠したい

のかもしれない｡｣ と考えるようになった｡ そして､

みんなでカメの冬じたくをしてやることになる｡

冬じたくをしながら､ カメはしばらく葉っぱの布

団の中で眠ってしまうので､ 忘れないようにと､ 自

ら子ども達はカメの絵を描こうということになる｡

その過程で ｢脚はどうなっているかな？｣ ｢カメは

オスかな？メスかな？｣ と疑問をもつ子どもがでて
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表１ ４歳児１学期の子どもの姿

○情緒的理解
幼児の言動

●科学的理解
環境構成と教師の援助 解 釈

○登園すると必ずカメをみている｡
○｢おはよう｡｣ とカメに向かって声
をかける｡

・カメの飼育ケースは幼児の目に止まる
場所に設置､ 登園時靴を履き替える靴
箱の横(保育室出入口横)に設置する｡

・カメの飼育ケースを子ども達の目につく
場所に設置したことは､ 毎日子どもがカ
メを見ることができる環境となった｡

○カメに名前をつけようとする幼児
がいる｡

・カメに声をかけたり餌を与えたりするよ
うになった｡ また自分なりの名前をつけ
る姿のなかにカメに親しみをもち始めて
いる姿がみられる｡

●温度計を見ようとする｡ ・気温に興味をもたせるために幼児の目
に止まる場所カメの飼育ケースの横の
柱に温度計を掛ける｡

・温度計を掛けたのは､ プール遊びが始ま
り気温や水温について話をしたことから
であったが､ 温度計をカメの飼育ケース
の側に掛けたことが幼児の温度計への興
味を引いた｡

写真１ 温度計の目盛りを数える子ども



くる｡ すると､ ある男児が ｢メスは首のところに黄

色の線がある｡｣ と言う｡ そのことから改めて､ 皆

で雌雄の区別について調べてみた｡ その結果､ オス

は全体の色が黒っぽく､ メスよりも小型であり､ 爪

が長い､ 尻尾の部分が長いということが分った｡ 結

局､ 子ども達が関わっているカメはオスであろうと

いうことになった｡

子ども達が描いた絵を見ると､ 多くの子どもが飼

育ケースの中のカメと飼育ケースの横の温度計を描

いている｡ しかも ｢10うど｣ と文字を書いている子

どもさえいた｡ こうしたことから､ 子ども達は､ カ

メの生態の変化と気温の関係について気付き始めた

日本生活体験学習学会誌 第12号28

表２ ４歳児２学期の子どもの姿

○情緒的理解
幼児の言動

●科学的理解
環境構成と教師の援助 解 釈

○教師と一緒にカメをタライに移し散
歩させたり､ 水槽を洗ったりする｡

・カメの動き方がよくみえるようにテ
ラスに放す｡
・カメの歩く様子を見せたり､ 手で持
ち上げたりして教師はカメに触れて
みせる｡

●温度計の目盛りを指で押さえて数え
ようとする｡

・幼児は温度計をみることから､ 温度計の
目盛りを数える姿に変わり､ 気温に関心
をもつようになってきた｡ ここではまだ気
温とカメの関係についてはみえてこない｡

●温度計の目盛りを数えながら ｢20キ
ロ？｣ と呟く｡

・幼児の言葉を聞き､ 訂正するのでは
なく､ ｢20度だね｡｣ と正しい単位で
応える｡

・｢何キロ｣ と言っていることから単位の
使い方は分かっていない｡ しかし､ 気温
を読もうとする意欲が伺える｡

●｢朝食べたのに､ また食べる｡｣ ｢よ
く食べるね｡｣ と餌を与える回数が
多いことを感じる｡

・｢そうだね｡｣ と幼児の思いに共感を
示す｡

・10月に入り､ カメは餌を与えても直ぐに
食べてしまうことから､ 幼児はカメが食
べる餌の量の多さに驚いたので､ 教師も
それを受け止めカメ冬眠に入る前の様子
を予感する力を認め､ 今後の幼児の反応
に注目することが重要であると考えた｡

●カメの動きの変化に気付く｡ ｢餌を
食べなくなってきた｡｣ ｢あまり動か
ない｡｣ これまで餌をよく食べてい
たが､ 食べなくなってきたことや動
かなくなってきたことを知る｡

・冬眠する動物が登場する ｢ふゆじた
く｣ の歌を伝え､ 一緒に歌う｡

・カメの動きの変化に子ども達は気付き､
カメの健康を心配するが､ ｢ふゆじたく｣
の歌の内容とカメの冬眠につながること
を理解した｡

●温度計の目盛りを指して読もうとす
る｡

・冬眠するカメの生態に関心をもつ幼児を
さらに注目すべきその時期に達している
と考えられる｡

●カメを教師と一緒に冬眠させる準備
をする｡ ｢葉っぱのおふとん｣ と歌
にあるように落ち葉を集めてカメの
布団にする｡

・冬眠するカメの生態に関心をもつ幼児に
教師が注目しながら今後の保育を展開す
ることが重要｡

○カメを忘れないようにと､ 自分達か
らカメの絵を描く｡

・自分達からカメの絵を描く姿は真に描き
たいから描くという主体的な行動である｡

●｢脚はどうなっているかな？｣
｢オスかな？メスかな？｣ ｢オスとメ
スはどこでわかるのかな？｣ と疑問
をもつ幼児もいる｡

○｢みみちゃん｣ と自分なりの名前を
付けている

・学級全体でカメの名前を決めるので
はなく､ 各自の思いに任せる｡

●｢10うど｣ と記す｡ しかし ｢ど｣ は
鏡文字になっている｡

・カメの動きと気温との関係を感じている｡
・Ｓ児は ｢10度｣ を ｢10うど｣ という音に
聞こえるのであろう｡
・カメと温度計を表現することは､ カメと
の関係を意識して捉えている｡



ものと推測される｡

③４歳児３学期

表３は､ ４歳児３学期の子ども達の様子を示した

ものである｡

子ども達は､ 冬眠中のカメを見守り続けることに

よって､ カメが何も食べず､ 動かないことに気付く｡

そして､ ｢もしかすると死んでいるかもしれない｣

と心配しながらも､ 根気強く待った｡ そして､ その

間も毎日温度計を見､ そのなかで日々の気温の差を

客観的に読み取る姿が見られるようになっていった｡

④５歳児１学期

表４は､ ５歳児１学期の子ども達の様子を示した

ものである｡

さらに年度が移り､ 子ども達は５歳児クラス (年

長) に進級した｡ そして､ ４月の終わりに､ 動き出

すカメに気付いた｡ この時､ 子ども達は気温が ｢20

度｣ であることを確かめ合った｡ しかし､ 20度を示

す日は以前にもあった｡ このことについて､ なぜそ

のときは動かなかったのか､ 同じ20度でもカメが目

覚めた20度とどこが違うのか､ 疑問をもつ子どもも

いた｡ カメの冬眠からの目覚めには､ 気温だけでは

なく他の条件 (日差し等) も関係しているのではな

いかと考えているようである｡

カメが目覚め､ 息を吹き返したかのように動き出

すのを見て子ども達は強く感動し､ 非常に喜んだ｡

カメの飼育ケースを自分達できれいに洗い､ カメに

とって住み心地のよい環境となるようにした｡ その

様子には､ カメに対する子ども達の深い愛情をみる

ことができる｡

⑤５歳児２学期

表５は５歳児２学期の子ども達の様子を示したも

のである｡

９月の終わり ｢暑い､ 暑い｡｣ と言いながら ｢いっ

たい何度あるのか｡｣ と一人の幼児がつぶやいた｡

この言葉を聞き､ 筆者は､ 温度計の横に紙を貼り､

｢32ど｣ と記入した｡ 気温を記録する環境をつくっ

てみたのである｡ 最初は筆者が気温の数字を書いて

いたが､ しだいに登園した子ども達が記入するよう

に変わっていった｡ 記入した子どもが ｢今日は○度
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写真４ カメに自分なりの名前を付けている

写真２ 忘れないように絵を描こうと考える子ども

写真５ 冬眠時の気温10℃

写真３ 冬眠と気温の関係を知りつつある｡



だったよ｡｣ と友達に知らせたり､ 朝のクラス集会

時にみんなに伝えたりするようになっていった｡ さ

らに子ども達は記録を続けるうちに､ 朝の気温と昼

間の気温が異なることや､ 保育室前の気温と芝生広

場の気温の違いに気付くようになった｡ すなわち､

気温は時間や場所によって異なるのだということを

理解するようになってきたのである｡

11月頃になると､ 気温が下がるにつれ､ カメの動

きが鈍くなってきた｡ そのことから子ども達はカメ

の動きと気温の変化の関係に気付き､ 冬眠が近いこ

とを察した｡ そして､ カメが冬眠する準備を子ども

達で行った｡ 子ども達は冬眠中も飼育ケースの中の

飲み水をきれいにし､ 気温を記録し続けた｡ カメへ

の関心はカメの冬眠中も継続していった｡
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表３ ４歳児３学期の子どもの姿

○情緒的理解
幼児の言動

●科学的理解
環境構成と教師の援助 解 釈

○子ども達は登園すると飼育ケースを
みている｡ ｢まだ寝ているのかな？｣
｢動かないね｡｣ ｢どこに隠れて寝て
いるのかな｡｣ とつぶやく｡

○カメがいつでも水を飲むことができ
るように､ きれいな水に替える｡
｢水も飲んでいない｡｣ ｢何も食べて
いない｡｣ ｢死んでいないのかな？｣
と心配する｡ カメを見ようとする幼
児に､ ｢まだ待っとき｡｣ と制止を促
す幼児がいる｡

・冬眠中のカメの世話として､ いつで
もきれいな水が飲めるように子ども
達と一緒に水を替える｡

・カメ自体の姿は直接見えないが､ 飲み水
が汚れると水替えをすることで､ 冬眠中
のカメにも関心は続くことを教師は意図
した｡

●冬眠しているカメの飼育ケースを覗
きながら ｢今日は何度かな？｣ と言
いながら温度計をみている｡

●｢13度｡｣

●｢昨日は15度だったよね｡｣ と､ 友達
に確認を求める姿がみられる｡

・前日の気温との差を感じることで､ 寒暖
と気温との関係に関心をもち始めている｡

●｢15度より13度の方が寒いよね｡｣ と
友達に共感を求める姿がみられる｡

表４ ５歳児１学期の子どもの姿

○情緒的理解
幼児の言動

●科学的理解
環境構成と教師の援助 解 釈

●｢今日は16度｡｣ ｢天気はいいけど､
カメはまだ冬眠から起きてきません｡｣
と呟く｡

・冬眠中でも飼育ケース横の温度計を
見ることで､ 気温が何度になったら
カメが起きてくるのか､ 期待をもた
せる｡

○｢先生､ カメが出てきたよ｡｣ と気付
く｡ それを聞いていた周囲の子ども
達は､ 動き出したカメを見に行く｡

・カメの目覚めをともに喜び合う｡

●�児は温度計の目盛りを指さし ｢20
度になった｡｣ ｢お水に入って､ それ
から動き出した｡｣ ｢４月まで眠って
いた｡｣ ｢干しエビあげたよ｡｣

●｢今日は４月20日､ 今まで冬眠して
いた｡｣

・カメが冬眠していた期間について関
心をもたせる｡

●｢４月20日にカメは起きてきた､ で
も以前も20度の日はあった｡｣ と疑
問を感じる子どもの姿がある｡

・同じ20度でも気温でも冬眠から覚める条
件が何かありそうだと､ 感じている幼児
がいる｡



⑥５歳児３学期

表６は５歳児３学期の子ども達の様子を示したも

のである｡

この時期の子ども達は､ 冬眠中のカメの健康を心

配しながらも今はまだ冬眠中であることを理解して

いた｡ 筆者はこの頃室内にも温度計を掛けた｡ この

ことによって､ 子ども達は室内の暖かさを感じてい

るが､ 気温が戸外より高いことを客観的に理解する

ようになった｡ 温度計の見方については､ 目盛りと

目盛りの間の読み方を筆者に訊ねるなど､ より厳密

に読み取ろうとする子ども達の姿も見られるように

なった｡ また家庭で､ テレビの天気予報に出てくる

気温に関心をもつ子どもも現れてきた｡ そのことに

よって温度の表記についても理解し始める子どもの

姿も見られる｡

４ 考察� 情緒的理解と科学的理解

カメとかかわる体験を通して､ カメの動きの変化

から冬眠と気温との関係に気付く幼児の姿がみられ

た｡ このことは科学的理解の芽生えであると考えら

れる｡ ４歳児の１学期は､ カメにあいさつをしたり､

名前を付けたりするなどの愛情表現的な行動が多く､

いわば情緒的理解の状態にある｡ しかし､ ２学期か

らは､ 餌の量の変化や温度計の目盛りへの関心など

科学的理解へと進んでいったと考えられる｡

５歳児になって､ 子ども達はカメが冬眠から目覚

めるということを実際に目前で体験した｡ この体験

を通して生命の不思議さに感動したが､ これは情緒
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表５ ５歳児２学期の子どもの姿

○情緒的理解
幼児の言動

●科学的理解
環境構成と教師の援助 解 釈

●登園直後温度計をみて ｢今日は18度｡｣
と温度計の目盛りを読むようになっ
てきた｡ ｢お弁当を食べるころには
26度になっているよ｡｣ と言う｡ さ
らに降園時の気温も調べる幼児の姿
がみられる｡

・気温を記録することを試みる｡

・気温の変化に興味をもつ｡ 子ども達
の姿を見守る｡

・朝と昼の気温の変化に気付く幼児がいる｡
・幼児は､ 戸外と室内の気温の違いを察知
している｡

●Ｓ児が温度計をみて ｢17度｡｣ と確
かめ､ 続いて登園してきたＭ児に
｢今日は17度よ｡｣ と伝えている｡

○10月26日､ 園庭でお弁当を食べてい
る時 ｢葉っぱが落ちてきた｡｣ ｢寒い
ね｡｣ ｢半袖半ズボンでは寒いね､ 今
度から長袖にしよう｡｣ などと子ど
も達は話をしている｡

・温度計の横に紙を貼って､ 子どもた
ちと確認した気温を記す｡
・気温は朝と昼では変化することに気
付かせる｡ そのため降園時の気温に
ついても関心をもたせる｡

・気温は時間によっても場所によっても違
うということを感じ始めている｡ (10月
26日)

●Ｙ児 ｢朝は18度だったよ｡｣ とみん
なに伝えている｡ それを聞いて子ど
も達は ｢お昼になっているから上がっ
ているかな？｣ ｢風が冷たいから下がっ
ているかな？｣ と考え合っている｡

・｢寒くなってきているね｡｣ と共感し､
｢今､ 何度だろう？｣ と問いかける｡

●食事を済ませて保育室前の温度計を
みに行き､ ｢21度｡｣ と保育室前の気
温を確かめた｡ しかし､ ｢みんなで
お弁当を食べた広場の気温は21度で
はないかも知れない｡｣ と感じる｡

・場所によっても気温が違うことを感
じさせる｡

●毎朝温度計を見ながら記録を付けて
いる｡ Ｃ児 ｢６と７の間は何って書
いたらいい？と教師に訊ねる｡

・必要に応じて表記の仕方等教える｡
・｢点５､ 半分ということ､ だから６
と７の間は６点５､ 『6�5度』｣ と教
師は教える｡ (11月22日)

・温度計の目盛りを厳密に読もうとしてい
る｡

●｢５度と６度は５度の方が寒いよね｡｣
と友達同士確かめ合う｡ (12月19日)

・温度計の数値が低いことが､ より寒いと
いうことが分かる｡



的理解の深まりであると考えられる｡

表１から表６のなかでは､ 幼児の言動を情緒的理

解と科学的理解という視点で捉えようとしたが､ 実

際には必ずしも情緒的理解から科学的理解へと単純

に発展していくのではなく､ カメに対する情緒的理

解がともなわなければ科学的理解も深まらないこと

が分かる｡ すなわちカメとの出会いは､ 最初情緒的

理解から出発したものの ｢知りたい｣ という欲求が

高まり､ それがさらにカメの行動の変化への好奇心

を強め､ 科学的理解へつながっていったものと思わ

れる｡

本実践本研究では､ 子ども達とカメの関係は､ 単

に飼育動物の世話をするという体験の域を超え､ 飼

育動物と環境との関係を捉えるものとなった｡ その

背景として次の点が考えられる｡ ①４歳児から５歳

児までの年度を越えた２年間で､ 春夏秋冬を通して

季節によるカメの生活の変化を学んだこと｡ ②教師

がカメの飼育ケースの横に温度計を掛けたことによっ

て､ カメの生態と気温との関係に興味をもつ環境構

成であったこと｡ ③カメの飼育が当番制やグループ

の役割として義務付けられたものではなく､ 幼児の

思いに委ね､ 幼児自らが学習していくことをめざし

たものであったこと｡ ④幼児の気付きを受け止め､

教師が学級の集会などで､ 全体に伝え合うことで､

カメに関する情報を共有できたこと｡� 環境としての温度計

カメの飼育ケースを中心にその環境としての温度

計は､ 当初プール遊びが可能であるか否かを知る手
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表６ ５歳児３学期の子どもの姿

○情緒的理解
幼児の言動

●科学的理解
環境構成と教師の援助 解 釈

●教師と一緒にカメの飼育ケースの周
りに段ボールで保温する｡

・室内と戸外の気温の違いについて気
付かせるために､ 室内にも温度計を
掛ける｡

○｢ただいまとうみんちゅう｣ と段ボー
ルに書く｡

●カメの飼育ケース側の温度計で確認
する｡ さらに室内の温度計でも確か
める｡

・保育室内の気温に気付かせるために
｢お部屋の気温は何度かな？｣ と質
問する｡

・戸外の気温よりも室内の方が高く暖かい
ことが数値より客観的に分かる｡

○教師の質問に ｢14どかな､ 15どかな？｣
と答える

・また別の日部屋の気温を訊ねる ・おおよその気温が体感できるようである｡

●毎日気温の記録を続けている｡ Ｑ児
が ｢��｣ と自分で書いた｡ (１月15
日)

・教師は正しい表記に気付かせたいと
考え､ ｢��？って書いたのは何です
か？｣ と尋ねる｡ Ｑ児の答えに℃で
はなかったかな？｣ と問う｡

●教師の発問に ｢天気予報で見たから｡｣
と答えた｡ 次の日 ｢やっぱり℃だっ
た｡｣ と報告する｡

・園での体験が家庭でテレビの天気予報を
興味をもってみることにつながっている｡

●気温の表記について自分で確かめる
姿がみられた｡

●4�1と記す｡ (２月18日)
6�1と記す｡ (２月28日)
3�4と記す｡ (３月４日) ・１度の目盛りの間を ｢テン５｣ と読んで

いたが､ より厳密に読もうとしている姿
がみられる｡

写真６ 気温の表記をＣ�から℃に訂正



掛かりとして用いるためのものであった｡ しかし､

カメの生態と関連付けることで､ カメが冬眠する気

温､ 冬眠から目覚める気温を幼児は意識していった｡

特にカメの目覚めについては､ その時期とその瞬間

の感動とともに､ 気温を自分達で数値として捉え､

さらに同じ気温であってもカメが目覚めるには他の

条件が関与することも感じている｡ 温度計に関して

言えば､ 単に見ることから数値として捉えることへ

と進んでいった｡ そしてその数値がカメの生態とつ

ながることを実感し､ 自分達の生活についても寒暖

と結び付けるようになっていった｡

最後に､ このような身近な事象を教師が積極的に

とらえ､ 率直に正面から取り組んでいくことは､ 子

ども達の学びの深化に非常に大事である｡ この実践

は､ 最初から計画的に行われたものではない｡ 子ど

もがカメの飼育ケースを割るという出来事に対する

筆者の反省から出発したものである｡ また､ 温度計

を掛けた場所がカメの飼育ケースの側というのも意

図的なものではなかった｡ 偶然が幸いしたのである

が､ 今後は計画的に取り組むことが課題である｡
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��折り紙づくりを始めた経緯
１. 折り紙修行のスタート時代

折り紙を始めて､ もう満14年が経過した｡ 通算し

て７万個を折り上げたことになる｡ 年5000個の計算

である｡ きっかけは筆者が幼年教育研究施設長 (兼

任) として赴任した大学の附属幼稚園の子供たちと

の触れ合いである｡ ここで無謀にも取り組むことに

なった折り紙作りの悪戦苦闘の体験が､ いつ頃から

喜びに変わっていったかについては､ すでに ｢広島

文教女子大学教育相談センター年報｣ 第10号

(2002) に論文として掲載した (｢折り紙は治療にな

りうるか｣)｡ 本論文は､ この論文から一部抜粋し､

また新たに補充し､ まとめたものある｡

｢ツル｣ 一つがまともに折れないのに､ 折り紙な

ら楽だろうと甘く考えて､ 園児達に声かけをした｡

何と､ 最初の園児からの要望は､ ｢パッチンカメラ｣

(女児) と ｢手裏剣｣ (男児) であった｡ 初っぱなか

ら泡を食う状態に陥った｡ しかたなく若い園の先生

に指導を乞い､ 何とかその時 (その場) は約束を果

たせたが､ 全くの冷や汗ものであった｡

手裏剣は４人の先生に指導を乞うた｡ 一番分かり

やすかったＹ先生のやり方を見習い､ その夜は必死

で折り続けた｡ パッチンカメラも教えてもらったが､

奴さんから両手を共応させながらエイヤーと広げて

変形させなければならない｡ これがまた難しいので

ある｡ 理屈がわからないままの試行錯誤の学習・取

り組みであった｡ それでも､ ３・４回に一回は何と

か仕上がった｡ これを翌朝一人の女児に手渡し喜ん

でもらった｡

これでは先行きどうにもならないと思い､ 取り急

ぎ職員室にあった幼児向けの折り紙本を開いてみた｡

ところがである､ この書き方・描き方はさらに難解

なのである｡ もうしかたがないので､ 時間を掛けな

がら､ いきなり作品の頁をめくっての挑戦に入るこ

とにした (折り方には､ 山折り､ 谷折り､ かぶせ折

りなどといった一定のパターンがあることは､ 半年

以上たってからやっと気が付いた次第)｡

男の子にはこれがいいかな､ 女の子にはこれかいな

という程度からの開始である (前者は恐竜､ 後者は

ウサギや花)｡ ６月の雨期には､ Ｎ教頭先生にピョン

ピョンガエルの折り方を習い､ 園児達と楽しい遊びに

発展させることができた｡ 卵ホールは急遽競技場に変

身した｡ どうにかこの頃から面白くなりかかっていた｡

何よりの大発見は､ 山口真 (1993) さんの ｢やさ

しいおりがみ百科｣ が､ 職員室の本棚にあったこと

である｡ いろいろなジャンルに仕分けされており､
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実に魅力に溢れた作品群であった｡ これらは､ やさ

