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要旨 本稿では､ フィンランドの教育の特徴を､ 教育制度と教育課程 (カリキュラム) の観点から検討する
ことにより､ これらと が実施している国際学習到達度調査である 
 の結果とのかかわりについて
考察した｡ 教育制度については､ 教育提供や､ 学習をする場に加え､ 学習成果においても平等を図ろうとし
ている点に､ 教育課程については､ すべての学習の基本となる言語 (母語) と､ ｢手工｣ に代表されるよう
な子どもの生活に根差した学びを重視している点に､ それぞれ特徴があった｡ その結果､ これら教育制度上・
教育課程上の特徴が､ ｢生きるための知識と技能｣ を問う学習到達度調査において好成績を収め､ 子ども間
の格差も小さいという 
 の結果が示したフィンランドの特徴と符合することが明らかになった｡
キーワード フィンランドの教育､ 教育制度､ 教育課程､ 


はじめに

れらを支える教育観や教育制度､ 教育方法などへと

人口500万人ほどの小国であるフィンランドの教
育が､ 国際的に注目を集めるようになって久しい｡

広がりを見せているのである｡
実際､ フィンランド教育省も､ 海外のニーズに応

その背景に､  (経済協力開発機構) が2000年

える形で､ 教育制度や教育文化の観点から､ 


より３年に一度実施している生徒の学習到達度調査

における好成績の背景的要因についての説明を行っ

(
 

ている｡ これによると､ フィンランドの教育の ｢成


 






 






) において､ フィンランドの子どもたちが､

功の秘密｣ は､ ①教育機会が均等であること､ ②性

高い到達度を示し続けていることがあることは､ 疑

別・居住地・家庭の経済状況・母語などによる格差

いようのない事実であろう｡ わが国においても､

が少ないこと､ ③教育の無償制が採られていること､

｢学力世界一の国｣ として､ メディアにも数多く取

④教育行政が協力的かつ柔軟で､ 現場との間に良好

り上げられている｡

な関係が築かれていること､ ⑤能力別学級編成やラ

１)

しかしながら､ 
 における好成績をはじめと

ンク付けが行われていないこと､ ⑥パートナーシッ

するフィンランドの子どもたちの高い学習到達度は､

プの理念に基づき､ 協同的な学習活動が行われてい

フィンランドの教育について､ 研究を行うきっかけ

ること､ ⑦教員の力量が高く､ 教育内容について大

を与えこそすれ､ 研究対象ではなくなりつつある｡

きな裁量を持っていること､ ⑧社会構成主義的な考

当初､ 子どもたちの ｢高い学習到達度｣ に向けられ

え方に基づく学習理念が浸透していること､ にある

ていたフィンランドの教育に対する関心は､ ベール

という２)｡

に包まれていたその実態が明らかになるにつれ､ そ

これらの説明は､ わが国におけるフィンランドの

連絡先 ( 



 

 )
熊本大学大学教育機能開発総合研究センター (〒860
8555 熊本市黒髪２丁目40
１)

＊
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教育への関心とも重なる｡ それらは､ 主として､ 非

が大きいことがある｡ このことは､ 教育費が原則と

選別的な教育制度 (｢競争がない｣ と説明されるよう

して無償であること､ 教育提供主体において公共セ

な制度)３) ､ 教育行政改革による権限委譲と規制緩

クターの割合が高いこと､ 特に､ 義務教育段階の学

４)

和 (現場に裁量を委ねた地方分権的な教育行政) ､

校のほとんどが公立であることなどによる｡ 実際､

教員養成制度 (教員の力量形成を図る大学院レベル

表１に示している通り､ フィンランドは､ 対 

５)

の教員養成) ､ 論理的思考力を形成する教育方法

比での学校教育費に占める公的支出の割合が高い｡

(｢フィンランド・メソッド｣ と称される教育実践)６)

｢私｣ が負担する比率が高い日本とは､ 対照的であ

へと向けられている｡

る｡

本稿では､ こうしたわが国におけるフィンランド

公が教育費の多くを負担している背景には､ フィ

への関心やそれに基づく研究的蓄積を踏まえながら､

ンランドが､ 教育提供において最も重視している機

フィンランドの教育の特徴を教育制度と教育課程の

会均等の理念がある｡ このような理念のもと､ 家庭

観点から検討し､ これらと 
の結果とのかかわ

の社会的・経済的背景､ 居住地､ 性別､ 言語などに

りについて考える｡

より､ 教育機会が制限されることのないよう､ 学費
および給食の無償化､ 就学に必要な物品等の支給な

１. 教育制度


ど､ 様々な配慮を行っているのである｡

特徴

フィンランドは､ また､ 子どもたちが学習する場

フィンランドの教育制度の特徴として挙げられる

の平等にも取り組んでいる｡ かつて､ フィンランド

ことのひとつに､ 学校教育において､ 公が担う役割

は､ 分岐型７)の学校教育体系や､ 能力別クラス編成

表１

学習環境と学校組織に関する日本とフィンランドの比較
日
人

口

本

フィンランド

１億2780万人

積

378
000

2

人口密度

337人／

2

面

520万人
338
000

2

17人／

2

義務教育

６歳から15歳 (９年間)

７歳から16歳 (９年間)

学校教育体系 (義務教育)

単線型

単線型

教育行政

中央集権型

地方分権的中央集権型

義務教育後中等教育への進学率

全日制：94 2％
定時制・通信制3 5％
専修学校：0 3％

全日制：91 5％
(普通50 8：職業40 7)
10年生：2 0％

学校教育費の対 比

4 9％

5 6％

(内､ 公的支出)

3 3％

5 5％

等

 6
744

 5
557

前期中等

 7
630

 8
875

後期中等

 8
164

 6
441

初

等

19 2人

15 0人

前期中等

14 9人

9 7人

後期中等

12 7人

15 8人

多くの保護者：39 2
少数：49 3
ほとんどない：11 5

多くの保護者：1 4
少数：19 7
ほとんどない：78 9

初
在学者１人当たり
年間教育支出

教育段階別教員
１人当たりの生徒数

保護者の学力に対する期待※

【出典】 (2009) 図表で見る教育 インディケータ2009年版 明石書店､ 国立教育政策研究所編 (2007) 生きるための知識
と技能３ ぎょうせい､ 文部科学省編 (2008) 教育指標の国際比較 ､ フィンランド統計局 (





) ホームページ
(














)｡
※ 生徒に高い学力をつけさせていくことを期待する圧力を保護者から受けているかどうかを､ 校長に対し､ 問うた設問に対する回答｡
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など､ 子どもたちを早い時期から選別するしくみを



教育制度と 


教育制度の中に組み込んでいた｡ それが､ 1960年代

教育における質の向上と平等の実現に､ 公が普遍

から80年代の間にスウェーデンの平等主義的な政策

的かつボトムアップ的なアプローチでもって取り組

の影響を受けて進めた教育改革の結果､ 1980年代後

むというフィンランドの姿勢は､

半には､ ｢多様な背景をもつ子どもたちが同じ学校・

表れている｡

同じ教室で学ぶ｣ 教育制度を持つに至ったのである｡

の優れた学習到達度を世界に紹介したことはよく知

このような非選別的な教育制度の導入に踏み切った

られているが (表２参照)､ フィンランドの子ども

のは､ 学習機会の均等を図ることを意図してのこと

たちの成績の良さは､ いわゆるランキングによって

であった｡

のみ示されるものではなかった｡ 子ども間の格差が

の結果にも

が､ フィンランドの子どもたち

フィンランドの特徴は､ ここからさらに一歩踏み

小さいこと､ 下位層の子どもの割合が低いこと､ 家

込んで､ 学習成果においてまでも平等を図ろうとし

庭の経済的背景が子どもの学習到達度に与える影響

ている点にある ｡ 

ら (2005) が ｢義務教育

が比較的小さいこと､ なども同時に示されている11)｡

では､ 学習成果を比較的公正なものとする責任があ

におけるフィンランドの好成績は､ 卓越性と

８)

る｣ という考え方に基づき､ ｢不平等を是正する｣

平等性という二つの意味を含むものであったのであ

ための児童・生徒支援の取組みがフィンランドの学

る｡

９)

校において行われている､ と指摘しているように ､

このことは､ 先に触れた教育制度上の特徴とも無

子どもたちには､ 必要に応じて､ 学習サポートを受

関係ではない｡ 学力において相対的に格差が小さい

けることができる体制が用意されている｡ それは､

とされた

担任教員や学習支援を専門とする教員による授業内

を多層的アプローチでもって目指したフィンランド

外での補習や個別指導､ 学習補助員 (学校アシスタ

の取組を反映したものであるといっても過言ではな

ント) による指導補助などから､ 教員のみならず学

いだろう｡

校心理士やソーシャルワーカーなどの学校外の専門

れた卓越性と平等性の両立というフィンランドの教

家も参加するサポートチームによる包括的サポート

育の特徴は､ 教育の質の向上をめざす手段として､

まで､ 多岐にわたっている｡ こうした学習支援を利

平等と公正の推進を選択したフィンランドのアプロー

用する児童生徒の数は年々増加しており､ 2008−9

チが､ ある程度有効であったことを証明したともい

年度に､ 一時的な学習支援を受けた義務教育段階の

える｡

の結果は､ 教育における平等の実現

という国際的な舞台で明らかにさ

児童・生徒の割合は23％にまで達している10)｡ 特に､
利用率が高いのは､ 基礎学校の低学年 (第１−２学

２. 教育課程

年) の母語や算数に関するものであるという｡ この



ような数値からも､ 学習サポートが広く浸透してい

フィンランドの教育課程の特性のうち､ 構造上の

る実態が伺える｡ これらは､ 近年､ 社会的疎外の予

ものとして､ 国−地方−学校という三層構造になっ

防的な観点から､ ますます重視される傾向にある｡

ていることが挙げられる (図１参照)｡ フィンラン

構造

ドにおいて､ 教育課程は､ 1970年に最初の国レベル
表２

日本とフィンランドの

におけるリテラシー別得点および順位の変遷
2000

読解力
日

本

フィンランド

2003

数学的
科学的
リテラシー リテラシー

読解力

2006

数学的
科学的
リテラシー リテラシー

読解力

数学的
科学的
リテラシー リテラシー

８位
(522)

１位
(557)

２位
(550)

14位
(498)

６位
(534)

１位
(548)

15位
(498)

10位
(523)

５位
(531)

１位
(546)

４位
(536)

３位
(538)

１位
(543)

２位
(544)

１位
(548)

２位
(547)

２位
(548)

１位
(563)

【出典】国立教育政策研究所編 (200720042001)

生きるための知識と技能 (１〜３) ぎょうせい｡
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が策定されて以降､ ほぼ10

えた様々な意図があったが､ 教育的な視点に立った

年おきに改訂されている｡ 最初こそ､ 高度に中央集

目的は､ 現場の裁量を高め､ 活性化させることであ

権化された教育課程であったが､ 徐々に弾力化され､

り､ また､ 教育内容を子どもたちが日々を生きる社

の

基礎教育課程基準

12)

1994年の改訂の際に､ 大綱化されるに至った ｡ こ

会の文脈に沿ったものとすることであった｡ こうし

れは､ 当時､ フィンランドにおいて急速に進んでい

た考え方は､ ｢教科｣ という枠組みにとらわれず､

た公共セクターの構造改革を背景としたものであっ

現代の子どもたちが直面する諸課題からの学びのあ

た13)｡ その結果､ 教育内容についての権限が､ 国か

り方を提案して導入された教科横断的テーマ学習な

ら地方・学校へと大幅に移譲され､ 国が定めた教育

どにも反映されている｡

課程基準に基づき､ 市・郡レベルの自治体 (通常)
が地方カリキュラムを編成し､ さらに､ これに基づ



いて学校が学校カリキュラムを編成するという構造

フィンランドの基礎学校において､ 児童・生徒は､

が､ 強化されたのである｡ なお､ この時期には､ 同

母語14)､ 第二公用語 (フィンランド語を母語とする

じ文脈のもとで､ 教科書検定制度の廃止､ 授業時間

者はスウェーデン語､ スウェーデン語を母語とする

数配分規定の弾力化､ 地方への権限移譲を旨とする

者はフィンランド語)15) ､ 外国語､ 算数・数学､ 環

中央教育行政機関の再編などの改革も行われている

境・自然科学､ 生物・地理､ 物理・化学､ 健康教育､

(表３参照)｡

宗教・倫理､ 歴史､ 現代社会､ 音楽､ 美術､ 工作､

一連の改革には､ 当時の社会・経済的状況を踏ま

内容

体育､ 家庭科､ 進路指導などについて学習する16)｡
教育課程におけるフィンランドの特徴として指摘さ
れるのは､ 言語系科目の多様さと､ 芸術系科目の比
重の大きさである｡
まず､ 言語系科目の多様さであるが､ これは､ 教
育課程にも表れている｡ 次の表４は､ フィンランド
の 教育課程基準

図１

表３

教育課程の構造

に記されている言語教育の枠組

みである｡ このうち､ 母語､ １言語､ １言語の

教育に関する裁量 (決定権) の変遷 (1972年〜1980年〜2005年)
1972

1980

2005

授業時間配分

国家普通教育委員会

内閣

内閣

カリキュラム

国家普通教育委員会

国家普通教育委員会

国家教育委員会学校 (理事会)

内閣

内閣

地方自治体

小 学 校

国家普通教育委員会

自治体

自治体

中 学 校

国家普通教育委員会

教育省

自治体

高等学校

国家普通教育委員会

教育省

自治体

職業学校

教育省

教育省

教育省

自治体国家普通教育委員会

自治体国家普通教育委員会

自治体

内閣

内閣

内閣

書

国家普通教育委員会

国家普通教育委員会

学校 (理事会)

国家予算

国家普通教育委員会

国家普通教育委員会

教育省

学校への予算配分

国家普通教育委員会

国家普通教育委員会

自治体

学級規模
設 置

教員採用
教員の資格要件
教

科

【出典】
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３言語は必修であり､ すべての児童・生徒が義務教

であり､ また､ 文化伝達と文化開発のための道具

育の間に学習する｡ １言語と １言語は､ 学習を

でもある｡ 言語は､ 人間を人間たらしめる精神的・

はじめる時期に違いがあるが､ このどちらかに､ 第

社会的現象である｡ 言語は､ 世界を概念に変貌さ

二公用語を含むことが求められる｡

せる｡ 児童・生徒は､ 自由に概念を獲得すればす

言語系科目の中でも､ 特に､ 重視されているのは､
やはり､ 母語である｡ たとえば､ 1994年の
育課程基準

基礎教

には､ 次のような記述がみられる17)｡

るほど､ また､ それらの関係性を理解すればする
ほど､ よりうまく概念的に思考することができる
ようになる｡
母語は､ 言語や文学に関する知識を通じて､ 児

母語は､ 考え､ 自分を表現し､ 伝え合うための

童・生徒のアイデンティティを確立し､ フィンラ

道具であり､ 社会的関係や世界観を形成する道具

ンド人として成長するための土台をつくるという

であり､ また､ 文化伝達と文化開発のための道具

重要な文化的使命を担っている｡ 自らの文化と言

でもある｡ 言語は､ 人間を人間たらしめる精神的・

語を発達させ､ 尊重することとともに､ マイノリ

社会的現象である｡ 言語は､ 世界を概念に変貌さ

ティの人々やその文化について理解をすることに

せる｡ 児童・生徒は､ 自由に概念を獲得すればす

も力点を置いている｡ 母語の教育は､ 児童・生徒

るほど､ また､ それらの関係性を理解すればする

に､ 人類の文化的背景を尊重するよう導く｡

ほど､ よりうまく概念的に思考することができる
ようになる｡
母語は､ 言語や文学に関する知識を通じて､ 児

母語教育は､ 言語スキルの基礎を教え､ それを
発達させるという重要な責任を負うとともに､ 学
び方を学ぶための基盤を築く｡

童・生徒のアイデンティティを確立し､ フィンラ
ンド人として成長するための土台をつくるという

上記のように､ 母語はすべての教科の基本であり､

重要な文化的使命を担っている｡ 自らの文化と言

母語教育はすべての教科において取り組まれるべき

語を発達させ､ 尊重することとともに､ マイノリ

ものと認識されている｡ 言語重視の傾向は､ 知識基

ティの人々やその文化について理解をすることに

盤社会の到来とともに､ いっそう強化されている｡

も力点を置いている｡ 母語の教育は､ 児童・生徒
に､ 人類の文化的背景を尊重するよう導く｡

もうひとつの特徴である芸術系科目の比重の大き
さは､ 授業時間数の割合からも明白である｡ 表５は､

母語教育は､ 言語スキルの基礎を教え､ それを

必修授業時間数に占める教科別の時間数の割合を日

発達させるという重要な責任を負うとともに､ 学

本および 諸国平均と比較したものであるが､

び方を学ぶための基盤を築く｡

フィンランドは､ 芸術系科目の割合が他国に比して

母語は､ 考え､ 自分を表現し､ 伝え合うための

高い｡ 教科別時間の割合をさらに詳細に示したのが､

道具であり､ 社会的関係や世界観を形成する道具

表６のフィンランドの基礎学校における授業時間数
配分である｡ 音楽・美術・手工・体育の４科目 (芸

表４

フィンランドの学校教育における言語教育

母語
− フィンランド語､ スウェーデン語 (基本的には)
母語以外：第二公用語､ 外国語
− １言語：初等教育課程 (第３学年から) の必修
言語
− ２言語：初等教育課程の選択言語

術系以外の科目である体育も含んでいるが) に､ 全
授業時間数の４分の１程度が配分されている｡
このうち ｢手工｣18) は､ 日本の工作､ 技術科､ 家
庭科の一部を合わせたような科目であり､ 木工や織
物 (テキスタイル) などをその主な内容としている｡
この ｢手工｣ という教科については､ フィンランド

１言語：前期中等教育課程 (第７学年から) の
必修言語
− ２言語：前期中等教育課程の選択言語

が､ 普通教育の教科として学校に導入した最初の国

− ３言語：後期中等教育課程の選択言語
− 短期コース：Ｂレベルより易しいコース (選択
言語)

としてではなく､ すべての子どもに対する教育とし

−

であるとされており､ 19世紀から､ 職業教育の一環
て､ また､ しつけとして､ 学校教育において取り組
まれてきている19)｡ 近年､ ハイテク化する社会に合

日本生活体験学習学会誌 第11号
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わせ､ 現代化すべきという意見も聞かれる同科目で

課程が､ 伝統的に､ 子どもたちの生活とのつながり

あるが､ その内容からは､ ものづくりとその体験を

を意識してきたことがある｡ 一例として､ 国レベル

通じた学びに関するフィンランドの伝統とその水準

の教育課程基準が策定される以前 (1970年) の学校

の高さを窺い知ることができる｡

の教育課程を紹介したい｡ 当時､ 学校の教科は､ ①

｢手工｣ のような科目が伝統的に取り組まれ､ 今

子どもたちに道徳的素養を与える授業､ ②人間と自

なお重視されている背景には､ フィンランドの教育

然の接触､ ③文化資産の習得､ ④芸術における実践

表５

９〜11歳児及び12〜14歳児の必修授業時間に占める教科別授業時間数の割合 (％)
国語

算数

理科

社会

外国語

技術

芸術

体育

宗教

職業

その他

選択

日

19

15

9

9





10

9





21

8

芬

21

18

10

2

9



19

9

5





6



23

16

9

8

8

2

12

9

4

1

5

4

日

11

10

9

9

10

3

7

9





18

13

芬

13

13

17

7

14



15

7

5

4



5



16

13

12

12

13

3

8

8

3

2

4

8

9−11

12−14

【出典】 (2010)

表６

図表で見る教育

インディケータ2010年版 明石書店､ 379
380頁｡

授業時数配分に関する国の基準
学

教

科

母

語

年

1

2

3

14

4

5

6

14

………………

外 国 語 (Ｂ言語)

……………………………………………………………

環

8

８

６

9

14

外 国 語 (Ａ言語)

算数・数学

7

42
８

16
６

12

合計

６

14

32

境

生物・地理

９

３

７

２

７

31
物理・化学
健康教育

３

宗教／倫理
歴史・社会
音

楽

美

術

６

５

……………………………

３

11
７

４−

10

３−

４−

４−

26

30

56

手

工

４−

７−

体

育

８−

10−

家 庭 科

……………………………………………………………

３

３

教育・職業ガイダンス

……………………………………………………………

２

２

(13)

13

選択科目
最小授業時間数
自由選択 (Ａ言語)

19

19

23

…………………………

23

24
(６)

24

30

30
(６)

30

222
(12)

【出典】
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)
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【表の見方】音楽・美術・手工・体育には､ 第１−４学年の間に週当たり26時間､ 第５−９学年の間に週当たり30時間を､ それぞれ確保
することが求められている (全授業時間数の１／４に相当)｡ 手工には､ そのうち第１−４学年で４時間 (週１時間程度)､
第５−９学年で７時間 (週１%
４時間程度)､ 最低確保することが求められている (数字の横の−はその数字が最小限のもので
あることを示している)｡
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授業時数の配分に関する自治体の基準の例：エスポー市
学

年

１

２

３

４

５

６

７

８

９

合計

7

7

5

5

4

5

3

3

3

42

Ａ 言 語

……………

2

2

2

2

2

3

3

16

Ｂ 言 語

…………………………………………………………

2

2

2

6

算数・数学

3

3

4

4

3

3

4

32

環境と自然

2

2

3

2

教

科

母

語

4

4

9

生物・地理

2

1

2

3

2

10

物理・化学

1

1

2

3

2

9

0
5

1
5

1

3

健康教育
宗教／倫理

1

1

2

2

1

1

1

11

歴史・社会

……………………………………

1

2

2

2

3

10

芸術・体育小計

1

1

12

14

18

12

56

音

楽

1

1

1

1

1

1

1

0

0

7−

美

術

1

1

1

1

1

1

2

0

0

8−

工

芸

1

1

1

1

2

2

3

0

0

11−

体

育

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18−

(選択)

1

1

2

2

3

3

0

0

0

12

家 庭 科

…………………………………………………………

3

0

0

3

進路指導

…………………………………………………………

0
5

0
5

1

2

学校裁量科目

1

1

6

6

13

1

1

2

5

選択科目
最小授業時間数
選択 (Ａ言語)

20

20

23

………………………

的教育､ ⑤体操・スポーツという５つの領域に分け

23
25

25
27

26
28

30
32

30

30

227−235

2

2

2

2

3

3

14

かもしれない｡

られていた｡ ①には宗教が､ ②には社会・地理・生
物・健康・気候・農業・手工・歴史､ ③には外国語・

おわりに

母語・第二公用語・数学､ ④には図画・工作・音楽､

本稿では､ フィンランドの教育の特徴について､

⑤には体育がそれぞれ含まれていた｡ このような教

教育制度及び教育課程の観点から概観してきた｡ そ

科構成や領域設定を見ても､ 当時の学校が､ 日常生

の結果､ フィンランドの教育が､ ｢平等｣ を基調と

活において用いる実践的な知識や技能の習得を重視

した制度設計を行ってきたこと､ 生きていくために

していたことがわかる｡

必要とされる知識や技能を身に付けることを重視し､

こうした伝統は､ 形を変えてはいるが､ 今も残っ

その時代時代の社会や子どもたちの生活を教育課程

ている｡ 教育の目標として､ 基礎教育法において

に反映させてきたことが明らかになった｡ このよう

｢全人的な発達と責任ある市民として生きていくた

なフィンランドの特徴は､ ｢生きるための知識と技

めに必要とされる知識と技能の習得｣ ｢生涯学び続

能｣ を問う学習到達度調査において好成績を収め､

けるための素養の涵養｣ を掲げ 20) ､ ｢生きるための

格差も小さいという 
の結果と符合する｡ これ

知識と技能｣ を測定する 
調査において高い評

は､ 長年にわたってフィンランドが取り組んできた

価を受けるフィンランド｡ その萌芽は､ 子どもたち

ことの成果といっても良いだろう｡

の生活に根差した学びを尊ぶ教育文化の中にあるの

フィンランドに国際的な注目を集めるきっかけと

日本生活体験学習学会誌 第11号

8

なった 
は､ 同時に､ フィンランドに自らの教

３) たとえば､ 福田誠治

育に対する自信を与えた｡ それは､ 例えば､ 質の高
い教育を拠所として世界を導く ｢教育基盤経済｣ を
構築し､ 教育を ｢輸出する｣ とした政府の
出戦略

界一

格差をなくせば子ど

朝日新聞社､ 2006年､ 同

選別を廃し総合制学校を､ そして未来へ−民衆の手で
つくる学習社会｣ 庄井良信・中嶋博編著

策定など､ 積極的な動きへとつながってい

ドに学ぶ教育と学力

21)

しかしながら､ フィンランドの教育の現状に､ 批

教育改革−現場裁量と %
希望&のゆくえ−｣ 庄井良信・
中嶋博編著

フィンランドに学ぶ教育と学力

明石書

店､ 2005年､ 12$
39頁｡

ンランドの子どもたちの学校嫌い・勉強嫌いといっ
た傾向 に対する懸念に加え､ 学習面でも ｢


フィンラン

明石書店､ 2005年､ 310$
336頁｡

４) たとえば､ 拙稿 ｢
好成績を支えるシステムと進む

判がないわけではない｡ 
が明らかにしたフィ
22)

アドバ

競争やめたら学力世

もの学力は伸びる 亜紀書房､ 2007年､ 中嶋博 ｢差別・

教育輸

る ｡

競争しなくても世界一

ンテージサーバー､ 2005年､ 同

５) たとえば､ 田中孝彦 ｢フィンランドの基礎教育と教師
教育−2003年秋の調査と研究交流から｣

は､ 学力のある一面を測定する指標に過ぎず､ 結果

教育

55巻６

月号 (713号)､ 2005年､ 41$
49頁､ 佐藤隆 ｢フィンラン

を過大評価すべきではない｣ ｢フィンランドの子ど

ドの教師教育｣

もたちはテスト慣れしているだけだ｣ といった声が､

44$
51頁､ 篠原康正 ｢フィンランドの教員養成制度｣

教育

56 巻10月号 (729号)､ 2006年､

学校教育研究所年報 ､ 50号､ 2006年､ 70$
74頁､ 小柳

教育関係者から聞かれる23)｡ また､ 近年､ メディア

和喜雄 ｢フィンランドにおける教師教育改革の背景と

を賑わしつつある子どもの社会的疎外の増加や､ 教

現状, 及びその特徴の明確化に関する研究 ―教職大学

育環境の悪化など､ 子どもたちの学びをめぐる状況

院のカリキュラム構築への示唆―｣ 奈良教育大学紀要

も大きく変化しつつある｡

56巻１号､ 2007年､ 193$
203頁､ 杉本均・隼瀬悠里 ｢北
欧諸国における教師教育の動向｣

国家教育委員会の 
 委員長は､ ｢私が恐れ

学研究科紀要

ているのは､ 
などで良い成績を収めたからと

教育立国フィンランド流教師の育て方

言って､ 基礎教育の改善に取り組んだり､ 投資した

08年､ 福田誠治

りする必要があることを忘れてしまうことだ｣ と述

い

べた24)｡ 急速に変化する社会において新たな課題や

フィンランドは教師の育て方がすご

亜紀書房､ 2009年など｡ そのほか､ 各教科の教員

養成などについても多数論考がある｡
図解フィンランド・メソッド入門

経済界､ 2005年､

など｡

況が厳しくなり､ 義務教育の提供においてすら､ 困
告されている｡ 
による喧騒が落ち着きつつあ

岩波書店､ 20

６) たとえば､ 北川達夫・フィンランド・メソッド普及会

需要が教育に向けられる一方､ 国や自治体の財政状
難が生じていることが､ フィンランドにおいても報

京都大学大学院教育

第54号､ 2008年､ 1$
22頁､ 増田ユリヤ

７) 義務教育段階より学校教育体系が分岐している制度｡
ドイツなどがその代表的な例とされる｡
８) '(

は､ 平等に対するアプローチが多層的であること

る今日､ 教育の意義について､ 再考する時期が来て

をフィンランドの特徴として指摘し､ それを ｢伝統的ア

いるのかもしれない｡ 今後の対応が注目される｡

プローチ｣ ｢リベラルなアプローチ｣ ｢ラディカルなアプ
ローチ｣ という３つに分類している ()

 '(
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本大学21世紀型大学教育セミナーにおける発表資料､
 (経済協力開発機構) の生徒の学習到達度調査
(




 










 
)

2008年４月14日)｡
９) B



C
D
D
*E

)


*)

B F



とは､ ３年に１度実施される､ 所謂国際学力調査であ

8K
7
89L1
/8@
>
IM1
@
*

G 

*?H
/;
@
I;
8?9
/0
7
@
;
1
8J:;

り､ 義務教育修了段階の15歳児が持っている知識や技







能を､ 実生活の様々な場面で直面する課題にどの程度

年６月15日現在) *



活用できるかどうかを評価するものである (国立教育

｢フィンランドにおける教育の現状と課題｣

政策研究所編

働 第59巻第6号､ 2009年､ 26$
32頁｡

生きるための知識と技能

ぎょうせい､

2001年､ 2004年､ 2007年)｡ 国際学力調査としては､ 他

!
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 (フィンランド統計局) ホームページ：

に､  (国際教育到達度評価学会) が実施している








などが知られるが､ これは､ 特定の学校カリキュ

 #PPT#
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ラムがどれだけ習得されているかを測定している｡
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13) そのほかにも､ 教科書検定制度の廃止､ 授業時間数配

教育制度･教育課程の観点から見たフィンランドの教育と [\
]!

9

分規定の弾力化､ 地方への権限移譲を旨とする中央教

48$
68頁 (横山悦生､ 丸山佐和子､ 丸井美穂子訳)､ %




育行政機関の再編などの改革が教育分野で行われた｡
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イスランドにおける手工教育の起源｣

14) フィンランドにおいて母語は､ 一般的には､ 公用語で

技術・職業教育

あるフィンランド語もしくはスウェーデン語を指すが､

学研究室 研究報告 技術教育学の探究 第６号､ 2009

子どもの母語に応じて､ 次のような履修モデルが提示

年､ 40$
50頁 (野村浩志訳)｡
20) 






されている｡

(基礎教育法) 第２条｡
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日本では､ ｢スロイド｣ という名で広く紹介されている｡
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-(2010年11月1日)｡

究会) ｢フィンランドの普通教育における技術課教育｣
技術・職業教育学研究室 研究報告 第１号､ 2003年､

こどもの母語

24) ,J#

2009

母語のカリキュラム
必修

第二公用語
別予算

必修

フィンランド語

・母語としてのフィンランド語

・スウェーデン語

スウェーデン語

・母語としてのスウェーデン語

・フィンランド語

サーミ語

ロマ語

手話

その他

・母語としてのサーミ語／

・ロマ語

スウェーデン語

・スウェーデン語／
フィンランド語

・母語としての手話・手話使用者のための

・スウェーデン語／

フィンランド語／スウェーデン語

フィンランド語

・その他の母語・第二言語としての

・スウェーデン語／

フィンランド語／スウェーデン語
・第二言語としてのフィンランド語／

その他

・スウェーデン語

サーミ語話者のためのフィンランド語
・母語としてのフィンランド語／

スウェーデン語

選択

フィンランド語
・移民子弟の母語

・スウェーデン語／
フィンランド語

・母語としてのフィンランド語／
スウェーデン語

【出典】
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― 地域住民の支援活動と教師の意識変化を中心として ―
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要旨 本研究は学校のみでは子どもの成長発達を十分サポートしえない､ 換言すれば家庭､ 学校､ 地域の協
働体制の構築が子どもの成長発達に欠かせないという前提のもとに､ 教育に対する家庭､ 学校､ 地域の効果
的な協働体制の構築を目ざすものである｡ ｢学校｣ という場を通して､ 教育の協働を進めるための学校支援
地域本部事業が実施され２年以上経過した｡ 実際の学校支援活動の計画や実績は､ 地域 (学校) によって差
がみられる｡ 今回は教職員が積極的に学校支援を受け入れる傾向にある２本部 (推進型) と､ 受け入れ傾向
にない２本部 (不要型) 及び平均的な１本部 (平均型) の計５本部を抽出した｡ そして全県的なデータと比
較しつつ､ 学校支援に関する教職員の意識と地域住民の意識を分析した｡ その結果､ 学校支援の拡充とも関
係するが､ コーディネーターの有効活用が教職員の多忙感の軽減に繋がっていることが明らかになった｡ さ
らにすべての本部の地域住民は､ 何らかの形で学校支援活動に関わりたいという意識を持っていることが示
された｡ 地域住民は学校への関心が高く､ 学校からの情報提供を求めており､ 地域住民が学校支援に関わる
ことは､ 地域住民の学校理解という観点から､ 大きな効果があると思われる｡
キーワード 教育の協働



学校支援

コーディネーター 地域との関わり 地域の教育力

はじめに

な集団､ さらには自然との関わりが不可欠であるこ

家庭､ 学校､ 地域の協働により子どもの成長発達

とは言うまでもない｡ しかし今日､ このことは不問

をサポートする必要性がさけばれて久しい｡ 特に家

に付され､ 子どもの教育イコール学校という図式が

庭や地域の教育力の低下が指摘される中で､ 学校へ

成り立っているように思われる｡ さまざまな日常生

の過度の負担も問題視されてきている｡ かつて ｢子

活の中でこそ､ 子どもの成長発達が可能であるとい

どもが日常生活の中で､ 広く経験することは､ すべ

うことを考えれば家庭､ 学校､ 地域の協働は極めて

て身体の発達の基本である

重要な事項となる｡

五感

の発達と結びつ
１)

き､ そのことは自明のこととして学習の前提｣ で

換言すれば､ 家庭や地域での生活ぬきに子どもの

あると認識されていた｡ 子どもが精神的に自立し､

教育活動は考えられないということを､ 大人 (親)

自己主体を形成していくためには多くの人々や多様

自身が再認識する必要があるといえよう｡ まさにこ

＊

大分大学教育福祉科学部
大分大学高等教育開発センター
＊＊＊
大分大学経済学部
連絡先：〒870 1192 大分市旦野原700
＊＊

大分大学教育福祉科学部 山崎清男
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③地域住民：2
975人 (保護者2
359人

のことに対応するために､ 教育基本法第13条の規定

保護者

以外の住民616人)

をふまえ家庭､ 学校､ 地域の協働を強化し社会全体
の教育力を向上させることが推進されている｡ そこ
では ｢地域ぐるみで学校を支援し､ 子どもたちをは

２

ぐくむ活動の推進｣ という施策のもとに､ 学校と地

調査は大分県教育委員会を通して当該市町村へ依

域との連携・協力体制を構築し､ 地域ぐるみで子ど

頼し､ 調査票を配布・回収した｡ その後当該市町村

もを育てる体制づくりを目的とした ｢学校支援地域

教育委員会が､ 回収アンケートを大分県教育委員会

本部事業｣ が全国展開され､ ２年以上経過した｡

に送付し､ 大分県教育委員会が一括して回収した｡

こうした中､ 大分県内における過去２年間の調
査

２)３)

調査研究方法及び調査期間

なお調査期間は平成21年10月末〜11月末である｡

から､ 児童生徒の基本的生活習慣､ コミュニ

ケーション能力､ 学校に行く楽しさ､ さらに学校支

３

援活動に対する要望等の間には肯定的に有意な相関

児童生徒には①基本的な生活習慣や他者との関係

４)

調査内容

があることが明らかになった｡ さらに､ 地域住民

等の自分自身に関すること､ ②家族や地域との関わ

との交流や学習活動で指導を受けることについても

りに関すること､ ③学校生活に関すること､ ④学校

肯定的であり､ 学習活動への支援内容についてもほ

での地域の人との交流・活動に関することを質問

とんどの項目で､ ｢一緒にした活動｣ については

した｡

｢良かった｣ という肯定的な回答をした児童生徒が

教職員には①子どもの現状に関すること､ ②家庭

多いことなどから､ 学校支援活動の効果が期待でき

や地域の教育力に関すること､ ③地域住民の子ども

るのではないかと考えた｡ 教職員に関しては､ 学校

や学校への関わりに関すること､ ④学校支援に関す

支援の必要性は認めるものの､ 受け入れに関する様々

ることを質問した｡

な課題への対応の不備や､ 教職員自身の意識の問題

地域住民には①子どもの現状に関すること､ ②家

等から､ 直接的な児童生徒への支援活動は進みにく

庭や地域の教育力に関すること､ ③地域住民自身の

いことが明らかになっている｡ 地域住民に関しては､

地域参加に関すること､ ④学校への地域住民の関わ

子どもへの関心が高いことと今後の学校支援意思に

りに関すること､ ⑤学校への地域からの支援に関す

は､ 有意な相関があることなどがわかってきた｡ 今

ることを質問した｡

回は教職員が積極的に学校支援活動を受け入れる傾
向にある２本部 (推進型) と､ 受け入れ傾向にない



調査結果の分析

２本部 (不要型) 及び平均的な１本部 (平均型) の

１

分析の視点

計５本部を抽出した｡ そして全県的なデータと比較

子どもたちの学習活動の場は様々であり､ 学校教

しつつ､ 学校支援活動に関する教職員の意識と地域

育法等の改正では､ 特に体験活動による学びの重要

住民の意識を分析した｡ また過去２回の調査報告で

性が示されていることなどから､ 本研究においては､

残された課題に関する論究も試みる｡

地域住民の学校教育活動への支援について､ 教職員
を中心に､ 学校支援活動に関する現状・意識及び今



調査対象及び調査方法・内容
１

後の方向性を考察することとする｡ その際､ 学校支

調査対象者

援活動に関する教職員の意識を詳細に分析するため

学校支援地域本部事業を実施する市町村のうち､

に､ 後述する平成21年度の学校支援活動の受け入れ

調査が可能な15地域本部の児童生徒､ 教職員､ 地域

計画・実践を基にして､ 積極的な受け入れ傾向にあ

住民 (保護者を含む) を対象に実施した｡

る２本部 (推進型) と､ 受入傾向にない２本部 (不

①児童生徒：5
635人 (小学生3
162人

中学生

を抽出して分析することとした｡

2
473人)
②教 職 員：675人 (小学校228人
人)

要型) 及び平均的な１本部 (平均型) の合計５本部

中学校227

地域との関わりによる子どもの学習活動の推進(Ⅱ)

２

県全体の教職員の学校支援活動に関する意識


13

は5
7％から33
9％と約６倍に伸びており､ これま

学校支援活動の必要性

で教職員が意識していなかった効果が期待できるこ
とが示されたと言える｡

図１は学校支援活動に関する調査を行った15市町

しかし､ 図３に示したように､ 教職員が学校支援

村の学校支援地域本部 (以下 ｢県全体｣ という｡)
の教職員の意識を示したもので､ 全体としては80
6

活動を受け入れるには大きな課題意識を持っている｡

％の教職員が､ 学校支援活動が必要であると回答し

この傾向は前回とほぼ同様であり､ 一番大きな課題

ている｡ 小中学校別では､ 小学校の方が17
1％多く

は ｢教職員の多忙化｣ (42
2％)､ そして内部情報の

なっている｡

保守(37
9％)､ 事故責任の所在が不明(27
7％)､ 予
算の確保(25
2％)の順となっている｡ 前回との比較



学校支援活動による期待する効果と受け入

では､ ｢教職員の多忙化｣ (前回36
6％)が高くなっ

れの課題

ている｡ その要因として､ 学校支援本部事業の実施
による学校支援活動の拡充が､ 教職員の ｢多忙感｣

学校支援活動に期待することは､ 児童生徒の安全
や施設設備の整備などの ｢学校全体の運営に関する

の増大につながっていると考えられる｡ このことは

こと｣ と､ 直接児童生徒に地域住民が関わることに

他の調査でも明らかになっている｡ 図４は､ 教員の

よる ｢子どもへの効果｣ があると考えられるが､ 図

多忙化の要因である学校支援者の発掘・依頼や打ち

２は ｢子どもへの効果｣ に関する教職員の期待を示

合わせを誰がしているかについて､ 有効回答者97
4

したものであり､ 前回と大きな変化が見られる｡ 校

％の内訳を示したものであり､ コーディネーターが

内生活への関心・意欲・態度は40
2％から65
1％に

配置されているのも関わらず､ ｢教職員がする｣ と

伸びている｡ さらに､ 授業における理解力・集中力

｢教職員主体でする (必要に応じてコーディネーター
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図２ 学校支援による子どもへの効果として期待すること
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図１ 学校支援に関する教職員の意識
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学校支援者の発掘・依頼方法

に依頼する)｣ を合わせると70％近くもあり､ コー

差がある｡ さらに､ その他の状況も含めて各本部の

ディネーター活用の促進が課題である｡

実態について､ 学校支援の状況を推測することが可
能と考えられる表中の11項目を抽出して15本部の平

３

抽出した５本部の状況


５本部の概況

均を出し､ その平均値と５本部を比較して示したも
のが表１である｡ 15本部の平均値と比較して､ ほぼ

実際の学校支援活動の計画や実績は地域 (学校)

同じを０とし､ 高い値を１､ 低い値を−１として示

によって差が見られるために､ 学校支援活動の受け

したものである (｢計画・実践｣ については上記①

入れ計画・実践 (①１学期に受け入れの経験有り､

〜③の３つの観点があるため＋３〜−３の評価)｡

②授業への受け入れ年間計画有り､ ③１学期に授業

その結果を踏まえて各本部の傾向に名称をつけて示

への受け入れ有りの教員の割合の合計) を基にして､

した｡

積極的な受入傾向である２本部 (推進型：Ａ本部・

推進型では､ 児童生徒の実態､ 教師の意識と実践､

Ｂ本部) と､ 受入傾向でない２本部 (不要型：Ｄ本

地域住民の意識等を総合的に踏まえての ｢総合的推

部・Ｅ本部)､ 及び平均的な１本部 (平均型：Ｃ本

進型｣ (Ａ本部)と､ 教育効果を認識しつつ､ 施策的

部) の合計５本部を抽出して､ 学校支援活動に関す

にコーディネーター (ＣＮ) による支援者の発掘・

る教職員の意識を比較・分析することとした｡

依頼などを行う ｢施策推進型｣ (Ｂ本部)に分類する

５本部とも､ 学校教育活動全体については70％以

ことが出来るのではないかと考える｡ 不要型を比較

上の教職員が受け入れの経験があるが､ 授業への受

すると､ 児童生徒に問題はあるものの､ 児童生徒の

け入れ計画と実績については少なく､ 本部によって

要望もなく､ 教育効果の期待もなく､ コーディネー

地域との関わりによる子どもの学習活動の推進(Ⅱ)
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５本部の傾向表
子どもの現状

支援による効果

教職員の現状

依頼

地域住民意識

本部の傾向型

学習意欲
の低下

道徳心
の薄れ

子ども
の要望

校内活動

授業

生活習慣

必要感

計画実践

ＣＮの
活用

支援の
必要性

今後の
支援意思

Ａ

1

1

1

0

1

1

1

3

0

1

1

11

総合的推進型

Ｂ

0

1

1

−1

1

1

1

3

1

0

0

8

施策推進型

Ｃ

1

−1

−1

1

0

−1

0

1

0

0

0

0

平 均 型

Ｄ

0

0

−1

−1

−1

0

0

−1

−1

0

−1

−6

施策不要型

Ｅ

−1

−1

0

−1

−1

−1

−1

−1

−1

1

1

−6

総合的不要型

ターの活用状況や､ 地域住民の意識などから学校支
援の施策が必要ない ｢施策不要型｣ (Ｄ本部) と､
地域住民は必要感や支援意識はあるものの､ 児童生

表２

教職員の推進型と不要型の平均値に有意な差
(ｔ検定) が見られた項目
調

査

項

目

傾

向

徒には全く問題はなく､ 教育効果の期待もなく､ 特

学校支援が必要である

推進型＞不要型

に学校支援を受け入れて活動を展開するする必要が

学校支援の受入経験が有る

推進型＞不要型

無い ｢総合的不要型｣ (Ｅ本部) に分類できると考

支援依頼：教職員主体

推進型＜不要型

えられる｡

支援依頼：コーディネーター主体＋教職員

推進型＞不要型

支援依頼：コーディネーター主体

推進型＞不要型

受入実績：学習サポーター

推進型＞不要型

受入内容：教科への受入無し

推進型＜不要型

と不要型 (Ｄ本部・Ｅ本部) に分類して､ 学校支援

受入計画：学習サポーター

推進型＞不要型

活動の受け入れに関する教職員の回答をｔ検定した

受入計画：教科への受入計画無し

推進型＜不要型

結果､ 両群の平均値間に有意な差(0
01)が見ら

効果：学校内活動への意欲等

推進型＞不要型

れた項目を示したものが表２であり､ 推進型と不要

効果：授業での理解力等

推進型＞不要型

型の傾向を＞・＜で表している｡

要望する支援：読み聞かせ等

推進型＞不要型

要望する支援：学習・実習補助

推進型＞不要型

ターを活用していないことや､ 学習 (教科) への受

要望する支援：安全パトロール

推進型＜不要型

け入れが少なくて安全パトロールの受け入れが多い

学校の役割：支援活動情報発信

推進型＞不要型



５本部の教職員の意識

５本部のうち､ ４本部を推進型 (Ａ本部・Ｂ本部)

この表から､ 不要型の傾向として､ コーディネー

ことなどがわかる｡ 推進型の傾向としては､ 学校支
援活動の必要性を感じて受け入れていること､ コー

型のＡ本部と平均型のＣ本部が高くなっている｡ 不

ディネーターの活用が進んでいること､ 学習 (教科)

要型はともに期待する効果は低い｡

への受け入れが多く､ その効果を期待していること

学校支援活動を推進するうえで､ 教職員の受け入

など､ これまでに明確になっていなかったことに関

れに関する意識の高さが重要であることから､ 支援

して比較が可能であるといえよう｡

の必要性を重ねてみると､ 推進型はかなり高くなっ

図５は､ ５本部及び15本部平均の受け入れ状況を

ている｡ このことから､ 推進型は効果と必要性を認

棒グラフで表し､ その上に期待される効果 (実線)

識したうえで受け入れが進んでいることがわかる｡

と支援の必要性 (波線) を重ねたものである｡

不要型では､ 効果や支援の必要性を認識していない

期待される効果としては５本部ともに ｢校内活動

ために､ 受け入れ状況が低いＥ本部は平均より31％

への意欲・関心・態度｣ と ｢授業の理解力等｣ が高

も低くなっている｡ また効果は認識していないが､

くなっているが､ 推進型 (Ａ本部・Ｂ本部) は ｢授

必要性は感じているにもかかわらず受け入れ状況が

業の理解力等｣ が平均より20％ほど高くなっている｡

低いというＤ本部の現状が理解できる｡

｢校内活動への意欲・関心・態度｣ については推進

図６は､ 支援者の依頼・発掘方法と､ 受け入れの

日本生活体験学習学会誌 第11号
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ための課題として最も多かった ｢多忙化｣ (波線)

の活用が少なくなっている｡ その背景として､ Ａ本

を重ねたものである｡ 平均型と不要型の発掘・依頼

部は学校支援地域本部事業を実施する以前から ｢開

方法は ｢教職員主体｣ が最も多く､ 次に ｢教職員が

かれた学校づくり｣ としての地域住民の学校支援の

する (必要に応じてコーディネーターに依頼する)｣

取り組みを積極的に行ってきたという実績があり､

となっており､ 特に不要型はコーディネーターの活

学校内にコーディネート機能が存在している可能性

用がかなり少ないこともわかる｡

がある｡ そうした中で専任のコーディネーターの配

推進型のＢ本部においては発掘・依頼のほとんど

置によって､ 学校支援がさらに広がりをみせたにも

がコーディネーターである｡ 同じ推進型のＡ本部で

関わらず15本部平均と比べて多忙化を感じていない

は､ 平均型及び不要型と比較するとコーディネーター

ことがわかる｡ このように推進型は積極的な学校支

の活用があるものの､ 積極的に支援を受け入れてい

援活動を進めているにもかかわらず､ 他の本部や15

るにも関わらず､ Ｂ本部に比べるとコーディネーター

本部平均と比べて多忙化を感じていことから､ 施策
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としての ｢開かれた学校づくり｣ の取り組みの継続

有無については ｢有り｣ は58
3％､ 今後の学校支援

とともに､ その方策としてのコーディネーターの活

活動への参加意思が ｢有り｣ は68
7％となっている｡

用が多忙化を解消する１つの取り組みであることが

また保護者と住民での意思の差がほとんどないことな

推測できる｡

ども､ 別の分析で明らかになっている｡ 学校支援活

平成22年７月に佐伯市において実施した調査にお

動をした58
3％の地域住民について､ 学校支援活動

いても､ 学校支援者の発掘・依頼の全てを教職員が

の内容を示したのが図７である｡ これまでの学校支

行ってきたこれまでのシステムに変わって､ 学校支援

援活動と同様に､ 教職員では全てフォロー出来ない､

地域本部事業の中核的な取り組みである専任のコー

安全パトロールや環境整備など､ 参加意思がある人

ディネーターの配置によって､ 徐々に学校支援者の

なら誰でも参加出来る活動が多くなっている｡ しかし､

発掘・依頼が ｢教職員主体｣ から ｢コーディネーター

学校支援地域本部事業の実施によって少しずつ増え

主体｣ に変わりつつある｡ 子どもへの直接的な支援

てきたのが ｢学習・実習補助｣ である｡ 平成22年7月

へと活動内容が変化してきたことや､ 学校支援活動

の佐伯市の調査でも教科学習へのサポーターを受け

の増加などによる多忙化への対応として､ コーディネー

入れた教職員が18
2％である｡

ターの配置が有効であることも明らかになった｡

５)

こうした学校支援活動に参加しての自分の変化を､
今後の支援活動の意思の有無で比較したのが図８で



５本部の地域住民の意識

ある｡ 図８から､ 子どもや地域住民とのコミュニケー

推進型 (Ａ本部・Ｂ本部) と不要型 (Ｄ本部・Ｅ

ションに関する項目において変化が多くみられる｡ ま

本部) の地域住民の意識等に関しｔ検定を試みた｡

たこうした項目で､ 今後の参加意思の有無の差が大

その結果両者の平均値間に有意な差 (0
01) が見

きくなっている｡ 自分自身 ｢人や地域とのつながり｣

られた項目の中で､ ｢(学校への要望として) 情報発

という変化を感じた人ほど､ 今後も学校支援活動に

信して欲しい｣ や ｢(行政への要望として) コーディ

参加したいという回答傾向がみられる｡ このことは､

ネーターの配置｣ などは不要型が多く､ ｢(学校支援

学校支援活動が子どもの様々な学習活動への効果を

経験として) 学習・実習の補助｣ や､ ｢(学校支援に

もたらすことはいうまでもないが､ 参加した地域住民

参加して) 自分の生き甲斐になる｣ などと回答した

のコミュニティへの参加､ 自分自身の生き甲斐発見

地域住民は推進型の方が多いという傾向があること

などにも効果があることが理解できよう｡

もわかった｡ しかし学校支援の必要性と今後の支援
意思については､ どの本部においてもほぼ同様であっ



終わりに
学校支援活動の必要性を感じている教職員は80
6

た｡

％であり､ 総合的な学習の時間や社会体験などのゲ
３

県全体の地域住民の学校支援の状況

ストティーチャー及び安全パトロールや学校の環境整

最後に､ 学校支援活動をする側の地域住民の状況

備に支援を求めている｡ しかし､ 児童生徒に直接関

の分析を試みる｡ 地域住民の学校支援活動の経験の

わる教科学習等への計画的な受け入れは非常に少な
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い｡ その要因としては､ 児童生徒の課題や学習指導