しい・やや難しい・難しいと難易度が３段階に分け

てまとめられていた｡ まずは､ 無謀にも難しいとさ

れた恐竜に挑戦してみた｡ やはり四苦八苦ではあっ

たが､ 何とか折り上げられたではないか｡ 折り上げ

たので､ 次は数をこなすことに徹した｡ とにかく本

を見ないで手で覚え込もうと考えたのである (これ

がよかった)｡ 園児達はびっくりしてくれた｡ 喜ぶ

男児たちの笑顔がそこにはあった｡ 貰った一人ひと

りの瞳は輝いていたのである｡ この笑顔と瞳を見せ

られれば､ もうやり続けるしかあるまい！

２. まだ未熟ではあったが欲も出始めた頃

こうなるとすぐに調子に乗る私は､ その笑顔と目

の輝きを求めてのめり込んでいった｡ 兎にも角にも､

折れる作品のレパートリーを広げることに努力する

日々がスタートしたのである｡ 11月からは､ 男の子

たちと卵ホールに大きなテーブルを置き､ 恐竜ラン

ドや文教動物園を模造紙の上に貼り付けて仕上げた｡

アイデアの提供者はもちろんのこと子ども達である

(昔の木や草も貼り付ける)｡ 女の子とは､ お花作り

が主流であった｡ 茎はストロー､ 葉っぱは紙に色づ

けして鋏で切り､ 糊やテープで茎に貼り付けた｡

｢根がいるよ｣ と言ったのも一人の女児だった｡

振り返ってみて､ 何よりも折り紙制作の持続に貢

献した秘訣の一つは､ 使用済みの包装紙を四角に切っ

て利用したことであろう｡ 包装紙の柄と色を活用す

ることで､ 想像力が高められたのである｡ 保護者の

方からも包装紙の寄贈が始まった｡ このデザインと

色合いならば､ ゾウさん､ トリケラトプス､ ウサギ

さん､ ネズミだ､ ペンギンだ､ イルカだ､ と頁をめ

くり続け折り上げていく毎日｡ まずは紙を選択し､

次に折り上げ､ 折り方をマスターすると手に覚え込

ませるために折りまくった｡ それを､ 子どもたちは

どんどん家に持ち帰ってくれた｡ そうこうしている

うちに､ やっと折り方に一定のパターンがあること

に気付いたという次第なのである｡ また､ 紙一枚で

なくてもよいことは山口氏から学んだ｡ 二枚・三枚

組み合わせても��なのである｡ さらに､ 糊もセロ
テープを使ってもよしである｡ ここまで自由ならば､

自分なりの変形・オリジナルなものを創り出してみ

たくなるのは当然の道筋か｡

まずは､ セロテープと紙３枚で立体的な飛行機づ

くりに挑戦した｡ このきっかけは､ ある園児が私に

作品を依頼 (注文) してくれたことから始まった｡

彼の要求は ｢じゃるを作って｣ である｡ �じゃる・
ジャル・フアット・イズ・イット？�である｡ 無い
頭を働かせ､ 彼の言葉に耳を傾け続けて､ やっとの

こと納得｡ ゆっくりと聞いてみた｡ ｢じゃるって飛

行機の���の事？｣ 彼は嬉しそうにコクリと頷い

たではないか｡ 少し大きな紙､ 糊､ セロテープなど

を総動員させて文教式���がその後完成した｡ 喜
んでその作品を家に持ち帰ってくれた｡ 次は､ もっ

と大きな飛行機づくりに取り組み､ カレンダーの紙

とガムテープを使った｡ 翼に���の字を､ 尾翼に
は日の丸をカラーマジックで描き込み､ ホールの柱

にぶら下げた｡ すると､ すぐに園児達の注目の的と

なった｡ 先生方も嫌な顔をせずに無視してくれた｡

長いことぶら下げていると､ 翼が下がりだしてきた｡

これをボーッと眺めていたら､ それが鯨に見えてき

た｡ そこでまずは､ 動物図鑑を開き､ 鯨のスケッチ

に取り組んだ｡ その描いたものを目の前に置き､ じっ

くり鑑賞してみることにした｡ そのうちにクジラの

イメージが少しずつ浮かんできたではないか｡ これ

にはやはり飛行機と同じ３枚の大きさの違う紙を用

意した｡ 出来上がったクジラには色も付けてみた｡

何でもそうであるが､ そのように見えたら (イメー

ジ化できたら) 成功なのである｡

ここまで辿り着いた頃､ 保護者のＴさんが注目し

てくださった｡ 秋山先生の折り紙教室が保護者を対

象にして始まった｡ 折りたいテーマに合わせて､ 材

料の包装紙は持ち込まれた｡ 一番人気は､ クワガタ

とカブトムシであった｡ 園児達からはしっかり覚え

てくるようにという要望付きであるから､ お母さん

方も集中して取り組まれた｡ そんな何回目かの時､

アイデアマンのＴさんが ｢ゾウ｣ の折り紙にしっぽ

を付けたのである｡ それは､ 単に折り込むのを引っ

張り出しただけではあったが､ 私はその時新鮮な印

象を受けた｡ 多分､ 私なりのオリジナルを創りたい

という思いの発芽がこの時にあったようだ｡ 飛行機

から鯨へという試みが､ よりそのものらしく (動物

らしく) していきたいという要求 (挑戦) が本格的

に始まり出した｡
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３. 園や園児達の変化

できれば１クラス全員と一緒に､ 折り紙教室を開

きたいものだなと考え始めた頃､ 年中・年長クラス

の交流会でこの希望は叶えられた｡ 園児達は､ 親子

であるいはお祖母ちゃんと一緒に楽しい一時を過ご

したのである｡ 机間巡視をしながらたくさんのペアー

に実技指導ができるようにいつの間にか私はなって

いた｡ クラス担任のＫ先生も､ 事前に指導を受け､

模造紙に折り方を大きく描いて黒板に貼りだしてお

いてくれた｡ 幼児を相手にしての１時間の持続は記

録ものである｡ 保護者と一緒だったから楽しめたの

であろう｡ (註､ 当時の附属幼稚園は､ 年中と年長

を一緒にして縦割り保育を実施していた｡)

一方､ 個人的には４年の間に､ たくさんの園児が

職員室にいる私の側にやってきた｡ 園にいる時に孤

独であったことは一度もなかった｡ また､ 切れるこ

となく園児達はのめり込み､ 代々私の助手役をも務

めてくれたのである｡ もちろん子どもにもよるのだ

が､ ある程度継続してアシスタントをし､それなり

に満足した後は､ 少しずつ遠のいていき他の遊びに

移った｡ そして彼らは熱中した遊びに対してリーダー

性を発揮する｡ 卒園後も幼稚園の運動会や秋祭りに

は顔を覗かせてくれる彼らの心の中には､ しっかり

と私との折り紙体験が記憶として残っていた (本当

に嬉しいことである)｡ 彼らは､ 園行事の秋祭りの

時には私の担当するくじ引きコーナーの呼び込みと

後輩園児への折り紙の入った封筒の手渡しを手伝っ

てくれた｡ １・２・３の数字を書いた割り箸を箱か

ら抜いて､ 折り紙作品の入った外れ無しの封筒を３

つの箱から一つ貰うという､ ただそれだけのお粗末

なお店だったが､ 祭りのために用意された法被を着

て４年間続けたのである (チラッと封筒の中を覗く､

買い物客である在園児達の嬉しそうな顔がはっきり

と思い出される)｡

たかや君 (今はもう高校生) は､ 無類の恐竜大好

き園児であった｡ 次々と私の折り上げる恐竜を家に

持ち帰ってくれた｡ そんなある日､ ｢新しい恐竜を

折ってほしい｣ という希望を出してきた｡ その時ま

でに折れる恐竜は５種類である｡ 彼の期待を裏切り

たくない私は､ ニュー恐竜をプレゼントする約束を

してしまった｡ ヘビを変形させながら何とか折り上

げられないものかと思案し続けた｡ そこで誕生した

のが､ この地球上には決して存在しなかったであろ

う 『タカヤザウルス』 である！２体を手渡す前には

彼の反応が気になったのだが､ それなりの喜びを現

してくれた (ホッ)｡ ご両親からは､ 後日船や恐竜

の折り紙本を戴いた｡ この２冊は､ 大切な記念品と

して書斎の本棚に収まっている｡
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図２. 折り紙づくりの職員室風景

図１. 創作折り紙 ｢クジラ｣



４. 折り紙先生の独り言 ―保護者への便り―

最初の２年半は､ 月１回発行される園だよりの巻

頭言 (月々のあいさつ文) を担当していた｡ ところ

が､ そこばかり見て肝心の連絡事項まで目通しがな

されない危険性が出てきたということで､ その後は

事務連絡だけの園だよりに切りかえられた｡ そこで､

結果的にはたった一回だけの便りになってしまった

のだが､ 私作成の �独り言�を配布してもらうこと
にした (2000年10月23日)｡

折り紙を始めてから､ ２年と半年が過ぎました｡

園児から戴いたニックネームをタイトルに用いさせ

てもらいました｡ 何事も目標を持ち､ 一生懸命コツ

コツと取り組んでいれば､ こんなにもたくさんの種

類の折り方が身に付くんだなと､ 我ながら驚いてお

ります｡ ｢○○○を作っておいてよ｣ ｢これはどうし

て折るん？｣ ｢先生はどうしてそんなに本を見ない

で折れるの？｣ ｢僕も折ってみよう｡ 先生ここはど

うすればいいの？｣ 折り紙遊びにも発達の過程がみ

えてきます｡ おねだりの子､ ｢あきやまッ｣､ ｢久し

ぶりじゃね｣､ １ヵ月以上経って ｢頼んだの作って

くれた？｣ (頼まれた日に折っておいたのですが､

受け取りにこなかったんですよ､ このお子さんは…｡

他の子が自分の欲しかった折り紙を持っていたので

思い出したんでしょうね)､ クワガタの折り方をマ

スターしてお母さんをびっくりさせたＲ君､ 熱心に

折り紙の本をのぞき込みながら何とも誇らしげな顔､

いいですね！ どれもこれも｡ ｢あきやまッ｣ と親

友のように扱ってくれる年中さんには､ しらん顔し

たり､ ｢誰に言っているの？｣ とよく言いたくなり

ました｡ ｢親しき仲にも礼儀ありよ｣ と言いたかっ

たが､ �やっぱり自分たちの仲間に感じてくれてい
るからこう呼ぶんだろうな�と考えることで､ �マー
いいか���
２年と半年もズッーと折り続ければ､ 見ないでも

作品が折れるんですよ｡ 継続は力なりですね｡ 今は

やはり続けて良かったなと心底思います｡ 日には50

～100も折らねばならない時もあり､ なんでこんな

事を始めたのかと自分で自分を恨んだりしたもので

した｡ でも子ども達の目が､ 言葉がここまで私を導

いてくれたのだと感謝しています｡ まさに園児一人

ひとりが私の先生なのです｡ その先生方が ｢上手に

折れるね｣､ ｢ほうよ､ こんなんが欲しかったんよ｣､

｢あきやま､ ○○頼んだで｣､ ｢今度はいつ来るの｣､

｢貰った折り紙は宝箱に入れてみんな持っているん

よ｣｡ このように言ってくれる園児の顔が声が頭に

浮かんだり響きます｡ �アッ､ 彼の頼みを忘れてい
た�と思い出したり､ 年少さんの欲しいのだけれど
自分から言い出せず､ 少し離れたところから､ 指を

くわえてジッとみていた姿を思い出しながら､ とに

もかくにも折り続けてきました｡ 秋祭り (10／28)

には､ 無料くじ引きコーナーを担当します｡ もちろ

ん賞品は ｢折り紙｣ です｡ お出かけください｡ 首を

長～くして待っていますよ｡��研究施設長兼任が終了したその後10年間
１. 子供たちとのその後の出会いと関わり

１－１. 附属幼稚園

若い園長は､ ４年間を務め上げられた後､ ４月よ

り副理事長に就任されることに決まった｡ そこで幼

年教育研究施設長であった私も､ 兼務を解かれ大学

の仕事オンリーに戻ることができた｡ ３月の退任式

では､ 涙々の別れが展開した｡ 園児達手作りの贈り

物がその後研究室を飾り､ 今では書斎に保管されて

いる｡ ３年保育の園児達を２度も完全に見守り続け

るという貴重な体験は､ 超一級品である｡ いろいろ

な事情を抱えた園児達との共同生活は､ 54歳からの

折り紙挑戦体験と同じく深い深い想い出となって残っ

ている｡

附属幼稚園との縁はその後もズッと継続され､

｢折り紙先生｣・｢折り紙博士｣ の名称は代々申し送

られてきている｡ 今では､ 全園児に配ってもらう為

に折り紙をたくさんため込んではお届けしている｡

日本生活体験学習学会誌 第12号38

図３. 折り紙 ｢タカヤザウルス｣



時々は､ クラス単位に大きな作品を届けることもあ

る (最近の作品は､ パンダ親子)｡

１－２. 退職後１年間の非常勤勤務の時の子ども達

とのかかわり

① 広島市内の私立Ｍ幼稚園 (年長さん達62名) と

の関わりについて (2009年の約半年間)

私達の息子２人も３年間通った幼稚園であり､ ずっ

と理事長先生や園長先生とも親しくしてもらってき

ている｡ 無理は承知と覚悟を決めて､ 先に電話を入

れて予約を取り､ ４月初旬折り紙作品 (十二支) を

抱えて出かけた｡ 月１回の火か金曜日に折り紙指導

をさせてほしいという願いは､ 意外と簡単に受け入

れてもらえ､ すぐ以後の打ち合わせに入った｡

11月にインフルエンザで学級閉鎖があつた為､ 計

５回の訪問で折り紙教室が開催された (５月､ ７月､

９月､ 10月､ ２月)｡ 何と何と年長さん62名が相手

の指導なのである｡ 園長先生､ 年長児の担任､ 男先

生などが全面的な協力体制に入った｡ 先生方が熱心

に覚えようとしてくださったので､ 随分と楽ではあっ

たが､ 毎回一度にワァーととりかこまれて､ ｢どう

するの｣､ ｢ここは分からん｣ と言われ続けた訪問で

あった｡ 最初に園長先生の挨拶があり､ 続いて私の

言葉掛け (説明など) で折り紙教室は開始される｡

訪問１ (５月８日13�30～14�30)：年長さん全員
の前で話｡ 折り上げた作品を園児全員にプレゼント

した｡ 次回は全員に ｢ウサギさんをプレゼントしま

す｣ と約束して別れる｡

訪問２ (７月３日10�30～12�00)：約束の折り紙
｢ウサギ｣ は､ 最後の折り方を指導するため途中ま

で折り上げた作品をみんなに手渡した｡ それでも園

児達にはかなりの戸惑いがあった｡

訪問３ (９月29日)：午後15分遅れて入園｡ すで

に園児達は大広間で待っていた｡ お返りの時間があ

まりないので､ 持ち時間20分で作業をした｡ 訪問前

に脱脂綿を用意してもらっていたので､ 大きな見本

を見せながら､ 私がすでに折り上げていた ｢ヒツジ｣

に脱脂綿を巻く仕事をしてもらったのである (この

ヒツジ作品は､ 附属幼稚園の園児に言わせれば､ イ

ヌにしか見えなかったようなので､ 一工夫加えて脱

脂綿巻きにしたのである)｡ 上手に綿を巻き込んだ

ら見せにきてもらい､ 用意してあった ｢トンボ｣ を

プレゼントした｡ これが意外に好評だった｡

訪問４ (10月29日12�40～13�40)：前回に懲りて12
時に園着｡ 事前に折り紙用紙とハサミの準備をお願

いしておいた｡ この度は ｢タツ (ドラゴン)｣ であ

る｡ 大きな紙で折って見せながら､ 全行程を折り上

げてもらった｡ 先生方も熱中し､ 各々が園児達に指

導してくださった｡ それでも分からない園児には出

かけていき､ 直接の指導である｡ 自分で折り上げた

時の満足そうな顔々々｡ うち解けてきた園児達との

別れの挨拶は､ ｢ありがとうございました！｣ 大き

な声であった｡ 全員が退室するまで見送った｡

訪問５ (２月15日13�00～ ？ )：始まるまでに何

人かの先生に折り方の指導をした｡ この日初めて理

事長先生にお会いできた｡ 十二支の中から選ばれた

この度の動物は ｢サル｣ であった｡ 割合と簡単な折

り方ではあるが､ 出来上がった作品の顔に筆ペンで

描き込むという作業が待っている｡ 先生だけでなく

園児も慣れてきたようで､ 和気藹々の雰囲気が醸し

出されていった｡ 最後の私の挨拶は､ �小学生になっ
てもしっかりと頑張って下さい｡ 楽しい時間をあり

がとう！�返事は大合唱の ｢ハーイ､ 頑張りま～す｣
であった｡ 何度も振り返り手を振ってくれた62名の

園児達の未来に祝福をと祈る｡

② 広島市立Ｆ児童館での触れ合い (小１～小３：

20名) (2010年12月24日・クリスマスイブの日

10�30～12�00)
2010年の５月頃､ 手紙でＦ公民館の職員の方に頼

んでおいた児童館での折り紙実践が､ やっと12月に

実現した｡ 事前に職員の方と児童館を訪問し､ 折り

紙十二支をプレゼントした｡ 感動してくださった館

長さんとの話し合いの結果は､ 来年のエト ｢ウサギ｣

を折ることに決まる｡ イブの当日は､ 大きなビニー

ル袋にプレゼント用の折り紙を一杯詰め込んで持参

した｡ 自称サンタじいさんの登場である｡ 職員の先

生を含めて､ 大広間で折り上げの開始である｡ これ

までとは違い､ 対象は小学１～３年生の20名である｡

大きなカレンダーの紙で作った ｢ウサギ｣ の完成作

品を見せ､ 解体して折り上げてみせた｡ みんなのテー

ブルの上にもやや小さい見本を置いておく｡ �｢ウサ
ギ｣ は三角攻めです｡ すべての行程を三角三角で仕

上げていくんです�最初は斜めに構えていたある男
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児も､ 中盤位から途中まで折り上げた作品を持って

きて､ ｢次はどう折るん｣ と乗ってきた｡ 男女児と

も熱心に取り組んでくれた｡ 完成させた後は､ サン

タじいさんからのプレゼントを袋から長テーブルに

出して並べ､ 列んで一つずつ受けとってもらった｡

10種類以上はあったと思う｡ 児童達はお礼の挨拶後､

別室に戻り､ お弁当持参の昼食に入っていった (玄

関での最後の別れも感動的であった)｡

事務室で昼食を戴き､ 今日の行事についての話し

合いをした｡ えらく褒められたのであるが､ お別れ

の時に手渡された立方体の折り紙は ｢奥さんへのお

土産です｣ というので､ 持ち帰って開いてみたら､

平面上に並ぶのだが六段の雛飾りになった｡ これは

立派な大人の折り紙作品である｡ �ウーン (絶句)�
③ ＪＲ車内での思い出２つ

③－１. 新幹線での３～４歳男児とお母さんとの触

れ合い (通路を挟んで ｢恐竜｣ をプレゼント

－福山駅～新大阪駅まで－)

乗車して座席に座った彼は､ 早速ウルトラマンの

絵本を開いていたのだが､ 新倉敷駅近くになる頃に

はもうムズムズが始まり出した｡ そこで､ 恐竜の折

り紙を作り彼の目の近くに出して､ �貰ってくれる�
と声かけをしてみた｡ 彼はその恐竜を喜んで受け取っ

た｡ すぐに一人遊びが始まった｡ 私は､ どんどん他

の恐竜を折ってはプレゼントした｡ もう夢中で恐竜

同士を闘わせたりの遊びが展開していった｡ そうこ

うしている内に､ あっという間に新大阪駅に着いて

しまった｡ ｢どうして静かにさせようかと思ってい

ましたので､ 大変感謝です｣ とお母さんは言われ､

すぐには立ち去らずホームでのぞみが発車するまで

手を振り見送ってくださった｡

③－２. 熊本駅から博多駅までの特急での出会い

(空の虫籠と昆虫採集網を持った幼い兄弟と

お母さん)

熊本駅ホームで､ お祖父さんとお祖母さんの見送

りを受けながら３人を乗せた特急列車は発車した｡

虫かごには何も入ってはいなかった｡ おとなしく坐っ

ている二人にまたまたお節介なことを始め出した私

であった｡ 反対の座席にいたので､ 折り紙を作って

は �どうぞ�と手渡した｡ 初めはビックリしていた

二人であったが､ だんだん乗ってきた｡ 虫籠に入れ

ながら折り紙一つひとつに興味津々状態となってく

れた｡ ここでもあっという間に博多駅到着｡ お母さ

んから ｢幼稚園の園長先生ですか｣ と問いかけられ

たり､ お礼を言われた｡ どうもはなはだお節介では

あるが､ 幼い子を見るとついついプレゼントしたが

る私なのである｡

２. 大学での女子学生との折り紙教室

２－１. 大学でも折り紙作りは続けられた｡ 心理学

科を新しく立ち上げたので､ オープンキャンパスで

学科紹介を担当する役が回ってきた｡ そこでも毎回

折り紙作品を並べ､ 説明を聞いてくれた高校生にプ

レゼントした｡ 次第に昂じていきとうとう折り紙コー

ナーを設けたら､ 保護者と一緒に来学してくれた高

校生が親子共々次々に坐って楽しそうに折って行っ

てくれたのである｡ このお陰で心理学科に入学した

人もあることが後で分かった｡ 折り紙は､ 他の学科

希望の生徒さんにも好評であった｡

２－２. 2008年度のオリゼミに､ 指導ボランティア

として参加した初等教育学科３年生のＭさんは､ 私

の折り紙作品に大変興味を持ったようである｡ １年

後研究室に訪ねてきて､ 教えてほしいということに

なった｡ 教員採用試験に入る前の４月から６月にか

けて６回の折り紙教室が研究室で放課後開かれた｡

彼女を含めて計５名の４年生が都合をつけながら参

加してくれた (４月13日／４月20日／４月28日／５

月18日／５月25日／６月１日)｡ 児童教育コースと

幼児教育コースの学生さん達である｡

１回目 (４月13日)：４名｡ ティラノサウルス､

２回目 (４月20日)：２名｡ トリケラトプスとキリ

ン､ ３回目 (４月28日)：３名参加｡ 何を折ったか

は不明､ ４回目 (５月18日) 16�30～19�00：４名の
参加｡ 話し込んだが､ 何を折ったか記録無し｡ 折り

方は複写して手渡すことにした｡ ５回目 (５月25日)

３名｡ タツとヘビ､ ６回目 (６月１日) 16�40～
17�45：４名｡ イヌ､ ヒツジ､ トラ｡ ７回目 (６月

８日) 事前の連絡は無く､ 来室せず｡ 後にＭさんに

声かけをしたが､ 忙しくなってきていたらしかった｡

彼女らにとって､ 幼稚園や保育所に就職する場合に

は大いに役立ったことであろう｡
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２－３. 初等教育学科の幼児教育コースでは､ ｢自

然｣ の授業がある｡ ある日担当Ｍ教授から､ 理科室

で折り紙指導をしてもらえまいかという依頼があっ

た｡ たっぷり90分机間巡視しながら30名位の学生さ

んと折り紙を楽しんだ｡ ゾウとキリンは覚えている

のだが､ 後の折り紙が何であったかは忘れてしまっ

た｡ これが ｢自然｣ という授業とどう結びつくかは

不明であったが､ 教授はとても感動してくれたよう

だ (たくさんの写真を戴いた)｡

３. 折り紙が地域との交流に結びつく？ (�折り紙
を貰ってくださいますか�で始まる厚かましさが
勝負)