２

推進型本部と不要型本部の比較からの考察

における実体験の重要性などから､ 学校だけでは対

学校支援活動の取り組みや意識は､ ｢学校支援活

応できないことを実感した現実の必要感を持っている

動の必要性｣ の有無が基本になっていることがわかる｡

教職員と､ イメージ的な必要感はあるが､ 従来の

教職員個々人の考え方もあるが､ 本部としての傾向

｢教える｣ ことで教育活動が推進できていると考えて

から､ 地域性が大きく関わっていることが予測できる｡

いる教職員という､ ２種類の教職員像の存在が指摘

このことは､ 学校支援活動の必要性と様々な取り組

できるように思われる｡ そこでこのようなことを踏ま

みの相関が高いことからも理解できよう｡ 推進型の

えて､ 概略的ではあるが以下のようなまとめを試みる｡

傾向としては､ 学校支援の必要性を感じて受け入れ
ていること､ コーディネーターの活用が進んでいるこ

１

全県的な傾向からの考察

と､ 学習 (教科) への受け入れが多くその効果を期
待していることなど､ 今後の学校支援活動の方向性

学校支援地域本部事業が実施された昨年の調査と

を示すことが出来るといえよう｡

比較して､ 地域住民による学校支援活動が､ 学校内
の活動への興味・関心・意欲の向上に効果が期待で

５本部全てにコーディネーターが配置されているが､

きることや授業の理解力等の向上への効果など､ 児

学校支援者の発掘・依頼によるコーディネーターの

童生徒に直接的な効果が期待できることが認識され

活用をみると､ その活用の仕方によって多忙感が異

てきた｡ 特に､ 学習サポーターを活用している学校で

なることがわかった｡ 推進型は､ １学期の教育活動

はその傾向が高い｡

全体への受け入れ及び教科学習への受け入れなどを

学校支援活動の受け入れには課題があるが､ 特に

積極的に行っているにも関わらず､ 多忙化を感じて

支援者の発掘・依頼・打ち合わせ等による教職員の

いる教職員は他の本部の平均より少ない｡ 推進型で

多忙化は大きな課題となっている｡ このことは今回の

あってもコーディネーターの活用スタイルは異なるが､

調査でも最大の課題であり､ 前回との比較では高く

学校のやり方でうまくコーディネーターを活用するこ

なっているが､ その要因としては､ 学校支援地域本

とが､ 教育効果をあげることと多忙化への対応の

部事業の実施によって学校支援活動が､ これまで以

｢カギ｣ になることが推測できる｡

上に拡充してきたことが指摘できる｡ なお､ このこと

地域住民の意識を比較してみると､ 推進型は学習

は他の調査結果でも示されている｡ 地域住民の意識

活動への支援､ 不要型は環境整備・安全への支援を

としては､ 学校支援活動に参加して自分自身への変

支援内容として掲げる傾向がみられるが､ 学校への

化を感じた人ほど､ 今後の学校支援活動への参加意

関心や支援意識の差はみられない｡ また､ 保護者も

思があることや学校への関心が高いことなどが明確に

住民も学校への関心が高く､ 学校からの情報提供を

なった｡

求めていることなどからみても､ 学校教育活動への参
加・支援は地域住民の学校理解という観点から大き
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な効果があると考えられる｡

活体験学習をデザインする

学校支援活動を展開することは､ 児童生徒への効
果とともに教職員の地域理解と地域住民の学校理解､
さらに地域住民のコミュニティ参加に関わる効果等
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2010年

２頁

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 74頁

をもたらすことが明らかになったといえよう｡ 今後学

３) 山崎清男・中川忠宣・深尾誠 ｢家庭､ 学校､ 地域社会

校支援活動がいっそう活発になされるためには､ 地

の 協育 ネットワーク構築に関する調査報告 Ⅱ〜大分県

域住民が積極的に児童生徒に関わることのできる､
開かれた学校づくりを推進していくことが必要になる｡
そのためには､ 教育の協働を構築する核としての教
育行政の施策が極めて重要になると思われる｡

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 82頁
４) 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｣
2010年
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７頁

５) 大分県佐伯市の児童生徒4
399人､ 教職員511人､ 地域住
民1
084人､ コーディネーター８人を対象に行った調査であ

(注)

る｡ 調査は平成22年６月下旬から７月下旬にかけて行った｡

１) 南里悦史 ｢子どもの発達環境の変容と生活体験学習｣
南里悦史・上野景三・井上豊久・緒方泉編著

子どもの生

この結果は別の機会に報告する予定である｡
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― コミュニティ・スクールの現状と課題 ―
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要旨 コミュニティ・スクール (学校運営協議会制度) は､ 2004年の ｢地方教育行政の組織および運営に関
する法律｣ の一部改正により制度化され､ 11月には､ 東京都足立区立五反野小学校､ 京都市立御所南小学校､
同高倉小学校､ 同京都御池中学校で指定が行われた｡ その後､ 東京都三鷹市､ 岡山市､ 福岡県春日市など積
極的に取り組む自治体を中心に全国的に拡大､ 2006年51校､ 07年196校､ 08年296校と増加をみている｡ 2010
年10月現在､ 全国で小学校428校､ 中学校157校がコミュニティ・スクールの指定を受けている｡ コミュニティ・
スクールは､ 学社融合等の ｢教育論の流れ｣ モデル､ 教育改革の理念に基づく制度再編という ｢政策論の流
れ｣ モデルという２つの特徴を持つとされるが､ さらに三鷹市､ 京都市のように ｢コミュニティ・スクール
を基盤とした小・中一貫教育校｣ モデルも登場している｡ ｢地域運営学校｣ という､ 固有の問題提起を踏ま
えるならば､ コミュニティ・スクールに取り組む多くの市町村が､ 同時に ｢小・中一貫教育｣ あるいは ｢小・
中連携教育｣ を指向している現状はきわめて重要である｡ 本論文では､ ｢教育論の流れ｣ モデルとして千葉
県習志野市立秋津小学校､ ｢政策論の流れ｣ モデルとして足立区立五反野小学校の取り組みを紹介し､ 小中
一貫教育モデルとしては､ 熊本県宇土市立網田小中学校の実践を報告するものである｡
キーワード 教育改革､ 学校マネジメント､ 学校運営協議会､ コミュニティ

１. 教育改革とコミュニティ・スクール構想
教育改革の基本的方向は､ 1987年､ 臨時教育審議

る必要がある｡ また､ 従来の学校教育に偏っていた
状況を改め､

開かれた学校

への転換を促進し､

会が行った ｢教育改革に関する第三次答申｣ に基づ

家庭・学校・地域が相互に連携・融合するようなシ

いている｡ ｢答申｣ は､ ｢これからの学習は､ 学校教

ステムをつくることが必要｣ であると述べ､ 高らか

育の基盤の上に､ 各人の能力と自発的な意思により､

に ｢生涯学習体系への移行｣ をうたったのである｡

必要に応じ､ 自らの責任において手段・方法を選択

これを踏まえ､ 1990年代､ ｢教育の21世紀｣ に向

し､ 生涯を通じて行われるべきものである｡ こうし

けた教育改革の課題は ｢開かれた学校づくり｣ とし

た学習を通して､ 創造性や個性が生かせるようにす

て提起された｡ 1991年､ 中央教育審議会は､ ｢新し

るとともに､ いつでもどこでも学べ､ その成果が適

い時代に対応する教育の諸制度の改革について (答

切に評価され､ 社会で生かせるようなシステムにす

申)｣ のなかで､ ｢これからは､ 学校教育が抱えてい
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る問題点を解決するためにも､ 社会のさまざまな教

ここで提起された ｢生きる力｣ の育成を学校教育

育・学習システムが相互に連携を強化して､ 生涯の

のなかで具現化するものが､ 新たな学習指導要領の

いつでも自由に学習機会を選択して学ぶことができ､

改訂であった｡ 1998年､ 教育課程審議会 ｢答申｣ は

その成果を評価するような生涯学習社会を築いてい

新学習指導要領の改訂方針として､ ①豊かな人間性

くことが望まれるのである｣ と､ ｢生涯学習社会｣

や社会性､ 国際社会に生きる日本人としての自覚を

像を提示することになった｡ その推進のシステムに

育成する､ ②自ら学び､ 自ら考える力を育成する､

ついては､ 1996年､ 生涯学習審議会が ｢地域におけ

③ゆとりのある教育活動を展開するなかで､ 基礎・

る生涯学習機会の充実方策について (答申)｣ を発

基本の確実な定着を図り､ 個性を生かす教育を充実

表､ ｢学社融合は､ 学校教育と社会教育がそれぞれ

する､ ④各学校が創意工夫を生かし特色ある教育､

の役割分担を前提とした上で､ そこから一歩進んで､

特色ある学校づくりを進めることを重点項目として

学習の場や活動など両者の要素を部分的に重ね合わ

提示した｡ これを受け､ 1998年に告示された ｢新学

せながら､ 一体となって子供たちの教育に取り組ん

習指導要領｣ は､ ｢学校の教育活動を進めるにあたっ

でいこうという考え方｣ とうたい､ 1970年代からの

ては､ 各学校において､ 児童 (生徒) に生きる力を

｢学校開放｣､ 80年代からの ｢学社連携｣ に続く第３

はぐくむことを目指し､ 創意工夫を生かし特色ある

段階､ ｢学社融合｣ を提起したのである｡ さらに､

教育活動を展開するなかで､ 自ら学び自ら考える力

システムを担う主体形成に関しては､ 1998年の生涯

の育成を図るとともに､ 基礎的・基本的な内容の確

学習審議会 ｢答申｣ が ｢活力ある社会教育行政は､

実な定着を図り､ 個性を生かす教育の充実に努めな

そこに暮らす住民の意思と責任において確保してい

ければならない｣ と､ ｢特色ある学校づくり｣ の重

くものであり､ 地域づくりへの住民の主体的な取り

要性を確認したのである｡

組みを促すためにも､ その政策形成過程に住民の広

地域からの ｢開かれた学校づくり｣ の提起､ 学校

範な参画を促進する必要がある｣ と述べた｡ 後述す

からの ｢特色ある学校づくり｣ の提起をつなぐ､ 第

る ｢秋津コミュニティ｣ の活動が､ 90年代後半､ 全

３のキーワードが ｢信頼される学校づくり｣ である｡

国的な注目を集めたのは､ まさにこうした改革期の

1998年､ 中央教育審議会が公表した ｢今後の地方教

推進モデルとしての役割を期待されたからであった｡

育行政の在り方について (答申)｣ は､ ｢改革の方向｣

今みたように､ 1990年代が地域と社会教育からの

として､ ｢各学校の自主性・自律性の確立と自らの

｢開かれた学校づくり｣ の提案の時期とすれば､

責任と判断による創意工夫を凝らした特色ある学校

1990年代後半の５年間は､ 学校と学校教育からの

づくりの実現のためには､ 人事や予算､ 教育課程の

｢教育の21世紀｣ の課題提起､ すなわち ｢特色ある

編成に関する学校の裁量権限を拡大するなどの改革

学校づくり｣ が進められた時期ということができる｡

が必要である｡ また､ 学校の自主性・自律性を確立

1996年､ 中央教育審議会は ｢21世紀を展望した我が

するためには､ それに対応した学校の運営体制と責

国の教育の在り方について｣ を答申､ ｢我々はこれ

任の明確化が必要である｣ と指摘､ さらに､ ｢保護

からの子供たちに必要となるのは､ いかに社会が変

者や地域住民の信頼を確保していくためには､ 学校

化しようとも､ 自分で課題を見つけ､ 自ら学び､ 自

が保護者や地域社会に対してより一層開かれたもの

ら考え､ 主体的に判断し､ 行動し､ よりよく問題を

になることが必要であり､ 地域の実態に応じて

解決する資質や能力であり､ また､ 自らを律しつつ､

校評議員制度

他人とともに協調し､ 他人を思いやる心や感動する

民の参画を求めるなどの改革が必要である｣ とうたっ

心など､ 豊かな人間性であると考えた｡ たくましく

た｡ ここには､ ｢特色ある学校づくりの実現｣ のた

生きるための健康や体力が不可欠であることは言う

めには､ ｢より一層開かれたものになること｣ が必

までもない｡ 我々は､ こうした資質や能力を､ 変化

要であり､ その前提としては ｢保護者や地域住民の

の激しいこれからの社会を

信頼の確保｣ があることが明確に提示されている｡

生きる力

と称するこ

学

を導入するなど､ 学校運営に地域住

ととし､ これらをバランスよくはぐくんでいくこと

前述したように､ ｢特色ある学校づくり｣ と ｢開か

が重要であると考えた｣ とうたった｡

れた学校づくり｣ をつなぐ ｢信頼される学校づくり｣

教育政策を読み解く(３)
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の論理が明確に示されていることがわかる｡ その理

することにより､ 学校の教育方針の決定や教育活動

念が ｢学校の自主性・自律性の確立｣ であり､ 地域

の実践に､ 地域のニーズを的確かつ機動的に反映さ

住民による学校マネジメントへの参画システムの

せるとともに､ 地域の創意工夫を活かした､ 特色あ

｢第１段階｣ として､ 学校評議員制が提案されたの

る学校づくりが進むことが期待される｡ 学校におい

である｡ 学校マネジメントの視点は､ その後学校評

ては､ 保護者や地域住民に対する説明責任の意識が

価の必要性とシステム化を結果し､ 学校運営 (経営)

高まり､ また､ 保護者や地域住民においては､ 学校

改善に関わる自己評価､ 外部評価等の導入の検討が

教育の成果について自分たち一人ひとりも責任を負っ

スタートすることになった｡

ているという自覚と意識が高まるなどの効果も期待

地域 (住民) と学校とのパートナーシップの構築

される｡ さらには､ 相互のコミュニケーションの活

が不可欠とされる文脈のなかで､ 参画システムの

発化を通じた学校と地域の連携・協力により､ 学校

｢第２段階｣ として登場したのが､ コミュニティ・

を核とした新しい地域社会づくりが広がっていくこ

スクールの理念である｡ 2000年､ 教育改革国民会議

とも期待される｡｣

報告は､ ｢地域独自のニーズに基づき､ 地域が運営

2004年３月には､ ｢規制改革・民間開放推進３か

に参画する新しいタイプの公立学校 (
コミュニティ・

年計画｣ を閣議決定､ 同年９月には ｢地方教育行政

スクール
) を市町村が設置することの可能性を検

の組織及び運営に関する法律｣ の一部改正が施行さ

討する｡ これは､ 市町村が校長を募集するとともに､

れ､ ｢学校運営協議会｣ の設置が法制化された｡ 地

有志による提案を市町村が審査して学校を設置する

教行法第47条の５は､ ｢教育委員会は､ 教育委員会

ものである｡ 校長はマネジメント・チームを任命し､

規則で定めるところにより､ その所管に属する学校

教員採用権を持って学校経営を行う｡ 学校経営とそ

のうちその指定する学校 (｢指定学校｣) の運営に関

の成果のチェックは､ 市町村が学校ごとに設置する

して協議する機関として､ 当該指定学校ごとに､ 学

地域学校協議会が定期的に行う｣ とうたい､ ｢コミュ

校運営協議会を置くことができる｡｣ と述べ､ その

ニティ・スクール (地域学校協議会)｣ の制度化を

主な役割について次のとおり規定している｡

提案した｡ この提案は､ 折からの規制緩和の潮流に
乗り現実化することになった｡

①校長の作成する学校運営の基本方針の承認
指定学校の校長は､ 当該指定学校の運営に関し
て､ 教育課程の編成その他教育委員会規則で定

２. コミュニティ・スクールの展開
文部科学省は2001年を ｢教育新生元年｣ と位置づ
け､ ｢21世紀教育新生プラン (レインボー・プラン)｣
を発表､ ｢新しいタイプの学校 (コミュニティ・ス

める事項について基本的な方針を作成し､ 当該
指定学校の学校運営協議会の承認を得なければ
ならない｡
②学校運営について教育委員会または校長に意見

クール等)｣ 設置の可能性や課題について検討を行

具申

うために､ 翌02年度から04年度までの３か年 ｢新し

学校運営協議会は､ 当該指定学校の運営に関す

いタイプの学校運営の在り方に関する実践研究｣ を

る事項について､ 教育委員会または校長に対し

スタートさせた｡ 研究モデル指定校 (７件９校) に

て意見を述べることができる｡

は､ 千葉県習志野市立秋津小学校､ 東京都足立区立

③教職員の任用に関し教育委員会に意見具申

五反野小学校､ 和歌山県新宮市立光洋中学校､ 京都

学校運営協議会は､ 当該指定学校の職員の採用

市立京都御池中学校､ 岡山市立岡輝中学校など､ 当

その他の任用に関する事項について､ 当該職員

時大きな注目を集めていた学校がリストアップされ

の任命権者に対して意見を述べることができる｡

た｡ この研究事業を踏まえて､ 2004年３月､ 中央教

改正地教行法施行２か月後の2004年11月９日､ 足

育審議会は ｢今後の学校の管理運営の在り方につい

立区立五反野小学校が初めてコミュニティ・スクー

て｣ を答申､ ｢地域運営学校 (コミュニティ・スクー

ルの指定を受け､ 11月26日には､ 京都市立御所南小

ル)｣ 制度の導入を次のとおりうたった｡

学校､ 同高倉小学校､ 同京都御池中学校が続いた｡

｢公立学校の管理運営に保護者や地域住民が参画

2005年４月までに､ 合計17校が指定されている｡ 学
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校運営協議会を設置した学校を ｢コミュニティ・ス

中一貫教育校｣ モデルを重要な柱に位置づけたとこ

クール｣ ｢地域運営学校｣ と呼んでいるが､ 2010年

ろに大きな意義をもっている｡ すなわち､ コミュニ

10月現在､ 全国で小学校428校､ 中学校157校がコミュ

ティ・スクールの目的を ｢ボランティアなどによる

ニティ・スクールの指定を受け､ その準備を進める

学校教育活動への参画｣ (教育論)､ ｢学校運営への

学校は200校を超えている｡

参画｣ (政策論) という地域住民による ｢学校参画

文部科学省は､ 2006年以降､ コミュニティ・スクー

システム｣ の構築ととらえ､ さらにそれを契機に住

ルの啓発､ 普及をはかるため､ 各地で ｢コミュニティ・

民要望を実現するために､ ｢小・中一貫教育校の開

スクール推進フォーラム｣ を開催している｡ 熊本県

設｣ という学校教育制度に踏み込んだところに三鷹

では､ 2008年８月に開催され､ 東京都小平市立小平

市の提案の重要性がある｡ 今､ コミュニティ・スクー

第六小学校､ 世田谷区立城山小学校､ 京都市立西陣

ルに取り組む多くの市町村が､ 同時に ｢小・中一貫

中央小学校､ 岡山市立岡輝中学校などの先進事例報

教育｣ あるいは ｢小・中連携教育｣ を指向している

告とともに､ 熊本県からは玉名市立玉名町小学校､

現状は､ まさに三鷹市の総括に沿ったかたちでの動

人吉市立第一中学校の２校が報告した｡ 推進フォー

向といえよう｡

ラムでは､ 文部科学省が同年３月にまとめた コミュ
ニティ・スクール事例集

が配付されたが､ そのな

2004年10月から､ 三鷹市教育長としてコミュニティ・
スクール改革を主導した貝ノ瀬滋は､ その著 小・

かに掲載された三鷹市教育委員会のレポートはきわ

中一貫コミュニティ・スクールのつくりかた

めて重要な指摘を行っている｡ 三鷹市は､ 教育改革

かで､ 次のようにその必要性を訴えている｡

に関する意欲的な取り組みで知られる自治体である

｢これからは､

のな

学校統治 (スクールガバメント)

が､ 同レポートは､ ｢コミュニティ・スクールの２

の時代から

つの流れ｣ と題して､ 次のとおりコミュニティ・ス

時代になると考えています｡ ・・・たまに

クー ルの 基本 的な 方向性を的確に整理している

一貫教育とコミュニティ・スクールとを､ どうして

( 同事例集

並行して取り組む必要があるのか

15−16頁)｡

｢日本でコミュニティ・スクールという場合､ 学
社融合等の教育論の流れを汲み､ 教育 (支援) ボラ

学校協治 (スクールガバナンス)

小・中

と問われること

があります｡ 私は､ 目指す子ども像を
社会力

の

人間力

と

を身に付けた子どもとするならば､ 両方

ンティアなどによる学校教育活動への参画をシステ

の要素が不可欠だからであると考えています｡ さら

ムとして行っている学校という意味でのコミュニティ・

にいえば､ 中学入学後に授業についていけなくなる

スクールと､ 政策論の流れを汲み､
の組織及び運営に関する法律

地方教育行政

に位置づけられた学

中一ギャップ

を解消するため､ あるいは９年間

の一貫したカリキュラムによって学力を高めようと

校運営協議会を設置し､ 保護者､ 地域住民等が学校

するためだけの小・中一貫教育ではなく､

地域ぐ

運営への参画を行う学校という意味でのコミュニティ・

るみで子どもたちを支えられる地域づくり

も含め

スクールという２つの流れがあるようだ｡｣

た教育を行いたいと考えているからです｡ 子どもた

｢三鷹市では､ 平成18年度に始まり､ 平成21年度

ちにとっても､ 小学生と中学生が関係性を結ぶこと

までに､ すべての公立小・中学校に学校運営協議会

は､ 精神面で大きな成長を生みます｡ また､ 地域に

を設置し､ 中学校区を単位に､ コミュニティ・スクー

住むお年寄りや赤ちゃん､ その他さまざまな職業に

ルを基盤とした小・中一貫教育校を開設する｡ 三鷹

従事する人々の多様な価値観に触れることで､ 心を

市としては､ このコミュニティ・スクールを､ 教育

耕し､ 助け合う心や郷土愛も育んでほしいのです｡

論と政策論の２つの流れを合わせもつコミュニティ・

広く豊かな人材で､ 骨太の教育システムを創りたい｡

スクールとして展開していく｡｣

それが地域力をアップし､ 一人ひとりの生きがいや､

三鷹市の提案は､ 学社融合等の ｢教育論の流れ｣

郷土愛を育むことにつながるのであれば､ とても素

モデル､ 教育改革の理念に基づく制度再編という

晴らしいことだと思うのです｡ その成果は

にしみ

｢政策論の流れ｣ モデルに対し､ いわば ｢第三の道｣

たか学園

として ｢コミュニティ・スクールを基盤とした小・

の報告によっても証明されています (15頁)｡｣

での実践を通して得られた､ 検証委員会

教育政策を読み解く(３)

なお､ ｢三鷹市教育ビジョン｣ に掲げられた ｢目
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地に誕生した人口7500人の新興住宅地､ 校区内には､

指す子ども像｣ は ｢自分を愛し､ 他人を愛せる人｣

ラムサール条約登録地に認定された谷津干潟など豊

｢基礎的な学力が備わっているうえ､ 自ら積極的に

かな自然環境をもつ反面､ 都市開発が急激に進んだ

学び続ける意欲をもっている人｣ ｢よいこと､ 悪い

地域でもある｡ 1992年１月､ 地域住民の生涯学習に

ことの判断ができ､ 自ら主体的に考え､ 判断し､ 行

よる地域づくりを目的に ｢秋津地域生涯学習連絡協

動し､ そして責任を負える人｣ ｢さまざまな人と適

議会｣ が発足し､ 1995年９月､ 秋津小学校コミュニ

切なコミュニケーションを取ることができる人｣ で

ティルームの開設を機に ｢秋津コミュニティ｣ に改

あり､ それを実現させる ｢三鷹メソッド｣ の１つと

称した｡ その背景には､ 1983年にピークを迎え､ そ

して ｢小・中一貫教育｣ を位置づけている｡ 三鷹市

の後減少に転じた児童数の問題がある｡ コミュニティ

では､ 構造改革特区制度は活用せず､ 現行法の ｢６・

活動がスタートした1992年には19学級688名になり､

３制度｣ のままとし９年間を見通した一貫教育カリ

その結果余裕教室 (空き教室) の利活用が課題となっ

キュラムで実施している｡ そのため､ 学校の統廃合

た｡ この事態に対し､ 地域では ｢学社融合のまちづ

は行わず､ 各中学校区にある既存の学校を存続させ

くり｣ をテーマに､ 住民が組織するコミュニティルー

たまま現実には一体化した ｢学園｣ を教育単位とし

ム運営委員会が中心となって､ 秋津小学校の空き教

て､ 教員も小学校､ 中学校両方の兼務発令を行い､

室や陶芸窯､ 畑地を活用した生涯学習活動､ 住民の

一体化した ｢学園｣ の教員として勤務する｡ 各学校

知恵と労力による ｢ごろごろ図書室｣ や学校ビオトー

には､ １名の ｢小・中一貫教育コーディネーター｣

プの建設など､ 子どもたちとのふれあい事業や大人

を設置し､ 連絡・調整に当たっている｡ 文中にある

同士の交流活動が活性化することになった｡ ただ､

｢にしみたか学園｣ とは､ 2006年に三鷹市立第二中

重視しなければならないことは､ ｢自主・自律・自

学校と､ その校区にある第二､ 井口の２つの小学校

己管理｣ という運営の基本ルールが厳守され､ ｢学

を一体化して開設されたモデル校である｡ 同年､ 三

校週５日制｣ ではなく ｢学校閉校165日制｣ という

校に設けられていた ｢学校運営連絡会｣ の連絡調整

発想の転換に基づき､ ｢学校との信頼関係｣ に基づ

機関として第二中学校区に ｢コミュニティ・スクー

き地域が担う自己責任体制が構築されたことである｡

ル委員会｣ を設置､ 07年には三校それぞれに法に基

秋津コミュニティが掲げる ｢学社融合｣ は､ 前述

づく ｢学校運営協議会｣ を同一の構成員で設置､ よ

した､ 生涯学習審議会答申 ｢地域における生涯学習

り柔軟に学園全体に関わる協議の場として､ 学校運

機会の充実方策について｣ に対する､ 実践的批判か

営協議会構成員から成る ｢コミュニティ・スクール

ら生まれた｡ 岸裕司 (秋津コミュニティ初代会長､

委員会｣ を新たに開設した｡

現顧問) は､ 著書

次に､ コミュニティ・スクールの具体的な取り組

｢地域暮らし｣ 宣言

ミュニティ・アート

学校はコ

のなかで､ 次のように基本的

みをみるために､ ｢教育論｣ モデルの典型を習志野

な視点を明らかにしている｡

市立秋津小学校､ ｢政策論｣ モデルの典型を足立区

｢私たち秋津の経験では､

学社融合

を､ 答申

立五反野小学校と位置づけ､ その概要を紹介する｡

にあるように､

いずれも､ 前述したように ｢新しいタイプの学校運

まったく考えていないのです｡

学社連携をいくら

営の在り方に関する実践研究｣ 指定校である｡ また､

積んでも学社融合にはならない

と考えているから

｢小・中一貫教育｣ 指向モデルとしては､ 熊本県宇

です｡

土市立網田小学校・中学校の事例を検討するが､ 三

に仕掛けないとダメ

鷹市の事例は重要な示唆を与えるものとなった｡

ら融合にはならない

秋津小学校は､ ｢学校を核としたまちづくり｣ を

とは､

はじめから双方にメリットを生みだすよう

学社融合
３. 習志野市立秋津小学校の取り組み

学社連携の最も進んだ形態

と

自然に任せていても連携か
と考えています｡ つまり､

学社連携

は似て非なるものとと

らえているのです｡ また､ 答申には､

(学校教育と

社会教育が一体となって) 子供たちの教育に取り組

掲げる ｢秋津コミュニティ｣ の情報発信でよく知ら

んでいこうという考え方

とありますが､ このこと

れている｡ 秋津地域は､ 1980年に東京湾の埋め立て

も秋津の経験からは与しません｡ 私たちの融合実践
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は､
う

だけ

取り組んでいこ

すきふれあい活動

とは考えていないからです｡

子どもも大人も

学年で実践に取り組むことになった｡ もう一つは､

子どもたちの教育に

双方に

だからです｡ そうでないと､ これまでのよ

をカリキュラムに位置づけ､ 全

学校運営システムの提案である｡ 具体的には､ 地域

子どものた

学校協議会 (コミュニティ・スクールに指定される

という大義に大人が縛られたりして､ かかわり

前の呼び方) を核にしながら､ 教育活動の支援を学

あう双方にメリットを生みだすような豊かさをもて

習支援・環境支援・遊び支援・安全支援・情報支援

ないからである｡ ただし､ よほど有能なコーディネー

の５つに分けて整備したことである｡｣

うに学校に奉仕する形態になったり､
め

の事業を

秋津小学校は､ 2006年10月コミュニティ・スクー

へと導くことができれば､ 話はべつと

ルの指定を受けた｡ 次に紹介する五反野小学校から

思います｡ このことは､ 今後の課題としたいと思い

は約２年遅れたことになる｡ なお､ 地域社会の課題

ます (90
91頁)｡｣

とされた少子化はいっそう進み､ 指定時には12学級

ターがいて､ ある具体的な
学社融合

学社連携

｢新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践

342名という現状であった｡

研究｣ の指定２年目の2003年度､ 秋津小学校は､ 文
部科学省の ｢学校運営に係る実践研究開発学校｣ の

４. 足立区立五反野小学校の取り組み

指定を受け､ 生活科や総合的な学習の時間､ 特別活

秋津小学校が､ ｢秋津コミュニティ｣ を活動主体

動などの授業時数の一部を充当し､ 合計70時間の新

とし ｢学社融合｣ を基本理念とする生涯学習活動か

設教科 ｢ふれあい科｣ をスタートさせた｡ ｢ふれあ

ら生まれたボトムアップ型のコミュニティ・スクー

い科｣ のねらいは､ 次の通りである｡

ルだとすれば､ 五反野小学校は､ ｢学校理事会｣ を

① ｢自己肯定・他者理解・共生｣ の三本柱をねら

事業主体とし ｢学校マネジメント｣ を基本理念とす

いと目標にかかげ､ 人間づくり・人間理解・人

る学校評価事業から生まれたトップダウン型のコミュ

間尊重の具体的な活動を行う｡

ニティ・スクールである｡

② ｢人との交流｣ にねらいをしぼって取り組む教

足立区の取り組みは早く､ 2000年には､ 区教育行

科であり､ ふれあう体験そのものを重視した活

政の柱として ｢開かれた学校づくり｣ の推進を掲げ､

動である｡

推進モデル校５校を指定､ 会議体として ｢開かれた

③各学年の発達段階に応じて ｢自己肯定・他者理

学校づくり協議会｣ を設置した｡ 五反野小学校はそ
の１つに指定され､ 協議会の下に ｢学校のオープン

解・共生｣ の三本柱の授業を行う｡
｢ふれあい科｣ の担い手が､ 秋津コミュニティの

化｣ ｢地域の学校化｣ ｢学校評価・授業診断｣ ｢企画

40を超えるサークル活動参加者､ 地域内外で多様な

運営｣ の４部会を開設した｡ 2002年には､ ｢新しい

活動を行っている市民活動者であることはいうまで

タイプの学校運営の在り方に関する実践研究｣ のモ

もない｡ まさに ｢これまで以上に意図的に仕組む

デル校に指定され､ 協議会内にコミュニティ・スクー

学社融合

の授業 (岸)｣ として取り組まれたので

ル専門委員会を設置､ 2003年１月､ 推進体制づくり

ある｡ こうした取り組みを踏まえ､ 秋津小学校は､

の議論のなかから ｢学校理事会｣ が設立され､ 現在

研究モデル指定の成果を次のようにまとめている

もこの名称が使われている｡ 学校理事会は､ まず

( コミュニティ・スクール事例集

｢めざす学校像｣ を提案､ 続いて ｢望む校長像｣ ｢望

27
28頁)｡

｢一つは､ 新しいタイプの学校像のモデルを提案

む教師像｣ ｢望まれる家庭像｣ ｢望まれる児童像｣ と

できたことである｡ それは､ ①保護者や地域住民が

合わせて ｢５つの提言 (ミッション)｣ をまとめた｡

学校運営に参画できる自主・自律・創造の精神に満

これにより ｢地域立｣ 学校の具体的なかたちと実現

ちた学校､ ②学校と地域の学びの共同体として､ 共

方法が提起された｡ すなわち､ ｢校長公募制｣ は地

学・共育・共生の生きる力がみなぎる学校､ ③安全

域が望む学校像の実現に向けた戦略であり､ さらに

で安心なノーマライゼーションのコミュニティづく

｢民間的な視点｣ が強調されることによって､

りに寄与する学校である｡ 教育活動としても､ 生活

事会を最高意思決定機関｣､ ｢校長を学校運営の代表

科と総合的な学習の時間などを中心に､

執行責任者｣ とする推進体制が確立することになっ

人間だい

｢理

教育政策を読み解く(３)

27

た｡ 理事会の審議事項は､ ｢学校経営方針及び学校

来の目的―学校改善を支援・促進すること―を果た

経営計画の策定｣ ｢学校教育目標及び教育課程｣ ｢学

すためには､ 評価の実施にあたって､ 個々の学校に

校教職員の配置計画｣ ｢学校予算の方針及び重点計

閉じずに

画｣ であり､ 理事長の専任事項は ｢ 教育管理業務

ある (138頁)｡｣

評定書

が確保されることが重要で

｢五反野小学校は､ 学校経営に関して､ さまざま

による校長の第一次評定｣ となっている｡

学校理事会が提言した ｢望まれる児童像｣ とは､

オープン性

な先駆的な実践を行ってきた学校でもある｡

五反

｢粘り強く勉強に取り組む子｣ ｢健康で明るい生活が

野こども未来プロジェクト

できる子｣ ｢世の中の決まりを守る子｣ ｢思いやりと

たもので､

優しさの心をもつ子｣ ｢ふるさと五反野を大切にす

に向けて､ 学校や地域の人たちに何ができるかを一

る子｣ である｡ この児童像を具現化するために教育

緒に考えようというものだ｡ その第一歩として､ 保

目標の再検討が行われ､ その結果､ ｢考える子ども｣

護者・教職員・地域住民たちが､ 五反野の子ども達

｢思いやりのある子ども｣ ｢強い子ども｣ という従来

と接するなかで得た 気づき を調査した｡ いわば､

からの教育目標が新たに ｢ねばり強く取り組む子｣

地域の子どもの現状を

｢健康で明るい子｣ ｢きまりを守る子｣ ｢やさしさと

こから､ 課題を抽出し､ 達成目標をベンチマークと

思いやりのある子｣ に変更された｡ 同時に､ 保護者

して指標化した (146頁)｡｣

五反野のこどもたちのより良い未来

棚卸し

したのである｡ そ

｢ 五反野こども未来ベンチマーク

や地域住民へのアンケート調査における結果を踏ま
え､ 学校理事会から教育課程に関する要望が行われ

は､ 大きく分けて､

た｡ その要望とは､ 次の３つである｡

築

と

構築プロセス

課題分析と評価システムの構

課題の改善を目指す活動の実践

というふ

読み・書き・

たつのフェーズからなる｡ それらのそれぞれのフェー

の指導を徹底し､ 児童に学習内容をしっ

ズを実行するものとして､ (１) 課題分析と可視化､

①学校として､ 基礎・基本である
計算

は､ そんな中で登場し

かり身につけてもらいたい｡
②基礎・基本の学習内容を吟味し､ 学校全体で統
一した学習の時間帯を設けてほしい
③どのクラスでも基本的な指導の共通性が必要
こうした要望は､ 毎年度 ｢教育課程に関わる事項｣

(２) 評価システムの構築､ (３) 情報共有の推進､
(４) 活動実践と役割分担・活動連携､ (５) モニタ
リングとフィードバックという､ 合計､ 五つのステッ
プがある (147頁)｡｣
第１ステップの ｢課題分析と可視化｣ は､ ①定性

として学校理事会の審議を経て､ 学校の教育活動に

調査による ｢気づき｣ の洗い出し､ ②課題の抽出､

反映されることになる｡

③ ｢ゴール｣ の設定､ ④マトリックスへの整理､ ⑤

このような ｢地域の学校化｣ と同時に進められた

課題の絞り込みの５プロセスから成り立つ｡ ｢気づ

のが､ 2003年から３年間取り組まれた子どもの生活

き｣ の洗い出しで保護者､ 教職員､ 地域住民に調査

実態調査 ｢五反野未来ブック｣ である｡ 五反野小学

票を配布､ ｢それぞれが､ 日常的に接する場面で気

校は､ ｢コミュニティ・スクール｣ の提唱者とされ

がついたことや気になっていること｣ を挙げてもら

る金子郁容・慶応義塾大学教授が早くから ｢学校評

い､ その結果を整理するなかから課題を抽出した｡

価｣ 研究グループの１人として関与した学校として

｢ 課題

知られている｡ 金子著

のである｡ つまり､

インとツール

学校評価―情報共有のデザ

により､ 同小学校の取り組みを紹介

しよう｡

は､ 改善がなされれば
課題

成果

に転じるも

の抽出作業は､ とりも

なおさず､ 期待される 成果 を特定する作業になっ
ている (153頁)｡｣ こうして ｢課題｣ として抽出さ

｢わたしたちは､ 学校評価システムの全体デザイ

れた75項目を類型化した結果から､ ｢五反野のこど

ンについて､ 次のように考えている｡ 個々の学校や

もたちのよりよい未来｣ を実現するという ｢ビジョ

コミュニティにおける学校評価の実施については､

ン｣ を達成するための具体的な方法､ すなわち ｢ゴー

コミュニティ・ソリューションの考え方に沿って学

ル｣ として､ 次の５つを設定した｡

校やコミュニティの自律性が発揮される形で実施さ
れることが基本である｡ ただし､ 学校評価がその本

Ⅰ【元気】五反野のこどもは､ 元気よく毎日を過
ごしていること
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Ⅱ【しっかり】五反野のこどもは､ 身の回りのこ

学校の指定からスタートし､ 2006年､ 宇土市立網田
小学校､ 玉名市立横島小学校､ 人吉市立第一中学校､

とがしっかりできること
Ⅲ【はぐくみ】五反野のこどもに､ はぐくみが溢

2007年､ 氷川町立宮原小学校､ 氷川町及び八代市中
学校組合立氷川中学校､ 2008年､ 錦町立錦中学校と

れていること
Ⅳ【つながり】五反野のこどもの周りは人と人と

拡大してきている｡ その政策的な推進を図るため､
2006年､ 熊本県教育委員会は ｢熊本県コミュニティ・

のつながりが大事にされていること
Ⅴ【安心】五反野のこどもは､ 安心できる環境で

スクール推進委員会 (委員長：古賀倫嗣熊本大学教
育学部教授)｣ を設置した｡

生活していること
次のステップ２､ ｢評価システムの構築｣ は､ ①

宇土市立網田小学校は､ 2005年度文部科学省の

評価指標の選定､ ②現状値の調査､ ③めざそう値・

｢コミュニティ・スクール推進事業調査研究校｣ を

役割期待値の設定から構成される｡

受託､ ｢コミュニティ・スクール推進委員会｣ を設

｢ステップ１で､ 33の項目が

重点課題

として

浮かびあがった｡ これらを改善することが

五反野

置して､ その実施に向けた調査研究を進めた｡
学校のある網田町は､ 宇土半島の北海岸に面し､

の実現に貢献するも

天草に向かう国道57号線に沿って集落 (５つの藩政

重点課題

のそれぞれについ

村) が帯状に形成されている｡ 校区内には､ 御輿来

評価指標 (ベンチマーク)

を設定する｡ 評価

海岸など美しい干潟が広がり､ 豊かな自然に恵まれ

指標値が改善したらその指標に対応する課題への対

た環境からは､ 古くから丘陵地ではネーブル・デコ

応がよりよくできた､ といえるような指標を作成す

ポン等柑橘類の栽培､ 有明海ではイカ・ボラ漁､ 海

るのである (158頁)｡｣

苔・アサリの養殖と､ 農林水産業が盛んであったが､

のこどもたちのより良い未来
のと考えた｡ 次に､
て

こうした一連の学校評価プロセスの結果が､ 学校

高度経済成長期以降人口流出が著しく､ 過疎化が最

理事会の審議の共通のベースになる｡ ここで把握さ

大の地域課題となっている｡ 1955年の国勢調査では

れたⅠからⅤまでの ｢ゴール｣ が前述した ｢望まれ

1
431世帯7
654人であったものが､ 1975年には1
476

る児童像｣ に反映され､ さらには学校経営計画に直

世帯5
959人､ 1995年には1
496世帯4
899人と５千人

結した改善が実施されるのである｡ そして､ その検

の大台を割り込み､ 1955年からの40年間で36％もの

証は､ 持続的に行われなければならない｡ これが､

大きな減少をみた｡ 2000年では1
468世帯4
575人で

｢学校評価・授業診断｣ 部会の活動として実施され

ある｡ これを児童数でみると､ 1959年には1223名で

ている｡ 授業診断は､ 年２回 (６月と10月) に実施

あったものが､ 20年後の1979年には474名と60％の

され､ 提出された ｢授業診断カード｣ に基づいて､

減少をみ､ それ以降も1989年385名､ 1999年247名と

保護者､ 地域住民､ 理事会と教職員とによる意見交

減少した｡ 平成になってからは少子化も進み､ 2009

流会が開催される｡

年は139名とこの20年で64％もの減少をみている｡

｢この意見交流会は､ 教員の授業力・指導力の向

宇土市は､ 江戸時代宇土藩 (細川家) が置かれ､ 藩

上を目指し実施しているが､ 授業を診断する方・さ

校 ｢温知館｣ の創設など教育に熱心な地域として知

れる方の相互理解や相互信頼を深めるためにも役立っ

られ､ 1958年に編入合併された網田村も ｢教育の里｣

ている｡ 授業診断を通して､ 学校､ 家庭､ 地域がそ

を掲げ､ 今なお ｢網田尋常高等小学校｣ の門扉を大

れぞれの立場で望むこと､ 課題解決に向けて全体で

切にするなど､ 郷土愛を重視する風土が存在する｡

協力することなどを話し合う場でもあり､ 保護者・

創立百周年記念に建立された石碑には､ ｢ひろくふ

地域の要望を取り入れたより良い授業の提供を目指

かい

すものとして定着しつつある ( コミュニティ・ス

子どもは地域で育てる｣ という考えが強く根づいて

クール事例集

いる｡ 現在も､ ｢網田教育の里づくり推進会議｣ を

153頁)｡｣

海の心を｣ の思いが記されており､ ｢地域の

中心に ｢みんなの寺子屋塾｣ ｢児童通学合宿実行委
５. 宇土市立網田小学校・中学校の取り組み
熊本県では､ 2005年､ 菊池市立泗水小学校､ 同中

員会｣ など､ 子どもの問題を学校と地域の協力・連
携で解決しようとする体制が整備されている地域社

教育政策を読み解く(３)
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会である｡ ｢魅力ある学校づくりで人口減少に歯止

運営協議会規則｣ が制定され､ コミュニティ・スクー

めを！｣ を合言葉に､ 網田の教育改革が始まったの

ルに向けた準備が整った｡ 実際に動きだした ｢網田

である｡

小学校コミュニティ・スクール｣ の取り組みを､ 網

｢網田小学校コミュニティ・スクール推進委員会｣

田小・中学校小中一貫教育研究報告会 (２年次) が

により､ 2006年３月にまとめられた コミュニティ・

開催された同年11月22日に合わせて取りまとめられ

スクールの実施に向けて

た 平成17・18年度文部科学省指定 ｢コミュニティ・

は､ 児童のすがたについ

て､ ｢友だちに優しい｣ ｢素直で明るく進んで挨拶で

スクール推進事業｣ 調査研究校

き､ 積極的に部活動に参加｣ するなどの反面､ ｢粘

てみよう｡

研究紀要

からみ

2006年度､ コミュニティ・スクール事業としての

り強さや耐性に劣る児童｣ ｢テレビ視聴時間が長い｣
｢野外で遊ばない｣ ｢家庭で手伝いをする児童の減少｣

取り組みは基本的には､

｢奉仕体験や異年齢・異世代間交流の不足｣ などが

の実施に向けて

｢課題｣ と指摘されていた｡ １年間の審議の結果､

題は､ それまでの ｢保護者や地域住民の意向を適切

｢網田小学校いきいきプラン (郷土を愛し､ 国際社

に反映させるための効果的な実施体制の確立をめざ

会の中で活躍できる心豊かでたくましい人づくり)｣

して｣ を受け継ぎ､ さらにその具体的な推進の方向

がまとめられた｡ プランは､ ｢地域が望む網田っ子

性を副題で ｢学校運営協議会による

像｣ として､ ｢自分の考えを､ 自信を持って表現で

ン

きる子ども｣ ｢最後までねばり強く取り組む子ども｣

して､ 校区住民は教育に対する関心も高く､ 多様な

｢好奇心を持って意欲的に取り組む子ども｣ ｢夢に向

地域の教育力が存在すると指摘される反面､ ｢これ

かって努力する子ども｣ を提案し､ その共有化をは

までの諸活動がそれぞれ個別に行われてきた側面も

かった｡ 協議の過程では､ ｢ハングリー精神､ 夢､

あり､ 学校から積極的に情報を発信し連携を深めな

役に立つ人間､ 自立心､ 豊かな人間性､ 好奇心｣ が

がら､ 関連ある活動を系統的に統合していくことも

キーワードとして出されている｡ 網田の子どもたち

重要である｡ 地域の素晴らしい教育力を更に生かし

に何が不足しているか､ どんな力や心を身に付けさ

ていくために学校､ 家庭､ 地域三者の共同体制づく

せたいか､ 現実の子どもの課題を踏まえた議論が行

りが求められている｣ という課題が提起されたこと

われたのである｡ そして､ 提案された ｢地域が望む

による｡ こうした新たな問題提起は､ 2005年度の調

網田っ子像｣ を具現化させるための地域の取り組み

査・研究のなかから ｢これから取り組んでいくべき

が､ ｢６つのコミュニティ組織｣ である｡ すなわち､

課題｣ として､ ｢学校､ 家庭､ 地域三者の共同体制

通学路の安全確保や防犯を担う ｢学校・地域安全コ

や地域人材活用の推進｣ ｢校区のボランティア組織

ミュニティ｣､ 親子スポーツやニュスポーツの推進

との連携の在り方｣ ｢個人情報の保護や児童の安全

をはかる ｢スポーツコミュニティ｣､ 通学合宿や焼

確保の推進｣ ｢学校運営に関する評価方法の研究｣

き物体験などを進める ｢文化体験コミュニティ｣､

の４点が総括されたからである｡ その課題に応える

コミュニティ・スクールの啓発等を担う ｢地域啓発

ために､ ｢研究の仮説｣ として次の２つがあげられ

コミュニティ｣､ 本の読み聞かせやノーメディアデー

た｡

などを進める ｢図書・メディアコミュニティ｣､ 教

コミュニティ・スクール

で提案されたことである｡ 研究課

いきいきプラ

の取り組みを通して｣ と提起した｡ その理由と

｢仮説１

学校運営協議会｣：｢本校教育の啓発に努

科や算盤の放課後指導を担う ｢学習サポートコミュ

め､ 学校運営協議会を定期的に開催し､ 保護者や地

ニティ｣ の６コミュニティである｡

域住民の意向を取り入れた協議を深めていけば､ 効

１年間の検討により､ 2006年５月15日､ 網田小学
校は ｢コミュニティ・スクール｣ の指定を受けた｡

果的な実施体制の構築が図れるであろう｡｣
｢仮説２

いきいきプラン｣：｢学校､ 家庭､ 地域の

指定時の児童数は､ ７学級166名である｡ 宇土市教

役割と領域を明確にし三者が共同して､ いきいきプ

育委員会は､ それに先立って４月､ ｢宇土市学校運

ラン

営協議会規則 (宇土市教育委員会規則第２号)｣ を

域に信頼される開かれた学校づくりが推進できるで

施行した｡ これにより､ ｢宇土市立網田小学校学校

あろう｡｣

６つのコミュニティ

を推進していけば､ 地
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｢網田小学校いきいきプラン｣ は､ ｢地域が望む網

｢自立心｣ を第一に置いた｡ このことから､ 研究構

田っ子像｣ として前述した４つの子ども像を引き継

想の基本的な考え方は､ ｢自信・向上心｣ と ｢自己

ぎ､ 網田小学校の ｢本校教育目標｣､ すなわち ｢人

有用感｣ に基づく ｢キャリア発達｣ とされた｡ この

間尊重の精神を基底におき､ 心身ともに健全で､ 主

裏付けとなったのが､ 1999年に中央教育審議会が発

体性に富む心豊かな児童の育成｣ を総合して､ ｢学

表した ｢初等中等教育と高等教育との接続の改善に

校運営協議会がめざす子どもたちの将来の姿 (人間

ついて｣ のなかで示された ｢望ましい職業観・勤労

像)｣ を ｢郷土を愛し志を持って社会の中で活躍す

観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせると

る心豊かでたくましい人間｣ と設定した｡ また､

ともに､ 自己の個性を理解し､ 主体的に進路を選択

｢６つのコミュニティ｣ とは､ ｢学習サポートコミュ

する能力・態度を育てる教育｣ の必要性である｡

ニティ｣ ｢地域啓発コミュニティ｣ ｢文化体験コミュ

2004年には､ ｢新キャリア教育プラン推進事業｣ が

ニティ｣ ｢図書・ＮＯメディアコミュニティ｣ ｢スポー

開始され､ また､ キャリア教育の推進に関する総合

ツコミュニティ｣ ｢学校・地域安全コミュニティ｣

的調査協力者会議報告書により､ ｢キャリア｣ は

である｡ 半年の事業・活動を経て､ 報告書は ｢今後

｢個々人が生涯にわたって遂行する様々な立場や役

の課題と方策｣ として､ ｢コミュニティ年間計画の

割の連鎖及びその過程における自己と働くこととの

改善・充実｣ ｢アシスタントティチャー制の継続｣

関連付けや価値付けの累積｣ と定義され､ ｢キャリ

｢学校評価システムの確立｣ を指摘した｡ このうち､

ア教育｣ は ｢児童生徒一人一人のキャリア発達を支

｢学校評価システムの確立｣ については､ ｢学校運営

援し､ それぞれにふさわしいキャリアを形成してい

協議会による論議を通して､ 本校における学校評価

くために必要な意欲・態度や能力を育てる教育｣ と

のイメージはできあがった｡ これから評価項目や評

規定された｡ また､ 国立教育政策研究所が提示した

価基準等について研究し､ 学校改善を図る学校評価

｢職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み｣

を実施していきたい｡ また､ 定期的にデータを収集・

では､ ｢職業的 (進路) 発達にかかわる諸能力｣ と

蓄積し､ 比較・検証できるようにするとともに､ ホー

して､ 以下の ｢４領域８能力｣ が提示され､ 具体的

ムページやコミュニティ通信等を活用し､ 保護者や

な教育実践を組み立てる基本な考え方が示された｡

地域に評価結果 (評価と改善策) を幅広く広報して

４領域 (８能力) とは､ ｢人間関係形成能力 (自他

いきたい｣ と､ 次のステップが展望された｡

の理解能力／コミュニケーション能力)｣ ｢情報活用

網田小学校が､ ｢コミュニティ・スクール推進事

能力 (情報収集・探索能力／職業理解能力)｣ ｢将来

業調査研究校｣ の指定を受けた2005年は､ 網田小学

設計能力 (役割把握・認識能力／計画実行能力)｣

校､ 中学校が､ 文部科学省指定教育研究開発学校と

｢意思決定能力 (選択能力／課題解決能力)｣ をいう｡

して ｢小中一貫教育｣ に取りかかったスタートの年

2006年には､ 文部科学省が ｢小学校・中学校・高等

である｡ というよりも､ ｢学校｣ における小中一貫

学校キャリア教育推進の手引き｣ を作成し､ キャリ

教育の取り組みを ｢地域｣ で支える体制づくりが､

ア教育の意義として､ ①教育改革の理念と方向性を

｢コミュニティ・スクール｣ の指定につながったと

示すもの､ ②子どもたちの ｢発達｣ を支援するもの､

いうべきであろう｡ 研究開発課題は､ ｢自立心と豊

③教育課程の改善を促すもの､ の３点を提示した｡

かな人間性をはぐくむため､ 児童生徒の発達段階に

ここでは､ ｢学ぶこと｣ と ｢働くこと｣ を ｢生きる

応じた小中学校の一貫した教育課程・指導方法に関

こと｣ がつなぐキャリア教育のサイクルが提案され

する研究開発｣ とされた｡ これに基づき､ 教育目標

ている｡

を ｢郷土を愛し志をもって､ 社会の中で活躍する心

網田小・中学校では､ 児童生徒の身体､ 認知・思

豊かでたくましい人間｣ と設定した｡ ｢自立心｣ と

考､ 精神面の発達の段階に則して､ 義務教育の９年

｢豊かな人間性｣ の順番については､ 網田小中一貫

間を､ 前期 (第１〜第４学年)､ 中期 (第５〜第７

教育運営指導委員会 (委員長：古賀倫嗣熊本大学教

学年)､ 後期 (第８〜第９学年) の３段階に分け､

育学部教授) での審議の結果､ 網田校区が最も切実

特に ｢中期｣ を小中学校間のスムーズな接続を図る

に願っている ｢地域が望む網田っ子像｣ にそって､

｢つなぎの時期｣ として重視している｡ 教育課程の
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編成上のねらいは､ 前期を ｢具体的な思考力を高め