とうとう昂じて､ 十二支に挑戦することになった｡

10の動物はすぐに折れたのだが､ どうしても ｢ウシ｣

と ｢トラ｣ の全身作品のモデルがないのである｡ 困っ

ていたが､ 救いの神が現れた｡ 隠れている配線のイ

メージを描きながら作業をされる電気工事の方が､

｢ウシは尾から頭まで真っ直ぐでしょう｣ というヒ

ントをくれたのでピーンときた｡ トラは､ 宮島焼き

の川原厳榮堂の末娘さんが言ってくれた ｢トラは猫

でしょう｣ というヒントで直ちに響くものがあった｡

ただしこのトラは､ 顔だけでなく全身にも筆ペンが

必要となった｡ 以後､ 筆を使った顔描きなども折り

紙作品作りに付け加わる｡ これがまた結構評判がい

いのである｡

① 広島市立安佐市民病院 ｢支払い窓口 (Ｈ信用金

庫)｣

６年続いている月一回の作品届け：子どもさんと

お祖母さんに好評とか｡ 希望者には持ち帰りとなっ

ているそうで､ いつも窓口は空っぽになっている｡

② 島根県吉賀町・六日市ゆらら温泉 ｢フロントと

食堂｣

４年間夏の宿泊時にはいつも作品を持参する｡ 宿

泊時にも折ってはプレゼント｡

③ 広島市立佐東･三篠公民館への折り紙プレゼント

2010年度に講演・講座などを担当させてもらった｡

館内の展示用や配布用として利用されていた｡

④ こころの病院におけるクリスマス行事での体験

１年目はプレゼントコーナーを開設させてもらっ

た｡ ２年目には折り紙作成コーナーを開いた｡ 少人

数の参加者ではあったが､ 熱心に乗ってきてくれた

患者さん達であった｡

⑤ 住んでいる可部の町における �折り紙貰ってく
ださいますか�運動
随分と多くの場所に配り続けてきている｡ 迷惑を

かけているのかどうかは､ 問い合わせが恐いので不

明のままである (本人は喜んでもらっていると一方

的に思い込んでいる)｡

⑥ 東京有楽町・相田みつを美術館

初訪問の時､ 受付で �折り紙作品貰ってください
ますか�と声を掛けたところ､ 館長室に電話してく
ださり､ お会いすることができたのである｡ 以来､

上京した時には必ずここを訪問するのだが､ いつも

館長さんにお会いできるという幸運が続いている｡

⑦ 東大阪市・司馬遼太郎記念館

受付コーナーに向かって右隅に､ 毎年エトの折り

紙を飾っていただく｡ 不思議なご縁があり､ 毎年エ

トの折り紙を郵送させてもらっている｡

Ⅲ. 折り紙は治療として使えるか

2002年の論文でもこの事には触れている｡ その後､

アメリカで折り紙療法の提唱者がいるということを

知った｡ ｢誠信プレビュー｣ (107号) に掲載されて

いたものである｡ 小林 (2010) の ｢エンリッチメン

ト折り紙療法｣ がそれである｡ 彼女は､ アートセラ

ピーをニューヨーク大学で学びながら､ イメージや

型にとらわれない自分勝手な折り方でよいと気付い

た時に､ 療法への応用が芽を出したのである｡

この度も､ 折り紙療法の可能性について私なりの

提案をしてみたい｡ 遊びながらリラックスできる作

業として利用できるはずである｡
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① 折り上げるという楽しみがある｡

② 夢中になるとアッという間に時間が過ぎ去る

(大人では２時間位は十分大丈夫である�｡
③ 何度も折り上げることで集中力が身につく｡

④ 作品を喜んで貰っていただくという嬉しさがあ

る｡

⑤ 包装紙が再利用できる｡ その柄や色合いで､ 種々

のイメージが浮上する｡

⑥ 飾った後の処理には､ 勇気と決断力と感謝の心

がいる｡

⑦ 仲間との共同作業が可能である｡ 集団療法とし

ての可能性は大きい｡

今のところ､ まだ治療としての実践はスタートさ

せていない｡ 一緒に挑戦してみたい方はおられない

だろうか｡
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１. 国における ｢子どもプラン｣ 政策の展開

1999年､ 国の生涯学習審議会は､ 答申 ｢生活体験・

自然体験が日本の子どもの心をはぐくむ｣ を発表､

日本の子どもの心を豊かに育むためには､ 家庭や地

域社会で様々な体験活動の機会を子どもたちに ｢意

図的｣・｢計画的｣ に提供する必要があり､ 2002年度

からの完全学校週５日制の実施に向けて､ 子どもた

ちの体験活動の充実を図る体制を一気に整備するた

め､ 具体的な緊急施策を提言した｡ 答申は､ ｢子ど

もたちの体験を充実させるための地域社会の環境づ

くり｣ の基本的な視点として､ ｢世界や地域を能動

的に変革していく人間づくりを目指す｣ ｢地域の体

験を通して試行錯誤していくプロセスが､ 子どもを

育てる｣ ｢子どもたちに様々な体験の機会を意図的・

計画的に提供していく｣ ｢新しい人材や組織の参加

により､ 子どもたちの体験の機会が飛躍的に拡充す

る｣ ｢子どもたちをプログラムの企画段階から参画

させるような取組により､ 自主性を引き出す｣ ｢新

しい情報手段の活用により､ 子どもたちへの働きか

けの可能性が広がる｣ の６項目を指摘した｡ さらに､

答申は ｢今､ 緊急に取組が求められること｣ として､

｢地域社会における子どもたちの体験活動などを支

援する体制をつくる｣ ｢子どもたちの活動を支援す

るリーダーを育てる｣ ｢家庭教育を支援したり､ 子

育てに悩む親の相談に24時間対応できる体制をつく

る｣ など､ ７項目の緊急施策を提言した｡ 緊急施策

のねらいは､ 子どもたちには ｢体験活動｣､ 大人に

は ｢地域教育力｣ を求めるものであり､ 体験活動プ

ログラムと地域教育力再生の方策が問題提起された

のである｡

この提言に基づき策定された ｢全国子どもプラン

(緊急３ヵ年戦略)｣ は､ 1999年から2001年までの３

ヵ年で ｢子ども放送局｣ ｢子どもインターンシップ

事業｣ ｢子どもパークレンジャー｣ など関係省庁と

も連携した子どもの多彩な体験活動の機会と場の充

実を図る施策を推進した｡ 2002年からは子どもたち

の体験活動の機会提供の一層の拡充を図るとして､

｢新子どもプラン｣ を策定､ 地域の体験活動等の体

制整備・情報提供､ 子どもを核とした地域の様々な

活動の機会と場の拡大､ 家庭教育に関する相談体制

の充実と学習機会の提供等の施策を進めた｡ 1999年

の生涯学習審議会答申に基づいた体験活動の機会提

供の施策は､ その後おおむね３年間の事業期間を区

切った支援事業として展開される｡ 本論文では､ そ

の方向性で登場する施策を含めて ｢子どもプラン｣

と呼ぶことにする｡
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2004年からは ｢地域教育力再生プラン｣ (2006年

までの３年間) がスタート､ 地域に根ざした多様な

活動の機会を提供するため､ 安全・安心に活動でき

る子どもの居場所づくりの支援､ 地域におけるボラ

ンティア活動やスポーツ及び特色ある様々な文化の

体験活動などの促進を通じて､ 地域の教育力の再生

を図ろうとしたものである｡ 特に､ ｢地域子ども教

室推進事業｣ は､ 未来の日本を創る心豊かでたくま

しい子どもを社会全体で育むため､ 学校等を活用し

て緊急かつ計画的に子どもたちの居場所 (活動拠点)

を確保し､ 地域の大人の協力により安全管理員・活

動アドバイザーとして配置し､ 子どもたちの放課後

や週末におけるスポーツや文化活動など様々な体験

活動や地域住民との交流活動等を支援することを目

的に実施され､ 2004年度は､ 全国4�000ヵ所を設置
する計画で開始されたが､ 実際には5�364ヵ所で設
置された｡ 事業内容は､ ｢学校の校庭や教室等を子

どもの居場所 (活動拠点) として開設｣､ ｢放課後や

週末などの一定時間､ 子どもたちがスポーツや文化

活動等の様々な体験活動を実施｣ などを柱とするも

のである｡ 2005年からは､ 事業の一層の拡充が図ら

れ､ 2006年度までに 8�318カ所で設置された｡ 同時
に ｢週末チャレンジ教室｣ が継続実施され､ 全国

2�000ヵ所で計画された｡ 同事業は､ 週末において､
子どもたちにとって､ より高度で魅力的な学習活動､

体験活動の機会を提供するため､ 地域の専門的知識

や技能を有する人材を講師などとして活用する事業

である｡

2007年度からは､ ｢地域子ども教室推進事業｣ と

児童福祉法の改正 (1997年) により法制化された

｢放課後児童健全育成事業｣ とを一体的に進めると

して ｢放課後子どもプラン｣ が創設された｡ 同事業

は､ 各市町村において教育委員会が主導し､ 児童福

祉部局と連携を図り､ 原則として全ての小学校区で､

放課後等の子どもたちの安全で健やかな居場所づく

りを進め､ 文部科学省所管の ｢放課後子ども教室推

進事業｣ と厚生労働省所管の ｢放課後児童健全育成

事業｣ を一体的あるいは連携して実施する総合的な

放課後対策である｡ 市町村は､ 学校､ 放課後児童ク

ラブ､ 社会教育､ 児童福祉､ ＰＴＡの各関係者及び

地域住民から構成される ｢運営委員会｣ を設置し､

事業計画､ 活動プログラムの企画､ 事後評価に当た

る｡ また､ 事業は余裕教室や小学校敷地内での実施

を基本とし､ 体育館､ 保健室等の学校諸施設の弾力

的な活用に努め､ 各校区ごとに学校や関係機関・団

体との連絡調整､ 活動プログラムの企画・実施等を

行うコーディネーターを配置するとした｡ ｢活動場

所における連携促進｣ がうたわれ､ 両事業の関係者

と学校教職員間で子どもの様子の変化や健康状態､

下校時間の変更等の情報交換を促進することが示さ

れている｡ 実施カ所は､ 2007年度6�328､ 2008年度
7�821と推移している｡
2009年度から登場したのが､ ｢学校支援地域本部

事業｣ である｡ 事業の趣旨は､ 地域における地縁的

なつながりの希薄化や個人主義の浸透などによる

｢地域の教育力の低下｣ への対策に加えて､ 新規に

｢多様な形態の教員支援｣ があげられた｡ すなわち､

｢学校教育においては､ 教育活動以外の業務など教

員の業務量の増が問題となっており､ 教員の勤務負

担を軽減するなど､ 積極的に時間外勤務を縮小し､

教員が子ども一人一人に対するきめ細やかな指導を

する時間の確保を図る取り組みが必要である (事業

説明資料)｡｣ なお､ 事業は､ 全国の中学校区単位と

され､ 地域全体で学校運営を支援する体制の整備に

全1�800市町村で取り組むとした｡ 学校に地域コー
ディネーターを配置し､ 学習支援活動・部活動指導・

環境整備・登下校安全確保・学校行事の開催等など

を担う学校支援ボランティア (無償) と学校との調

整機能を委ねた｡ 文部科学省で取り組んでいる ｢豊

かな体験推進事業｣ ｢キャリア教育実践プロジェク

ト｣ ｢小学校長期自然体験活動支援プロジェクト｣

｢『学びあい､ 支えあい』 地域活性化推進事業｣ など

各種連携事業を進める学校運営へのボランティア等

協力者の確保と活動機会の提供がその役割とされた｡

同事業は､ 2010年度までの２カ年で終了､ 2011年度

からは ｢学校・家庭・地域の連携による教育支援活

動促進事業｣ と改められ､ ｢学校支援地域本部｣ ｢放

課後子ども教室｣ ｢家庭教育支援｣ ｢地域ぐるみの学

校安全体制の整備｣ ｢スクールヘルスリーダー派遣｣

などの教育支援活動を継承するとともに､ 各地域の

実情に応じたそれぞれの取り組みを有機的に組み合

わせることを可能にした総合的な事業として実施さ

れることになった｡
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２. 熊本県における ｢地域教育力活性化｣ 支援

熊本県では､ 2002年､ 社会教育法の改正により青

少年の体験活動の充実が求められていること､ また

｢熊本県教育改革大綱｣ において学校教育との有機

的な連携により地域社会の教育機能が発揮できるシ

ステムが求められていることを踏まえ､ 熊本県地域

教育力活性化推進協議会 (会長 古賀倫嗣熊本大学

教育学部教授) を設置､ ｢地域の子どもは地域全体

で育てる｡｣ をスローガンに ｢地域教育力活性化支

援事業｣ を開始した｡ 具体的には､ 各教育事務所ご

とに地域教育力活性化推進協議会を設置､ 社会教育

団体・ＮＰＯ・教育委員会等の行政機関､ 学校等の

関係者のネットワーク化などを通じ､ 各市町村､ 各

団体の主体的な取り組みを支援するものである｡ 事

業は３ヵ年とし､ １年目の2002年度は ｢団体が担う

地域教育力｣､ 2003年度は ｢自治会が担う地域教育

力｣､ 2004年度は ｢個人が担う地域教育力｣ という

課題を設定した｡

2004年からは､ 国が開始した ｢地域教育力再生プ

ラン｣ と連動し､ 86カ所の地域子ども教室を開設､

2006年度までに 121カ所の地域子ども教室､ ６つの

地域ボランティア活動実行委員会で地域の実態に応

じた様々な活動が展開された｡ その中で2005年度に､

熊本県地域教育力活性化推進協議会が取り組んだ事

業が､ 地域における子どもの居場所づくりや遊び､

体験活動などを通じて意図的計画的に子どもを育て

る指針､ すなわち ｢熊本の地域教育力 ３つの提言｣

の策定である｡ 地域の活動を通して子どもたちにど

のような力や心を育てることが必要か､ そのために

はどのような活動の取り組みが求められるか､ さら

には大人たちは子どもにどのように関わることが大

切か､ またそれに必要な知識とスキルについてまと

めたものである｡ ｢３つの提言｣ は､ 次の３項目か

ら構成される｡

提言１ 地域で､ このような力や心を育てましょう

提言２ 地域で､ このような活動を実践しましょう

提言３ 地域で､ このような関わり方を心掛けましょう

地域教育力活性化推進協議会会長として､ 提言の

とりまとめにあたった古賀倫嗣は､ その目的と必要

性について以下の通り述べている｡ 少し長いが､ 現

在もなお熊本県の ｢地域教育力活性化支援｣ の基本

理念となっていることから引用しておこう｡

｢平成18年３月､ 熊本県教育委員会は 『熊本の地

域教育力 ３つの提言』 を発表しました｡ これは､

『地域教育力』 についての基本的な考え方を県民に

明らかにするとともに､ どのような具体的な関わり

方をすればいいか､ どのような推進の方策が効果的

かを提言する目的で策定されたものです｡

全国的な 『子ども問題』 の噴出は､ 熊本県でも多

様な形と質をとって現象しています｡ こうした問題

の 『多様性』 と向き合うためには､ 『多様な』 地域

住民の参画が求められることはいうまでもありませ

ん｡ 少子・高齢化､ 過疎化の進行のなかで､ 地域で

のきめ細やかな推進システムがどのようにしたら構

築可能か､ そのことが問われています｡ そうしたな

か､ 地域の大人や保護者の課題は､ 子どもに関わろ

うとする 『意思』 があっても､ 関わる 『スキル』 が

なければうまく子どもとのコミュニケーションが取

れないということです｡ こうした悩みや戸惑いに応

えることが､ 『３つの提言』 の役割といえます｡

『提言１ 地域で､ このような力や心を育てましょ

う』 は､ 『命を大切にする心』 『人と関わる力』 『自分

の未来を切り拓く力』 『感動する心』 『故郷を愛する

心』 という､ 育てたい 『力や心』 を提示しています｡

『提言２ 地域で､ このような活動を実践しましょ

う』 は､ こうした 『力と心』 を育成する活動プログ

ラムについて､ 『自分が人の役に立てることを実感

できる活動』 『異年齢や異世代の人とふれあう活動』

『子どもが主体的に取り組む活動』 『自然や文化を体

感できる活動』 『地域を知り､ 伝える活動』 を例示

しました｡ 具体的に､ 地域の人たちにもわかりやす

い形で示すことにより､ その課題に対応した活動プ

ログラムの推進が地域全体で可能なように工夫され

ています｡

『提言３ 地域で､ このような関わり方を心掛け

ましょう』 は､ 『ルール (約束事) をきちんと示し､

守ることの大切さを理解させましょう』 『教えるこ

とは教え､ 子どもに任せるところは任せましょう』

『小さなことでも､ 一人一人のよさを認め､ ほめ､

励ましましょう』 と､ ３つの基本的なスタンスを示

し､ 子どもに関わる際､ 大人が気をつけるべき知識

とスキルを明らかにするものです｡ 例えば､ 『ルー

ル (約束事) を子どもと一緒に作りましょう』 『決

められたルールは守れるよう､ 時にはたしなめたり
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しながら､ 関わる人全員で根気強く取り組みましょ

う』 など､ 子どもの規範意識の育成のために大人た

ちに求められる力や姿勢を明らかにしています｡ ま

た､ 『小さなことでも､ 一人一人のよさを認め､ ほ

め､ 励ましましょう』 では､ 『子どもの名前を覚え､

名前で呼びかけましょう｡ そのことで､ 子どもは､

地域の人に自分が見守られているということを感じ

ることができます』 と､ 具体的なスキルを提案して

います｡

熊本県の教育理念は､ 『熊本で育ってよかったと

思える子どもを育てるために』 です｡ 『３つの提言』

は､ 熊本の地域 (性) に即した教育の理念や活性化

の方法を共有化し､ 地域における推進システムの構

築をめざすものです｡ 外遊びや体験活動の衰退､ 生

活リズムの混乱､ いじめや虐待など､ 子どもを取り

巻く環境は深刻です｡ 今､ 私たち大人が取り組まな

ければ､ 子どもたちの未来はどうなるのでしょうか｡

『３つの提言』 のサブタイトル､ 『みんなでやりまっ

しょい』 は､ そのスタートラインを表すスローガン

なのです｡｣

2006年､ 熊本県地域教育力活性化推進協議会は､

｢熊本の教育力 ３つの提言｣ を地域で一層推進す

るため､ 遊びを通して意図的計画的に子どもを育て

る取り組みをどのように進めるかの検討を行った｡

会議には､ 福岡県青少年アンビシャス運動推進委員

会の横山正幸会長を招き､ ｢福岡県における遊びを

通して子どもを育てる取り組みの推進方策と成果｣

という講演をしていただくなど､ 熊本県内外の取り

組みを分析し､ ｢熊本らしさ｣ を生かした遊びプロ

グラムと推進方策について検討を進めた｡ また､ 横

山会長からの ｢測定評価の原則 (実証主義)｣ の助

言､ すなわち子どもの生活に関する基本調査に基づ

きどういう取り組みをして結果としてどういう成果

があがってきたかを測定することを基に､ ｢遊びを

通して子どもを育てる調査研究事業に係る協力者会

議｣ を設置､ 学校等の協力により､ 2008年 『子ども

の遊び実態調査報告書』 がまとめられ､ 子どもの遊

びや体験活動の実態だけではなく､ 心の状況､ 規範

意識､ 自律の意識等の課題が明らかにされた｡ こう

した研究と協議の積み重ねにより熊本県の教育関係

者には､ ｢遊育｣ という基本的な方向性が共有され

たのである｡

３. 熊本県大津町における ｢教育改革｣ 政策

大津町は､ 熊本市と阿蘇地域の中間に位置する､

人口31�236人､ 世帯数11�476戸の町である｡ 江戸時
代､ 熊本から大分を結ぶ豊後街道の宿場町として栄

え､ 現在でも ｢大津の杉並木｣ が有名である｡ 1956

年､ ｢昭和の大合併｣ により､ 大津町､ 陣内村､ 平

真城村､ 瀬田村の一部､ 護川村の一部､ 錦野村の一

部の１町５村が合体合併し､ 現在の大津町が誕生し

た｡ 町面積は99平方キロと広大であり､ 阿蘇を源流

とする白川流域の穀倉平野が広がる南部地区と､ 阿

蘇北外輪につながる山林原野と丘陵地の北部地区と

が対照的な地形を示している｡ 元々､ 米麦をはじめ

甘薯､ 煙草､ 畜産を中心とした農業と国道沿線の商

業の町であったが､ 1971年開設された熊本空港､

1975年供用開始の九州自動車道など交通条件の整備

等もあって､ 大津町は1970年代から工業開発を積極

的に進め､ 1976年には誘致に成功した本田技研工業

(ホンダ) 熊本製作所が操業開始した｡ 1982年､ 折

からのテクノポリス・ブームを背景に発表された

｢熊本テクノポリス建設基本構想－新火の国計画－｣

により､ 大津町は熊本空港から自動車で30分圏にあ

る６市町村から構成される ｢テクノ回廊｣ に指定､

｢先端技術産業の生産拠点｣ として熊本中央工業団

地が整備され､ 東京エレクトロン､ 富士精工､ 三井

ハイテックなど機械・ＩＣ関連企業が多数進出した｡

また､ 1990年代には､ ＪＲによる大型住宅開発､ 美

咲野団地が建設されるなど､ 宅地開発が進み､ この

結果､ 高度経済成長期には合併時 (1956年) の

23�260人をピークに減少の一途をたどっていた人口
は､ 1975年18�086人を底に増加に転じ､ 1985年には
22�008人､ 1990年23�744人と合併時の人口を上回り､
2000年28�021人､ 2010年には31�236人と３万人を超
えた｡ 伝統的な社会結合に基づく古くからの永住層

と､ 工業開発や住宅開発にともなって新規に転入し

た来住層との混住が大津町の特徴であり､ それは

｢子育て支援｣ ｢家庭教育支援｣ など､ 新たな政策ニー

ズを生み出している｡

大津町が2006年に策定した ｢第５次大津町振興総

合計画｣ は､ ｢みんなでつくろう 元気大津 人と

自然にやさしい 心かようあう まち｣ の実現に向

けて､ ｢まちづくりの基本理念｣ を ｢私たちは､ 先

人たちから受け継いだ豊かな 『宝の山』 を掘り起こ
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し､ 大津町の美しく豊かな自然と相互扶助の精神に

より培われた風土や人の心を守り育てながら､ 『私

たち一人ひとりが本当の意味で､ 住みよいと思える

まちづくり』 をめざします｡｣ とうたった｡ 大津町

政の重要な施策の柱が､ ｢地域社会とともに進める

安心と安らぎのあるまちづくり｣ という施策の大綱

に基づく ｢児童福祉と次世代育成支援の充実｣ と､

｢未来を拓くふるさとづくり｣ に基づく ｢みんなの

夢が叶う教育の実現｣ である｡

大津町は､ ｢日本でいちばん子育てに夢がもてる

まち｣ というスローガンを掲げ､ かつての日本社会

に存在した地域の支えあいの心を再生しつつ､ 現代

の子育てに合った新しい子育てスタイルを踏まえて､

地域が子どもを温かく見守り､ その親や保護者たち

に親しく接していくという意味を込めて ｢温子知親｣

という､ 基本理念に基づく子育て支援を進めている｡

こうした施策の結果､ 雇用機会に恵まれた町という

条件と相まって人口の急増をみたものである｡ 美咲

野団地を校区にもつ大津小学校は､ 35学級 (児童数

1�035名) と過大規模校のため､ 2013年には分離校
が新設される｡

大津町には､ 小学校が６校､ 中学校が２校､ 高等

学校が２校､ 特別支援学校が１校ある｡ 2004年度､

小学校１校､ 中学校１校で２学期制を試行的に導入

し､ その結果を踏まえ教育課程の見直しにより３学

期制よりも学期の期間が長い利点を活用し､ じっく

り教育活動を展開することにより ｢特色ある学校教

育｣ の実現ができると判断､ 翌2005年度から町立幼

稚園２園を含むすべての小中学校で２学期制を実施

した｡ 前期は４月１日から秋休みまでとし､ 後期を

秋休みの翌日から翌年の３月31日とし､ 10月の体育

の日を挟んで５日間の秋休みを設定することで前期

と後期の区切りとしている｡

また､ 2002年､ 町民の教育に対する認識を高める

とともに､ 学校教育及び生涯学習の振興と､ その充

実を図り､ 広く町民とともに21世紀の大津町の教育

について考える契機として､ 毎月14日を ｢大津町教

育の日｣ とすることが開始された｡ 教育の日は､ 私

立園を含むすべての幼稚園､ 小・中学校､ 県立学校

(高等学校・養護学校) が始業から終業までまる１

日を開放するものである｡ 保護者や地域住民は､ 事

前に広報された授業計画に基づき学校の教育活動を

自由に参観でき､ 要望があれば給食センターから派

遣された学校栄養職員による給食の試食が可能であ

る｡ まさに ｢開かれた学校づくり｣ の推進である｡

大津町教育委員会が策定した ｢大津町教育基本構

想｣ は､ 基本理念を ｢夢を持ち､ 夢を育み､ 夢を叶

える教育実践～生きる力を身につけ､ よき社会の形

成者として未来を拓く子どもの育成～｣ とし､ 教育

目標を ｢人権尊重の精神を基調とし､ 子どもたちが

心身ともに健康で､ 豊かな知性と感性に富み､ 行動

力と社会性を身につけ､ よりよい社会の創造をめざ

す人間性豊かな大津町民として成長することを願い､

幼保小中高及び家庭・地域との連携のもとに生涯学

習社会の実現をめざした教育を推進する｡｣ とうたっ

ている｡ 基本構想は､ 子どもたちの確かな成長を主

軸に､ 地域に根ざし地域に開かれた学校づくりのた

め､ 学校教育を中心として家庭教育と地域社会教育

が連携・協力しながら町全体の教育力の向上を図ろ

うとするものである｡ 連携・協力のキーワードとし

て､ 学校教育では ｢信頼される学校づくり｣､ 地域

社会教育では ｢地域いきいき学校応援団づくり｣､

家庭教育では ｢学校のよきパートナーづくり｣ が提

案されている｡ 具体的には､ 重点努力事項として､

学校教育では ｢豊かな心の育成｣ ｢確かな学力の育

成｣ などと並んで ｢特色ある学校づくりの推進｣ が

掲げられ､ 地域社会教育では ｢地域ボランティア活

用による活動の推進｣､ 家庭教育では ｢親力・家庭

力の向上｣ があげられている｡ 2010年に行われた

｢共通実践事項の実施状況調査』 の結果をみると､

学校教育に関わる ｢豊かな心 (いろいろな人との交

流や体験を通した豊かな人間関係づくり)｣ ｢特色あ

る学校づくりの推進 (伝統と文化を尊重する地域学

習の推進)｣､ 地域社会教育に関わる ｢地域ボランティ

ア活用による活動の推進 (地域コーディネーターの

配置)｣ が高い達成値をみているのに対し､ 家庭教

育に関わる ｢基本的生活習慣の形成・確立 (早寝・

早起き・朝ごはん)｣ ｢安らぎの場としての家庭づく

りの推進 (やる気を育てる 『あいうえお』 の実践)｣､

地域社会教育に関わる ｢教職員の地域行事・活動へ

の参加の推進 (地域のひと・もの・ことを知り､ 地

域との一体感を持つ)｣ などの事項で低い評価がみ

られる｡ こうした結果からは､ 古くから大津町に住

む住民の中にみられる ｢伝統的な社会関係の揺らぎ｣､
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新興住宅地に来住した住民の中にみられる ｢コミュ

ニティ帰属意識の未形成｣ という要因によって生み

出された､ ｢家庭教育支援｣ ｢学校と地域との連携・

協力｣ という､ 大津町の教育課題が浮き彫りになっ

ている｡

次に､ こうした大津町の課題に対し校区コミュニ

ティでは､ どのような解決・改善のプロセスがみら

れるのであろうか｡ 国の子どもプランや教育改革プ

ロジェクトの指定を必ずといってよいほど受託する､

いわば大津町の ｢子どもプランの受け皿｣ としての

存在､ 大津町立護川小学校について考察を進めるこ

とにしたい｡

４. 大津町立護川小学校における

｢地域教育力活性化｣ の取り組み

大津町立護川小学校は､ 大津町の北西部に位置し､

大津と菊池を結ぶ国道 325号線に沿った６つの集落

と畑作中心の農業地域が校区を構成している｡ 2011

年現在､ 児童数 162人､ ＰＴＡ戸数 124世帯､ 総戸

数 960世帯の校区である｡ 護川小学校は､ 1872 (明

治５) 年の創立で､ 当時は白川県合志公立杉水小学

校と称した｡ (旧) 護川村は､ 1874 (明治７) 年の

大小区制の下で､ 杉水村は第五大区第三小区に､ 他

は第四小区に属していたが､ その後､ 中窪田､ 下中

窪田､ 片俟の３村が合併して矢護川村になり､ 1879

年郡区町村編制法の施行により､ 杉水村､ 川邊村､

尾足村､ 矢護川村は一行政区として戸長役場が置か

れ､ 1889年町村制施行とともに４か村が合併して護

川村が誕生した｡ 1956年､ 町村合併による大津町誕

生の際には､ 護川村は分村合併の道を選び､ 杉水・

矢護川地区は歴史的・経済的な理由から大津町に､

川辺・尾足地区は旭志村 (現菊池市) に編入した｡

護川小学校は､ この杉水地区を校区とする｡ 護川小

学校の特徴は､ 度重なる校舎移転である｡ 明治期に

３回の移転､ そして戦後は､ 1953年新築､ 1968年旧

護川中学校跡地に移転､ 1995年現在の校舎が新築さ

れ､ 移転した｡ この結果､ 学校関係の写真等資料が

散逸しており､ その記録の再生も課題の１つとなっ

ている｡ 校区の概要をみると､ 肥後台地の東端に位

置し起伏に富んだ地形であり､ 東西に峠川が流れる

低地がゆるやかに広がっているが､ この河川は梅雨

時だけの水流で通常は水無し川である｡ そのため水

利に乏しく､ 耕地は甘薯栽培を中心とする畑地であ

り水田は少ない｡ 農村地域でありながら苗代､ 田植

え､ 稲刈りといった農業活動を子どもたちが体験す

る機会はほとんどなかった｡ 1976年に操業を開始し

たホンダ熊本製作所は校区内にあり､ 関連企業をは

じめ工場等の進出により､ 新興住宅地の建設が進み､

新規に転入した児童が増加している｡ この結果､

｢親族集団｣､ ｢区・小地域｣､ ｢農業組織｣ や ｢氏子

組織｣ といった伝統的な社会関係に結び付けられ､

代々農業を営んできた保護者と､ 新しく開発された

新興住宅地に来住した保護者がほぼ半分という状況

である｡ まったく異なるコミュニティ意識､ 帰属意

識を持ち､ 異なった学校へのニーズを求める､ ２つ

の保護者層の間で､ どのような協力や融合が可能か､

さらには両者の協働による ｢地域教育力の活性化｣

をどのようにして創出していくことができるか､ 大

津町全体の教育活動の縮図が護川小学校区であった｡

こうした背景から､ 校区では体育振興会による学

校体育館を活用した社会体育活動を活発に行ってい

たが､ ＰＴＡ活動でも ｢行事消化的な取り組みから

建設的な取り組みへ｣ を合言葉に､ 自らが運営体制

を持ち､ 事業計画を作り､ 持続可能な子ども育成事

業として推進されてきた｡ 2003年度より､ その取り

組みの一環として､ ｢もりかわ心ふれあいフェスタ｣

｢もりかわセーフティボランティア事業｣ ｢放課後学

習チューター事業｣ ｢もりかわサタデースクール事

業｣ など､ 後に ｢もりかわの教育｣ と呼ばれる諸事

業がスタートした｡ なかでも､ ｢もりかわサタデー

スクール｣ は､ ｢子どもの居場所づくり事業｣ (2004

年度からは ｢地域子ども教室推進事業｣) として始

められ､ 毎週土曜日午前９時30分から11時30分まで

の２時間､ 小学校の多目的ホール､ 教室等を活用し

て実施された｡ 子どもの ｢体験コース｣ として､

｢農業体験 (おいしい農業) コース｣ ｢科学体験 (お

もしろ科学) コース｣ ｢スポーツと遊び体験 (たの

しい遊び) コース｣ ｢造形体験 (わくわく体験) コー

ス｣ 等が準備され､ 2004年度の活動実績では､ 年間

45回の実施､ 参加人員は延べ 1�354人､ １回当たり
平均30人の参加者となっている｡ 事業の開催案内は､

児童・保護者には毎週配布するほか､ 区長の協力を

得て全戸に月１回回覧板で配布するなど､ 地域への

情報発信と募集の拡大を図っている｡ 熊本県地域教
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育力活性化推進協議会がまとめた 『熊本の地域教育

力Ⅲ (平成16年度事業報告書)』 によれば､ 事業の

成果として ｢『地域の子どもは地域で育てていく』

という地域発の試みとして､ 他地域への発信ができ

つつある｣ ｢学校内の開催から地域での開催へと､

活動の場を拡げつつある｣ ｢教職員の児童への参加

要請に積極性が出てきた｣ 等があげられており､ 今

後の課題として ｢多彩な講師陣の配置､ 多様な体験

コースの増設を図る｣ ｢地域の施設の利活用を図る｣

｢地域のお年寄りの参加など､ 地域からの参加者を

増やす｣ 等が指摘されている｡ 2005年､ ｢サタデー

スクール｣ の取り組みにより､ 護川小学校ＰＴＡは

日本ＰＴＡ全国協議会会長賞を受賞､ ｢セーフティ

ボランティア活動｣ も ｢学校安全ボランティア活動

奨励賞｣ を受賞した｡ いずれも､ ｢子どもの学習活

動支援｣ と ｢子どもの安全確保｣ という差異はあっ

ても､ 地域の中で人と人がふれあう活動として定着

し､ 人と人が豊かにつながり合う地域づくり活動が

学校の活性化に貢献する関係性が高く評価された結

果である｡

2007年､ ｢地域の教育力の在り方｣ に関する卒業

論文研究のため護川小学校区に調査に入った上野清

美 (当時､ 熊本大学教育学部社会学研究室所属) は､

｢サタデースクール｣ の開設を担った当時のＰＴＡ

会長､ Ｓ氏へ ｢事業を始めようと思ったきっかけは｣

と尋ねている｡ その聴き取りの結果は､ 次の通りで

ある｡

｢学校週５日制が始まるし､ 子どもの生活力や地

域力が低下してきていると言われて､ 何とかしない

といけないと思った｡ でも､ それぞれの家庭や個人

でやってくれとなってもなかなか難しいのではなか

ろうかと思って､ どうせやるなら一過性のもんじゃ

なくて､ カリキュラムとして学校と一緒になって､

年間計画を立ててやれんかなぁと思ったのが始まり

でした｡ 内容は､ 形式的な発想じゃなくて､ こんな

のをやったら面白いんじゃなかろうか､ 子どもたち

も楽しんで活動するんじゃなかろうか､ って思いつ

きで案を出して､ 試行錯誤しながらやっていったも

のです｡｣

上野は､ 学校側からの事業の評価を知るために､

護川小学校のＹ教頭先生に ｢事業を進める中で何か

成果と思うものは｣ と尋ねている｡ その結果は､ 次

の通りである｡

｢これまでの取り組みをしていく中で､ 地域の教

育力を積極的に活用しながら､ 子どもたちをつなぎ､

保護者同士をつなぎ､ 保護者と地域､ 子どもと地域

をつないでいくという､ 地域を巻き込んでの 『人同

士を豊かにつなぐ』 という絆が具体的になりつつあ

ります｡ 私たちが進めてきた活動は､ 地域活動に一

石を投じた活動と考えています｡ 何か､ 具体的な活

動を地域の中で起こしていくことで､ 地域を動かす

原動力となり､ 地域全体をシャッフルすることで､

地域の力を引き出すことにつながるのではないかと

考えています｡｣

上野は､ このような地域リーダーや学校側の担当

者の意見を踏まえ､ ｢護川小学校の取り組みは､ 学

校だけの活動ではなく､ 学校を含めた地域社会にお

いての活動として行われている｣ と述べ､ ｢地域を

巻き込んで行いたい､ 地域と一緒に､ 一体となって

活動していきたい､ という思いが (社会教育・学校

教育) どちらの言葉からもみられる｡ 地域あっての

学校であり､ 学校があるから子どもが来るのではな

く､ 子どもがいるから学校があるのだと考える｡｣

と結論付けた上で､ ｢サタデースクール｣ の成果と

課題について次のように評価している｡

｢活動の成果として､ まず 『地域の子は地域で育

てていく』 という意識が定着しつつあることが挙げ

られる｡ 護川小学校では､ 地域の人が子どもたちに

対して､ 愛情やあたたかさ､ 優しさをもって子ども

たちと接しており､ それが 『自分たちの地域の子ど

もは､ 自分たちの地域で､ 地域全体で育てていこう』

という思いにつながっていると考える｡ ２点目に､

学校内だけでの開催から地域内での開催へと活動の

場を広げ､ 就学前の児童や地域外の児童の参加など､

参加者の幅が広がりつつあることである｡ 学校外の

施設へ出前講座に行ったり､ 学校内での活動におい

ても､ 護川小学校の児童だけではなく､ 保護者や就

学前児童の参加も多数あったり､ また 『もりかわ心

ふれあいフェスタ｣ の活動としてプログラムに組み

込むことによって､ なかなか参加しにくい地域の方

も体験できるよう日程を変えたりという工夫をして

いる｡ ３点目は､ １回平均の参加者が増加傾向にあ

り､ 活動自体が活性化し事業として定着してきてい

るということである｡ 活動を進めていく過程で､ 学
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校の教職員や家庭､ 地域､ そして子どもたちに､

『この活動をこれからも続けていきたい､ 続けていっ

てほしい』 という思いが生まれた結果､ 今年度

(2007年度) から 『地域子ども教室推進事業』 とい

う形態がなくなっても､ 続いていると考えられる｡｣

2009年､ ｢学校支援地域本部事業｣ の開始に際し､

大津町教育委員会は ｢地域子ども教室推進事業｣ に

引き続き､ 護川小学校を指定した｡ 特に､ ｢学校行

事支援｣ として取り組まれたのが､ ｢もりかわ心ふ

れあいフェスタ｣ である｡ ふれあいフェスタは､ 毎

年11月開催され､ ｢意欲的に言語に関わり､ 豊かに

表現できる児童の育成｣ をめざし､ 一人一人の子ど

もを大切にする人権尊重の素晴らしさを学校・保護

者・地域で共有することを目的とした学校行事であ

る｡ 地域コーディネーターが､ 学校支援ボランティ

アから構成されるフェスタ拡大実行委員会を組織､

またＰＴＡや地域の諸団体からなる地域イキイキ協

議会 (地域教育協議会) との連携の役割を担い､

2009年度のふれあいフェスタは児童・保護者・地

域住民等 600人が一堂に集い､ 学校と地域が一つに

まとまる機会を創り出した｡ 2009年度の活動実績は､

対象児童数 178人に対し､ ボランティア登録数は

242人､ 支援活動の内訳は､ 学習支援20回､ 部活動

支援40回､ 環境整備10回､ 安全指導28回､ 学校行事

２回､ その他26回となっている｡ ２人の地域コーディ

ネーターは､ ｢コーディネーターに最も必要とされ

ていることは｣ の問いに､ ｢楽しみ､ 喜び､ 子ども

の笑顔が見られることがうれしいと感じることかな

と思います｡ 子どもが大好きなことが､ 何よりも大

切なことではないでしょうか｡｣ と答えている｡ 学

校から地域へ､ 子どもたちから大人へ､ 何よりも

｢人権のまちづくり｣ をめざす､ 護川小学校区のコ

ミュニティ形成が始まった｡

2011年､ 文部科学省の ｢コミュニティ・スクール｣

調査研究事業を受託した大津町教育委員会は､ 護川

小学校を研究校に指定した｡ これで､ 同小学校はこ

の10年間だけでも､ ｢地域子ども教室推進事業｣ ｢学

校支援地域本部事業｣ そして ｢コミュニティ・スクー

ル｣ と､ 教育改革の下で実施されてきた学社連携事

業を立て続けに受託したことになる｡ ７月に発足し

た ｢もりかわコミュニティ・スクール｣ 推進委員会

では､ ｢昨年まで続けられてきた 『学校支援地域本

部事業』 の取り組みの成果を踏まえつつも､ 一方で

はその場対応であったり､ 計画性が乏しかったりし

た点を反省しながら､ コミュニティ・スクール構想

を具体化する｣ という方向が示された｡ 構想の中核

にあるのは､ ｢護川小学校にかかわる４者 (町教育

委員会・学校・保護者・地域住民) が､ 一方通行的

にお願いしたりされたりする関係ではなく､ 相互に

自立して､ 信頼し合い､ 連携し合って大人のコミュ

ニティーを形成し､ その上で学習・教育にかかわっ

ていく｣ という考えである｡ 2011年度は､ ｢もりか

わコミュニティ・スクール推進における組織体制づ

くりの具体的検討｣ ｢保護者や地域住民等の意向を

把握し､ 学校運営や教育活動に反映させる方策の検

討｣ ｢地域人材やボランティア組織等の効果的な活

用や連携のあり方の検証｣ が目標である｡

コミュニティ・スクールの制度化をうたったのは､

2004年の中央教育審議会答申 ｢今後の学校の管理運

営の在り方について｣ である｡

｢公立学校の管理運営に保護者や地域住民が参画

することにより､ 学校の教育方針の決定や教育活動

の実践に､ 地域のニーズを的確かつ機動的に反映さ

せるとともに､ 地域の創意工夫を活かした､ 特色あ

る学校づくりが進むことが期待される｡ 学校におい

ては､ 保護者や地域住民に対する説明責任の意識が

高まり､ また､ 保護者や地域住民においては､ 学校

教育の成果について自分たち一人ひとりも責任を負っ

ているという自覚と意識が高まるなどの効果も期待

される｡ さらには､ 相互のコミュニケーションの活

発化を通じた学校と地域の連携・協力により､ 学校

を核とした新しい地域社会づくりが広がっていくこ

とも期待される｡｣

｢子どもプラン｣ から出発した､ 護川小学校区の

取り組みは､ 既にみたように新たなコミュニティ形

成､ すなわち ｢学校を核とした新しい地域社会づく

り｣ の段階に到達しつつある｡ 現在､ 護川小学校が

｢コミュニティ・スクール｣ 指定の検討に入ったの

は､ 歴史の必然と言ってよいだろう｡ そして､ ｢『大

津町 教育の日』 から 『もりかわコミュニティ・ス

クール 教育の日』 に｣ という､ 基本的な方向は

｢大津町｣ という行政区域ではなく､ 明治の町村制

施行以来脈々と受け継げられてきた ｢旧護川村｣､

今日的には ｢護川 (校区) コミュニティ｣ という､

日本生活体験学習学会誌 第12号50



新たな ｢地域理念像｣ に基づく ｢地域による学校運

営｣ の在り方､ そしてそれを担う地域主体形成を問

題提起している｡ ｢コミュニティ・スクール｣ すな

わち ｢地域運営学校｣ とは､ 本来その意味で構想さ

れてきたのである｡
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はじめに－施策の構造と問題の所在－

1989年の ｢1�57ショック｣ を皮切りに､ 少子化対
策や働く女性の条件整備に主眼をおいて拡充されて

きた厚生労働省の子育て支援施策､ また1997年の少

年事件が引き金となった1998年家庭教育支援施策を

司る家庭教育支援室 (文部省婦人教育課) の設置､

以降､ 子どもの保護者である親を対象とした家庭教

育支援・子育て支援が相次いで誕生してきた｡ しか

し､ それらの施策は､ 子育て家庭の､ また子どもの

育ちの何を支えてきたのだろうか｡ 出生率があがる､

子育てしながら働く女性が増える､ 少年事件が減る､

虐待件数が減る､ 子どもの生きる力を育むなど､ 施

策の成果は不明確なままだと考える｡

筆者は､ 現在実施されている施策が子育て家庭と

地域や社会の結びつきを支えている方向を持ってい

るのか､ または持っていないのかというところに関

心を持つ｡ それは､ 子育て家庭の孤立や家庭機能の

崩壊といわれる現代社会において､ 子どもの育ちや

子育て家庭を支えていくためには､ その場しのぎの

対処療法的な子育て支援サービスに留まるのではな

く､ 家庭と地域や社会の接点が不可欠と考えるから

である｡

実際取り組まれている子育て支援や家庭教育支援

施策においては､ まず自治体での実施状況について

把握する必要があると考えた｡ 多くの施策が次世代

育成支援計画の努力目標に過ぎず､ 自治体によって

は実施されていないケースが見受けられるからであ

る｡ また､ 実施されていても､ 子育て支援サービス

の羅列に留まり､ 子育てに不可欠な関係づくりや学

習機会提供という社会との接点を連携・コーディネー

トしていく施策になっていないという状況も見聞き

する｡ さらには､ 多くの施策が家庭の選択により利

用していくものであるため､ 利用する家庭もあれば､

必要にも関わらず親の意識や意欲によってその施策

を利用しない家庭もある｡ 子育て家庭の選択がさら

なる子どもの育ちの環境の格差を広げているという

課題も生まれている｡

つまり､ 施策の問題構造をとらえていくためには､

①自治体の施策の実施状況､ ②施策の連携・コーディ

ネート､ ③親の選択による参加や利用の状況につい

て､ という３つの視点からとらえていく必要がある｡

本稿では､ これらの研究の第一段階として､ 佐賀

県が実施した家庭教育支援の調査の結果をもとに､

①自治体の施策の実施状況､ ②施策の連携・コーディ

ネートの２つについての調査結果､ 並びに考察につ

いて記す｡

＊連絡・別刷り請求先
佐賀女子短期大学 (〒840－8550 佐賀県佐賀市本庄町本庄1313 ���0952�23�5145(代表) ��� 0952�23�2724)
電子メール：�����������4�����������

������������������
相 戸 晴 子＊������������������������������������������������������������������������������ ������＊
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１. 佐賀県家庭教育調査の結果を受けて

１－１ 佐賀県家庭教育調査について

佐賀県立生涯学習センターアバンセ (以下､ アバ

ンセと称す｡) は､ 生涯学習基礎データ調査研究事

業として2010年より２ヵ年の予定で ｢家庭の教育力

向上にむけた支援の方策に関する調査研究｣ を実施

している｡ この調査研究は､ 研究者､ 行政職員､���関係者の７名による調査研究委員とワーキン
ググループメンバー３名 (うち２人は委員も兼任)

によって構成され､ 自身はワーキンググループの一

メンバーとして関わっている｡

本事業の１ヵ年目である2010年は､ 佐賀県全市町

の家庭教育支援・子育て支援の施策を実施している

行政関係各課を対象に､ ｢家庭教育支援および子育

て支援に係る取り組み事業アンケート調査 (以下､

アバンセ調査)｣１) を実施した｡ ここでは､ 佐賀県

内の全20市町で取り組まれている選択した子育て家

庭が利用する家庭教育支援や子育て支援に関する事

業の実施状況がとらえられた｡ さらに､ 事業毎の財

源割合､ 継続状況､ 事業に関する課題などの把握が

なされた｡

１－２ 佐賀県家庭教育調査の事業実施状況の市町

格差について

アバンセ調査の結果では､ 市町毎に取り組まれて

いる事業実施の有無とともに､ 実施回数等がまちま

ちであったことに着目し､ その基礎調査のデータを

用いて事業の実施総数をとらえていくことを試みた｡

設問で尋ねた６事業において､ 以下の基準で集計

し､ 市町毎の一覧を作成したのが表１である｡

① ｢講座・講演会・イベント｣ は実施回数､ ②

｢居場所｣ は開催回数､ ③ ｢相談｣ は窓口数､ ④

｢訪問｣ は事業数､ ⑤ ｢情報提供｣ は事業数､ ⑥

｢サークル・���との協働､ 共催｣ は事業数を､ そ
れぞれ集計し合計を出した｡ そこでは､ ④の国庫補

助事業であり全市町が実施していた ｢訪問｣ 事業を

除く５事業において､ 市町の事業実施回数や事業数

に大きな開きが見られていた｡ その事業数の幅は､

① ｢講座等｣ ０～208回､ ② ｢居場所｣ ０～3�943回､
③ ｢相談｣ ０～９窓口､ ⑤ ｢情報提供｣ ０～９事業､

⑥ ｢���協働｣ ０～８事業に及んでいた｡ なぜ市
町によってこれほど､ 事業実施にはひらきが生じて

いるのだろうか｡ 結果を単純にとらえるならば､ 市
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表１ 佐賀県市町の事業の実施状況���市町村名 ①講座､ 講演会､
イベント (実施回数)

②居場所
(開催回数)

③相談
(窓口数)

④訪問
(事業数)

⑤情報提供
(事業数)

⑥サークル､ ���との
協働､ 共催 (事業数)

事業の
合計

1 �市 208 1�373 3 1 9 8 1�602
2 �市 17 1�959 2 1 1 3 1�983
3 �市 78 3�943 6 1 2 0 4�030
4 �市 17 474 5 1 4 1 502