かな人間性､ そして確かな学力を培いながら自己実

基礎・基本の確実な定着を図る時期｣､ 中期を ｢具

現をはかっていくことはできない｡ まさに､

体的思考から抽象的思考へと円滑な移行を図り自己

一貫キャリア教育｣ をめざす､ 網田小・中学校の実

学習力を高める時期｣､ 後期を ｢抽象的思考力を伸

践は､ 従来型の学校教育モデルというより､ 地域の

ばし個性の伸長を図る時期｣ と位置づけている｡ キャ

教育力を前提とする ｢学社融合型モデル｣ と呼ぶこ

リア教育もまた､ ９年間を見通した児童生徒のキャ

とが相応しい｡

｢小中

リア発達を促すために､ 教科等の指導方法を工夫改

｢通学合宿｣ 実践で著名な､ 福岡県庄内町立生活

善することにより､ 主体的に学ぶ態度や基礎・基本

体験学校 (現飯塚市) の指導者､ 正平辰男純真短期

の確実な定着を図り､ 確かな学力を育むとともに､

大学特任教授は､

｢人との関わり体験科｣ ｢創造表現科 (表現活動・英

のなかで､ ｢真の体験といえるものは､ 課題に基づ

会話)｣ ｢そろばんの時間｣ の教科を新設し､ 児童生

いて子ども自身による見通しが立てられていなけれ

徒の豊かな心や自己表現力を高め､ キャリア教育の

ばならない｡ そして､ 課題解決の過程を通じてその

基礎を育む取り組みを行ってきた｡

意義や有効性が体得されなければならない｡ 子ども

子どもの独り立ちを目指して

新設教科のなかでも､ 最も工夫が求められたのは､

の立てる見通しは欠落部分や錯誤がある｡ その欠落

｢人との関わり体験科｣ である｡ ｢人との関わり体験

部分や錯誤を実践によって修正させていく作業の過

科｣ は､ ｢人との関わり｣ を単元構成のキーワード

程が意味のある体験となる｡ したがって､ 急がず､

とし､ 仕事や職業に関する体験活動を通して､ 勤労

しかも繰り返し実践させることが重要である｡

観・職業観及び職業に関する基本的な知識や技能を

せられ体験

身に付け､ 自己の個性を理解し､ 主体的に進路を選

を重視し､ その過程が軽視されることにある｡ 大人

択・決定できる能力と態度を育てることを ｢教科の

の側が

目標｣ としている｡ 具体的には､ ｢職業的 (進路)

点でも二重の誤りである (25頁)｣ と､ 体験活動を

発達に関わる諸能力｣ の４領域８能力の育成を図る

導入する際の重要な留意点を明らかにしている｡

さ

等と呼ばれる体験の弊害は､ 結果だけ

体験をさせ得た

という錯誤をしてしまう

ことを目的とし､ 知識理解重視の領域と体験活動重

網田小・中学校の実践は､ ｢人との関わり体験科｣

視の領域の２領域で学習を進めている｡ 知識理解重

の体験活動として2009年度から ｢海苔｣ 単元を導入

視の領域では､ ｢人との関わり｣ をキーワードに仕

した｡ これまでも､ ｢米｣ ｢みかん｣ といった地域の

事や職業に関する基本的な知識や技能の基礎を学び､

特産物とそれを担う生産者を授業づくりのなかで活

働く人の ｢思い｣ や ｢願い｣ を理解する学習活動､

用してきたが､ ｢海苔｣ は自然環境に生産過程が左

体験活動重視の領域では､ 仕事や職業に関する体験

右され年間カリキュラムとして位置づけることが難

を通して､ 子ども自身が感じる ｢気づき｣ を基に関

しい｡ また､ 児童の安全確保の課題も大きい｡ 地域

心・意欲・態度や課題解決能力を育む学習活動を行っ

の漁業者や漁業組合等の協力が得られたことは､ 地

ている｡ この２つの領域を相互に関連させながら､

域と学校との ｢連携のステップ｣ がまた一段上がっ

また各学年での継続的循環的な単元づくりを行い､

たことの現れである｡

｢自立心や豊かな人間性のはぐくみ｣ につながる勤

網田小中一貫教育は､ 2007年度に研究開発学校と

労観・職業観を９年間かけて系統的に育成していく

しての３年間の指定を終え､ 新たに2008年度から３

ことが目標である｡ したがって､ ｢人との関わり体

年間の指定延長を認められた｡ それに合わせて､ 研

験科｣ はカリキュラム開発の段階から､ ｢どんな人

究開発課題の見直しを行い､ 教育目標を ｢ 自立心

を｣ ｢どんな役割で｣ ｢どこの授業時間に｣ 入っても

と 豊かな人間性

らうのか､ その際 ｢何を目的に｣ ｢どんなことを発

定し､ その具現化を図るために ｢本校が目指す四つ

言｣ してもらうかが意図的計画的に仕組まれておく

の児童生徒像｣ として､ ｢自分の考えを適切に表現

必要がある｡ そのことの準備なしには､ 児童生徒が

できる児童・生徒｣ ｢自ら考え､ 判断し､ 行動でき

将来への夢をえがき､ 地域や社会の ｢人との関わり｣

る児童・生徒｣ ｢自らを律しつつ､ 他を思いやり､

のなかで生き生きと学校生活を楽しみ､ 自立心と豊

周りと協力する児童・生徒｣ ｢夢や希望に向かって､

を兼ね備えた児童・生徒｣ と設
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ねばり強く努力する児童・生徒｣ を提示した｡
2008年､ 網田小学校コミュニティ・スクールは指

とによって､ ｢信頼される学校づくり｣ に成功した｡
確かに､

平成20年度

研究報告書

は ｢学校運営

定３年目を迎え､ また､ 網田中学校もコミュニティ・

協議会委員が行う学校関係者評価において､ 項目に

スクールに指定されることになり､ 小・中合同の学

よっては評価しにくいものがあることが分かった｡

校運営協議会が設置され､ 小学生から中学生までを

評価項目を整理し､ 評価システムの確立に向け更な

含めた新たな目標設定が必要になった｡ 協議会での

る工夫改善を図らなければならない｣ と､ 今後の課

検討の結果､ 地域で共有する ｢めざす児童生徒像｣

題を指摘しているが､ その確立に向けた取り組みは

を､ 網田小中一貫教育の教育目標､ ｢自立心と豊か

スタートしている｡ これまでみてきたように､ コミュ

な人間性を兼ね備えた児童生徒｣ に変更した｡ こう

ニティ・スクールは､ ｢学社融合｣ ｢学校評価｣ ｢小

して､ 学校の方向性 (小中一貫教育) と地域の方向

中一貫教育｣ の３つの要件をもっているが､ 網田小・

性 (コミュニティ・スクール) が目標設定の上で共

中学校コミュニティ・スクールはこうした現代的な

通化､ 共有化が図られたのである｡ それはまた､ 地

課題に挑戦し､ 新たな教育課題を踏まえた地域にお

域による ｢学校評価｣ を求めることになった｡ 地域

ける取り組みがいっそう活性化しつつある｡ まさに､

と学校がお互いの目標を共有することにより､ それ

｢学校､ 家庭及び地域住民等の相互の連携協力 (教

ぞれが果たすべき役割が明確になり､ 目標達成に向

育基本法第13条)｣ に向かう地域システムの構築が

けた現段階の位置づけが問われることになったから

進みつつあるといっても､ 過言ではないだろう｡

である｡ このため､ 学校運営協議会は､ 2006年のコ
ミュニティ・スクール事業計画で提案した ｢仮説１
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１. はじめに

端的に言えば､ 教職課程におけるボランティア経験

近年､ 奉仕活動・体験活動に関わる議論は活発で

が重視され､ 在学中に一定期間の経験を課すことが､

ある｡ 教育再生会議 (平成18年10月設置) は､ 高校

学生の教職観を確立するために重要であるという認

の奉仕活動の必修化を提言し (｢第１次報告｣ 平成

識である｡

19年１月)､ 若者の多様な体験の充実 (｢第２次報告｣

沖縄県内に目を向けると､ 琉球大学教育学部の教

平成19年６月)､ 自然体験活動 (小学校)・社会体験

育実践ボランティアの活動は広く認知され (平田幹

活動 (中学校)・奉仕活動 (高校) の推進 (｢第３次

夫 ｢教員志望学生を対象にした 教育実践ボランティ

報告｣ 平成19年12月) を打ち出した｡ ｢最終報告｣

ア

(平成20年１月) は､ これまでの報告を総括し､ ボ

センター紀要

ランティアの充実と高校での奉仕活動推進・学校支

短期大学 (那覇市) は､ 2007年度から那覇市と南城

援地域本部の全国展開を提言している｡ これらは､

市､ 豊見城市と相互に ｢協定｣ を締結し､ 常時､ 学

中教審答申 (平成20年２月) と教育振興基本計画

生ボランティアを学校現場に派遣している｡ 名桜大

(平成20年７月) の中で具体的な方策として明記さ

学は､ 沖縄本島北部地区12市町村による公設民営大

れ､ 社会全体の教育力の向上を図るものとして学校

学という性格から (2010年４月公立大学法人へ移行)､

や地域社会で実現しつつある｡ こうした国の政策動

名護市を中心に市町村への地域貢献が期待されてい

向と軌を一にして､ 行政と教育機関との連携による

る｡ 名桜大学のこれまでの地域貢献をみると､ 大学

ボランティア活動推進策も活発である｡ 例えば､ 東

主催の公開講座・移動講座､ 大学教員の自治体委員

京都北区は､ 教育ボランティア情報バンク (人材情

会委員､ 看護学科学生の地域住民に対する血圧測定

報) を設立し､ ボランティアをしたい人とボランティ

や健康講座等､ 幅広く活動を展開してきた｡ 学習支

アを求める人との橋渡しを行っている｡ 東大和市は､

援ボランティアに関しては､ 教職履修の学生が学校

学校教育に関心があり､ 自分の能力や特技を生かし

現場の教育支援に一部関わってきた｡

活動の11年｣

琉球大学教育学部教育実践総合

第14号､ 2007年)､ また､ 沖縄女子

たいと考える人材を募集し､ 京都府や鳥取県は､ 教

名桜大学ではこれまでの学校や地域における教育

職をめざす大学生や院生の学習支援ボランティアを

活動を一層展開することを目的として､ 本学と名護

展開している｡ 小中高校で熱心に取り組まれてきた

市間で ｢協定｣ (平成19年) を結び､ 教職履修生を

奉仕活動・体験活動は､ 大学教育との関係で議論さ

学校・地域へ学習支援ボランティアとして派遣して

れ､ 特に､ 教職との関係で新たな動きをみせている｡

いる｡ 筆者は､ 学生の対人コミュニケーション力の

連絡・別刷り 請求先 (





 


)
名桜大学人間健康学部 (〒905
8585 沖縄県名護市字為又1220
1)
メールアドレス 





＊
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貧弱さ､ 異年齢との関わり経験や子ども・教師・学

て､ 直接的には､ 平成22年度の沖縄県の教員採用試

校に関する情報の少なさを危機的ととらえ､ これら

験の願書から､ ボランティア活動記録の記載が新項

の課題を克服していくためにも､ 学生が学校や地域

目として加わったからであるが､ それよりも､ 学生

でのボランティア活動を通して学ぶことは重要であ

の在学中の活動の記録を残していくことは教育的な

ると考えている｡ 学校や地域の中に身をおき､ 体験

観点からも重要であると考えたからである｡ そこで､

を通して他者とコミュニケートする力の大切さや

｢教育ボランティア記録簿｣ (Ｂ５版､ 平成21年度支

｢生｣ の現場情報を獲得していく機会として､ 学習

援センター作成・初版､ 平成22年度は改訂版を作成)

支援ボランティアは､ １つの方法論として有効であ

を配布し､ ボランティア先の所属長等から ｢印｣ を

る｡

もらう仕組みを整えた｡ ｢記録簿｣ の作成と合わせ

本稿は､ ①名桜大学が学生ボランティアを派遣す

て､ 名護市教育委員会主催の臨時校長会にて､ 学習

るに至った経緯や仕組み､ 実際の派遣状況を報告し､

支援ボランティアの趣旨説明を行い､ ｢記録簿｣ 記

②学習支援ボランティアを通して学生が何を学び自

載の方法と協力を求めた｡ その後､ 市教委からは､

己の成長してとらえているのかについて事例を通し

同様の内容が公文として各学校に配布され､ 周知が

て考察する｡

図られた｡ 一方､ ボランティア希望の学生には､ 支
援センター直属のボランティアサークル (
､ 2009年７月設立) に一旦加入してもら

２. 学生派遣の経緯と仕組み
名桜大学は､ 開放制の教職課程をもつ大学である｡

い､ そのサークルからの派遣とした｡ 大学の災害保

本学では､ 保健体育､ 養護､ 英語､ 国語､ 商業､ 情

険加入の条件はサークル単位であるため､ 学生は一

報の一種免許状の取得が可能である｡ 従来から､ こ

旦サークルに加入しなければならないからである｡

れらの教職を履修している学生で､ 市内外で学習支

こうして､ 主に教職履修の学生を中心に､ 

援ボランティア活動に参加しているという未確認情

に加入し､ ボランティア活動に参加して

報が多かったため､ 学内の教職課程委員会は､ 実態

いる｡ 大学としては､ 教職履修の学生は､ 学習支援

把握と学生の事故防止､ 災害保険等についての対応

ボランティアに参加するように促し､ 義務化はして

を始めた｡ 結論から言えば､ 教職課程委員会を主宰

いない｡ また､ 単位化についても未定である｡

している本学教員養成支援センター (以下､ ｢支援

現在､ 学生の学習支援ボランティアは､ 主に､ 名

センター｣ と略) が学生の学習支援ボランティアに

桜大学と名護市教育委員会の ｢協定｣ に基づくもの

関する情報収集と学生指導及び学校・地域配置に関

と､ 名護市教育委員会社会教育課社会教育係の

わる業務を担当することになった｡

(｢放課後子どもプラン｣ ｢学校支援地域本部事業｣)

支援センターは､ まず､ 学生がどこで､ 何を､ 何

の事業である (｢図１. 名桜大学 学習支援ボランティ

時間､ ボランティア活動をしたのかを､ 学生自身が

ア活動｣ 参照)｡ ｢協定｣ の内容は､ 学生による市内

記録することが大切であると考えた｡ その理由とし

の小中学校での教育支援活動 (特別支援､ 英語活動､

名護市内
Ａ．学校教育課
（独自の予算）

学習支援ボランティア窓口
名桜大学
教員養成支援センター
派遣学生の内訳
・市教委学校教育課及び社会教育課の
要請によるもの
・学校支援地域本部事業によるもの

Ｂ．社会教育課 社会教育係
○放課後子どもプラン
○学校支援地域本部事業
名護中校区
大宮中校区
屋部中校区
羽地中校区

図１. 名桜大学 学習支援ボランティア活動
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学習活動､ 部活動､ 生活指導) である｡ 学校教育課

これは､ ｢教育実習前に学校現場や子どもの実態を

下の場合､ ｢協定｣ に基づき､ 学生は一回につき約

知りたい｣ という声に代表される｡ 子どもや教師と

千円程度の手当を受ける (名護市教育委員会予算50

の関わり方や学習指導の進め方を実践的に学びたい

万円／500回分の支給)｡ 名護市社会教育課下の場合､

学生が相当数存在していることの表れである｡ しか

放課後子どもプランは､ 謝金約千円が学生に支給さ

も､ ｢学校や子どもの状況を自分自身の目で確かめ

れるが､ 学校支援地域本部事業におけるボランティ

たい｣ という回答は多く､ 大学での学びを自分の視

アには､ 謝金は発生しない｡

点で確かめようとする姿勢である｡ 日常的に小中学

次に学生派遣の仕組みについて述べる｡ まず､ ボ

生と関わる機会がない学生にとって､ ボランティア

ランティアを希望する学生は､ ボランティア申込み

を通して､ 今の学校や子どもと向き合う機会がある

用紙に､ 氏名や連絡先､ 希望校種､ 希望時間帯､ 特

ことは貴重なことである｡ 現場はまさしく実践が主

技等を記入し､ 支援センターに提出する｡ 市内の学

であるため､ 子どもや教師との関わり合いの中で学

校からは､ ＦＡＸにて支援センター宛てにボランティ

ぶことの価値を見出している学生もいる｡ また､ 大

アの要請がある｡ これに対して､ 支援センターの学

学での学びとボランティアとの学びを結びつけよう

生スタッフによる調整や学生自身が学校からのボラ

とする学生もいる｡ 近年の発達障がいと関わって

ンティア内容を閲覧し､ 学校へ出向く体制を整えて

｢特別支援教育は学校現場でどのように行われてい

いる｡ 放課後子どもプラン及び学校支援地域本部事

るのか｣､ ｢教師の対応や子どもの現状について確か

業への学生派遣の場合は､ 地域コーディネーターが

めたい｣ という回答である｡

支援センターから提供された学生情報をもとに調整
している｡
 加入・登録の学生は約80名であ

こうした動機からボランティアを始めた学生は､
どのような活動をしているのだろうか｡ そこで､ 学
習支援ボランティアに参加している学生を対象にア

る (2010年７月１日現在)｡ この内､ 週１回以上､

ンケート調査を実施した (2010年２月１日〜８日)｡

ボランティア活動をしている者は､ 30名である｡ 登

男子学生10名､ 女子学生24名､ 計34名である｡ 学習

録学生の全てがボランティアを希望しているが､ ボ

支援ボランティアに参加している学生は､ 名桜大学

ランティア先との時間調整がうまくいかずに活動を

で取得できる教員免許状のいずれかを希望している｡

することができない状態である｡ 現在､ 学習支援ボ

ボランティア活動の時数 (のべ) は､ 男子52 0時間

ランティアを展開している主力は､ ３年次､ 次に２

(最長127時間､ 最短８時間)､ 女子53 3時間 (最長

年次である｡ なお､ 学生のボランティアに関する情

200時間､ 最短４時間) であり､ 活動時間にバラツ

報交換と資質向上を目的に､ 学内で学習支援ボラン

キがみられるが､ これはボランティアの開始が早い

ティア情報交換会を開催したところ (2010年４月)､

学生は､ 当然､ のべ時数も多くなり､ ３〜４年次の

約90名余の参加があった｡ 事例発表とボランティア

学生に顕著である｡ ボランティア先は､ 小学校のみ

の手続きに関する説明が主な内容であったが､ 学生

での活動が53％､ 中学校のみでの活動が23％､ 小中

の学習支援ボランティアについての関心は非常に高

学校いずれにも関わっている学生は24％である｡ 活

いものであった｡

動内容は､ 授業や放課後の学習支援が主である (表
１)｡ 給食の準備や図書室の整理等を行う学生は､

３. 活動内容と学校の評価


校内美化活動や清掃活動にも積極的に参加している｡

学習支援ボランティアの活動内容と学び

通常､ 給食の片づけと清掃は連続して行われるので､

ボランティアを始めた学生の動機は､ 実に様々で

この場合､ 学生は､ いずれにも関わって参加してい

ある｡ 学生の活動報告書からは､ 学校現場の状況や

る｡ 養護教諭の免許状取得者のうち､ 保健室の支援

子どもの実態､ 教師と子どもとの関わり方について

を行っている者は67％である｡

学びたいという動機が最も多い (名桜大学教員養成

学生のボランティアは､ ①授業における学習支援､

支援センター ｢活動報告書｣ 2009年12月)｡ 特に､

②給食や清掃指導､ ③放課後の子どもの学習支援・

翌年度教育実習を予定している３年次は関心が高い｡

子どもの遊び相手､ ④学校

の制作・更新､ ⑤学
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級便りや部活動の活動記録､ 便り､ 保健便り

における子どもの実態や子どもとの関わり方につい

等の制作補助､ ⑥保健室登校の生徒の活動補助 (図

ての学びである｡ 子ども自身や家庭的に問題を抱え

書､ 環境整備)､ ⑦保健室の掲示物作成や貼付､ ⑧

ている子どもに対して､ 現場教師の指導を受けなが

部活動指導補助､ である｡ 名桜大学では､ 養護教諭

ら､ その子に合った関わり方を模索している｡ ｢学

の免許状が取得できることから､ 保健室で問診や体

校では､ 関係づくりが重要になっている｣ という回

温測定､ バイタル測定等を行い､ 養護教諭の補助活

答を寄せる学生もいる｡ 多くの学生は､ 子どもの発

動を行う者もいる｡ また､ スポーツ健康学科に所属

達段階に応じた接し方､ コミュニケーションの取り

し､ 体育免許取得をめざしている男子学生は､ 放課

方､ 言葉の遣い方等を目の前の子どもに合わせて対

後､ 野球部の指導補助として参加している｡ このよ

応していくことが大切であると考えている｡ 小学校

うに､ 学生のボランティアとしての関わり方も一様

で活動をしている学生は､ ｢登校時や授業中､ 休み

ではなく､ 学生の得意な分野や持ち味が生かされな

時間等の場面に応じた子どもとの接し方が微妙に違

がら展開されている｡

うことに気づき､ また断るときには断り､ 叱るとき
には叱るという､ その時々で対応することの大切さ

次に､ 学生は､ 学習支援ボランティアを通して何
を学んでいるのであろうか｡ 表２から､ 学生は､

(男子Ｓ学生)｣ を学んでいる｡ 幼児園で活動をして

｢子どもとの関わり方・コミュニケーションの取り

いる学生は､ ｢幼児との遊びや園活動を一緒に行い

方｣ を学んだと回答し､ ｢教師との関わり方・コミュ

触れあいながら､ 子どもの様子をつかみ､ 発達段階

ニケーションの取り方｣ を学んだと回答する者も多

に応じた接し方や子どもへの話しかけ方 (女子Ｔ学

い｡ ボランティアは､ 当然､ 学校で行われるもので

生)｣ を学んでいる｡

あるから､ 子どもや教師との直接的な関わりが要求

ボランティア先で子どもとの関係性について学び､

され､ ｢具体的に子どもとどのように関わり､ 学習

また ｢子どもとの距離をどのように保てばいいのか｣､

支援していくのか｣､ ｢子どもの学習支援のために教

｢どの程度までサポートしたらいいのか｣､ ｢どこま

師とどのようにして関わるのか｣ ということが問わ

で叱ったりしたらいいのか｣ 等､ 実際の子どもとの

れる｡ ボランティア活動を始めた学生にとって､

場面で悩む姿も多い｡ 兄弟姉妹のいない学生や小中

｢子どもとの関係性｣ の構築は､ 全ての学生の共通

学生と日常的に触れ合う機会のない学生にとっては､

の課題であるとともに､ 学習支援を通しての最も重

まさしく､ 年の離れた小中学生とのコミュニケーショ

要な学びとなっている｡

ンの取り方に困惑している姿もある｡ その他の学生
の学びは多岐にわたるが､ 一例としては､ 指導者と

このように､ 学生の最大公約数的な回答は､ 学校
表１. 学習支援ボランティアの活動内容
内

容

表２. 学生の学び
％

学んだこと

％

1

放課後の子ども学習支援

71

1

子どもとの関わり方・コミュニケーションの取り方

100

2

授業中の学習支援

50

2

教師との関わり方・コミュニケーションの取り方

59

3

保健室の支援

26

3

教師の職務 (仕事) 内容について

56

4

放課後の部活動支援

21

4

地域の実態について

38

5

清掃の支援

18

5

保護者の実態について

32

6

給食の支援

15

6

学校の組織について

29

７

校内美化支援 (散水､ 土づくり)

12

7

保護者とのコミュニケーションの取り方

12

８

学級・学年便り等の制作補助

8

他

子どもの心身の問題等

９

図書室の整理・貸し出し補助

8

10

朝の読み聞かせ

8

11

ＨＰの更新・制作補助

3

他

教材作成補助､ 朝の交通整理
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しての確かな知識と技術､ 学校と地域の連携の大切