5 �市 41 598 9 1 7 3 659

6 �市 11 333 6 1 1 1 353

7 �市 6 87 3 1 4 1 102

8 �市 67 4 3 1 2 0 77

9 �市 6 312 0 1 0 1 320

10 �町 12 11 2 1 1 0 27

11 �市 13 49 3 1 3 0 69

12 �町 14 22 2 1 0 0 39

13 �町 162 95 5 1 2 1 266

14 �町 18 12 6 1 0 0 37

15 �町 11 348 1 1 1 0 362

16 �町 0 47 2 1 0 0 50

17 �町 7 0 1 1 1 0 10

18 �町 0 43 1 1 0 0 45

19 �町 9 12 4 1 1 0 27

20 �町 0 12 1 1 1 0 15

合計 697 9�734 65 20 40 19 10�575



町によって行政の主催事業が多いところ､ 少ないと

ころが生じ､ 親子の関係づくりや学習機会に格差が

生じていることになる｡

これらの結果をさらに分析していくために､ ２つ

の視点について考察を行なうこととした｡ 一つは､

｢子ども人口｣ による違いという少子格差ではない

かということである｡ 費用対効果から事業実施を算

出することが多い行政にとって､ 子どもの数と事業

実施数が平行して行なわれているのではないかと考

えた｡ もう一つの視点は､ 長引く経済不況によって

行財政悪化による財政格差による影響を受けている

のではないかということである｡ 市町の施策の優先

順位によっては､ 事業が実施されない､ 削られると

いう状況が生じているのではないかと考えた｡ これ

ら２つの視点から､ 事業の実施状況と ｢市町毎の18

歳未満人口｣､ 並びに ｢市町の財政力指数｣ と事業

実施状況を概観した｡

１－３ 子ども人口と財政力からとらえた佐賀県全

市町の実施状況

表２は､ 市町毎の事業実施合計数と18歳未満人

口２)と財政力指数３)をあらわしたものである｡ これ

らの結果をもとに､ ①子ども人口と事業の実施状況

について､ ②財政力と事業の実施状況についての考

察を行なう｡

○市町の子ども人口と事業の実施状況について

市町の子ども人口と事業の実施状況では､ 子ども

人口の多い上位５つの市町Ａ､ Ｂ､ Ｃ､ Ｄ､ Ｅ市は､

事業実施回数においては３位､ ２位､ １位､ ５位､

４位となっていた｡ 一方､ 子ども人口の少ない市町

下位５つのＴ､ Ｓ､ Ｒ､ Ｑ､ Ｐ町では､ Ｔ町が下位

から２位､ Ｓ町が下位から３位､ Ｑ町が下位から１

位に留まり､ Ｒ町､ Ｐ町は子ども人口は少ない割に

は､ 事業に取り組んでいることがわかった｡ これら

の結果から､ 子ども人口と事業実施回数は､ 必ずし

も比例していないことがわかった｡ しかし､ 事業実

施回数の下位５つを見ると､ いずれも ｢町｣ が占め

ており､ 子ども人口はもちろん人口規模等の少ない

｢町｣ においては､ 職員数等の少なさからか事業実

施回数に限界があることが伺えた｡

○市町の財政力指数と事業の実施状況について

続いて､ 市町毎の財政力指数と事業の実施状況に

ついては､ 財政力指数上位５つの市町は､ Ｓ町､ Ｃ

市､ Ｏ町､ Ａ市､ Ｐ町であり､ ５市町中３つを ｢町｣

が占めていた｡ その市町５つの事業の実施状況は､

Ｓ町が下位から３位､ Ｃ市は上位から１位､ Ａ市は

上位から３位であった｡ 一方､ 財政力指数の下位５

つのＱ町､ Ｊ町､ Ｍ町､ Ｌ町､ Ｉ市､ Ｔ町 (Ｉ町と

Ｔ町は下位から同率５位) においては､ 事業実施数

の順位がＱ町は下位から１位､ Ｊ町は下位から３位､

Ｔ町は下位から２位なり､ ５市町中３つの町だけの

下位に留まっていた｡ ここでは､ 下位５市町のうち

４つが ｢町｣ であることから､ やはり町には事業実

施において限界があることを伺うことができた｡

これら二つの結果からみる子ども人口､ 財政力指

数に関するが事業実施状況については､ 上位群と下

位群に事業実施状況の概ね多い少ないという結果を

もたらしているものの､ 一つ一つをとらえていくと､

子ども人口や財政力指数に必ずしも比例していない

ことがわかった｡ そこから考えると､ 市町毎が抱く

子育て支援や家庭教育支援の問題意識や意欲､ 例え

ば首長の意識やマニフェストや担当課の職員の問題

意識や意欲により､ 施策実施の格差が生じている可
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表２ 佐賀県市町における18歳未満人口に対する
事業実施指数と財政力指数���市町村名 事業の

合計
18歳未満人口
(平成22年7月1日現在)

財政力指数

1 �市 (3) 1�602 (1) 42�139 (4) 0�67
2 �市 (2) 1�983 (2) 23�012 0�45
3 �市 (1) 4�030 (3) 13�671 (2) 0�99
4 �市 (5) 502 (4) 10�382 0�64
5 �市 (4) 659 (5) 9�227 0�50
6 �市 353 8�844 0�48
7 �市 102 5�771 0�47
8 �市 77 5�694 0�44
9 �市 320 4�972 (－5) 0�42
10 �町 (－3) 27 4�397 (－2) 0�34
11 �市 69 3�941 0�53
12 �町 39 3�722 (－4) 0�41
13 �町 266 3�543 (－3) 0�39
14 �町 (－5) 37 3�167 0�61
15 �町 362 2�993 (3) 0�73
16 �町 50 (－5) 1�898 (5) 0�65
17 �町 (－1) 10 (－4) 1�712 (－1) 0�24
18 �町 45 (－3) 1�626 0�47
19 �町 (－3) 27 (－2) 1�156 (1) 1�49
20 �町 (－2) 15 (－1) 1�100 (－5) 0�42
※カッコの数字は､ 正数が上位の順番､ 負数が下位の順番｡



能性を今後探っていく必要がある｡

２. Ｆ市事例にみる施策の実施状況

次は､ 事業実施が子育て家庭の何を支援している

のかをあきらかにするため､ 一つの市町に焦点をあ

て考察していった｡

２－１ Ｆ市の概要

事例調査を行なったＦ市についての地域概要､ な

らびに子ども・子育てに関する統計を記す｡ 県内20

市町の中では､ 子ども人口６番目､ 財政力指数10番

目､ 児童虐待対応件数が県内平均にくらべかなり高

い､ また就学援助対象者が小中学生の１割以上を占

めるという統計結果となっている｡

２－２ 事業の実施状況

アバンセ調査で集約した事業に加えて､ 子どもの

誕生前 (妊娠期) から18歳未満 (児童福祉法でいう

子ども期) に至るすべての事業や行政サービスの詳

細についての聞き取り調査12)を行なった｡ そして､

その事業が年齢幅のどこを対象とした事業なのかと

いう横軸と､ 対象とする家庭３領域－あらゆる家庭

に対する事業､ 援助を求める家庭に対する事業､ ま

た選択した家庭に対する事業－なのかという縦軸か

ら､ 表４のマトリックスを作成した｡

２－２－１ 子どもの年齢毎にみる事業の実施状況

(横軸)

○妊娠期から18歳未満まであらゆる年齢で何らかの

事業が行なわれている

妊娠期に母子手帳を配布した時を境に､ 子育て家

庭は行政サービスの対象に位置づけられる｡ そして､

選択する家庭には､ 『パパママ教室』 など保健部局

が行なう学習会へ参加することができる｡ また､ 出

産間もない時期は､ 新生児の家を訪問する 『こんに

ちは赤ちゃん』 事業､ その後､ ３歳半までに５～６

回に及ぶ健診が実施されるなど､ 幼児期までに母子

保健の分野の事業が相次いで行なわれる｡

その後は､ 教育委員会の福祉や教育の分野での事

業が行なわれ､ 中でも情報提供や相談事業があらゆ

る年齢対象に､ 途切れなく実施されていることがわ

かった｡

○事業量では乳幼児の事業が多く小・中・高と年齢

とともに減少する傾向

次に､ 事業実施を量でとらえてみた｡ そこでは､

就学前の乳幼児を対象にした事業へ偏りが顕著にみ

られ､ 小・中・高と年齢があがるたびに､ 事業が減

少している傾向があった｡ 小学生までは､ 体験学習

や放課後児童全育成事業などへ子育て家庭が事業に

参加するしくみが残っている｡ しかし､ 中学以上の

子どもやその家庭が参加できる事業は､ ほとんど実

施されていないという実態がみられた｡ もちろん､
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表３ Ｆ市の地域概要と子ども・子育てに関する統計

地域概要

位 置
佐賀県のほぼ中央｡ 佐賀平野の西端､ 県庁所在
地・佐賀市に隣接している地域｡４)

面 積 95�85キロ平方メートル｡ 県土の3�93％｡
人 口 46�380人 (2011年３月31日現在)５)
地 勢

北部に天山山系がそびえ､ 中央部は肥沃な佐賀
平野が開けている｡ また､ 南部には農業用排水
路のクリーク地帯が縦横に広がり､ 日本一の干
潟・有明海に面している｡

合 併 平成17年３月１日､ ４町が合併してＦ市になった｡

財政評価
財政力指数0�48､ 経常収支比率88�3％､ 公債費
比率8�2％６)｡ 佐賀県市町の財政力指数では10番目｡

子ども・子育てに関する統計

行政組織
教育委員会子ども課子育て支援係・学校教育課
学事係・生涯学習課社会教育係､ 健康推進課母
子保健係７)

小学校 ８小学校

中学校 ４中学校

幼稚園 ３園

保育園 ７園

子ども園 ６園

その他 １児童センター

児童遊園 ３児童遊園

18歳未満
人 口

8�758人 (2011年３月31日現在)､ Ｆ市人口の18�9
％｡８)

佐賀県の市町では６番目｡

児童虐待
対応件数
と出現率

33件(2010年度実績)1�000人あたりの出現数3�7人９)

・虐待区分は､ 21件が身体的虐待､ 10件がネグ
レクト
・主な虐待者は､ 8件が実父､ 23件が実母
※佐賀県2010年140件｡ 1�000人あたりの出現数0�9人｡

就学援助
対象者

465人 (2011年8月1日現在)10)

・全児童 (小学生) 2�865人中276人 ( 9�63％)
・全生徒 (中学生) 1�521人中189人 (12�42％)
※ここには､ 要保護 (生活保護)・準要保護・特
別児童扶養手当 (障害者) を含む｡

子どもの
いる生活
保護世帯

11世帯 (2010年度実績)｡ 全生活保護世帯の9�0
％を占めている｡11)



家庭教育支援・子育て支援施策の一考察 57
表
４
子
ど
も
の
年
齢
に
み
る
Ｆ
市
の
家
庭
教
育
支
援
・
子
育
て
支
援
事
業
の
内
容



卒業した子どもの多くの生活を占める塾や部活とい

う実際､ もしくは社会人になると､ 事業のニーズが

ない､ 参加者が集まらないという現実に即した結果

であるとの予想はつくが､ 学校 (塾や部活を含む)

や職場という狭い空間で子どもや子育て家庭が過ご

しており､ 地域や多様な世代との接点への空間には

居場所がないという側面とも受け取れる｡

２－２－２ 対象とする家庭３領域にみる事業の実

施状況 (縦軸)

対象とする家庭の３領域を､ マトリックスでは､

｢あらゆる家庭に対する事業｣ を真ん中にして､ ｢選

択した家庭に対する事業｣ を上位に､ ｢援助の必要

な家庭に対する事業｣ を下位に位置した｡ それは､

上下ではなく､ 筆者の施策の方向性が子育て家庭が

地域や社会に接点をもつことであることから､ 子育

て家庭自らが事業を選択し､ 関係性を豊かにしたり

学び合いをしていくことを支援していく事業が､ よ

り地域や社会に参加､ 参画する道筋が広がっていく

という概念で上位に位置づけた｡ また､ ｢援助の必

要な家庭に対する事業｣ は､ 特定の家庭への援助と

はいえ､ 行政の支援事業抜きでは子育てしていくこ

とが困難な家庭への支援であり､ 現代社会における

生活権保障という側面から､ 行政支援事業の根底に

据えた｡

○援助を必要とする家庭への事業の多様なメニュー

経済面､ 生活面に大きな課題を抱え出産を迎える

家庭に対する 『助産施設入所委託事業』 は､ 母子を

入居させ､ まず命と健康､ そして､ その後の自立支

援を行なっていく｡ また､ 小学校に入ると家庭の経

済状況に応じて就学援助金が支給され､ 義務教育期

間の子どもの教育保障を経済支援を行なっている｡

また､ 相談窓口の内容は多岐に渡っており､ 健康､

栄養､ あらゆる子育て相談から､ 虐待等に関する家

庭児童相談､ ひとり親家庭に関する相談､ そして学

校生活におけるいじめ等の悩み相談や不登校に関す

る相談窓口に相談員やカウンセラーが配置され､ 電

話や面接という手法できめ細やかな対応をとってい

ることがわかった｡ そこには､ 多様なメニューとと

もに､ 援助金や人件費など多額の事業予算が計上さ

れていることもみえてきた｡

○家庭への支援領域を超えてつなげる難しさ

あらゆる親に対する事業の多くが､ 母子保健に関

する事業という児童福祉法に規程された事業である

ことから､ 出生届を出した子どもを継続して観察し

ていく事業が行なわれている｡ また､ 子育て支援が

マニフェストに掲げられている近年では子ども手当

てなど政府の方針で決まった補助金支給等もある｡

これらの施策は､ 家庭に着実に届ける事業となって

いるが､ 独立した事業形態のため､ 地域や社会への

接点につながる事業にはなりえていない｡

また､ 援助を必要とする家庭に対する事業では､

経済支援､ 家事援助､ 相談対応など子育て家庭の問

題一つ一つに対応するしくみであるものの､ 行政の

各担当窓口で個人情報に基づく個別の手続きが行な

われているため､ 一つの家庭の全体をとらえて支援

していくということはできていない｡

それらの現状から考えると､ 対象とする子育て家

庭の各領域内での事業利用に留まり､ 例えば､ 援助

が必要な家庭が､ 選択して事業に参加・参画してい

く事業に安易につなげることは困難な状況がある｡

○事業への参加から参画に至る道のりの遠さ

子育て家庭が選択して参加する事業､ Ｆ市では例

えば､ 乳幼児を持つ子育て家庭を対象とした子育て

サロン事業 『地域遊ばせ､ 親子交流させ､ 子育て相

談事業』 が市内３ヵ所で年間285回行なわれている｡

また､ 保健師さんが主催する 『地域ふれあい育児サー

クル事業』 が､ 市内４ヵ所で年48回開催されており､

選択した子育て家庭の親子が地域の事業に参加する

機会を創りだしている｡ しかし､ いずれも行政主催

事業に親子が参加するという段階に留まり､ そこか

ら自主的なサークル活動や子どもや子育ての活動に

つながっている様子は見当たらない｡ そこには､ 予

算化された事業の場合はよくても､ そうできなくなっ

たときにどう持続可能な育ち合いのしくみを用意し

ていくかという課題が残る｡

しかし､ 現実には､ 参加から参画への道のりを考

える以前に､ 不参加から参加への道のり､ すなわち

家から一歩を踏み出すことができない家庭をまず支

援していく必要に迫られている｡ また､ 参加しても､

場合によっては子育て主体をお客様にとどめ､ 自ら

活動していく主体としての形成を阻んでしまってい

る可能性がある｡ 育児サークル事業は､ 行政主催の
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事業から始めても､ 回数を重ねていく中で､ 最終的

に子育て主体である親自らが取り組む事業に移行し

ていく支援の方向性が必要となる｡

３. 課題と職員の課題解決へ向けた取り組み

Ｆ市調査の結果から､ 施策構造における３つの課

題を確認することができた｡ それは､ ①行政の課を

超えた連携の必要性､ ②援助の必要な家庭への継続

的な支援の接点づくりの必要性､ ③不参加から参加

へ・参加から参画への方向性を持った自立支援の必

要性である｡ そこでは､ 施策の構造課題として今後

考えていく必要があるが､ Ｆ市の職員が現在行い始

めた以下の取り組みがある｡

①行政間の連携をすすめる会議の開催

Ｆ市では､ 教育委員会子ども課に子育て支援課が

配置され､ 福祉と教育の一体化が試みられている｡

さらに､ 健康増進課の母子保健担当者と月１回の連

携会議を開き､ 情報共有や課題の検討などをおこなっ

ている｡ そこでは､ Ｆ市全体の子どもや子育ての施

策の全体が共有できる場であることから､ 支援の必

要な子どもや家庭についての教育､ 福祉､ 保健の連

携を図ることが容易にできている｡ その結果､ 家庭

教育支援や子育て支援といった親や家庭全体に必要

なトータルな支援を行なう基盤が創り出されつつあ

る｡

②援助の必要な家庭への継続的アプローチ

訪問や相談など､ 限られた親との時間 (接点) を

大切にし､ ｢そこで終わりにしないで､ 次につなげ

ることを心掛けている13)｣ と語る｡ ここには､ 自分

の専門以外の内容について､ より適した人や機関に

つなぐという意味とともに､ 時間的スパンで問題に

直面した際の ｢次につなげる (支援)｣ という意味

がある｡ 例えば､ 経済的困難を抱える人､ 親自身に

精神疾患がある場合など､ 子どもの就園や入学など

の節目において､ 様々な手続きや費用が伴うが､ そ

のサービスを知らない､ うまく使えないという状況

に陥ってしまうことから､ 目の前の問題解決のみに

留まらず､ 子どもの成長とともに直面する問題を乗

り越えていくためのつなぎやサポートを心がけてい

る｡

保健師さんの話から､ 一気に地域や事業参加に至

らなくても､ その一つ一つの接点を切らないことを

大切にしていることがわかった｡ そして､ その接点

を一つ一つ丁寧につくり､ 点を増やし､ 社会との接

点を大きくしていくことを心がけていた｡ 時間や手

間を要するが､ この手間を掛けた関係づくりこそ､

親との信頼関係をはぐくみ､ 親が次のいっぽを踏み

出す力となるのだろう｡

③あらゆる子育て家庭が参加するための地道な後押

し

市内４ヶ所で行なう集団乳幼児検診では､ あえて

同じ日の同じ時刻に健診会場から見える位置で ｢子

育てサークル｣ を実施している｡ その数は､ 年間48

回にのぼっている｡ もちろん､ 参加している親子に

とっての活動であるとともに､ 健診に来た親たちが､

ついでにちょっと覗いてみよう､ 一緒に入ってみよ

うと思うための仕掛けである｡ 保健師さんは ｢紙を

見ても行きづらい｡ そんな人たちの参加し始めるきっ

かけになれば｡14)｣ と話し､ あらゆる親が目に見え

るところで事業を実施し､ その事業への参加の後押

しをしていた｡

おわりに

佐賀県アバンセ調査､ Ｆ市調査によって､ 現在､

取り組まれている家庭教育支援・子育て支援の施策

構造の一端をあきらかにすることができたと考える｡

そこには､ 施策の実施状況では､ 市町毎に事業実施

回数に大きな開きがあり､ 自治体によっては､ 事業

の多い少ないという問題が存在していた｡ その格差

の要因を､ 子ども人口や財政力のクロス集計でみる

と､ 一概にそこに左右されているとはいえなかった｡

これについては､ さらに別の要因を探っていく必要

がある｡

また､ Ｆ市の事例調査では､ 子どもの誕生前後か

ら18歳までの年齢毎に施策事業をならべ､ その子ど

もや子育て家庭を支える取り組み事業すべてをとら

えていった｡ そこには､ つながりにくいしくみや組

織化にたどり着かない構造問題が横たわっていたが､

その課題に ｢連携､ 継続､ 参加｣ という支援アプロー

チに取り組む職員の存在があった｡

そこから総括できるのは､ 現在の家庭教育支援や

子育て支援施策には､ 自治体格差が存在しているか

らこそ､ 職員の関わりや働き掛けが重要であり､ 子

育て家庭が地域や社会に接点をもつための支援の役
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割が期待されているといえよう｡

本研究の３つ目の課題 ｢子育て家庭の親の選択に

よる参加や利用の状況について｣ は､ 次の研究の中

で ｢親の選択する価値観や嗜好が施策実施にどのよ

うに影響を及ぼしているのか｣ を探り､ 施策構造の

全体像をとらえていくこととする｡

註

１)【アバンセ調査】佐賀県市町へ向けた子育て支援・家庭

教育支援事業に関する調査の概要｡ ①名称：佐賀県全

市町の行政 関係各課を対象にした ｢家庭教育支援お

よび子育て支援に係る取り組み事業アンケート調査｣､

②目的：家庭教育支援および子育て支援事業の取り組

み状況の把握､ ③対象：佐賀県及び県内全市町の家庭

教育支援・子育て支援事業に係る行政関係各課､ ④内

容：(１) 事業実施の有無､ (２) 職員体制､ (３) 事業

実施の内容､ ⑤方法：質問票､ ならびに回答票をメー

または､ 郵送で送付し､ メール返信により回収した｡

⑥調査実施期間：2011年１月７日～１月24日､ ⑦アン

ケート回収状況：100％で回収｡ 佐賀県20市町すべての

関係課より回収｡

２) ｢国勢調査人口動態｣ 佐賀県市町一覧参照｡

３) 佐賀県���������������������������������������14562��12812��13061��53197�����｢佐賀県市町財政状況一覧表｣
平成21年度参照｡

なお､ ｢財政力指数｣ とは､ 地方公共団体の財政力を示

す指標として用いられるものであり､ 基準財政収入額

を基準財政需要額で除した数値である｡

４) ｢位置｣ ｢面積｣ ｢人口｣ ｢地勢｣ は､ Ｆ市ホームページ

｢市の概要｣ を参照｡

５) ｢Ｆ市住民基本台帳｣

６) 前掲３参照｡

７) Ｆ市教育委員会 『Ｆ市の教育』 平成23年度

８) ｢Ｆ市指定区別年齢男女別人口調｣ 平成23年３月31日現

在｡

９) ｢Ｆ市要保護児童対策地域協議会報告資料｣ 平成23年度

10) Ｆ市教育委員会学校教育課より2011年９月２日に聞き

取り｡

11) Ｆ市福祉部福祉課生活保護係より2011年９月２日に聞

き取り｡

※以上､ 注４から12までのＦ市に関する資料は､ 市の

名称を ｢Ｆ市｣ と置き換えて標記した｡

12)【Ｆ市調査】佐賀県の20市町の中から一つの市町を抽出

し､ 子ども年齢における施策の実施状況のマトリック

スを作成するためのヒアリング調査の概要｡ ①名称：

｢Ｆ市の家庭教育支援および子育て支援に係る取り組み

事業の調査｣､ ② 調査の目的：Ｆ市の家庭教育支援お

よび子育て支援事業の取り組み状況の詳細把握｡ また､

その事業が子ども年齢のどこを担っているかをあきら

かにするため｡ ③調査の対象：Ｆ市教育委員会子ども

課子育て支援係職員､ Ｆ市健康増進課母子保健担当保

健師｡ ④調査の方法：ヒアリング調査､ ⑤調査の実施

日：2011年８月31日､ ９月２日､ ９月12日

13) 同掲２

14) 2011年９月２日Ｆ市健康増進課母子保健係の保健師さ

んからの聞き取り｡
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はじめに

近年､ 宅地化などで子どもたちが自由に遊べる空

間は著しく減少し､ 塾や習い事等で自由に遊べる時

間も減少､ 異年齢で遊ぶことも少なくなっている｡

また､ 仲間や自然とふれあう外遊びよりも､ はるか

に多くの時間をテレビやゲームなどの室内遊びに費

やすようになっている｡ 子どもたちの遊びが変容す

る中､ 生活リズムの乱れ､ 視力・体力・運動能力の

低下､ コミュニケーション力や自己肯定感の低下な

ど様々な問題が指摘されるようになって久しい｡ テ

レビやゲームなどの映像メディアと主体的に向きあ

う力を育み､ 外遊びを含め豊かな体験を通して生き

る力を育む環境づくり､ まちづくりが必要になって

いる｡ 以下に福津市 (福岡県北西部に位置し､ 人口

約56�000人) における���法人福間津津屋崎子ど
も劇場の実践例､ 子どもとメディアとの関わりに関

する啓発活動について記す｡

１. NPO法人福間津津屋崎子ども劇場について���法人福間津津屋崎子ども劇場 (1985年発足�
2000年法人化､ 以下子ども劇場) は､ 福津市及び周

辺地域のすべての子どもたちが安心して自分らしく､

生き生きとした子ども時代を過ごし､ 市民として豊

かに育つ地域づくりに寄与することを目的に活動し

ている｡

｢子どもたちに豊かな生の体験を｣ をキーワード

に､ 生の舞台芸術鑑賞や異年齢での遊びや自主活動､

キャンプや登山などの自然体験活動､ 絵画､ オカリ

ナ､ 太鼓､ 演劇などの表現活動､ 子育てサロンや育

児サークル､ 子育て講座など､ 乳幼児期から成人期

までの総合的な子育ち・親育ちの支援事業を進め､

ドラマスクール (演劇的表現手法を取り入れた教育

プログラム) 事業を福津市から受託して15年目を迎

える｡

また映像メディアと主体的に向き合う力を子ども

たちに育むため､ 全国に先駆けて2004年から乳幼児

健診時に子どもとメディアの関わりに関する啓発事

業を行うとともに､ 2007年から市内の全園児・小学

生を対象としたノーテレビ・ノーゲームチャレンジ

事業を行い､ 成果をあげている｡

２. 乳幼児健診時のメディアの啓発事業

①事業の経緯及び事業体制

1997年のポケモン事件､ 1999年のアメリカ小児科

学会の警告など映像メディアの弊害が指摘される中､

子ども劇場も参加していた ｢子どもとメディア研究

会｣ (2003年に���法人｢子どもとメディア｣に移
行) による実態調査 (2000～2003) で､ 福津市の子

どもたちも含めて映像メディア接触の低年齢化や長

時間化による生活リズムの乱れ､ 視力・体力・コミュ

ニケーション力の低下等が明らかになり､ 課題とし

て浮かび上がってきたことが事業開始のきっかけと
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なった｡

2003年には���法人｢子どもとメディア｣が ｢子

どもとメディアに関する５つの提言｣ を､ 2004年に

は(社)日本小児科医会が ｢子どもとメディアの問題

に関する提言｣ を相次いで発表した｡ 子ども劇場で

は､ 子どもたちの映像メディア接触の実態に危機感

を持ち､ 課題解決に向けて､ 乳幼児を持つ全ての保

護者に､ 長時間接触の弊害と対策を伝える必要があ

ると考えた｡ そこで､ 受診率が９割を超える乳幼児

健診時に啓発活動をしたいと､ 旧福間と津屋崎両町

の担当課に働きかけた｡

幸い担当課の理解を得､ 2004年１月から旧津屋崎

町の４か月児健診で､ 続いて旧福間町の４か月児､

１歳６か月児､ ３歳児健診時に､ 子ども劇場の子育

て・子育ち支援事業として啓発事業を開始した｡ 両

町が合併して2005年１月に福津市となった際には､

事業継続の話し合いを担当課と持ち､ 啓発事業を継

続させるとともに､ ｢子どもとメディア部会｣ を発

足させて､ 啓発スタッフの養成と研修を行い､ 啓発

体制を充実させた｡ (表１)

②事業内容

乳幼児健診時のメディアの啓発事業は､ ｢子ども

とメディア部会｣のスタッフ数名がチームを組み､

マンツーマンで行う｡ 健診の待ち時間を利用して啓

発資料を手渡しながら､ 長時間視聴の弊害と､ ｢２

歳までのテレビ・ビデオ視聴は控えましょう｣とい

う日本小児科医会の ｢子どもとメディアに関する提

言｣ (注１) を受診者一人ひとりに伝える｡ 提言の

３については学童期のことと考え幼児期には視聴時

間を短くし､ ゲームを与えないこと､ 人や自然とふ

れあう遊びをたくさんさせてあげましょうと話す｡

メディアと主体的に向き合い､ メディア接触をコン

トロールする力を子どもたちに育むには､ 保護者が

乳幼児期の映像メディア接触を抑制し､ 子どもの成

長に応じてメディア利用のルールづくりをする必要

があることを伝え､ 同時に家庭での様子を聞き､ 悩

みに共感しながら､ テレビに頼らずに家事を進める

方法などを具体的に話し､ 映像メディアとの関わり

方の改善を促す事業である｡
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表１ 乳幼児健診時のメディアの啓発事業と事業体制

年度 メディアの啓発事業の対象 事業体制

2003年度
2004年度

旧津屋崎町の４か月児､ 旧福間町の４か月児､ １歳
６か月児､ ３歳児健診の受診者

｢子ども劇場｣ のスタッフ３～４人で啓発｡ １回約２
時間､ 月３回､ 年間約120人｡

2005年度 福津市の４か月児､ １歳６か月児､ ３歳児健診の受
診者

｢子どもとメディア部会｣ のスタッフ３～４人で啓発｡
１回約２時間､ 月３回､ 年間約120人｡

2006年度
2007年度

子ども劇場から福津市の担当課に提案し､ ���接種
時､ １歳６か月児､ ３歳児健診の受診者

｢子どもとメディア部会｣ スタッフ毎回３～５人で啓
発｡ １回約２時間､ 月３回､ 年間約130人｡

2008年度 ���が個別接種になっため､ ７か月児こあら相談､
２歳児歯科健診､ １歳６か月児健診の受診者

｢子どもとメディア部会｣ スタッフ毎回３～５人で啓
発｡ １回約２時間､ 月３回､ 年間約130人｡

2009年度～

2011年度

子ども劇場から福津市の担当課に提案し､ ４か月児､
１歳６か月児､ ３歳児健診の受診者
※１回あたりの乳幼児健診の受診者は40人前後

｢子どもとメディア部会スタッフ｣ ４か月児健診は５
～６人､ １歳６か月児・３歳児健診は３～４人で啓発｡
１回約２時間､ 月３回､ 年間約150人｡

啓発風景 ①４か月児健診 ②１歳６か月児健診 ③３歳児健診



(注１)

｢子どもとメディア｣ の問題に関する提言 (2004年)

社団法人 日本小児科医会 ｢子どもとメディア｣ 対策委員会

１. ２歳までのテレビ・ビデオ視聴は控えましょう｡

２. 授乳中､ 食事中のテレビ・ビデオの視聴は止め

ましょう｡

３. すべてのメディアへ接触する総時間を制限する

ことが重要です｡

１日２時間までを目安と考えます｡ テレビゲー

ムは１日30分までを目安と考えます｡

４. 子ども部屋にはテレビ､ ビデオ､ パーソナルコ

ンピューターを置かないようにしましょう｡

５. 保護者と子どもでメディアを上手に利用するルー

ルをつくりましょう｡

③啓発媒体

乳幼児健診時の啓発資料は当初､ 子ども劇場作成の

チラシを使用していたが､ 2004年度以降は ｢子どもとメ

ディアの提言｣ (注１) を記した市民の会発行の啓発チ

ラシを使用｡ 広く情報を知らせるため､ 福津市子育てネッ

トワークぷくぷく (2004年発足) と連携して､ 『子育て

情報誌ぷくぷく』 (年３回3000部発行､ 全保育園・幼稚

園児に無料配布､ 子育て支援センター等に常置) で何度

も ｢子どもとメディア｣ に関する特集を組んで情報を発

信した｡ 2005年以降は､ いきいき健康課が､ 裏面に 『子

育て情報誌ぷくぷく』 の特集記事 ｢テレビを消しておは

なしを｣ と ｢幼児期に大切なこと｣ を印刷した啓発チラ

シを使用｡ 2007年以降は子ども劇場が独自に作成した啓

発パンフ ｢子どもの育ちに大切なこと｣ も使用している｡

３. ノーテレビ・ノーゲームチャレンジ事業

①事業の経緯及び事業体制

乳幼児健診時の啓発事業を継続する中で､ きょうだ

い児である幼児や小学生等の映像メディア接触の悩み

を保護者から聞く事が多くなり､ 乳幼児期から学童期

までの継続した取り組みの必要性を痛感するようになっ

た｡ そこで2007年､ 市の郷育推進課に働きかけて､福津

市青少年育成市民の会 (以下市民の会) との共催で､

｢ノーテレビ・ノーゲームチャレンジ事業｣を市内の全

保育園・幼稚園児､ 小学生を対象に開始した｡ (表２)

②事業内容と啓発媒体

ノーテレビ・ノーゲームチャレンジ事業は､ 映像メ

ディアと主体的に向き合い､ 接触をコントロールでき

る力を子どもたちに育む事業であり､ メディアから離

れることでメディアとの関係を見つめ直すきっかけを

つくり､ 家族や仲間､ 自然とふれあって遊ぶなど､ 生

き生きとした生活を取り戻す事業でもある｡

８つのチャレンジメニュー (注２) から子どもが主

体的に選び､ 家族に協力してもらいながらチャレンジ

し､ 終了後にチャレンジカードを各園､ 各小学校の担

任に提出する方法で､ 年２回夏休みと11月の計70日間

実施する｡

③啓発媒体

ノーテレビ・ノーゲームのチャレンジチラシと､ チャ

レンジカードを年２回､ 夏休み前と10月下旬に全保育

園・幼稚園､ 小学校に配布している｡ また､ 子育て情

報誌ぷくぷくでも､ ノーテレビ・ノーゲームチャレン
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啓発チラシ 子育て情報誌ぷくぷく 啓発パンフ



ジ事業を紹介し､ 実践している家族を毎号 (年４回)

掲載している｡

４. 乳幼児健診時の啓発事業とノーテレビ・ノーゲー

ムチャレンジ事業の成果

(１) 啓発による保護者の行動変容

啓発事業を始めて４年後､ 2008年度に子ども劇場と

｢いきいき健康課｣ が連携して実施したアンケート調査

(１歳６か月児の保護者305人､ ３歳児の保護者323人)

では､ 子どもとメディアとのつきあい方の話を聞いた

保護者の約８割がメディアとのつきあい方を変えたと

答えた｡ 乳幼児健診時の啓発による保護者の行動変容

が明らかになったと言える｡ (表３)

実際に乳幼児健診での啓発時､ ｢以前の乳幼児健診で

長時間接触の弊害を聞いて､ テレビを消すようにした

ら､ 言葉が出てきました｣ ｢表情が豊かになりました｣

｢よく遊ぶようになりました｣ という報告を受診者から

聞くことも多い｡ 福津市で子育てする人は乳幼児期に

３回 ｢子どもとメディア部会｣ のスタッフから啓発を

受けることになるので､ その度にメディアとの関わり
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表２ ノーテレビノーゲームチャレンジ事業と事業体制

年 度 ノーテレビ･ノーゲームチャレンジ事業 事業体制

2007年度 ６月､ 夏休み､ 10月の３回実施｡
参加者600人

｢子どもとメディア部会｣ スタッフ10人で市内の全保育園､ 幼稚園､
小学校にチャレンジカード等を配布､ 回収､ 集計､ 分析｡

2008年度 ６月､ 夏休み､ 10月の３回実施｡
参加者1461人

｢子どもとメディア部会｣ スタッフ10人と市民の会事務局１名で市内
の全保育園､ 幼稚園､ 小学校にチャレンジカード等を配布｡ ｢子ども
とメディア部会｣ スタッフが回収､ 集計､ 分析｡

2009年度 夏休み､ 11月の２回実施｡
参加者1130人

2010年度 夏休み､ 11月の２回実施｡
参加者1440人

2011年度 夏休み､ 11月の２回実施｡
参加者1587人

｢子どもとメディア部会｣ スタッフ10人と市民の会事務局１名で配布・
回収｡ ｢子どもとメディア部会｣ スタッフが集計､ 分析｡

①チャレンジチラシ ②チャレンジカード ③子育て情報誌ぷくぷく

①毎日､ 子どもが朝起きてから寝るまでテレビ・ゲー

ム・その他のスイッチを切る｡

②平日は､ 子どもが朝起きてから寝るまでテレビ・

ゲームその他のスイッチを切る｡

③週に１日､ 曜日を決めて子どもが朝起きてから寝

るまでテレビ・ゲームその他のスイッチを切る｡

④食事の時はテレビ・ゲームその他のスイッチを切

る｡

⑤夕食以降はテレビ・ゲームその他のスイッチを切

る｡

⑥テレビもゲームその他も合わせて１時間以内｡

⑦テレビもゲームその他も合わせて２時間以内｡

⑧自分で考えたメニュー｡

(注２)



方を見直す機会になっていると言えよう｡

(２) 乳幼児のメディア接触を抑制

さらに啓発を始めて６年後､ 2010年に���法人子
どもとメディアが実施した､ 乳幼児のメディア接触実

態調査 (福岡市・北九州市・福津市での乳幼児健診時

アンケート調査, 4355人､ 2010年１月～５月) では､

福津市では乳幼児のメディア接触が少ない事､ 年齢が

進むにつれて以下のように有意差が出ることが明らか

になった｡ (表４) 子ども劇場が2004年から乳幼児健診

時の啓発事業を継続している成果と言える｡

(３) 幼児のメディア接触を抑制

子ども劇場が2007年に実施した ｢福津市内の幼児・

小学生の映像メディア接触実態調査｣ (幼児844人､ 小

学生2�587人､ 市民の会協力) では､ 啓発を受けた保護
者が多い年少～年長児はテレビの視聴時間２時間以下

が76�8％だった｡ 同年実施の ｢『子どもの生活リズム向
上のための調査研究』 乳幼児期の調査研究報告書｣ (福

岡県国公立幼稚園協会生活リム向上プロジェクト委員

会2007年) では２時間以下が56�8％であるのと比べ､
接触が抑えられている｡

(４) 小学生のメディア接触や生活習慣が改善

また､ 上記 ｢福津市内の幼児・小学生の映像メディ

ア接触実態調査｣ では､ 2004年以降きょうだい児の乳

幼児健診で啓発を受けた保護者が多い小学校低学年は､

啓発が間に合わなかった高学年に比べ､ メディア接触

が抑えられている｡ ノーテレビ・ノーゲームチャレン

ジ事業開始後の ｢早寝・早起き・朝ごはん運動アンケー

ト｣ (2008年市民の会) では低学年も高学年も､ 2007年

調査に比べメディア接触や生活習慣に改善が見られる｡

(表５)
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表３ １歳６か月児・３歳児健診時の保護者アンケート (2008年５月～2009年４月) より

対象 １歳６か月児の保護者 ３歳児の保護者

①子ども劇場のスタッフから子どもとメディアとのつきあい方の話を聞
いたことがある

｢はい｣ 71％ ｢はい｣ 81％

対象①で ｢はい｣ と答えた保護者 １歳６か月児の保護者 ３歳児の保護者

②テレビをつけないようにするなどメディアとのつきあい方を変えた ｢はい｣ 80％ ｢はい｣ 82％

表４ 乳幼児のメディア接触実態調査 (���法人子どもとメディア) より
(福岡市・北九州市・福津市での乳幼児健診時アンケート調査, 4355人､ 2010年１月～５月)

４か月児 福津市は福岡市､ 北九州市よりも､ 子どもが起きているときテレビや���時間がついている時間が短い｡
３ 歳 児

①福津市は､ 福岡市､ 北九州市よりもテレビ､ ���等を自分でつけたり､ つけてくれと言ったり､ 消すとい
やがったりする子が少ない

②福津市は､ 福岡市､ 北九州市よりも子ども用のテレビ番組・���等・パソコン・メール等を見せていない
③福津市は､ 北九州市よりも､ ゲームで遊んでいない｡ (開始月齢が遅い)

④福津市は､ 北九州市よりも､ 家族(父親)がゲームをしていない｡

低学年 (１～３年)

調査年 2007年 2008年

テレビ２時間以下 76％ 77.2％

テレビゲーム全くしない 58�9％ 58�9％
テレビゲーム１時間 34�5％ 35�6％
テレビゲーム２時間 5�7％ 5�4％
就寝９時前 ９％ 17％

就寝９時台 52.5％ 66.9％

表５ 2007年調査 (小学生2587人) と2008年調査 (小学生2870人) 比較

高学年 (４～６年)

調査年 2007年 2008年

テレビ２時間以下 39.5％ 42.1％

テレビゲーム全くしない 45�9％ 43�7％
テレビゲーム１時間 33�7％ 38�7％
テレビゲーム２時間 20�9％ 18％

就寝９時前 4.1％ 7.0％

就寝９時台 24.2％ 44.2％



(５) 参加者の感想

ノーテレビ・ノーゲームチャレンジ事業の参加者は

年々増加し､ 2011年には2007年の2�5倍の1587人が参加
した｡ ノーテレビ・ノーゲームチャレンジ2011夏休み

チャレンジの感想上位10位は､ 以下であった｡ (表６)

参加した子どもたちは､ メディアと主体的に向き合

い接触をコントロールできるようになるとともに､ 家

族との会話やふれあいが増え､ 食事の時間が楽しいも

のとなり､ 遊びの種類が増え､ 手伝いなど生活体験の

幅が広がり､ ｢やれば出来ると思った｣ と､ 自尊感情に

も好影響をもたらしていることが伺える｡

５. 課題

今後の課題として､ 乳幼児健診時の啓発事業において

は､ 子ども劇場がスタッフの養成､ 啓発経費等全て負担

して実施しており､ 行政の費用負担を含めた協働事業化

があげられる｡ また､ ノーテレビ・ノーゲームチャレン

ジ事業においては､ 家庭､ 学校､ 幼稚園､ 保育園等の主

体的な取り組みにしていくことが課題である｡

おわりに

福津市における���法人福間津屋崎子ども劇場の
これらの取り組みは､ 生き生きとした子ども時代を過

ごせるまちづくりのひとつである｡ 今後も引き続き子

どもたちにメディアと主体的に向きあう力を育み､ 豊

かな体験を通して生きる力を育む環境づくり､ まちづ

くりを進めていくために､ ���､ 行政､ 子ども関連機
関､ 家庭が連携し､ 互いに力を出しあっていきたいも

のである｡
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表６ ノーテレビノーゲームチャレンジ2011 (夏休みチャレンジ小学生900人)

小学生の感想 小学生の保護者の感想

① やればできると思った ① 家族との会話が増えた

② 家族との会話がふえた ② テレビのつけっぱなしがなくなった

③ ご飯がおいしく感じられた ③ 食事に集中できた

④ お手伝いができた ④ 子どものテレビ・ビデオの視聴時間が減った

⑤ 食事の時間が楽しくなった ⑤ 本を読む時間がふえた

⑥ 食事に集中できた ⑥ 食事の時間が楽しくなった

⑦ テレビのつけっぱなしがなくなった ⑦ 家族とのふれあいや遊ぶ時間がふえた

⑧ エコになった ⑧ 子どものゲームの時間がへった

⑨ 色々な遊びができた ⑨ エコになった

⑩ 勉強する時間が増えた ⑩ 色々な遊びができた



｢したいことがしたいようにできる場がここにある｣

表題の ｢集団回想描画法｣ は､ 著者らが老人ホー

ムで学生らも交えて月１回ひらく ｢芸術教室｣ の日々

から生まれた｡ 高齢期を迎え､ 認知症を発症し､ 日々

の記憶が薄れていくなかで不安や恐れを孤独にかか

える人々が､ ｢小さなことでもできることをともに

探す｣ 援助者とともに､ 記憶につながる四季の素材

等から回想し､ 絵を描き､ 描いたことからさらに回

想し語らう｡ そうして得たなにがしかの ｢できた喜

び｣ を､ 参加者とともにわかちあう｡ 実践にもとづ

き詳細に記された記述からは､ 支えるに足る適切な

場と関係があれば､ 重度の認知症に至っても新たな

語りを生み自分の思う描画を実現できることが､ 確

かにうかがえる｡ その老いの姿には､ 人間の尊厳と

いうものをしみじみ思わされる｡

本書は､ 著者が2008年に九州産業大学大学院国際

文化研究科に提出した学位論文を基に､ 執筆された

ものである｡ が､ タイトル通り本著は､ 著者が実践の

中から開発した ｢集団回想描画法｣ という認知症高

齢者に対する心理的援助プログラムの ｢入門書｣ でも

あり､ 実践者目線で援助の際の準備､ 進行､ 留意点

などが具体的に記されている｡ 一般には両立しがたい

２つの性格をあわせもった著となっているわけである｡

まず本書の構成をご紹介したい｡ 序章ののち､ 本

書は３部構成となっている｡ ｢認知症高齢者に対す

るさまざまな心理的援助法｣ (１章)､ ｢集団回想描

画法開発までのプロセス｣ (２章) でなりたつ第１

部では､ 認知症高齢者に対するさまざまな心理的援

助法やそれにかかわる先行研究が紹介され､ 対する

本援助法の特性が明らかにされる｡ と同時に集団回

想描画法とは何かが､ 着想・開発に至る出来事や人

との出会いを通してうきぼりになる記述法がとられ

ている｡ 続いて第二部では､ 軽度 (３章)､ 中度

(４章)､ 重度 (５章) の認知症高齢者の事例研究が､

毎回､ どんな季節にどんなものを通して何が語らわ

れ､ 実際どんな絵や作品が創作されたかの写真も交

えながら記されている｡ 最後に第３部では､ ｢集団

回想描画法を考える｣ として､ 改めて本援助法の特

性をさぐるとともに各種指標や高齢者施設職員への

アンケートを用いて､ 客観的評価が試みられている｡

｢集団回想描画法｣ とは著者によれば､ 認知症高

齢者に対する心理療法のうち､ とくに感覚刺激に働

きかける材料をふくむ回想法・音楽療法・絵画療法

を統合するものとして開発したものだという｡ ｢日

本の風土に育まれた四季折々の自然風物を用いて感

覚刺激にはたらきかけて語りながら描いていく｣ も

のであり､ ｢次第に視覚化されていく画面を見なが

ら､ さらに語りつぐことが可能になるもので､ 参加

者の回想から新たな気づきが生まれるとともに､ 援

助者も参加者の個人史､ 内的世界を理解できるとい

う心理的援助法｣ と位置づけられている｡

さて本書を通読し､ 本研究は心理臨床を学問的バッ

クボーンにおきながら､ 一方で著者が社会教育や文

化行政および関連施設職員の実務経験をも持ちあわ

せていることは､ 本書に描かれている援助法の開発

過程や援助の実際に少なからぬ影響を与えていると

思わずにいられなかった｡ 本援助法は心理療法の延

長上にありながら､ 以下に見るように､ 環境を形づ

くることによって人の育ちあいを促す社会教育的視

点を重要な輪郭に持ち合わせるものとも思えたため

である｡ そこで本稿では､ 本学会の性格をも鑑み､

社会教育研究に携わる立場にある筆者が本著をどの
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ように読んだかに即して記すことをお許しいただき