割) との調整や連絡の難しさ､ 学生の消極性､ 身な

さ､ 子どもの成長や発達にとって教師の存在の大き

りや言葉遣い､ そして学生の長期的・継続的なボラ

さ､ 自分自身の教職の適性が試されている等の回答

ンティア活動等を挙げている｡ ｢期待している点｣

もみられた｡

として､ 子どもとの信頼関係の構築と子どもにとっ
ての良きモデルとしての大学生､ 学生自身の資質向



学校の評価

学生ボランティアを受け入れている学校の評価は

上のためにボランティアをすることの大切さを挙げ
ている｡

どうだろうか｡ 名護市教育委員会は､ 市内の小中学
校を対象にボランティアに関するアンケートを実施

４. 学生の学びと自己成長−省察を通しての学び−

した (2009年10月15日)｡ まず､ 現場教師のボラン

学生の学びは､ ｢子どもとの関係性｣ をめぐるも

ティアの受け止め方として､ 学生が子どもとふれあ

のが中心であるが､ 個々の学生の派遣先や子どもと

い､ 関わり合うことで､ 子どもの学習意欲や期待感

の関わり具合により､ 関係性の学びの内容も多様で

が高まっているという点を挙げることができる｡ こ

ある｡ 学生は､ 学習支援ボランティアを通して､ 子

の点は､ 学校現場の教師のヒアリングからもよく聞

どもとの関係性についてどのように考え､ また対応

かれる点である｡ 担任教師と違って､ ｢小中学生に

しているのか､ そして学びの実相とは何か､ 事例を

とって年齢が近いため､ 気軽に話せるよき相談相手

通して検討する｡

としての存在｣ といえるだろう｡ その他にも､ 学校
のマンパワー不足を補うための支援員としての学生

事例１は､ 学習支援ボランティアに関わっている

ボランティアの存在は､ 学校にとっては､ 必要なも

女子学生Ａによる発話を記録したものである｡ 学生

のとしてとらえられている｡ 学校から出された積極

Ａは､ 私立の中高一貫進学校から大学に入学したが､

的な評価に関わるものとしては､ 以下の意見があっ

在籍する学科の内容に違和感を感じ､ 将来の進路に

た｡

不安を抱えながらボランティア活動を行っている｡
事例１ (女子学生Ａ)

昨年の９月の末に､ 名護市

①図書分類シールの張り替え作業が迅速に運び､

内の中学校の教頭先生から電話があった｡ 友人のＹ

古本が新品同様となって児童にも喜ばれた｡

も同じ中学校でボランティアをした｡ 毎週木曜日の

②学生が子どもとのふれあいを大切にしているた

午後４時半から２時間､ 女子バスケットの指導で､

め､ 子どもたちが意欲的に学習に取り組んでい

私よりも一つ学年が上の先輩と一緒に指導すること

る｡

になった｡ 女子バスケットに顧問はいるが､ ほとん

③運動会の練習で､ 子どもと共に活動を進めてい
て､ また学生に来て欲しいと思っている｡
④どの学生も礼儀正しく子どもへの対応も適切に
こなしている｡
⑤児童とのコミュニケーションが図られ､ 時間も
守ってくれる｡
⑥授業に遅れがちな子どもに声かけをしてくれる
ので助かる｡
⑦学校行事の際には､ 人手が欲しい｡ その時には
助かる｡

ど指導をすることがなかったようで､ 生徒は自分た
ちで練習をしている状態だった｡ 私は､ 中高校とも
バスケット部に所属し､ 先輩後輩の上下関係や練習
の厳しさを知っているつもりだった｡ でも､ ここの
中学校は随分違っていた｡ 私は､ 先輩と一緒に練習
メニューを組み立て､ これを生徒達に教えた｡ 攻撃
守備のやり方､ シュートの仕方等｡ でも､ 練習に来
る生徒は､ いつも７名程｡ 顧問はいるが､ 部活動の
指導にはほとんど来ない｡ 生徒との初めての対面の
時､ 挨拶はしない､ 行動はダラダラ､ 練習中にマン

⑧中国籍の生徒のために､ 中国語ボランティアが

ガを読み､ 暴言も吐くという状態｡ ２年生はミニバ

入ったことで生徒の表情がとても明るくなった｡

スケ経験者が多いため､ 練習には熱心だったが､ １
年生は､ ダラッとしている感じ｡ 厳しい部活時代を

一方で､ 今後の課題としては､ 学生の授業 (時間

過ごしてきた私にとって､ ｢あり得ない｣ 状態だっ
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た｡ シュートの仕方についても基本的な構えが出来

共感をもって接している｡ 問題を抱えているんだろ

ていない｡ 私達の指導に２年生はついてきたが､ １

うなあ､ というつぶやきは､ Ａ自身の置かれている

年生はいつもざわざわしている様子｡ 私の過ごした

状況と重ね合わせて子どもを見ていることの表れで

中学時代とこんなにも違うのかと驚いた｡ こんな中

ある｡

学校もあるのかと｡ 隣のコートで練習している女子
バレーは真面目に練習していて､ 実際､ 強いし､ 男

養護教諭の免許状取得を希望する学生Ｂは､ ボラ

子バスケット部もそうだ｡ 女子バスケットの場合､

ンティア活動後､ 教職の授業では率先して発言した

生徒と､ (一応いる) 顧問の先生の壁を感じた｡ ま

り､ 進行役を買って出る等､ 活動的な場面がみられ

た生徒の中にも意識の差がかなりある｡ バスケット

た｡ 卒業後の進路は､ 教職ではなく民間企業である｡

に対する構えというか､ 姿勢の差みたいなもの｡ 特

就職活動の合間を縫って､ 学生Ｄ (事例５) と共に､

に､ ２年生と１年生の差｡ どうにかしないといけな

バスケットの指導をしている｡

いと思っていたけど､ 週１回の指導では何も出来な

事例２ (女子学生Ｂ)

かった｡

度の６月から始めた｡ 小１〜２年生の放課後子ども

新年度に入り､ 大学の時間割が変わったため､ ボ

ボランティアは､ 平成21年

教室｡ 名護市内のＨ小学校で軽い気持ちで始めた｡

ランティアの時間の調整が必要になった｡ ボランティ

どこの小学校でもよいと考えていたが､ あてはまっ

アは続けたかったので､ 自分から教頭先生に相談し

た先が､ たまたまＨ小学校だった｡ ボランティアの

た｡ 保健室のボランティア活動を希望した｡ 今どき

初心者だけで始めたので､ 最初は､ 何をしていいの

の中学生事情をもっと知りたいと思ったし､ 保健室

か､ よくわからなかった｡ 学校からの説明も概略的

経営に関心があった｡ ここの中学校は､ 月曜日の欠

であったし､ 学校の指示で､ 私たちボランティアが

席者が目立つ｡ 私は､ 火曜日と木曜日の午前中､ 保

動くものと思っていた｡ でも実際は､ お任せ状態｡

健室のボランティアに関わることにした｡ ４月と５

最初の頃は､ 子どもの宿題を教えたり､ 早く終わっ

月は､ 健康診断や歯科検診等が多く､ カードの分類

た子どもとは､ 一緒に遊んだりした｡ クリスマスパー

や並び替え作業等を行った｡ 検診の補助として､ 生

ティやバレンタインデー等の企画をした｡ 火曜日は､

徒を並ばせたり､ 順番よく呼びかけすることもした｡

私たちとは別の学生が来た｡ 主に､ 子どもの宿題の

保健室登校の女子生徒との関わりもある｡ この子が

面倒と遊び相手の活動だったようだ｡ 私が活動して

手品を見せてくれたこともある｡ 子どもとトランプ

いた木曜日は行事を企画したり､ 実際に行ったりし

や校内散歩もした｡ また､ 中３の女子２名は､ 髪を

た｡ ボランティアをして考えさせられたことは､ 子

染め､ 眉もない｡ 明らかに自分がいた中学校とは違

どもが席に着かない場合､ どのようにしたらいいの

う｡ 中学生がかわいい｡ 男の子は身長を測りに来る｡

か､ ということだった｡ 行事の時には､ 親の迎えが

保健室に来て教室に帰らない子がいる｡ 教室に行き

来ても帰りたがらない｡ 子どもは行事の企画に乗っ

しぶりの子には､ 声のかけ方がわからない｡ 保健室

てくれた｡ ただ､ 景品が十分行き渡らなくて､ 子ど

登校も多いし､ ヤンキーも保健室に来る｡ 問題を抱

もからブーイングがあった｡ 実際に行事をしてみて､

えているんだろうなあという子がいる｡ (2010年５

｢あーすればよかった｣ と思うことも度々あった｡

月21日記録)

特に､ ビンゴで外れた子がベソをかいて､ そのフォ

＜考察＞

学生Ａは自分自身の中学時代と目の前の

ローも十分出来なくて､ オロオロしてしまった｡ あ

中学生を重ね合わせ､ そのちがいに困惑し､ 子ども

る時は､ 小学校２年生の女子の関係がこじれて､ 個

との関わり方について悩みながら､ ボランティア活

別に話し合いをしたこともある｡ 学年末の閉会式で､

動を続けている｡ 自己の中学生体験と実際の中学生

その女子が､ ｢けんかした時､ 止めたのがよかった

の実態とのズレを感じているが､ どのように対応す

です｡｣ というコメントがあった｡ 私たちが､ こじ

べきかについては見通しは立っていない｡ 本人自身

れた関係の中に入って､ 調整が十分上手くいったと

も学業上の悩みを抱きつつ大学に通い､ 保健室の窓

は思わないけど､ その対応が子どもに受け入れられ

からみえる､ 問題を抱える中学生に対してある種の

ていたのだと思った｡ ボランティアをして､ 子ども
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と直接関われたことがとても良かった｡ 教育実習前

た｡ 始めは､ 学校から出された宿題を教えていた｡

に子どもと関われることはとても貴重だった｡ 仲間

子どもが早めに終えると､ 一緒にコマ回し､ 肩車､

の学生は､ ボランティア終了時間が過ぎても ｢この

腕相撲｡ 最初､ 小学生は人見知りするかと思ったが､

まま､ 子どもといたい｡｣ と言っていたけど､ 私も

案外､ 人なつっこい｡ でも､ 中学年になると､ 特に

そうだった｡ 子どもと関わって､ ｢言っても聞かな

女の子に対しては気を遣った｡ ボランティアの学生

いのはどうしてだろう｡｣ とか､ ｢こういう風に言っ

の取り合いみたいになることもあったから｡ 私自身､

たから､ 聞かなかったのかなあ｡｣ という､ 子ども

ボランティアの立場なので､ 子どもに対しては厳し

の立場に立って子どもをみるようになってきたと思

く指導できない｡ どちらかというと､ 冷静に話をし

う｡ また､ 自分の小学生時代をよく思い出して､

た方がよいと思っていた｡ 一人一人の子どもに声を

｢自分は小学生の頃､ どんな時が楽しかったのかな

かけるように意識していたし､ また子どもからもあ

あ｡｣､ ｢小学生の時､ どうしていたんだろう｡｣ と､

ちこちから呼ばれた｡ 子どもは､ 自分 (ボランティ

振り返ることがよくあった｡ 部活動の支援で､ 保母

ア) にかまって欲しい､ という感じ｡ 家に帰っても

会とのつながりが出来て､ いろんな人と出会えたこ

親がいない､ 寂しがり屋の子がいて､ その子を抱っ

とが大きな収穫だった｡ (2010年５月21日記録)

こしたりすると､ とても喜んだ｡ 子どもは嬉しそう

考察

学生Ｂは､ 子どもとの関わりができるボラン

にいつもくっついてきた｡ スキンシップを大切にし

ティアを楽しみ､ 実習前に経験できたことを素直に

た｡ とにかくいろんな子がいた｡ 教室で仲間はずし

喜んでいる｡ Ｂは､ 小学生との関わりの中で､ その

の場面もみて､ 注意らしきことをしたけど､ 週１回

対応の在り方を考えるために自分自身の小学生時代

の関わりでは難しかった｡ 時間的にも十分なフォロー

を振り返り､ 省察している点が特徴的である｡ また､

が出来なかったからだ｡ 子どもの ｢来週も来てね｣

子どもの立場に立って子どもをみるようになってき

の声で､ 楽しみになっていた｡ 母校で一緒にボラン

た､ という｡ 子どもへの対応をしていくことの大切

ティアをしている学生とは､ 学内でも会えば話をす

さに気づき始めている｡ 子どもとの関係を深める手

るようになった｡ 教室に来る地元の保護者とは声を

がかりが､ 自分の小学生時代であり､ そこへ思いを

交わすようになった｡ 私の母親は元保育士で､ 自宅

寄せているのは､ 子どもとの積極的な関係性を構築

も託児所だったので､ 小さな子どもと接触の機会が

したいからである｡

あった｡ ボランティアを通して小学生の頃を思いだ
したし､ 人脈がひろがった感じだ｡ 教育実習に行く

学生Ｚは､ 中高の保健体育の教員免許状取得希望

前に､ やはりボランティアは役立つと思う｡ 実習前

である｡ 教職の授業場面では､ ほとんどノートをと

に子どもと慣れておくというのは大変良い｡ 学校現

らず､ 授業参加は熱心ではなかった｡ 学習支援ボラ

場の雰囲気もみることができた｡ ボランティア最後

ンティアの話を持ちかけると､ その後､ 活動には一

の打ち上げには､ 教員も交えて､ 非常に楽しかった｡

生懸命であった｡ ボランティア先の校長やコーディ

雰囲気がよく､ 自分もその一員になりたいと思った｡

ネーターからも､ 特に子どもからも人気があった学

また､ ボランティアをしたいし､ 隣の母校である中

生である｡ 母親は元保育士､ 姉は小学校の臨時教師

学校で部活動の指導をしたい｡ 野球をしていたので､

をしている｡ 子どもや教育に対しては関心をもって

この経験を生かしたい｡ (2010年５月24日記録)

いる学生である｡

考察

事例３ (男子学生Ｚ)

学生Ｚの自宅は託児所だったこともあり､ 幼

ボランティアはやってみた

少児との関わりは早くからあった｡ そのため､ 小さ

かったので､ 教職の授業の先生から話があったので

な子どもが好きだというＺにとっては､ 母校でのボ

始めた｡ 小さい子が好きなので､ 母校のＭ小学校で

ランティア活動は､ すぐに馴染めるものであった｡

のボランティアは非常に楽しかった｡ 地元の保護者

子どもの扱いは馴れていて､ それは､ 寂しがり屋の

２名とコーディネ−ター､ 学生３〜４名程度で活動

子どもとのスキンシップを大切にする等､ 柔軟な対

し､ １〜４年生の子ども20名程度｡ 放課後子ども教

応に表れている｡ 子どもの実態に触れるという点か

室の活動で､ 私は､ 週１回で正味１時間の活動だっ

らも､ 教育実習前のボランティア活動に価値をおい
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ている｡ 学生Ｚは､ 小学生の頃を思いだしたりしな

て欲しい｡｣ とか､ いろいろな声がある｡ 信頼され

がら､ 活動に参加している｡

ている先生もいれば､ 信頼されていない先生もいる
感じ｡ 信頼されている先生は､ 子どもにしっかり指

中高校の保健体育の免許状取得めざす学生Ｃは､

導する､ 本気で怒る時は怒る､ という感じ｡ でも､

協定大学の通信課程で小学校の免許状取得も目指し

子どもの言い分だけを聞いていてはいけないとも思

ている｡ 明朗快活な学生である｡ 大学の課外活動で

う｡ 小学生は､ 名前を覚えて声をかけるとすごく喜

は水泳部に所属している｡  の学内

びます｡ 学習支援で他校でも関わっていますが､ 何

連絡係として､ 学生とボランティア先をつないでい

度言っても､ 指導しても分からない児童もいる｡ 席

る｡

にも座らない児童もいる｡ 児童を引きつける方法を

事例４ (女子学生Ｃ)

名護市内の小学校と中学校

考えることが大切だと思う｡

にボランティアで行っている｡ 去年の11月から､ そ

プライベートで､ 買い物に行った時､ 子どもや親

のうちのＨ小学校にも行っている｡ Ｈ小学校で読み

から､ ｢先生！｣ と声をかけられた｡ 先生になった

聞かせが行われているということを聞き､ 自分から

気分で､ くすぐったい｡ 周りからの視線を感じてちょっ

学校に電話した｡ この頃､ 市内の中学校と幼児園の

と恥ずかしい｡ ボランティアをしている学生からも､

ボランティアをしていたので､ 中学校と幼児園の間

学内で声をかけられる｡ 自分自身のネットワークが

にある小学校で関わりを持ちたかった｡ 特に､ 小学

広がった｡ また､ Ｈ小学校の実態が分かるようになっ

生の実態についても知りたいと思っていた｡ という

たおかげで､ 小学校の先生になった立場でなんとな

のは､ 中学校と幼児園の実態はボランティアを通し

く状況が想定できる｡ 教育実習に対しての不安がな

て知っていたので､ 次は小学校でと考えていた｡ 私

くなり､ とても自信がついた｡ ただ､ 自分の自由な

は､ 中学校と高校の保健体育の免許状と協定大学の

時間がとれなくなったので､ 一校に絞って活動をす

通信で二種免許状の取得を目指しているが､ 今年､

ることも大切だと考えている｡ 時々､ ボランティア

中学校の教員採用試験を受けるか､ あるいは小学校

先やコーディネーターから突然依頼が来る場合もあっ

で受けるか､ ボランティアで自分自身の向き不向き

て､ それはとても困る｡ また､ やけに長時間のボラ

をみたかった｡ Ｈ小学校には､ 私を含めて大学生１

ンティアは大変で､ 結構きつい｡ (2010年５月25日

〜２名で読み聞かせをした｡ これは､ 小学校の図書

記録)

室の先生から直接依頼があった｡ Ｈ小学校では､ ４

考察

〜５年生との関わりが多い｡ 高学年は､ 中学校への

は､ 教職の適性を活動を通して見極めたいとしてい

不安があるらしく､ ｢中学校ってどんな感じなの？｣

る｡ 結論はまだ出ていないが､ Ｃの最大の学びは､

ということをよく聞いてくる｡ 小学生は､ 段々馴れ

子どもへの指導の在り方として､ いかに児童を引き

馴れしくなってくるので､ 時々､ 厳しく言って聞か

つけるかが大切だと気づき始めている点である｡ ボ

せることもある｡ ボランティアをして､ 先生方との

ランティアを通して､ 自身のネットワークが広がり､

交流もやっぱり生まれて､ 子どもの学級での様子等

また､ 教師＝指導者としての自覚が生じてきている｡

も話題として入ってくる｡ 読み聞かせ以外にも､ 水

学校現場の学生ボランティアの活用の在り方につい

泳指導の補助をしているが､ ウオーミングアップか

ても問題点を指摘している｡

精力的にボランティア活動をしている学生Ｃ

ら実際の練習等､ 授業の流れまで全て一人でやって
いる感じ｡ 先生方と授業前に簡単な打ち合わせをす

学生Ｄは､ 比較的おとなしい学生である｡ ボラン

るが､ 私が一人でやっている｡ 先生方からは､ ｢水

ティア先では､ 高校時代のバスケット経験を活かし

泳の指導方法が分からない｡｣ という声もあったり､

て子どもの指導をしている｡ ボランティアをしてい

若い先生は､ プールに入らないこともある｡ ｢ここ

る学生の中でも､ 最も熱心に活動を展開し､ 長期間

までボランティアに任せていいのか｡｣ という思い

関わっている｡ ミニバスケット部の指導を通して､

があるが､ 反面は期待されているので嬉しい｡ 子ど

他校との試合を楽しみ､ 人的ネットワークを広げて

もと話をしていると､ ｢Ａ先生のこんなところ直し

いる｡
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よ｡｣ と言われた｡ これも､ とても恥ずかしかった｡

ティアの紹介があって､ それで始めた｡ 沖縄の採用

(2010年５月27日記録)

試験の願書には､ ボランティアの活動記録欄もある

考察 学生Ｄは､ 当初､ 採用試験の願書にボランティ

ので､ やっていた方がいいと思ったから｡ Ｈ小学校

ア活動歴があることから始めたが､ 自身のバスッケッ

の教頭先生から電話があって､ 私自身もバスケット

ト指導を通して子どもと関わり､ 子どもの変容を喜

の経験があるので､ 子どもたちへのバスケットの指

ぶようになる｡ 子どもがバスケットの技術習得がで

導を始めた｡ 監督も顧問もいないというか､ 子ども

きるような練習方法を開発する等､ 子ども視線で指

だけで活動している部活だった｡ たまたま試合を見

導技術の開発をするようになる｡ 学生Ｄは､ ボラン

に行ったとき､ 子どもたちには､ 才能があるし､ 自

ティア活動により､ 人とのつながりを意識し､ 自身

分が育ててみたいと思った｡ 新チームになった今年

を振り返り､ 自己をみつめているといえる｡ 波線の

の１月から本格的に指導を始めた｡ バスケの経験は

箇所は､ まさしく自分自身の振り返りであり､ ボラ

あるが､ 教えることは初めてだったけど､ ランニン

ンティアを通しての自分の成長を積極的に評価して

グシュートの一つだけでも､ 走ってジャンプさせる

いる｡

等､ 楽しく学べる方法をいつも考えていた｡ バスケ
の本を読んだり､ 自分の出来る技を楽しく身に付け

５. おわりに−学習支援ボランティアと学生の学び・

る練習方法を考えて､ 子どもを指導した｡ 悩みなが

自己成長−

らも徐々に練習メニューを整えた｡ 子どもたちは結

ボランティアに参加している学生は､ 子どもとの

構素直に聞いていた｡ 私が指導しているとき､ 地域

関わり方やコミュニケーションの取り方について実

の監督が来ていて､ 練習方法に納得しているようだっ

に多様な学びを深めている｡ それゆえ､ 学習支援に

た｡ 子どもの成長というか､ 変化というか､ それが

参加している学生は､ 教育実習前にボランティアを

楽しみであった｡ 最初､ 子どもたちは､ 私をコーチ

することに価値を見出し､ これの重要性を強調して

として見ていなかった｡ 自分も､ 最初は､ ｢バスケッ

いる｡ 対象である小中学生との関わりの中で､ 自己

トを教えてあげる｡｣ という上からの目線で子ども

の小中学生時代と重ね合わせ､ そのズレに戸惑いつ

を見ていたけど､ 今は､ この子たちを支えたい､ 子

つも目の前の子どもとの対応に腐心している姿があ

どもの目標達成に少しでもいいから力になりたいと

る｡ 子どもとの関わり方や関わり具合を常に意識し

考えている｡ また､ このチームには､ 審判をする人

ながら､ ｢これでいいのか､ これでよかったのか｡｣

もいなかったので､ 私が審判講習会に出て､ ミニバ

という省察をしながら活動に参加している､ といえ

スケのルールを学んだり､ 他校との情報交換をした

る｡ これは､ 実際の子どもとの信頼関係を含めての

りした｡ こうして､ バスケット仲間やコーチとも知

関係性の構築のためには､ まずは学生自身の小中学

り合い､ 次第に練習試合をするようになった｡ 審判

生時代への振り返りと対照化が､ 今の子どもとつな

講習会や練習試合を通して､ 本当に人脈が広がった

がる手がかりであると考えている｡

と実感している｡ バスケの県大会に出た時､ ｢この

学生の省察は､ 学生の子ども観・教育観を､ あら

子は養護教諭をめざしているよ｡｣ と､ あちこちに

ためて子どもの事実から問い直す作業であると同時

紹介され､ 気恥ずかしいけど､ とても嬉しかった｡

に､ 子どもの見方・とらえ方を修正し､ 鍛え直す機

元々､ 自分の方から話しかけたりする方ではなかっ

会である｡ これは､ 複眼的に子どもをとらえ､ 理解

たけど､ 段々､ 人前で話すことが出来るようになっ

することにつながるものである｡ また､ 学習支援ボ

た｡ 本当に前はおとなしめで､ 自分の考えはもって

ランティアは､ こうした子どもとの関係性を学び､

いるけど､ 自分から進んで話す方ではなかった｡ 自

学生の子ども観を鍛え直すだけではなく､ まさしく

分の方から関わることができるようになった感じ｡

学生自身の自己成長の場でもある｡ 学校現場でのボ

関わりを楽しむようになった感じ｡ 親戚や父親から

ランティア活動を通して､ 子ども以外の教師や保護

も､ ｢随分､ 変わったね｡｣ と言われ､ 親戚の叔父さ

者､ 地域住民とのつながりが生まれ､ それが人的な

んから､ ｢自分の娘もあなたのようになって欲しい

ネットワークを広げる機会となり､ 学生自身の生活
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を組み替え､ 活力と積極性を引き出していく可能性

点から､ 今後は､ 学習支援の内容を大学 (学生) と

を持っている｡ 学生の人的ネットワークが広がりを

学校が共同的に開発する必要がある｡ つまり､ 学生

みせ､ 学生が社会とつながり､ それを契機として自

による学習支援が子どもの支援につながるとともに､

分自身の生活の振り返りと自分つくりを痛感しなが

学生自身の学びと自己成長につながる内容と場を保

ら活動に参加している学生もいる｡ 教職の学びは､

障するものであることが求められている｡

大学の教室空間においても当然生まれているが､ 実

本稿は､ 学習支援ボランティアにおける学生の学

際の子どもとの関わりの中での学びについても収穫

びと自己成長について､ 主に､ 学校評価と学生の活

が大きいことを学生が肌で感じているのである｡ 地

動・学びの軌跡の記録を分析の対象とした｡ 今後は､

域の学校で学習支援ボランティアを通して学ぶこと

｢学生自身の学びと自己成長につながる内容と場を

は､ 学生が教職の価値や意義を改めて問い直す機会

保障｣ するために､ ①学生自身が活動を振り返る機

でもある｡

会を設ける (リフレクションの効果的な導入)､ ②

学校支援ボランティアは､ 多忙な学校現場から

学生ボランティアが直接関わっている子どもやボラ

｢猫の手｣ も借りたい状況からその需要は大きいが､
・・・
単なる学校や教師の人的パワーのお助けではなく､

ンティアコーディネーターによる他者評価の活用､

学生の学びの場であり自己成長の場であるという視

する必要があろう｡ 今後の課題としたい｡

③学生同士の相互評価による学びの深化､ 等を検討
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１. はじめに