たい｡

まず第一に特徴的に思われたのは､ ｢回想法｣ と

｢描画法・音楽療法｣ を統合したこの集団回想描画

法が､ 認知症高齢者と援助者の ｢協働関係｣ あって

成立している点である｡ 本援助法は認知症高齢者個

人の ｢治療｣ ではなく ｢その人がその人らしく生き

る｣ ことを目的にするものであるというが､ その際

援助者 (とくに本実践では医療福祉専門職でなくボ

ランティアで関わる芸術学部学生であることに注目

したい) が二人三脚的に関わっていることはとりわ

け重要であると思われる｡

学生たちは ｢どんな小さなことでもできることは

探せる｣ というスタンスを共有しながら､ 高齢者本

人たちの活動の目標設定に､ 高齢者と協働でとりく

む｡ 対比的に描かれるのは､ 施設で日常的に行われ

ているリハビリである｡ そこでは目標を外部から与

えられ､ 高齢者は ｢できなくなった自分｣ との出会

いを繰り返し､ えてして自信を喪失してしまう｡ し

かし本援助法では､ 絵の描けなくなった高齢者に

｢描くのが難しければそのまま貼ってみてはどうで

すか｣ と学生が声をかけ､ 高齢者は貼りつけた絵に

線を加えるなど､ 本人に可能なことを模索しながら

新たな表現を工夫していくやりとりが成立している｡

適切な同伴者の存在によってどんなに弱っても小さ

なことでもできることが発見され､ できたことやそ

れに付随する語りを共有し認め合う関係性のもとに､

達成感が積み重ねられるわけである｡

第二には､ ｢生活体験｣ の位置付けと可能性につい

てである｡ 本援助法では､ 回想や描画の出発点に､

四季､ 遊び､ 風景､ 仕事など､ 五感に働きかける

｢なつかしい暮らし｣ にまつわる生活体験をおき､ 野菜

ひとつ､ 想起をうながすものを意図的に準備している｡

なつかしさやなじみ深さから高齢者の記憶によび

もどされた生活体験は､ 絵を描く､ うたう､ 回想し

語り合うといった作業を媒介することによって､ 表

現の深化を促していく｡ と同時になにより大事と思

われたのは､ そうした表現の過程を経ることによっ

て､ 高齢者の内側から ｢思い出したことを､ 誰かに

知らせたい､ 伝えておきたい｣ という他者へひらか

れた思いがたちあがってきていることである｡ 生活

体験は､ 単に体験だけではその場限りのものになる｡

しかし本人の感情・回想・表現の連鎖とつながって

いくとき､ 生活体験は本人と新しい世界が新たにつ

ながる重要な鍵となるということだろう｡

この第一点と第二点をあわせて､ 先に述べた ｢環

境づくり｣､ いわば場づくり関係づくりによる支援が

成り立っている｡ こうした環境づくりが回想の促進､

描画の促進といった手立てとあわせて､ 本援助法の

支援の骨格をなしているように筆者には思われた｡

そして最後に､ 本著の提起は､ ナラティヴ・アプ

ローチの視点からみても､ 新たな展開をなしている

ように思われる｡ 本著はナラティヴ・アプローチの

視点から本援助法の意義の考察を行っているが､ こ

れは本援助法のなかで ｢認知症高齢者の体験過程を

ふまえた見方への転換｣ が重視されていることとも

符合している｡ しかし､ ただ単に認知症高齢者にナ

ラティブ・アプローチをもちこむだけでは､ 彼らは時

を経るほどにひとつひとつ失うことが増え不自由を

生きていくだけに､ ｢失っていく物語｣ しかつむげな

いことになる｡ だが本援助法において､ ナラティブ

はささいなことも傍らで協働作業してくれる人との

やりとりのなかで生まれるものとして位置づいている｡

協働関係に支えられ活動とともに ｢生み出されるも

の｣ としての､ ナラティヴなのである｡

このように本著は多くの示唆に富む力作であるが､

一点疑問に思ったことは､ この援助法が生みだす世

界を著者が ｢虚構の世界｣ と位置付けていることで

ある｡ 本研究の今後の展望として本援助法のより客

観的で精緻化された評価に向かう方向が語られてい

た｡ それも大事だが､ 一方で､ こうした場とかかわ

りの日常化にむけての実践・研究も､ きりひらいて

いただくことはできないだろうか｡ たとえば本援助

法において援助者自身がどれほど学び変化したこと

だろう｡ そうした環境全体の相互的な変化を注視し

ていくことはできないだろうか｡ 先に筆者もリハビ

リの限界ともとれる記述を行ったが､ 本来的にはリ

ハビリであっても言語的なアプローチにおいても､

本援助法にみるような ｢環境づくり｣ による支援は

可能と考える｡ それは ｢虚構｣ と ｢現実｣ の境界を

こえていく力になるものになると､ 筆者は信じたい｡

[あいり出版､ 2011年､ 2�625円]
(九州大学 岡 幸江)
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｢コミュニティ・スクール｣ (学校運営協議会制

度) という考え方がある｡ 学校運営に地域の声を活

かすとともに､ 学校・家庭・地域がそれぞれの役割

と責任を果たしながら､ �共育�(共に育てる) を進
める試みである｡ これは平成16年度から公式に文部

科学省によって制度化されているものである｡

福岡県春日市では､ 平成17年度に文部科学省の指

定を受けコミュニティ・スクールをスタートさせた｡

紆余曲折を経ながら､ 各学校での粘り強い取り組み

を続けた結果､ 平成22年度には市内の全小中学校

(小12校､ 中６校) に拡がり､ 春日市の全域で学校

を核にまちづくりを進める体制が整い､ 現在はさら

なる発展を目指して精力的な活動が行われている｡

春日市のコミュニティ・スクールは､ ｢学校と地域､

ＰＴＡ､ 大学の教師､ 行政などがチームを組んで学

校運営について話し合い｣､ ｢地域の人材を発掘し地

域と学校が互いに協力していく｣ 取組として全国的

にも成功例として有名で､ 全国からの視察も多いと

いう｡

本書では､ 春日市の各校区の実態に即した特色あ

る取り組みを一つ一つ丁寧に示しながら､ コミュニ

ティ・スクールが軌道にのり､ 成果と課題が生まれ

るまでのプロセスが丁寧に語られており､ ｢コミュ

ニティ・スクール｣ の具体的専門書として初学者も

安心して読むことのできる書である｡ また､ 全ての

学校が､ 最初に理論ありきではなく､ 各学校での様々

な取組の総括・検証の繰り返しを行いながら､ コミュ

ニティ・スクールの理念や在り方を編み出していっ

たプロセスがよくまとめられており､ 専門家にとっ

ても参考になる部分が多いように感じる｡

本書によると､ コミュニティ・スクールが求めら

れる背景として､

①地域における関係の希薄化､ 都市化､ 核家族化､

情報化､ 少子高齢化が進み､ コミュニティが失わ

れてきている

②テレビやインターネットなどのメディアは購買意

欲を煽り､ 子どものまわりには物が溢れる一方で､

世界でもまれにみる孤立感の高い子どもが増えて

いる

③学習塾や習い事､ 外食やコンビニなどのパック食

材､ 教育をも含めた ｢生活のサービス化・市場化｣

が肥大化している

④祖父母・親族の養育機能､地域の教育力が低下し

ている一方で､一人親や再婚家族など､ 多様な家

族が増えている

ことを挙げられる｡

今後の学校教育はどうあればいいのかという視点

で考えるとき､ 多用な問題やニーズに的確な対応を

行っていくためには､ 学校教育のみで全てをまかなっ

ていくことは到底むずかしい｡ これを克服するため

に､ 地域の多様な人材を活かして､ 子どもの ｢学び｣

および ｢育ち｣ を支援､ 保証していくことが我が国

全体の大きな課題と言える｡ そういった意味でも本

書は､ 学校関係者はもとより､ ｢子どもの �学び�
や �育ち�｣ に関心のある全ての人にとって ｢必携

の書｣ たりうると確信している｡

本書の構成は､ 以下の通りである｡

巻頭言

まえがき

第１部 春日市のコミュニティ・スクールの特色

第２部 事例と座談会で読み解くコミュニティ・ス
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クールの魅力

第３部 各校で展開する特色ある連携と活動

第４部 大学人から見たコミュニティ・スクール

第５部 我が国の ｢開かれた学校づくり｣ の変遷と

展望

おわりに

さて､ これまでの学校文化では､ 新しい制度導入

にあたって ｢また忙しくなるのではないか？｣ とい

う教職員のある種の拒否反応が予想された｡

春日市では､ この一番のネックとなる教職員の理

解がどのように図られたのか､ また成果の一端を見

ていきたいと思う｡

まず､ 組織運営に特徴がある｡

学校運営協議会が､ 校長のよき理解者､ 学校の応

援・支援団となり､ 学校・家庭・地域がそれぞれの

役割を担い､ 協働しながら互いに責任を果たす方式

をとっていることである｡

この組織では校長の強力なリーダーシップが求め

られる｡ 学校経営案に､ 校長は学校内の経営に加え

て地域や家庭の取組まで踏み込んで経営ビジョンに

示さなければならない｡ 従前の開かれた学校づくり

では見られない画期的なことである｡

これまでも幾度となく指摘されてきたことである

が､ ＰＴＡ活動のマンネリ化､ 地域の教育力の低下

などは､ 課題として挙げられるだけの現象面の語り

合いに終始してきたように思う｡

本書には､ 各校区の課題をどのように克服していっ

たのかが具体的に示されている｡ いわゆる､ 学校､

家庭､ 地域の役割の明確化とともに､ 三者の双方向

の関係づくりの共通理解が図られることで､ 学校へ

の一方的な要求・批判は少なくなったと報告されて

いる｡

一例を挙げる｡ 春日西中学校校長の濱田氏は､

｢コミュニティ・スクールは学校の負担を増やすので

はないかという意見もあるが､ 例えば､ 本校はかつて

生徒指導が難しい部分があったが､ 自治会や地域の

方々にパトロールをしていただいたり､ 行事などに関

わっていただいて､ 今では問題行動が非常に少なく

なった｡ そうすると､ 学校が授業や部活に専念でき

るようになった｡ 教師たちが本来の仕事に集中でき

る環境ができた｣ と､ 教師集団のコミュニティ・ス

クールへの理解につながる事例として紹介している｡

さらに濱田氏は､ ｢５年かけてここまできたとい

うことを忘れてはならない｡ 成果ばかりを参考にし

て取り組もうとすると失敗するかもしれない｣ と指

摘し､ 見通しを立てて計画的に進めることの重要性

を語っている｡ このことは､ コミュニティ・スクー

ルの指定を受けてすぐに効果が出るというものでは

なく､ 学校・家庭・地域がそれぞれの役割を明確に

する中で ｢学社連携・融合｣ による ｢授業｣ の開発

やカリキュラム化を図り､ 議論を積み重ねていくこ

との大切さを指摘しているのではないか｡

次に私が注目したのは､ 子どもたちのコミュニケー

ション能力の向上が期待できるということである｡

子どものコミュニケーション能力低下の背景には､

｢群れる｣ という光景が示すように ｢自信のなさ｣

がある｡ 裏を返せば､ 教師集団のゆとりのなさが､

子ども同士や子どもと教師の信頼関係の希薄さによっ

て､ 自らの考えや思いを伝え合う機会が十分ではな

かったのである｡ コミュニティ・スクールを通して､

学校・家庭・地域の三者が ｢目指す子どもの姿を共

有する｣ ことで､ 様々な連携の活動によって ｢子ど

もの育ちを見取る場｣ として位置づけられる｡ さら

に､ 地域ぐるみで子どもたちを ｢認め・褒め・励ま

し・伸ばす｣ という取組によって支持的風土が構築

され､ 子どもたちの自信が蘇り､ ｢親が話したこと

もない地域の方と､ 子どもが楽しそうにしゃべって

いる｣ 光景など､ コミュニケーション能力向上と共

に､ 基本的生活習慣や家庭学習の定着にも連動し､

学力向上にもつながると考えられる｡

そのほか､ コミュニティ・スクールの周知の方法

や後継者づくりなど､ 課題や今後の方向性について

も提案されている｡

本書は､ 本学会が取り組む ｢生活体験学習プログ

ラム｣ 研究にも通じるものである｡ また､ ｢コミュ

ニティ・スクールの魅力｣ を幅広く紹介している点

でこれから取り組む学校には､ 一石を投じる書物と

なるものである｡

[ぎょうせい､ 2011年､ 1�714円＋税]
(熊本県球磨郡山江村立山田小学校 桑原広治)
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日 時：2011年１月22日(土) 14：30～16：50

会 場：福岡教育大学 共通講義棟101教室

シンポジスト：佐 藤 和 夫 (国立病院機構九州医療センター病院 医師)

小 谷 良 夫 (米子市立福生東小学校 教諭)

佐 伯 美 保 (福津市わくわくプレーパーク 代表)

コーディネーター：井 上 豊 久 (福岡教育大学 教授)





はじめに

日本生活体験学習学会第12回研究大会が福岡教育

大学 (福岡県宗像市) で開催されるにあたり､ この

シンポジウムでは､ 現代的な課題である情報､ 特に

メディアを取り上げた｡ シンポジウムテーマは研究

大会要項において次のように位置づけられている｡

このように､ 新しい生活体験学習のデザイン形成

の契機となるべく意図された大会であった｡ そうし

た中で､ コーディネーターの井上豊久からはシンポ

ジウムの基本的な方向性として ｢日本の子どもの生

活体験学習の状況は､ 危機的状況にあるのではとい

われて久しくなります｡ 2007年の国際調査 (ＩＥＡ)

において､ 日本の子どものテレビ､ ゲームなどの電

子映像メディア接触時間は世界一であるという結果

でした｡ 子どもとメディアのよりよい関係づくりの

在り方は､ 一部の子どものゲーム依存からの脱却だ

けではなく､ 社会全体が転換していくべき時期にあ

るのではと思われます｡

このような背景から､ 特に今回のシンポジウムで

は､ 子どもとメディアの実態を踏まえた上で､ 医学､

地域､ 学校､ 体験などの最新の実践的視点からの論

議と提案を行い､ 今後の現実的方向を探る場とした

いと思っております｡｣ と示された｡

シンポジストは医学の立場から佐藤和夫さん (国

立病院機構九州医療センター医師)､ 地域の立場か

ら地域の遊び環境を整えている佐伯美保さん (福津

市わくわくプレーパーク代表)､ 学校の立場から小

谷良夫さん (鳥取県米子市立福生東小学校教諭) の

３人であった｡ 当初は４人であったが､ 体験活動の

視点から登壇の予定であった本学会会員の緒方泉さ

ん (九州産業大学美術館学芸室長) は事情により､

急遽登壇できなくなったため､ ３人で行われたので

ある｡ コーディネーターは本学会会員の井上豊久

(福岡教育大学) が担当した｡

１. メディアの子どもへの影響と対策

佐藤和夫さんは､ まず ｢２歳までのテレビ・ビデ

オ視聴は控えましょう｣ という平成16年に小児科医

の団体である小児科医会の提言について説明した｡

そして､ テレビ長時間視聴の悪影響として �暴力
シーンが攻撃的行動を増大させる �長時間視聴が
運動不足を助長し肥満の原因となる �メディアで
の性への接触が性行動を低年齢化させる �テレビ
視聴と喫煙の有無が関係する �長時間視聴と学業
成績低下が関連する �成人期の健康へ影響する
を示した｡ テレビ・ビデオの長時間視聴が言葉の発

達､ 基本的生活習慣と関連していることも示された｡

そうした悪影響が指摘されつつある中､ ｢食事の
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1999年９月､ ｢日本生活体験学習学会｣ が､ 子

どもの生活体験学習や生活体験事業に関わってい

る研究者と実践者によって設立されました｡ 今回

の福岡教育大学大会は12回目です｡ 本学会設立の

契機になったのが､ 旧福岡県庄内町 (現飯塚市)

が1988年から実施していた ｢生活体験学校｣ の通

学合宿事業です｡ 1999年の設立大会には300名を

超える多数の参加者が集いました｡ その背景には､

1996年の中央教育審議会答申 ｢21世紀を展望した

我が国の教育の在り方について｣ が提起した ｢生

きる力｣ 論があったことは､ 言うまでもありません｡

この15年を振り返ってみると､ 無気力化､ コミュ

ニケーション能力の低下など､ 子どもたちの発達

に関わる課題はますます重大になっています｡ 自

主性・自発性・社会性・耐性など ｢生きる力｣ が

年齢相応に育っていないこともあげられます｡ そう

したなか､ この15年の一番大きな変化は ｢子ども

が携帯電話を自己所有している｣ という事態では

ないでしょうか｡ しかも､ それはインターネット端

末機能をもった情報機器であり､ 世界とつながる

情報環境です｡

今回の研究大会では､ あらためて ｢子どものメ

ディア問題の現在｣ を正面にすえて議論していき

たいと思います｡ 公開シンポジウムでは､ テレビ､

ビデオなど電子映像等を含めたメディアの視点か

ら子どもの生活の課題を深める構成になっており

ます｡ 福岡教育大学大会を通して､ ｢生活体験｣

｢生きる力｣ の視点に立った具体的な問題解決のデ

ザイン (見通し図) を発信できるものと考えてお

ります｡



時だけノーテレビ｣ ｢ノーテレビデー｣ などの運動

やメディアの本質等を学ぶメディアリテラシー教育

が広がりつつあることが提示された｡ 最後に日本小

児科医会の ｢子どもとメディア｣ の問題に対する提

言として､ １. ２歳までのテレビ・ビデオ視聴は控

えましょう｡ ２. 授乳中､ 食事中のテレビ・ビデオ

の視聴は止めましょう｡ ３. すべてのメディアへ接

触する総時間を制限することが重要です｡ １日２時

間を目安と考えます｡ テレビゲームは１日30分まで

を目安と考えます｡ ４. 子ども部屋にはテレビ､ ビ

デオ､ パーソナルコンピュータを置かないようにし

ましょう｡ ５. 保護者と子どもでメディアを上手に

利用するルールをつくりましょう､ が示された｡ こ

の提言は佐藤医師が中心的に携わって出来上がった

提言である｡

２. メディアと主体的に向き合う力を育む

福津市ではシンポジストの佐伯さんが中心となり

2003年から､ ４か月児健診時に子どもとメディアの

よりよい関係づくりのための啓発活動がまず福津市

の旧津屋崎町で､ 続いて旧福間町でも開始された｡

旧津屋崎町では保健師の協力で､ 乳幼児健診時の啓

発活動が位置づけられた｡ 健診室でひとりひとりに

民間団体である子ども劇場独自で日本小児科医会の

提言を印刷したチラシを手渡しながら啓発が行われ

た｡ 旧福間町では健診の待ち時間に､ 廊下でチラシ

を手渡しながら啓発が行われた｡

１歳６か月児健診では旧福間町青少年育成市民の

会発行のチラシの裏面に子育て情報誌 ｢ぷくぷく｣

のメディア特集記事 ｢テレビを消しておはなしを｣

を印刷したものを､ ３歳児健診では ｢幼児期に大切

なこと｣ を印刷したものをひとりひとりに手渡しな

がら､ 日本小児科医会の提言を伝え､ 家庭でのメディ

ア接触の様子を聞き､ 悩みに共感しながらディアと

の上手なつきあい方について具体的に話した｡ といっ

たように身近なところから着実にメディアと主体的

に向き合う力を育む活動が行われた｡ 子ども劇場で

は継続的に啓発活動を行うため､ 2005年に子どもと

メディア部会を発足させた｡ メディア啓発スタッフ

を養成し年36回､ 延べ120人の ｢子どもとメディア

部会スタッフ｣ で乳幼児健診時に啓発｡

啓発は全てメディア部会のスタッフが行っており､

啓発漏れがでないようメディアスタッフ側で１回当

たり約40人の受診者ひとりひとりの啓発状況を把握

するのが大変だったため､ いきいき健康課・保健指

導室と話し合いをし､ 2008年４月､ メディアの相談

票の作成を要請した｡ 啓発後にメディアの相談票を

メディアスタッフが受け取るようにすることで､ 啓

発状況を確実に把握できるようになった｡ ようやく

健診・相談の流れに位置づけられたことで､ 啓発活

動がスムーズになった｡

実施は行政との関係づくりに苦労しながら､ 信頼

関係を少しずつ作りあげていった結果といえよう｡

このようなメディアと関わる関係の改善により福津

市では生活習慣が着実に改善されていったのである｡

また､ 佐伯さんは ｢わくわくプレーパーク｣ とい

う子どもの遊び場づくりの取組と成果についても発

表した｡ このことは前述のメディア生活の改善と無

関係ではない｡ メディア漬けは子どもが自由に遊べ

る場が少ないのではと考えたのである｡ 子どもが育

つ上での人間関係も限られているという地域課題解

決に向け､ 自由な遊びを通じて生きる力を育むこと

を支える遊び場､ 乳幼児期から多様な人との関係の

中の遊び場づくりを目指して福津市内の昭和公園に

｢わくわくプレーパーク｣ を2004年２月開始した｡

福間小学校まちづくりの会の子育て環境部会 (旧福

間町) が実施したのである｡ 成果として異世代交流

や子どもが本気で遊ぶ場ができた｡ 水､ 土､ そして､

火も使え､ 生活体験学習も出来る空間が保障された

のである｡ 課題としては開催日数を拡充したいとい

うことであった｡

３. メディアと子どものよりよい関係づくり

学校教育の視点から ｢学校での取組 カリキュ

ラムと授業開発を通して ｣ というテーマで鳥取

県米子市立福生東小学校教諭の小谷良夫先生が発表

した｡ まず､ 子どもたちの現状としてコミュニケー

ションがうまくとれていないこと､ 休日に10時間以

上もゲームをする子どもの存在があったことが伝え

られた｡ このことなどから福生東小学校では学校全

体でカリキュラム開発が行われた｡

この場合の授業を構成する３つの視点として ①

くらしを変える､ という視点からメディアと健康の

関係を学校で学ぶと同時に家庭にも働きかけるプロ
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グラム開発を実施したのである｡ ②つながりを変

える､ という視点では赤ちゃんと触れ合う赤ちゃん

触れ合い教室や劇で自分の生活を表現しコミュニケー

ションの大切さを訴えるシアタープロジェクトが実

施された｡ ③自分を変える､ という視点からはこ

れからネット社会を生きていく上で小学生が学んで

おくべきカリキュラムが開発された｡ ｢情報社会の

光と陰｣ など情報社会の危険から身を守り､ 情報を

自分の生活に生かすことをねらった授業が全ての小

学校の学年で開発されたのである｡

今後の展望として､ 子どもの生活改善が進んでい

る結果を踏まえ､ 子どもがメディアと自己決定的に

関わることのできる能力を持続的にどう育てていく

かが重要であることが示された｡

おわりに

以上､ 医学的な視点から心身へのメディアの影響

や留意点､ 地域活動の面から地域でのメディアと子

どもの関わり改善の取組の重要性と成果､ そして､

学校教育でのカリキュラム開発など先駆的な事例と

実践的な考察が行われた｡ メディアが子どもの生活

の一部となっているといった実態を踏まえ､ 現実的

な生活体験学習のための時間・空間・仲間､ そして

正しい情報の必要性などが論議された｡ 子どもの心

身の発達に影響を与えるものとして､ ｢教育｣ とは

また違った総合的に子どもを育てる ｢形成｣ という

視点の必要性に対する意見も述べられた｡ 時代的社

会的な変容の中､ 年齢に応じたメディア生活体験学

習の支援の必要性､ 家庭・学校・地域やメディアな

どの連携・融合の重要性､ そして､ 子ども自身が自

分で考え取り組んでいく主体的実践と改善の大切さ

が示されたのである｡ このシンポジウムは子どもと

メディアの関係を考え､ 生活体験学習を再考してい

くきっかけであり､ 今後､ この子どもとメディアの

視点を踏まえた上での生活体験学習は不可欠であり､

メディアから脱出させていく体験活動も急務である

が､ その内容・方法の開発については各地や各機関

で取り組んでいく必要があることが指摘された｡

(文責 井上豊久)
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1

1
2000
(�12)

現代の子どもの生活体験の構造とそれをつくり出す地域の教育力に
ついての実証的研究
－庄内町住民の生活文化調査を元に

末崎 雅美 九州大学大学院

2
地域における家庭教育支援体制に関する研究
－子どもの生活体験獲得を阻害する保護者の意識・養育態度の要
因解明を通して

永見 かおり 福岡県立大学大学院

3 生活体験の現代的構成に関する研究 猪山 勝利 長崎大学

4 幼児期の食生活体験の重要性について
小松 啓子・
岡村 真理子

福岡県立大学

5 ウイグルの子どもの発達におけるマハッラ (地域共同体) の役割 リズワン･アブリミティ 九州大学大学院

6 トルコの子どもたちの意識と生活について 横山 正幸 福岡教育大学

7 日本・中国 子どもの生活と親子関係
方 如偉・
森山 沾一

九州女子大学・
福岡県立大学

8 『総合的な学習』 の展開に学社融合がなぜ有効なのか 桑原 広治 水俣市久木野小学校

9 学校での集団遊びが子どもの人間関係及び学校高感度に及ぼす影響 野口 美恵子 福岡教育大学大学院

10
学習成果を幅広く生かす
－社会参加を目指した高齢者学習の試み

緒方 泉
福岡県立社会教育総合
センター

11 不登校児の自主性を高める 『玄海の家』 の取り組み 飛永 哲男
福岡県立少年自然の家
｢玄海の家｣

12
山村留学の自然・生活体験と関係者の教育効果に関する評価
－北海道十勝鹿追町の関係各層の評価を事例にして

川前 あゆみ・
玉井 康之

香川短期大学
北海道教育大学釧路校

13
高校におけるボランティア活動の意義と課題Ⅰ
－ボランティア部設立から活動を通して見えてきたもの

徳永 恵美子 東和大学附属東和高校

14 『体験する』 ことの大切さを実感する取り組み 長崎 陽子 福祉体験学習をすすめる会

15
子育てネットワークの現状と課題
－筑豊子育てネットワークの活動を踏まえて

相戸 晴子
子育てネットワーク研
究会

16 保育園における生活体験学習の実践 (１)