田は､ 遊び環境の調査を通して､ 子どもが地域で遊

｢じゃあ､ どこで遊べばいいと

｣

ぶことのできる空間自体の喪失の問題を強く訴えた｡

公園でボール遊びをしていたことを地域住民に厳

そして現代､ 子どもたちの日常生活の中に､ 自由な

しく叱られた小学３年生の男の子は､ 泣きじゃくり

遊び環境がないことが､ 当たり前の姿になってしまっ

ながら筆者にそう訴えた｡ 周囲を見渡せば､ 子ども

ている｡

が自由に遊び過ごすことのできる空間は､ 確かにほ

さらに追い打ちをかけるのが､ 現代の ｢子どもの

とんど見当たらない｡ ボール遊びをしたくても､ 大

安全・安心｣ 問題である｡ 子どもを巻き込む事故の

声をあげてはしゃぎまわりたくても､ 子どもたちは

増加や不審者の存在等､ 子どもに迫る危険が着目さ

禁止事項満載の遊び環境に置かれ､ ひっそりと遊ば

れ､ ｢子どもの安全・安心を守る｣ ことが声高に叫

ざるを得ない｡ このように､ 現代の子どもの遊び環

ばれているのである｡ 結果的に管理先行型の対応策

境の乏しさはもはや社会問題であり､ 今を生きる子

ばかりが充実し､ それに伴って､ 子どもの自由な遊

どもたちの遊び・生活を直撃しているのである｡

び環境はますます削られていく｡ いわば､ 子どもと
地域との乖離が大人の手によって推し進められてい

２. 子どもの遊び環境の喪失

るのである｡

子どもの遊び環境の乏しさが問題視されるように

本来､ 子どもは､ 面としての豊かな ｢遊び空間｣

な っ た の は ､ 実 は 1970 年 代 に ま で 遡 る ｡ 藤 本

である地域社会の中で遊ぶことを通して､ さまざま

(1974) は､ 1970年代の子どもの遊びを実証的かつ

な人にふれ､ 多様な経験をして､ 人間社会のあり方､

網羅的に調査する中で､ 自由空間が大幅に減少し､

人間としての生き方､ 自然とのつき合い方を､ 身を

子どもが遊び場にしていた道路が遊び空間としての

もって学習していく (藤本1974)１)｡ また､ 日常的

機能を喪失するという現状に警鐘を鳴らした１)｡ そ

な生活内の相互的かつ多様な関わり合いの中で､ 子

の後､ 仙田 (1992) は1970年代と1990年代の遊び空

どもは自己を形成していくとともに (高橋2002)３)､

間量の比較を通して､ 子どもの遊び空間そのものが

仲間集団や隣人集団等の間での社会的相互作用を通

２)

限界近くまで減少していることを指摘した ｡ そも

して社会化されていく (住田1999)４)｡ しかしなが

そも1950年代から1970年代にかけて自然スペースや

ら､ 子どもの遊び環境が失われていくということは､

アナーキースペース､ 道スペースの減少が著しかっ

上述のような子どもの学び､ 自己形成､ 社会化の機

たのだが､ 1970年代から1990年代にかけては､ 唯一

会を著しく失うことに繋がり得るのである｡ もちろ

ある程度の空間を確保していたオープンスペースす

ん､ 上記に掲げた遊びの効用に限らず､ 子どもの発

ら減少の一途を辿っていたのである｡ このように仙

達において､ 遊びの経験が必要不可欠であることは

連絡・別刷り 請求先 (
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モデル事業 (以下 ｢モデル事業｣)｣ の実施へと移行

周知の事実であると言えよう｡
では､ 現代において､ 子どもの遊び環境を豊かに

してきた｡ 具体的な変更点としては､ 開催の曜日を

するために､ あるいは遊びの効用・経験の機会を取

増やすとともに､ 長期休業中の実施も行うこととなっ

り戻すために､ 何ができるのだろうか｡ もちろん､

た｡ また､ 人員体制として､ 各現場に補助員１名を

上述の ｢子どもの安全・安心｣ 問題は､ 避けては通

加えるとともに､ や大学の事業への参加も積

れない課題であることも否めない｡ つまり､ ｢子ど

極的に受け入れることとした｡ 2010年12月時点では､

もの安全・安心｣ 問題を視野に入れながらも､ 子ど

23校においてモデル事業を実施している｡

もたちの豊かな遊び環境を改めて保障していく手立
てを見出すことが､ 今求められているのである｡

５. ｢豊かな遊び創出プロジェクト｣ の取り組み


３. 本稿の位置づけ

当プロジェクト実施の目的

当モデル事業が目指す遊びは､ 子どもたちの主体

上記のような問題意識を持ちながら､ 筆者は後述

的かつ創造的な ｢豊かな遊び｣ である｡ その遊びを

する遊び場実践に１年間かけて取り組んできた｡ 本

創出し､ 活性化するためには､ 大人の関わり方を十

稿では､ １年間の試行錯誤の実践を振り返り､ その

分に検討する必要があるとともに､ そのような人材

軌跡から見えてきた手応え・課題を整理して提示し

を育成するプログラム・しくみが必要であることが

たい｡ それによって､ 日常的な生活の中で､ 子ども

浮かび上がってきた｡

たちの豊かな遊び環境を保障していくための手掛か

そこで､ 当モデル事業において､ ｢豊かな遊び創
出プロジェクト｣ を立ち上げた｡ 当プロジェクトの

りを見出せればと思っている｡
ちなみに本稿は､ 筆者らが記した ｢新・放課後等

目的は､ 子どもたちの主体的で創造的な ｢豊かな遊

の遊び場づくりモデル事業 豊かな遊び創出プロジェ

び｣ を促す大人の関わり方と､ それを実践する人材

クト

５)

活動報告書｣ を参考に書き上げている ｡

の育成について､ 現場での取り組みを通して検討す
ることである｡ 検討時期は､ 2009年10月から2010年

４. 福岡市の推進する ｢子どもの遊び場づくり事業｣

７月である｡

子どもを取り巻く厳しい遊び環境の現状を踏まえ
て､ 福岡市こども未来局こども育成課では､ 2003年



度から ｢放課後の遊び場づくり事業 (以下 ｢従来事

当プロジェクトメンバーは､ 福岡市こども未来局

業｣)｣ を実施してきた｡ 当従来事業は､ 現場責任者

こども育成課の職員に加え､ 福岡プレーパークの会

１名と見守りサポーター３名という人員体制のもと､

のプレーワーカー３名である (筆者もそのうちの１

小学校の放課後 (週２回程度) に校庭や体育館を開

名である)｡

実施体制

放し､ 安全・安心な環境の中で子どもの外遊びや集

当プロジェクトでは､ プロジェクトメンバーで月

団遊びを促すという事業であった｡ 子どもたちは放

１回のプロジェクト会議を行うとともに､ モデル校

課後､ ランドセルを置いたまま､ 学校で遊び過ごす

(２校) へのプレーワーカー・学生プレーワーカー

ことができるのである｡ また､ 月に１度､ 福岡市か

(福岡プレーパークの会が育成した人材) の派遣を

らプレーリーダーが派遣され､ 集団遊びを実施する｡

行ってきた｡ 具体的には､ 草ヶ江小学校 (週２回程

ただし､ 当従来事業は登録制で､ 親の許可があって

度､ 計72回実施) と野多目小学校 (週１回程度､ 計

はじめて子どもが参加できるというものであった｡

32回実施) の当モデル事業 (通称：わいわい広場)

しかしながら､ 当従来事業は５年間行われてきた

への派遣である｡ プレーワーカーの派遣人数は､ １

ものの､ 福岡市内の146の小学校のうち､ 10校での

回にあたり､ プレーワーカー２名程度､ 学生プレー

実施に留まった｡ そこで､ 当従来事業の内容を改め

ワーカー２名程度であった｡

て見直し､ より効果的手法を実践的に検討しながら､

ちなみにプレーワーカーとは､ 地域や施設等の子

新たな事業の制度設計を行うために､ 2008年度から

どもたちのいる現場において ｢人間的な遊び｣ の余

2010年度にかけて､ ｢新・放課後等の遊び場づくり

地と可能性を広げる仕事をする専門家である｡ 遊び

子どもの遊び場づくり事業へのプレーワーカー参画の試み
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を指導するのではなく､ 子どもたちの自発的な遊び
を引き出す支援者的な存在である｡


実施内容

プレーワーカーを中心とした現場での実践をもと
に､ 子どもの豊かな遊びを促し､ 引き出すための大
人の関わり方について検討し､ プレーワーカーをは
じめとした保護者､ 現場責任者､ 補助員等の大人の
関わり方についても検討した｡
また､ 当プロジェクトに参画する学生プレーワー
カーは､ 福岡プレーパークの会が主催するプレーワー






1 コマ回しを通したプレーワーカーと
子どもの関係づくり

カー育成講座の受講生17名 (大学院生・大学生) で
ある｡ プレーワーカー育成講座を受講した学生プレー
ワーカーが現場で継続的にフィールドワークを行う
なかで､ どのような学びが得られたのかという点に
も着目することを通して､ 当モデル事業の人材育成
にとっての有用なプログラムについても検討した｡
そのため､ 現場に参画した学生プレーワーカーは､
実施内容や感想を記録し､ 必要に応じてプレーワー
カーによるスーパーバイズを受けた｡
さらに､ 当プロジェクトの成果を把握すべく､ プ
ロジェクトメンバー及び学生プレーワーカーによる
記録によって定性的な成果を把握するとともに､ 草






2 プレーワーカーとの遊びを介した
子ども同士の繋がり

ヶ江・野多目両校の児童及び保護者に対し､ アンケー
ト調査を実施し､ 定量的な成果の把握も試みている｡

子ども同士を繋げる (遊び仲間の仲介) ということ
６. プレーワーカー･学生プレーワーカーの関わり方

もあれば､ 見守りサポーターとして来ている保護者

当プロジェクトにおいて､ プレーワーカー・学生

と子どもたちを繋げるということもある｡ 遊びをきっ

プレーワーカーが子どもたちとの関わりで留意した

かけに､ ＜子ども−子ども＞､ ＜子ども−大人＞､

点について､ 整理しておきたい｡ それらは４点に整

そして＜大人−大人＞という多様な関係性を創造す

理される｡

ることが､ プレーワーカーの役割の一つということ
ができよう｡



関係づくり

まずは ｢関係づくり｣ である｡



参画初期は､ 子どもとプレーワーカーらの距離を

次に､ ｢遊びの起爆剤｣ である｡

遊びの起爆剤

縮めるべく､ コマや剣玉などの遊具やものづくりを

プレーワーカーは子どもたちの遊びを遠くから見

きっかけにして､ 子どもたちとの繋がりを形成して

守るわけでもなく､ 遊びを積極的に指導するわけで

いった｡ また､ １人で遊んでいるような子どもに対

もない｡ 子どもたちとともに遊ぶ仲間である｡ とき

しても声かけをするなどして､ 子ども一人ひとりに

には子どもたちの遊びに入っていって場を盛り上げ

寄り添うように心がけた｡

たり､ 多種多様な遊びをやってみせたりすることで､

関係づくりとは､ プレーワーカーと子どもとの間
に限ったことではない｡ プレーワーカーを介して､

子どもたちの遊び心を刺激し､ 子どもたちが真似を
したいと思えるような存在となることを目指す｡ そ
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る雰囲気・環境をつくりあげていく必要があると言
えるだろう｡
また､ 子どもが遊びの主体であり､ それを尊重す
るという意味では､ 子どもたちが集団の遊びからエ
スケープすること､ あるいは､ 一人で校庭の隅で遊
んでいることも､ 当たり前のように保障することが
大切である｡
さらに､ プレーワーカーが始めたり､ プレーワー
カーが加わっていたりする遊びの場面において､ 意
識していることがある｡ それは､ 子どもたちだけで





3 プレーワーカーがつくる割り箸鉄砲に
夢中の子どもたち

遊べるようになったら､ プレーワーカーがその遊び
から抜けるということである｡ まさに子どもたちが
主体的に遊べるようになったのであれば､ そこに必
要以上にプレーワーカーが関わることはない｡ 最終
的には､ 子どもたちが自ら主体的かつ創造的な､ 豊
かな遊びを創出できるようになることを目指してい
るからである｡


遊び場全体のコーディネート

最後に､ ｢遊び場全体のコーディネート｣ である｡
プレーワーカーは､ 目の前にいる子どもたちとの
遊びだけに没頭するだけでは十分ではない｡ 遊び場





4 学生プレーワーカーが参加した遊びが盛り上がる

全体に目を配ることも､ プレーワーカーが担うべき
役割である｡ 具体的には､ 子どもたちの遊びの拠点

の際､ プレーワーカーは子どもに向き合い､ 何かを

となるテーブルをどこに置くか､ コマ板をどこに置

教えようとするようなスタンスではなく､ 自らが活

くかなど､ 子どもの動線等を考慮した環境づくりを

き活きと遊び振る舞い､ 自分の個性を発揮すること

行うことなどである｡ また､ リスクマネージメント

が求められる｡ 遊びに夢中になっている魅力的な大

の視点で遊び場全体に目を向けることも大切である｡

人の存在に刺激され､ 子どもたちも自らの遊び心を

また､ 子どもたちの ｢無謀・無法｣ への対応とい

開放していくのである｡ このように､ プレーワーカー

う役割もある｡ 子どもたちはときに､ 自らに迫る危

が遊びの場にいることで､ 子どもたちの遊び心はも

険に気付かない ｢無謀｣ な遊びをしようとするとき

ちろんのこと､ その場全体が盛り上がっていくよう

がある｡ しかし､ 遊びの場面において､ 責任は自分

な起爆剤となることが肝要である｡

自身にある｡ 子どもたちに ｢自分の責任で遊ぶ｣ と
いう価値観をもってもらうよう､ 声かけや対応をし



主体性の尊重

ていく必要があると言えよう (無謀への対応)｡ ま

次に､ ｢主体性の尊重｣ である｡

た､ 自由な遊び場だからといって､ 何をしてもいい

プレーワーカーは､ 遊びの環境は用意するが､ そ

わけではない｡ 自由とわがままの違いをはき違えな

こで子どもたちがする遊びを強制することはない｡

いよう､ 子どもたちに伝えていくことも忘れてはな

あくまで子どもたちが遊びの主体であり､ 子どもた

らない｡ 他の子どもを傷つけるなど､ 子どもが悪い

ちの ｢やってみたい｣ という気持ちをもとに遊びが

ことをした時にはしっかり叱り､ けじめをつけるこ

繰り広げられることが大切である｡ その意味では､

とも意識している (無法への対応)｡

まずは子どもたちが､ 様々なことをやってみたくな

このように､ 遊び場全体に気を配りながらも､ 個々
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の子どもたちに目線を向けていくと､ 継続的に関わっ
ているからこその､ 子どもの変化・サインをキャッ
チすることがある｡ そのときは､ 子どもの悩みや不
安を真摯に受け止め､ ともに悩み､ 話をしていくと
いう関わりをもつこともある｡ つまりプレーワーカー
は､ 単なる遊びの専門家ではなく､ 遊びを通して子
どもと密に関わる存在なのである｡
７. プロジェクト実施後の子どもたちの変化
上述の４点を意識しながら､ プレーワーカーらは
子どもたちと日々を積み重ねてきた｡ その過程で見

 

5 自分たちで思い思いに遊べるようになってくる

えてきた成果を､ 以下に整理して提示したい｡


主体的に遊べるようになった

プレーワーカー参画の当初は､ プレーワーカーと遊
んでもらおうと群がる子どもたちや､ 遊んでもらえな
いと文句を言う子どもたちも多く､ ｢遊んでもらうこ
とに慣れている｣ 子どもたちの姿が多く見られた｡
しかし､ 数か月を経過し､ 子どもたちが ｢遊んで
もらう｣ 姿勢から ｢自らが遊ぶ｣ 姿勢へ変わってき
たという手応えを感じている｡ 常連の子どもたちが
日々の主体的な遊びを経験する中で､ 遊びの本質
 

6 校庭の隅で発見したヤモリの家を制作中

(いかに自らが遊ぶか) を体得してきたのである｡
さらに､ プレーワーカーによる環境構成と居心地の
よい空気づくりによって､ 子どもたちが思い思いに

びり本を読んだり､ 友達同士語らったり､ 秘密

過ごすことができるようになってきたことは､ 大き

基地をつくったりして過ごす姿も見られ始めた｡

な収穫である｡


遊びの幅が広がった

【

1】 (以前はプレーワーカーが抜け

当初は､ 少人数グループで遊んでいる子どもたち

ると遊びが途絶えてしまっていたが) 今日はプ

が多かった印象がある｡ 特に､ ドッヂボールを３〜

レーワーカーを中心に異年齢でサッカーを始め

４人で学年ごとに遊んでいるという､ 違和感のある

ると､ 場が盛り上がってきた頃にプレーワーカー

光景も見られていた｡ また､ 遊び自体もあまり知ら

が抜けても､ 子どもたちはサッカーを楽しみ続

ず､ 所在なげに過ごしている (どのように遊んでい

けていた｡

いかわからない) 子どもたちの様子も見受けられた｡
その後のプレーワーカーの参画を通して､ 子どもた

【

2】わいわい広場に入りたての１年

ちはプレーワーカーが生み出す遊びの真似をして新た

生が､ 学生プレーワーカーを独り占めしようと

な遊びを覚えたり､ 自分で遊びを工夫したりするよ

駄々をこねていると､ 常連の３年生が ｢そんな

うになった｡ また､ プレーワーカーを見て遊びを身に

んじゃ (楽しく) 遊べないよ｣ と当然のように

つけた子どもたちが､ 次第に子ども同士で遊びを教

諭していた｡

えたり､ 盛り上げたりするようになった｡ さらに､ プ
レーワーカーを介して遊び仲間が広がっていくことを

【

3】動き回って遊ぶだけでなく､ のん

通して､ 学年を越えたグループで遊ぶようになった｡
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それに伴って遊びの幅も広がっている (多人数だか
らこそ楽しめる遊びができるようになった)｡

【

4】プレーワーカーが竹笛を作った
り紙飛行機を作ったりしていると､ 興味をもっ
た子どもたちが集まってくる｡ 作り方を教えて
もらいながら､ 自分のオリジナリティを加えた
遊び道具が次々と誕生した｡
【

5】コマの回し方がわからず戸惑う

 

9 名前のない遊びもたくさん生まれる

３年生｡ そこで､ 最近コマが上達して自信をつ
けた１年生にプレーワーカーが声をかけると､
１年生が３年生にコマの回し方を教え始めた｡
そして一緒にコマで遊ぶように｡

８. プロジェクト実施後の大人の変化
プロジェクトを通して､ 変化が見受けられたのは､
子どもたちだけではない｡
プレーワーカーが参画する場面では､ 現場責任者

【

6】最初は学年ごとに散らばって遊

や補助員､ 見守りサポーターである保護者に､ 遊び

んでいたのに､ けいどろや色付け鬼など､ 遊び

への参加を意識的に働きかけた｡ それというのも､

が盛り上がっていると､ ｢入れて！｣ と遊びに

当初保護者は､ 見守り・安全管理中心で､ 子どもた

加わってくる子どもが学年問わず増えてきた｡

ちが遊ぶ様子を遠巻きに見ているという現状だった
からである｡
プレーワーカー参画後は､ まず､ 見守りサポーター
が遊びながら見守る関わりに徐々に変容してきた｡ そ
れによって､ プレーワーカーの役割を担い得る大人が
増え､ 遊びのバリエーションが増えてきた｡ また､ 保
護者も楽しそうにしていることで､ 子どもたちも楽し
い雰囲気に包まれていく｡ このように､ 大人の変化
によって､ 遊びの場の魅力が増してきたと言えるだろ
う｡ さらに､ 子どもへの理解が深まり､ 保護者が子
どもの可能性に気付く場となっているようである｡

 

7 異年齢集団での砂場遊びが盛り上がる

【

7】子どもたちが楽しく遊んでいる
姿に誘われてか､ ｢一緒に遊んでいいんですか？｣
と､ 見守りサポーターが遊びに加わる場面が増
えてきた｡
【

8】見守りサポーターが､ 子どもが
活き活きと遊ぶ姿を目の当たりにして､ ｢家と
は違うわが子の意外な様子をみて嬉しい｣ など
の感想をもつようになった｡
現場責任者や補助員などスタッフの意識の高まり
 
8 子ども同士がコマを教え合う

も注目に値する｡ 当初は現場責任者や補助員と､ プ
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レーワーカーとの間で意思疎通の機会が少なく､ 実

【学生の記録２】今日は私の姿を見つけて､ 呼

施内容等について確認漏れが発生することもあった｡

び掛けてもらえて､ 素直にうれしかった｡ 毎週

また､ わいわい広場に登録している子どもとそうで

会える子どもたちとの関係づくりは楽しいもの

ない子どもが､ 一緒に遊ぶことをためらう姿が見ら

だと感じた｡

れるなど､ 安全管理のための登録制も､ 大人が意識
しすぎることで子どもの意識にまで線引きをしてし
まうことにも繋がっていた｡
しかし､ スタッフも経験を重ね､ プレーワーカー

また､ 実践の土台として､ 子どもたちとの関係が
できあがったことで､ 学生プレーワーカー自身が思
いきり遊び､ 自らのプレーワーカーとしての力を発

らとも日々顔を合わせて関係を深めてきたことで､

揮できるようになった｡ それによって､ 学生プレー

チームとしてわいわい広場を運営するかたちへと進

ワーカーは子どもたちに意識的に働きかけ､ 豊かな

めることができるようになった｡ 例えば草ヶ江小学

遊びへと結びつけるきっかけを生み出すようになっ

校では､ わいわい広場に登録している子どもとその

てきた｡ これはプレーワーカーとしての大きな一歩

他の子どもを必要以上に分けることなく､ 留守家庭

である｡

子ども会の子どもや､ 一度帰宅した子どもも一緒に
なって遊ぶようになった｡ その結果､ 子ども同士の

＜子どもへの意識的な働きかけ＞

学年やグループを越えた関係が生まれ､ 遊びも盛り
上がり､ 子どもたちが活き活きと過ごせるなど､ 大

【学生の記録３】昨日行動が気になった子ども

きな成果を得ている｡

に､ 少しスキンシップを増やし､ 自分なりに温

９. プロジェクトを通した学生プレーワーカーの学び
プロジェクトに継続して参画した学生プレーワー
カーにとっても､ 大きな経験だったことは言うまで
もない｡ 学生プレーワーカーが現場での実践の中か
ら得た気づき・学びを､ 彼らが書き綴った記録を紐
解くことで概観したい｡
そもそも当初は､ 子どもの言動への対応に戸惑う
学生プレーワーカーも多く､ 自分自身に求められて
いることが分からず不安を感じたり､ 制度設計や運
営方法に関する疑問を解決できずにいたりした｡
しかし､ ２ヶ月以上の継続的な現場での実践を通






10 学生プレーワーカーが子どもたちとコマ対決

して､ 子どもたちとの関係も築かれていった｡ その
ような子どもとの関係の構築に手応えを感じながら､
それを次の実践のモチベーションに繋げていた様子
が窺える｡
＜子どもとの関わりの魅力＞

【学生の記録１】私が来ると､ ぱーっと寄って
きてくれたり､ ｢次はいつ来る？｣ と聞いてく
れたりと､ 私と会うことを楽しみにしてくれる
子がでてきた｡ 私の存在の意味をもたせてもらっ
ているような気がしている｡






11 学生プレーワーカーも子どもと一緒に
のんびり遊んでいる
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かな言葉をかけると､ 今日は安心したような顔

なと嬉しくなった｡

というか､ 昨日とは全く顔つき・目つきが変わっ
た｡ 目に力があり､ 笑顔も見ることができた｡

【学生の記録７】ある男の子が､ 私の名前を呼

こちらの ｢大丈夫だよ｣ という気持ちが伝えら

びながら駆け寄ってきてくれた｡ それからラン

れた気がする｡

ドセルを置いて､ 遊び道具の方にすぐさま向か
う｡ もう早く遊びたくてしょうがないという感

【学生の記録４】一人で遊んでいた子どもが､

じである｡ その子がこの場へ遊びに来るのを本

みんなでサッカーをしている方を気にかけてい

当に楽しみにしているのが感じられて､ 私は嬉

たので､ ｢ 入れて って言いに行ってみる？｣

しくなった｡

と聞くと､ 最初は ｢いや､ いい｣ と言っていた｡
しかし､ しばらくしてまた誘ってみると､ ｢行っ

【学生の記録８】始まったばかりの頃と違って､

てみる｣ と言い､ 自分の力で ｢入れて｣ と言う

顔つきがきりっとし､ 目に力が増したような子

ことができていた｡

どもがいた｡ 話すときの声も大きく､ 言葉にも
エネルギーがある｡ 以前のように甘えたり､ べ

【学生の記録５】一輪車や鉄棒を ｢できない｣

たーっとすることもなく､ 遊ぶのが忙しくてそ

｢やったことない｣ という子に､ ｢やってみたら？｣

れどころではないんだ､ というような姿に見え

｢できる！｣ と声をかけ､ 挑戦できるよう励ま

た｡ 自分に自信を持てたような強さを感じた｡

すと､ ｢できた！｣ ｢やれた！｣ と感じてもらえ
たのか､ 積極的な姿勢が見え､ 表情が輝いたよ
うに見えた場面があった｡

このように､ 学生プレーワーカーが継続的に子ど
もたちと関わり､ 自らが現場での役割を見出すこと
で､ 遊び場全体への目配りができるようになるとと

学生プレーワーカーは､ 日々の実践を繰り返す中

もに､ 子ども一人ひとりへの細やかな対応が可能に

で､ 子どもたちの変化・成長を肌で感じ､ 実践の手

なった｡ これは､ 学生プレーワーカーにとって大き

応えを得ることもできるようになってきた｡

な学びであると言えよう｡ 子どもたちの遊びが豊か
になるだけではなく､ 学生プレーワーカー自身もが

＜実践の中での手応え＞

自らに自信を持ち､ 成長を遂げていく｡ まさに､ 遊
びを介して相互に成長し合える関係が構築されていっ

【学生の記録６】以前､ 私にべったりだった子

たのである｡

どもたちも､ 声はかけてくれるものの､ 自分の

このような学生の学びの背景には､ わいわい広場

遊びに夢中になっており､ しっかり遊べている

に参加する学生プレーワーカー同士の横の繋がりが






12 のこぎりを使うときのちょっとしたサポートを行う






13 学生プレーワーカーがいるだけで楽しい場になる
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あったことにも言及しておきたい｡ 学生プレーワー