柳 幸子・
小方 信二・
梶野 鈴子・
新原 みどり・
出来谷 玲子・
田栗 幸

赤間保育園

17

2
2001
(�13)

子どもの生活文化をつくりだす生活体験学習の今日的意義
－ことば､ 技､ 遊びの世代間比較を通して

末崎 雅美 九州大学大学院

18
大分県内の通学合宿､ その現状と課題
－日田教育事務所管内の実状を中心に

土居 誠一 大分県日田教育事務所

19 子どもの 『社会的』 身体の形成と生活体験に関する研究 猪山 勝利 長崎大学

20
地域における教育の共同性と生活体験
－沖縄県読谷村教育調査から

南里 悦史・
上村 あかね・
山城 千秋・
末崎 雅美・
東内 瑠里子・
長尾 秀吉・
永田 香織・
永田 誠

九州大学・
九州大学大学院

21
私の子ども時代の生活体験
－昭和20年代

平田 宗史 福岡教育大学

22 フランスにおける子どもの自然体験・生活体験 田崎 徳友 福岡教育大学

23 カザフスタンの子どもの生活に関する研究 リズワン･アブリミティ 立命館アジア太平洋大学

24 トルコの子どもたちのコミュニケーション生活について
横山 東・
横山 正幸

九州女子大学・
福岡教育大学
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25

2
2001
(�13)

感動する心を育む
－学社融合活動より

清成 晃正 豊野町教育委員会

26 中学生が鉄を精錬した体験学習 高尾 栄市 築城町教育委員会

27
学社融合システムを生かした体験活動事業の推進について
－中学校職業体験学習の取り組みから

田中 一郎 宗像市教育委員会

28 総合的な学習の時間における学習活動のプロセスと地域の協力 桑原 広治 水俣市久木野小学校

29
青年団の 『共同学習』 を通した現代青年期における生活体験学習の
必要性に関する事例研究
－佐賀県及び愛知県の青年集団の活動事例をもとに

永田 誠 九州大学大学院

30 総合的な学習の時間における学社融合・協同に関する研究 横山 百合香 福岡県立大学大学院

31 熊本市のプレーパーク支援事業の取り組み 榮 浩一 熊本市市民生活局

32 穴生公民館の ｢遊びの学校｣ 山下 厚生 北九州市教育委員会

33 『ひこうき雲』 の実践 石井 さとみ 福岡県立嘉穂東高校

34
子育て支援事業における子育て地域協同
－保育園の地域支援の事例を通して

東内 瑠里子 九州大学大学院

35
生活習慣病の予防
－口は禍いのもと病のもと

中島 幸一・
中島 美穂子

歯科口腔外科中島医院

36
あたたかい子育ち､ 親育ちをはぐくんでいくために
－地域の子育て現場から見えてきた支援の課題

高山 静子
地域ぐるみで子育てを
すすめるひだまりの会

37

3
2002
(�14)

生活体験学習の構造化に関する試論
－環境教育実践の視点から

井村 礼恵 東京農工大学大学院

38
地域の自然生態系を守る活動と学校の連携
－福岡県田主丸町竹野小学校 ｢竹野水族館｣ の事例を通して

長尾 秀吉 九州大学

39
体験学習の推進のための学校教育と社会教育の連携の課題と体制整
備の方策

玉井 康之 北海道教育大学釧路校

40
子どもの体験活動と心身の変化に関する研究
－英彦山 ｢山伏塾｣ 事業の調査結果を中心に

井上 豊久 福岡教育大学

41 イギリスにおける生活体験学習に関する調査報告

森山 沾一・
上野 景三・
九野坂 明彦・
末崎 雅美・
安田 ふみ

福岡県立大学・
佐賀大学・
庄内町生活体験学校・
九州大学・
福岡教育大学大学院

42
生活体験学習と幼老共生
－ウイグルと日本の比較

碇 浩一・
永淵 美法

碇精神医学研究所・
九州女子短期大学

43 トルコの子どもたちの勤労体験について 横山 正幸 福岡教育大学

44 乳幼児ふれあい体験が中学生の子育てイメージに与える影響 佐藤 洋美 福岡教育大学大学院

45
旧産炭自治体の保育実践
－川崎町保育所における保育の現実と展望

爪田 寿子 浄照保育園

46
生活体験を通して生活習慣病を防ぐ
－口は患いのもと ２. 喫煙のダメージ

中島 幸一・
船越 純治・
中島 美穂子

歯科口腔外科中島医院・
舟越歯科医院・
中島歯科医院

47
幼児期における偏食改善の取り組み
－幼稚園での食材体験活動を通して

岡村 真理子
林 伸子
小松 啓子

福岡県立大学・
田川市伊田幼稚園・
福岡県立大学

48
自尊感情の変容に関する実践的研究
－遊びの活性化とコミュニケーション能力育成を中心とした支持
的な学級づくりを通して

吉田 達也 福岡教育大学大学院

49 博物館における体験学習について 永田 香織 九州大学大学院

50 通学合宿 ｢夢の体験塾｣ の行政支援について 井上 英治 岡垣町教育委員会

51 学校週五日制完全実施に向けての大人の宿題 桑原 広治 水俣市久木野小学校

52 4
2003
(�15) 子どもの生活体験と日常生活に関する三地区調査－科研費研究結果をもとに

南里 悦史 九州大学
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53

4
2003
(�15)

地域文化と生活体験
－子どものエイサーと神学を中心に

山崎 清男・
山城 千秋

大分大学・
九州大学

54 子どもの生活体験と生活技能
小原 達朗・
塩谷 麻沙子

長崎大学・
長崎大学大学院

55
学校完全週５日制に伴う土曜日の過ごし方
－子ども・保護者へのアンケートを通して

森山 沾一・
林 ムツミ・
奥園 智明

福岡県立大学・
福岡県立大学・
福岡県立大学大学院

56
生活体験学習の実践と理論の統合にむけて
－生活体験実践交流会の蓄積を踏まえて

上野 景三・
九野坂 明彦

佐賀大学・
庄内町生活体験学校

57
サービス・ラーニングにおける教育的効果についての一考察
－福岡教育大学生の活動を通して

山田 明
北九州市自由ヶ丘高等
学校

58
のびのび育て､ 小さな芸術家
－九州産業大学美術館児童向けワークショップ事例

緒方 泉 九州産業大学

59
ウィグルやトルコの子ども達の世界には､ なぜいじめや不登校がな
いのか

横山 東・
横山 正幸

九州女子大学
福岡教育大学

60 ドイツにおける生活体験学習に関する研究 井上 豊久 福岡教育大学

61 コミュニケーションの活性化が中学生の学級満足度に及ぼす効果 廣畑 伸暁 宇美町教育委員会

62
中学生の精神衛生と生活との関連についての研究
－睡眠時間と自由時間を中心に

田中 孝知 福岡教育大学大学院

63
生活習慣の予防
－口は患いのもと ３. 血糖値の観点から

中島 幸一・
舟越 純治・
中島 美穂子・
吉田 邦晃

歯科口腔外科中島医院・
舟越歯科医院・
中島歯科医院・
吉田歯科医院

64 生活体験が見える研修システムの創造 桑原 広治 熊本県五木北小学校

65

5
2004
(�16)

生活体験・祭り体験と生活技能の相関および心身の変容について 小原 達朗 長崎大学

66 少年期における生活環境・意識に関する研究 井上 豊久 福岡教育大学

67
子どもの通学合宿事業を通した心身の変容に関する実証的研究
－庄内町生活体験学校における観察調査事例をもとに

上野 景三・
山崎 清男・
永田 誠・
勢戸 貴代

佐賀大学・
大分大学・
九州大学大学院・
長崎大学大学院

68 イタリアにおける幼児教育実態と生活体験に関する調査報告
古賀 倫嗣・
井上 弘人・
東内 瑠里子

熊本大学・
熊本学園大学・
九州大学大学院

69 ウィグルの子どもの生活と心の健康 グリシェン･アブリミティ 福岡教育大学

70 トルコの子どもの生活と家族
横山 東・
横山 正幸

九州女子大学
福岡教育大学

71 国分アンビシャス広場のとりくみについて 藤田 弘毅
福岡県立福岡勤労青少
年文化センター

72 夜須高原“いきいき”キャンプ 山本 隆治 国立夜須高原少年自然の家

73 大原小学校区の通学合宿について 山川 博啓 大原おやじの会

74
生活体験を描く痴呆老人
－九州産業大学美術館の事例研究

緒方 泉 九州産業大学

75 “土曜日の子どもたち”が輝くために 窪田 秀治 吉井町江南小学校

76
小学校生活科における体験活動の再検討
－軸単元 『チャレンジまち探検』 の実践を通して

森江 一史 熊本市春日小学校

77 生活体験と言語獲得形成過程の関連性 桑原 広治 五木村五木北小学校

78
協同保育における乳幼児の自立と親・教師の生活課題学習との相関
についての実証的研究

東内 瑠里子 九州大学大学院

79
幼児の体温と生活の関係
－保育所調査を通して

横山 正幸・
碇 浩一・
古賀 倫嗣・
井上 弘人・
東内 瑠里子・
宮内 知恵子・
末崎 雅美

福岡教育大学・���幼老共生推進�・
熊本大学・
熊本学園大学・
九州大学大学院・
九州大谷短期大学
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80
5

2004
(�16) 宇美町子育て支援センターゆうゆうの実践報告 川上 利香 宇美町子育てネットワーク

81 『親としての自信』 を培うための子育て講座のあり方について 桑野 嘉津子 宗像市子育て支援センタ－

82

6
2005
(�17)

中国・南京市の小学生の遊びの実態について
リ・チュウヒン・
ヤン・シャホン・
横山 正幸

福岡教育大学・
(中国)薬科大学・
福岡教育大学

83
神埼町 『子どもまつり』 における住民参画の実践
－子どもたちにもっとゆとりを､ 遊びと文化を！

宮崎 はつよ
佐賀県神埼町中央公民
館

84 教員のコミュニケーション力が及ぼす児童の言語獲得能力の関係 桑原 広治 熊本県一勝地第二小学校

85
障害のある子どもたちが豊かな体験活動によって変わった
－ ｢いきいきキャンプ｣ で培うコミュニケーションスキル

松本 浩
国立夜須高原少年自然
の家

86
学生の体験活動を基にした学習と交流
－福岡県星野村での山林作業10年

軸丸 勇士・
伊藤 安浩・
氷室 勇一・
田代 恵・
洲崎 洋昭

大分大学・
福岡県星野村役場・
大分市立明野中学校・���野外教育センター

87 公民館と小学校が連携した“わんぱーく通学合宿” 井上 新也
熊本県本渡市立宮地岳
公民館

88 公民館がつくる学校の生活体験学習
仲西 和子
坂本 雅子

福岡県志摩町立引津公民館・
福岡県前原市立怡土小学校

89
子どもの主体的活動を重視した通学キャンプの提案
～夜須高原 ｢通学キャンプ｣ における隊別体験活動をとおして～

前川 敏成
国立夜須高原少年自然
の家

90
“もう一つの家族”を体験
～地域ぐるみで子育て ｢通学ホームスティ｣ ～

浦田 勝市
長崎県口之津町立第三
小学校

91 幼児の生活リズムと母親の育児意識及び生活リズム
草野 知恵
横山 正幸

福岡教育大学

92 母親の食体験と子どもの食生活の関係について
永渕 奈央
横山 正幸

福岡教育大学

93 母親の子育て学習参加への契機に関する事例研究 大村 綾 九州大学大学院

94 地域の子育て活動と施策への参画 相戸 晴子 子育てネットワーク研究会

95

7
2006
(�18)

夜須高原少年自然の家“いきいきキャンプ”の実践報告 山本 隆治 福岡県直方養護学校

96 『和き合い愛塾』 in ささぐりの取り組み 小野 篤志
福岡県立社会教育総合
センター

97 『和き合い愛塾 in ひこさん』 の事例報告 吉田 大作 福岡県立英彦山青年の家

98 障害のある子どもたちの体験活動支援事業 瀧口 浩
福岡県立少年自然の家
｢玄海の家｣

99 北九州市中井市民センターの地域子ども教室 西野 和代 中井市民センター

100 福岡県子ども会育成連合会が取り組む子どもの居場所づくり 平地 康登 福岡県子ども会育成連合会

101 子どもの居場所としても 『遊びのフリースペース てらこやきっど』 高田 悦也
遊びのフリースペース
てらこやきっど

102
『総合的な学習の時間』 の実施の実態と課題
－小中学校教諭2000人のアンケートに基づいて－

軸丸 勇士・
伊藤 安浩・
大森 美枝子・
照山 勝哉・
田代 恵・
洲崎 洋昭

大分大学・
大分大学大学院・
大分市教育委員会・
大分市立大在中学校・���法人���野外教
育センター

103
地域に学び､ 地域に伝える 『総合的な学習の時間』 の展開
－体験学習から見えてきたもの－

仁部 朝子 唐津市立田頭小学校

104
教育ネットワーク(学社融合)の活動を通した子どもの 『生きる力』の育成
－タフな子どもを育むための実践モデル事業の取り組み－

口石 裕輔 鹿町町教育委員会

105
『総合的な学習の時間』 におけるエネルギー・環境教育のカリキュ
ラム開発

大庭 みゆき
(有) 環境・エネルギー
総合研究所
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106

7
2006
(�18) NPOとの連携による教育の手法と効果 洲崎 洋昭・

藤谷 将誉・
伊藤 安浩・
軸丸 勇士

���法人���野外教
育センター・
大分大学教育福祉科学部

107 脳波パターンと生活様式の相関について

中島 幸一・
小嶋 朋子・
南川 剛寛・
舟越 純治・
原田 信行

ウェルカム・デンタル
クリニック・
舟越歯科医院・
(有) プロントジャパン

108
生活体験と国語力形成
－身につけさせたい語彙の獲得をめざして－

蕪尻 千佳子
太良町立多良小学校中
尾分校

109
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)
－庄内小学校における調査結果から－

永田 誠 九州大学大学院

110

8
2007
(�19) 子どものメディア接触時間制限に関する研究 井上 豊久 福岡教育大学

111 人間の基礎力を培う幼児期の自然体験 井上 一夫 武雄市／小鳩の家保育園

112
子どもの生活体験学習を支える青年ボランティアの学び
－ＮＰＯ法人ひらおだい自然塾 『夏のサマースクール』 を事例に－

添田 祥史
九州大学大学院／日本
学術振興会特別研究員

113 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)
正平 辰男・
永田 誠・
相戸 晴子

東和大学・
佐賀短期大学・
九州大学大学院

9
2008
(�20) ※自由研究発表ではなく､ ラウンドテーブルを開催

114

10
2009
(�21) 保育所における生活体験学習の展開と課題 石坂 孝喜 大塚保育園

115 子どもの生活とメディア依存に関する実証的研究 井上 豊久 福岡教育大学

116
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)
―庄内小学校における３年間の調査結果をもとに―

永田 誠 佐賀短期大学部

117 20年の体験活動にみる学生の変容
軸丸 勇士・
伊藤 安浩・
洲崎 洋昭

大分大学・
大分大学・
熊本県坂瀬川小学校

118 地域とのかかわりによる子どもの学習活動に関する研究
山崎 清男・
深尾 誠・
中川 忠宣

大分大学

119

11
2010
(�22) 保育所における食農体験の実践－いもほりと食へのつながり－

石坂 孝喜 大塚保育園

120 教職履修生の教育ボランティアに関する一考察 嘉納 英明 名桜大学

121 『豊かな体験活動推進事業』 にみる効果と課題
軸丸 勇士・
伊藤 安浩

元大分大学・
大分大学

122
地域との関わりによる子どもの学習活動の推進 (�)
－地域住民の支援活動と教師の意識変化を中心として－

山崎 清男・
深尾 誠・
中川 忠宣

大分大学

123

12
2011
(�23) 聾学校生徒 (聴覚障害) と健常児の体験的音楽活動から学ぶ共生社

会の可能性
－ボディパーカッション教育活動実践を通して－

山田 俊之 九州大学大学院

124
体験の視点から見た親が子に及ぼす影響｣
－科学実験教室参加者のアンケートを基にして－

軸丸 勇士・
伊藤 安浩

大分大学

125
体験活動を通した企業と学校のパートナーシップの在り方について
の一考察

丸山 征一郎 大分大学大学院

126
年間を通じた効果的な生活体験プログラムの開発と実践
－ ｢きたはた生活体験通学合宿｣ を中心として－

峰 慎一 佐賀大学大学院

127 子どもの育ちと地域をつなぐ学校支援活動に関する考察 永田 誠 西九州大学短期大学部

128
地域との関わりによる子どもの学習活動の推進 (�)
－コーディネーターの役割分析を中心として－

山崎 清男・
中川 忠宣
深尾 誠

大分大学





� 理事会会議日程

第１回理事会 2011年３月19日

於 福岡市大名公民館

第２回理事会 2011年５月14日

於 福岡市大名公民館

第３回理事会 2010年７月２日

於 西九州大学短期大学部

第４回理事会 2011年９月10日

於 福岡市大名公民館

第５回理事会 2011年11月19日

於 福岡市大名公民館

第６回理事会 2012年１月28日

於 西九州大学短期大学部� 会員実数

全109名

個人会員 108名

法人会員 1名

(2011年12月14日 現在)� これまでの活動

○第12回研究大会 開催

2011年１月22日

於 福岡教育大学

○学会誌第11号の発刊

2011年１月20日 発刊

○事務局だよりの発行

2011年４月13日 第11号 発行

2011年10月11日 第12号 発行

○研究会 開催

第１回 2011年３月19日

於 福岡市大名公民館

第２回 2011年５月14日

於 福岡市大名公民館

第３回 2010年７月２日

於 西九州大学短期大学部

第４回 2011年９月10日

於 福岡市大名公民館

第５回 2011年11月19日

於 福岡市大名公民館

※本年度は研究活動の充実に向けて､ 理事を中心

とした研究会を開催した｡ 様々なテーマから生

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た｡� 総会・理事会での決定事項� 第12回総会における決定事項

まず､ 事務局長が2010年度の会務報告を行い､ 了

承された｡ 次に､ 2010年度の会計決算報告がなされ

た｡ 会計監査の加知ひろ子会員から相違ないとの監

査報告がなされ､ 了承された｡ また､ 2011年度の会

計予算案を提出し､ 了承された｡

理事会からの報告では､ 学会誌第11号の発刊につ

いて､ 並びに2012年度も学会誌 (第12号) を発刊予

定であることが報告され､ 了承された｡� 第１回理事会での決定事項

第１回理事会では､ 以下の３点が協議ならびに確

認された｡

① 2011年度の研究活動として､ 研究担当理事を

中心に計画案を作成し､ 取り組んでいくこと｡

また､ 2004年度まで開催してきた実践交流会の

復活に向けて検討を重ねていくことが確認された｡

② 学会誌第12号の発刊に向けて紀要編集担当理

事から報告があった｡ 第13回研究大会を目標に

発行することが確認された｡

③ 学会ホームページについて会員のニーズを分

析し､ コンテンツの検討および更新を行い､ 内

容を充実させていくことが確認された｡� 第２回理事会での決定事項

第２回理事会では､ 以下の４点が協議の上､ 承認

された｡

① 学会誌編集規定を見直し､ 第13号から執筆者

への掲載料負担を検討していくことが提案され

た｡ 今後､ 予告的に掲載料について事務局だよ

りで会員に案内し､ 総会で審議を図ることが確

認された｡

② 第13回研究大会を､ 西九州大学短期大学部で

日本生活体験学習学会
事務局報告
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開催することが確認され､ 開催校主催シンポジ

ウム､ 学会企画シンポジウムについて､ 今後協

議していくことが確認された｡

③ 学会の学術団体登録について､ 書類の確認が

なされ､ 後日申請手続きを行うことが確認された｡

④ 2012年度役員選挙の日程案が事務局より提出

され､ 確認された｡ 選挙管理委員を福岡地区の

会員から選出することが決定し､ 次回委員を確

定することが確認された｡� 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 学会誌第12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た｡

また､ 学会の財政状況や他学会の傾向から､ 執

筆者への掲載料負担について､ 投稿論文に限り

徴収することが協議の後､ 了承された｡ 金額は

紀要委員会で検討の上､ 再度理事会に提案され

ること｡ 更に学会誌編集規定第10条に新規項目

を挿入することが確認された｡

② 研究担当理事より第13回研究大会の大会テー

マおよびシンポジウム内容案が提出された｡

2007年第８回研究大会佐賀大会でのテーマと

関連付けた内容にしていくことが協議の中で確

認され､ 今後研究担当理事と引き続き検討して

いくことが確認された｡

③ 2012年度役員選挙の選挙管理委員の選出がな

され､ 選挙日程について事務局から提案された｡

今後､ 選挙管理委員会の立ち上げ､ 具体的な日

程の確定を行っていくことが確認された｡

④ 学会ホームページについて､ 会員の様々な活

動についても紹介し､ 情報収集・提供の充実を

図っていくことが提案された｡

� 第４回理事会での決定事項

第４回理事会では､ 以下の３点が協議の上､ 承認

された｡

① 学会誌第12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告さ

れた｡ また､ 論文掲載料および学会誌編集規定

第10条に条項を新設する旨が紀要編集委員より

再度提示され､ 了承された｡

② 第13回研究大会でのシンポジウムテーマ案に

ついて､ 早急に議論し決定していくことが確認

された｡ また､ 開催校主催シンポジウムの内容､

登壇者について開催校から報告がなされた｡

③ 2012年度役員選挙について､ 事務局より進捗

状況が報告された｡ また､ 選挙日程についても

確認がなされた｡� 第５回理事会での決定事項

第５回理事会では､ 以下の４点が協議の上､ 承認

された｡

① 紀要担当理事より､ 学会誌第12号編集作業の

進捗状況について報告がなされた｡

② 2012年度役員選挙の開票結果が選挙管理委員

より報告された｡ 今後､ 候補者への内諾手続き

を経て､ 理事会および総会で承認を得ていくこ

とが確認された｡ なお､ 監査役については､ ４

名の候補者から理事選出会員を除いた２名の会

員に内諾をとること決定した｡

③ 第13回研究大会について､ 自由研究発表者へ

の連絡､ 会員への大会参加申し込み用紙送付､

総会準備等､ 当日の流れについて確認がなされ

た｡ また､ 大会要項の内容について確認され､

加筆修正後､ 会員に発送することが確認された｡

④ 次期三役体制についての意見交換会を､ 現三

役にて協議し､ 意見交換をすることが協議の上

決定した｡
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第１条 日本生活体験学習学会は､ 年報と学会誌を発行する｡

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｡� 自由投稿実践研究論文 � 自由投稿理論研究論文 � 依頼実践研究論文� 依頼理論研究論文 � 研究ノート､ 書評､ 図書紹介､ 資料紹介� 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� 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��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３名を指名し､ 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､ ���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 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11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､ 一部改訂｡

��������������������



●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｡� 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｡� 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｡� 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｡� ｢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､ �､ �…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｡� 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 (��������1999､ �����1990�)｡｣
｢ヂュルケームによれば 『…ではない｡』 (�����������1925)｣� 同一著者の同一年の文献については (�����1990�､ 1996�) のようにａ､ ｂ､ ｃ…を付ける｡� 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���の要領でできればフロッピーとともに各１部送付する｡� 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)� 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� 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� 編集規定第３条の��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200�����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��� 0952－28－8266��� 0952－28－8280���������������������������
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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