の役割を確認するとともに､ 現場全体・地域全体で

カー同士が互いに励まし合い､ 刺激し合えるような

子どもの遊びを支えるという機運を高めることが必

緩やかなネットワークがあったことで､ ときに意見

要ではないだろうか｡

交換を行ない､ ときに現場で協力し合う関係を紡い

また､ 本稿では学生プレーワーカーの活躍を記し

できた｡ 互いの遊び観・子ども観を磨き合ってきた

たが､ 学生プレーワーカーの育成・参画促進に力を

という過程は､ 学生プレーワーカーたちの学びを下

注ぐことで､ より効果的な事業の普及・発展を目指

支えしてくれたと感じている｡

すことができると考える｡ それは､ 学生の力が子ど
もたちの日常の遊びを豊かにするというメリットだ

10. まとめに代えて


当プロジェクトの成果

当プロジェクトにおいては､ 子どもの豊かな遊び

けではない｡ 近い将来親になる学生たちにとっても､
事業を通して子ども・遊びについて理解を深めてお
くことは大きなメリットである｡ さらには､ 学生だ

を促し､ 引き出すための大人の関わり方について､

けではなく､ 地域の人々の参画も積極的に行ってい

プレーワーカー・学生プレーワーカーの実践を行い

く必要もあるだろう｡

ながら､ 明らかにしてきた｡ 以下に､ 改めてそのポ
イントを整理したい｡
まず､ 遊び場に関わる大人が､ 次の４つのポイン

もちろん､ 当事業自体が抱える課題もある｡ 例え
ば､ 登録制であることから誰でもいつでも気軽に参
加できる遊び場ではないこと､ あるいは遊びの場が

トに留意して関わることで､ 子どもの自由で自発的

校庭内に限定されてしまっていることなどである｡

な ｢豊かな遊び｣ を引き出すことができる｡

それらは大人の都合によって設定されている枠組み

①子ども同士や大人との関係づくりを行う｡

でもあり､ 子ども主体の充実した遊び場づくりに向

②遊びの起爆剤となる｡

かっていくには大きな足枷となっているのも現状で

③子どもの主体性を尊重する｡

ある｡

④遊び場全体のコーディネートをする｡

しかし､ 当事業の遂行だけで､ 子どもの遊び環境

プレーワーカー・学生プレーワーカーが､ これら

の課題全てに応えていこうという発想自体が間違い

の関わり方を､ 現場の状況に応じて使い分け､ ある

であろう｡ まずは当事業によって子どもたちの遊び

いは役割分担しながら､ 継続的に関わってきた｡ そ

の拠点としての校庭を魅力的にしていきながらも､

の成果として､ 子どもたちの遊びに対する主体性が

それと同時並行的に､ 地域においても､ 子どもが主

芽生え､ 遊びの幅の広がりが見られるようになった｡

体的に遊び過ごせる拠点を拡充させていく必要があ

そのような子どもたちの豊かな遊びの創出と同時に､

るのではないだろうか｡ そうすることで､ 子どもた

学生プレーワーカーにも多くの学びがあり､ 子ども

ちの日常生活全体が豊かな遊びに満ち溢れるととも

と相互に成長し合える関係を構築していく様子が窺

に､ 冒頭に示した遊びの効用が子どもたちに自然と

えた｡

経験されるようになっていくはずである｡

また､ 保護者に対して遊びへの参加を促すことで､
保護者自身がプレーワーカー的役割を担いながら子
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１. はじめに
日本では､ 今､ 所得格差の問題が政治の大きな課



＊


ジアは国連を中心とする各国の支援により治安も経
済もかなり安定､ 発展してきた｡

題となり､ 新聞やテレビでも頻繁に取り上げられて

しかし､ そうは言っても首都プノンペンの街の様

いる｡ 確かに貧富の差が広がってきていることは否

子は､ まだ1950年代の日本といった感じである｡ 首

めない事実である｡ しかし､ 世界に目を向けると､

都のなかに何ヶ所も広大なゴミの山があり､ そこで

日本でいう格差など格差のうちには到底入らないと

は､ 日々の生活の糧を得るためにたくさんの子ども

いう､ 貧しい国がたくさんある｡

達が働いている｡ スラムもあちこちにある｡ 仕事の

カンボジアもそうした国の一つである｡ 因みに国

ない農村部の状況は一層深刻だ｡ また､ カンボジア

際連合に加盟している192ケ国の中でわが国の一人

には多くの孤児 (０〜17歳) がいる｡ その数は､ ユ

あたりの  (国内総生産) は､ 35
757ドルで､

ニセフの2005年度の報告によると､ 実に67万人とい

世界第14位 (2005年度) である｡ これに対してカン

うことである｡ 子ども達の栄養状態も厳しく､ ユニ

ボジアのそれは430ドル (2005年度) で世界第154位､

セフの報告では､ ５歳以下の子の50％が栄養不良で､

日本の83分の１である｡ また､ 日本の国家公務員の

10人に１人が１歳になる前に死亡､ ７人に１人が５

平均年収は51
900ドル (2005年度) だそうだが､ カ

歳になる前に死亡するとも言われている｡

ンボジアのそれは600ドル程度で日本の約87分の１

貧しさのために就学できない子もまだ少なくはな

に過ぎない｡ 物価が低いとはいっても人々の生活は

い｡ そうした子ども達の多くは親を助け､ よく働い

大変苦しい｡

ている｡ しかし､ １日のその稼ぎは100円にも満た

カンボジアは､ かつてはインドシナ半島の大部分

ないという｡ また､ 貧しさの故に人身売買も珍しく

を領土としたこともある高い文化と経済力を誇る帝

はなく､ まだあどけない女の子が信じられないよう

国であった｡ しかし､ 19世紀末にはフランスの植民

な安い値段で売り買いされているという現実もある｡

地となり､ その後1953年に独立したものの米ソ対立

こうした貧しく､ 苦しい生活のなかでも､ 表面的

の冷戦のなかで翻弄され､ 激しい内戦が長い間続い

に見る限り子ども達や若者達の表情は概して明るく､

た｡ その結果､ 国は崩壊し､ 上述のように世界の最

前向きに生きている感じがする｡ 実際にはどうなの

貧国の一つになったのである｡ この10数年､ カンボ

だろうか｡ 筆者はその実態を明らかにするために､

＊
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簡単なアンケート調査を実施してみた｡ ここでは､

刻については７時以降が53
4％を占めている (福岡

その結果を既存の日本の子ども達についてのデータ

県岡垣町教育委員会, 2002)｡ 極めて遅寝､ 遅起き

と照らし合わせながら見てみたい｡

の傾向が強いと言ってよいだろう｡ 当然睡眠時間は
短くなる｡ 福岡県 (2001) の調査によると､ 睡眠６

２. 調査の方法

〜７時間以下の子が中学２年生で75
7％にも達して

(１) 調査対象：カンボジア王国カンダル州キエン

いる｡ これに対して､ カンボジアの中学生では11時

スヴァイの町にあるロティアン中学校の２年生

以降の就寝は皆無で､ ９時以前が64％を占めている

62名

(図１)｡ また､ 起床時刻については７時以降は全く

(２) アンケート：調査は､ 質問紙法で行った｡ 質

いない｡ 非常に早起きで６時以前が87
3％となって

問紙は､ 生活リズム､ 手伝い､ 学校や先生に対

いる (図２)｡ 睡眠時間も８時間以上という子が

する意識など子ども達の基本的な生活と意識を

88
2％と､ 驚くほど高い割合を示している (図３)｡

問う質問､ 計12項目で構成されていた｡

なお､ 日本の子ども達も1947年当時は､ 小学校６年

(３) 実施の方法：教室で授業時間の一部を借りて
実施した｡ 実施にあたっては､ 質問紙の質問を

生男子の場合で､ 平均10時間25分寝ている (園原太
郎他, 1952)｡

１項目ずつ､ 読み上げ､ 全員が回答項目をチェッ
ク､ あるいは文章で記述したことを確認しなが



ら進めるようにした｡

手伝い体験をすることにより､ 子どもは親や色々

手伝いについて

な人々が自分のためにしてくれることの意味や生活

(４) 実施の日時：2008年５月２日

の技能を知るようになる｡ また､ 自分はかけがえの
３. 調査の結果


ない家族の一員なんだという感覚と共に有能感や自

生活リズムについて

尊感情を高めることにもなる｡ ところが､ 日本の子

日本の場合､ 11時以降就寝の子が中学２年生で
78
0％ (北九州市立教育センター, 2005)､ 起床時

ども達､ 特に中学生の場合､ 概してあまり手伝いを
していない｡ 例えば､ 北九州市教育委員会 (2000)
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の調査によると ｢昨日､ 何か家の手伝いをしたか｣

看護師 (3
8％)､ マンガ家・イラストレーター (3
8

という問いに対し ｢全然していない｣ という子が中

％)､ 芸能人 (3
4％) の順となっている｡ カンボジ

学２年生で63
4％を占めている｡ また､ 日本青少年

アの中学生の場合､ ｢わからない｣ は1
6％で､ ほと

研究所 (2000) の高校生を対象とした調査では ｢あ

んどの子が何らかのなりたい職業を挙げている｡ そ

なたはふだん家の手伝いをしますか｣ という質問

の中では ｢先生｣ ｢医師｣ が圧倒的に多いことが注

に､ ｢ほとんどしない｣ ｢全くしない｣ と答えている

目される (図５)｡ しかし､ 職業選択の多様性とい

生徒が米国9
1％､ 中国9
9％に対して日本の場合３

う点からすると､ 日本の子ども達に比べ非常に狭い｡

倍近い29
9％もいる｡ カンボジアの中学生はどうだ

おそらく､ その理由は､ カンボジアは発展途上､ そ

ろうか｡ 図４は､ ふだんどんな手伝いをしているか

れも大変厳しい状況にあり､ 周囲の大人が携わって

質問した結果 (複数回答) を示したものである｡ 問

いる仕事の種類が限られていること関係しているの

い方は違うが､ 手伝いをしていないという生徒はい

ではないかと考えられる｡

ない｡ ｢食事づくり｣ をはじめ様々な手伝いをして


いることがわかる｡

学校に対する気持ち

日本の場合､ 日本青少年研究所 (2000) の調査に


なりたい職業について

よると､ ｢学校生活は楽しい｣ と感じている中学生

日本の場合､ 

教育研究開発センター

が ｢全くそう思う｣ ｢まあそう思う｣ を合わせて

(2005) によると､ ｢なりたい職業｣ について ｢ない・

75
7％いる｡ しかし､ その一方で ｢この世から学校

無回答｣ という子が中学生で38％を占めている｡

がなくなればよい｣ という中学生も ｢全くそう思う｣

｢なりたい職業｣ がある子についてその職種を見る

｢まあそう思う｣ を合わせて41
4％を占めている｡

と､ 男女とも非常に多様だ｡ その中でも男子で比較

学校に対して複雑な気持ちをもっているようである｡

的多いのは野球選手 (3
7％)､ 次いでサッカー選手

これに対して､ カンボジアの場合､ ｢学校は好きで

(2
2％)､ 学校の先生 (2
2％)､ 医師 (1
8％) の順

すか｣ という質問に全ての子が学校が ｢好きだ｣ と

である｡ 女子では保育士・幼稚園の先生 (9
7％)､

答えている (図６)｡ カンボジアでは､ 各国の 
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等の支援で建物としての ｢学校｣ はたくさんできて

どもの学力は高まらず､ 規範意識も育たなくなるだ

きている｡ しかし､ しかし､ 理科室や音楽室､ 体育

ろう｡ こうした尊敬の心は年齢とともに自然に身に

館があるわけではない｡ 設備､ 教具もない｡ しかし､

つくものではない｡ 子どもが幼い時から親や教師自

そこには仲間がおり､ 先生がおり､ 勉強がある｡ 多

身が態度で示すと同時に､ 折にふれ､ きちんと教え

くの子ども達にとっては中学校に通えるだけで幸せ

てやることが大切である｡ ところが､ 日本では戦後

なのである｡

｢尊敬｣ の心は教育界において軽視､ あるいは否定

90
䋨䋦䋩
80

され､ 子ども達の教師や親に対する尊敬度は他の国
の子ども達のそれに比べ驚くほど低くなっている｡

77

70

例えば､ 李仲濱・横山正幸 (2002) は中国と日本の

60

小学校６年生を対象に教師に対する尊敬意識を調べ

50

た｡ その結果､ 中国の６年生では､ ｢あなたは先生

40
30

を尊敬していますか｣ とい質問に対して84
4％の子

22.9

20

が ｢とても尊敬している｣ と答えていた｡ これに対

10
0
䈫䈩䉅ᅢ䈐

ᅢ䈐

0

0

して日本の子どもでは ｢とても｣ が32
8％､ ｢まあ

䈅䉁䉍ᅢ䈐䈪䈭䈇

ህ䈇

まあ｣ が20
1％で､ 合わせても尊敬している子は

図６. 学校に対する気持ち

52
9％と大きな違いが見られた｡ 社会心理学者の東
洋大学教授中里至正ら (1997) も日本の他､ 中国､



教師と父親に対する尊敬の程度

韓国､ 米国､ トルコの中学生・高校生を対象に父親

子どもは､ 年長の人､ 自分を育ててくれる人､ 自

に対する尊敬意識の調査を行っている｡ その結果を

分に物事を教えてくれる人を尊敬することができれ

見ると､ ｢父親を尊敬している｣ という割合は中国

ば､ その教えを受け入れ､ 学ぶことができる｡ 自分

96
9％､ 韓国64
9％､ 米国73
9％､ トルコ96
6％に

を律し､ 高めることができる｡ しかし､ 例えば､ 子

対して日本は45
1％であった｡ また､ ｢父親のよう

どもの前で親が教師を安易に批判したり､ 否定した

になりたい｣ については中国58
3％､ 韓国41
4％､

りしては､ 教師と子どもの信頼関係が築けなくなる

米国69
2％､ トルコ75
4％に対して日本は21
2％で

ばかりでなく､ 教師の教えを軽んじ､ 結果として子

あった｡ カンボジアの中学生の場合はどうだろうか｡
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図７､ 図８が示すように教師に対しても父親に対し

している21カ国の子ども達の幸福度をランクづけし

ても尊敬度は極めて高い状態にある｡ 中学２年生と

ている｡ ただ､ 日本については比較しうる十分なデー

いえば､ いわゆる第二反抗期の真っただ中にあり､

タがないということで順位が示されていない｡ 但し､

最も扱いにくい時期の子ども達である｡ しかし､ 学

孤独感については､ 他の国の15歳の平均が7
4％で

校での授業態度は､ 非常に好ましい状態にある｡ 授

あるのに対して､ 29
8％とずば抜けて高い割合を示

業中､ 勝手な言動をしたり､ よそ見をしているよう

している｡ さて､ カンボジアの子ども達については

な子はまずいない｡

どうだろうか｡ 図９が示すように圧倒的に多くの子

カンボジアの教師は教師として十分なトレーニン

が ｢幸せ｣ だと答えている｡ ｢あまり幸せでない｣

グを受けているわけではない｡ したがって､ 日本の

と答えている子は4
8％で､ ｢全く幸せでない｣ とい

教師に比べると授業方法も概して未熟である｡ それ

う子は皆無である｡ なぜ幸せだと思うのだろうか｡

でも授業中､ 好ましい状態が保たれている｡ その背

調査ではその理由を書いてもらった｡ それをまとめ

景には､ ここで明らかとなった教師に対する高い尊

たのが図10である｡ これを見ると､ ｢家族｣ がキー・

敬意識が関係しているのではないかと考えられる｡

ワードになっている｡ 子ども達は経済的に貧しくと
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24.1

20

彼らの親や兄弟姉妹を思う場面に遭遇し､ 強く心う

10
0

0
䈫䈩䉅ዅᢘ䈚䈩䈇䉎

ዅᢘ䈚䈩䈇䉎

たれることが度々あった｡

0

䈅䉁䉍ዅᢘ䈚䈩䈇䈭䈇

ోὼዅᢘ䈚䈩䈇䈭䈇
70
䋨䋦䋩
60

図７. 教師に対する尊敬の程度
90
䋨䋦䋩
80

83.8

59.6

50

70

40

60
50

35.8

30

40

20

30
20

11.2

10

0

0
䈫䈩䉅ዅᢘ䈚䈩䈇䉎 ዅᢘ䈚䈩䈇䉎

0

4.6

10

䈫䈩䉅ᐘ䈞

䈅䉁䉍ዅᢘ䈚䈩䈇䈭䈇 ోὼዅᢘ䈚䈩䈇䈭䈇 䈍ῳ䈘䉖䈲䈇䈭䈇

図８. 父親に対する尊敬の程度



4.8

0
ᐘ䈞

0

䈅䉁䉍ᐘ䈞䈪䈭䈇 ో䈒ᐘ䈞䈪䈭䈇
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幸せ感



教育研究開発センター (1997) が､ 世界

神様 (仏様) への３つの願い

横山正幸他 (1998, 2003) は､ 1996年から今日ま

６都市の小学校５年生を対象に行った調査では､

で繰り返し､ 中国の新疆ウイグル自治区やトルコ共

｢幸せ｣ と感じている子の割合は､ 北京 93
7％､ オー

和国を訪問し､ 現地の子ども達の生活について臨地

クランド81
6％､ サンパウロ78
2％､ ソウル78
2％､

調査を行ってきた｡ 彼らの世界には日本のような深

ミルウォキー73
0％､ 東京57
0％と､ 日本の子が最

刻ないじめや不登校がない｡ 調査は､ その理由を探

も 低 く な っ て い る ｡ ま た ､ 

るためであった｡ その調査の過程で､ 子ども達に








 


(国連児童基金イノチェンティ研

｢神様が三つだけ願いをかなえて下さる｣ と言われ

) に加盟

たら何をお願いするか質問してみた｡ 図11がその結

究センター) も経済開発協力機構 (

カンボジアの子ども達の生活意識

61

果である｡ 日本の子ども達なら､ 圧倒的に多いのが

ということとは､ 子ども達の心の根底で密接につな

｢お金｣ や ｢ゲームのソフト｣ など ｢物｣ である｡

がっているようである｡

ウイグルやトルコの子ども達の場合､ そうした願い
はほとんど出てこない｡ 親やきょうだいが健康であ

４. おわりに

ること､ 自分の周りの人が幸せになること､ 国の発

今回の調査はサンプル数も少なく､ ここで明らか

展､ 友達がいっぱいできること､ 自分が健康である

にされた結果はあくまでも限定的なものである｡ し

こと､ 立派なお医者になって人の役に立つこと､ お

たがって､ カンボジアの中学生の実態として普遍化

父さんの仕事のための車､ 国が平和であることなど

できるものではない｡ しかし､ そうだとしても日本

である｡ 自分のことだけでなく､ 周りの人々の幸せ

の子ども達の現状と照らし合わせながら見ていくと､

を願う子が多いのである｡ 今回､ カンボジアの子ど

カンボジアの子ども達の生活と意識は日本の子ども

も達にも同様の質問をしてみた｡ ただ､ カンボジア

達よりかなり ｢健康的｣ な感じがする｡ 振り返って

は仏教国なので､ アンケートでは ｢神様｣ を ｢仏様｣

みると､ 日本でも先生や親を尊敬し､ 早寝早起きで､

に変えて尋ねている｡ カンボジアの子ども達の場合､

積極的に家の手伝いもし､ 家族の絆がしっかりして

多くの子がまず挙げているのは家族についての願い

いた時代が1960年頃まではあった｡

である｡ ｢勉強ができるようになること｣ など自分

経済的に豊かなことは素晴らしいことである｡ し

についての願いも高い割合で見られる｡ しかし､ こ

かし､ 前掲の 
の報告書でも指摘されてい

れも良い成績をとって将来いい仕事につき､ 親や家

るように､ 

族を幸せにしてあげたいという思いからのようだ｡

主観的な ｢幸せ感｣ とは必ずしも関係していないよ

また､ ｢バイクや車が欲しい｣ というのも自分が遊

うである｡

(国内総生産) の程度と子どもの

ぶためではない｡ カンボジアでは､ バイクは仕事に

今後はサンプル数や質問項目を増やし､ このテー

行くための移動手段として生活上必需品だからであ

マに関してより確かな実態を明らかにしてみたいと

る｡ 家族についての願いが多いということと､ で

思う｡

述べたように最も多い幸せの理由が ｢家族｣ である
60
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〈付記〉
本論文は､ 筆者が代表を務める任意団体 ｢カンボジアの子

識の実態
1997

別冊モノグラフ・小

学生ナウ ｢第５回−国際教育シンポジウム報告書−｣

ども達の教育を支援する会｣ のホームページに掲載した同名の
調査報告を加筆・修正したものである｡
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第２章

遊びと生活体験

第３章

家庭と生活体験
(大村綾

第４章

東内瑠里子

(井上豊久)
上野景三

地域・環境と生活体験
(上野景三

南里悦史／上野景三／井上豊久／緒方泉 編著

相戸晴子)

永田誠

正平辰男)

第５章

学校と生活体験

(桑原広治)

第６章

メディアと生活体験

(井上豊久)

第７章

文化芸術と生活体験
(緒方泉

第８章

吉田公子

身体・動作と生活体験

丸尾いと)
(小原達朗)

第１章が基本編で､ 第２章以下が実践編である｡
実践編は第２章の遊びを切り口に､ 第３章から５章
までが家庭､ 地域､ 学校という子どもたちの生活の
場ごとに実態や課題が整理され､ 更に第６章から８
章は､ メディア､ 文化芸術､ 身体・動作と課題ごと
に問題提起がなされている｡
第１章は､ 子どもの生活の歴史を辿り､ その変容
や生活体験学習のもととなる ｢形成｣ の重要性を指
本書は新書版200頁余と大部な著書ではないが､

摘している｡ また､ 学力調査や年間授業時数の推移

子どもの生活体験を理論と実践から多角的に捉えた

を紹介しながら ｢生活体験学習によって獲得される

著書である｡ 日本生活体験学会の創設から10年を経

多様な認識が､ 多様な筋道を自らの手で創りださな

過し､ 学会として生活体験学習の研究・実践等を続

ければ､ 知識の発達や知識を生かし応用する社会化

けてきた実績を踏まえ出版されたものである｡

とはならない｡｣ と述べている｡ 具体の事例として

編集の意図は ｢はじめに｣ の ｢かっての子どもの
日常生活は､ 発達環境の場として豊かに存在してい
ました｡ 遊びや仕事､ 労働技術や伝統文化､ 異世代

｢学校支援と地域の役割｣ では大分県の学校地域支
援本部の実践や調査等を紹介している｡
第２章は､ 遊びは､ いのち・体をつくり幸せな人

関係や習俗慣習から自然・生活環境など､ 新しい発

生の基礎基本と述べている｡ 戦後の遊びを分析し､

見や認識､ 冒険のある生活経験として広く獲得され

室内遊び､ 個人遊び､ 同年齢遊びといった現代の遊

ていました｡｣ ｢本書では＜リアリティのある多様な

びの特徴を指摘している｡ このような遊びを本来あ

生活体験が､ 多様な生活を作る起点となる＞という

るべき遊びへと戻すために､ 指導者や指導実践､ 遊

ことを基本において､ 子どもの生活能力再生のため

び空間の再生について指摘している｡

に､ 子どもや大人の危機に立つ生活・学習の実態を

第３章は､ ４人の著者がそれぞれの専門性を生か

踏まえて､ わかりやすく､ 生活体験学習の方策を考

し､ 親子関係､ 初めての子育て､ 食事､ 基本的生活

慮した構図をデザインすることにしました｡｣ に現

習慣､ お手伝い､ 子ども部屋と情報ツール､ お小遣

れている｡

い､ いのちの体験､ 子育てサークルなど家庭に関す
る多様な場面において現状と処方箋を示している｡
子育て文化の変容に触れつつ､ 毎日の地道な生活の

本書の構成は以下のとおりである｡
はじめに
第１章

(南里悦史)
子どもの発達環境の変容と生活体験学習
(南里悦史

山崎清男)

積み重ねが子どもの健全な成長にいかに大切か理解
でき､ 親等のより良い実践に繋がる内容である｡
第４章は､ ｢三間｣ といわれる子どもの時間､ 空
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間､ 仲間の喪失や大人と子どもとのふれあいの減少
など､ 子どもをめぐる地域・環境の変化に触れなが

きアート｣ 活動を紹介している｡
最終章である第８章は､ 身体的文化としての生活

ら生活体験学校を中心とする実践を紹介している｡

慣行､ すなわち生活の作法や技法について取り上げ

通学合宿型の生活体験学習の教育的効果として子ど

ている｡ 最近の子どもたちの生活技能の調査を過去

もの生きる力の育成と地域の教育力の再生を挙げ､

の調査と比較しながら､ 生活体験の場に生活の作法

さらに前者として課題解決能力､ 身辺的自立､ 社会

や技法が学べる内容があり､ それらを見守る仕組み

的自立､ 心身の健康をあげている｡ また､ その代表

が必要であると指摘している｡ また､ 道具と付きあ

的施設である庄内町生活体験学校での動物とのふれ

うことの大切さや子どもたちは生活体験の中にある

あい体験やドングリの育苗体験などの連続する体験

動作性によって身体技法を身につけることができる

プログラムを紹介するとともに､ 体験学校の活動に

と指摘している｡

参加する小・中学生の体験と学力との関連調査から
明らかになったことを紹介し､ 体験が学力を育んで

以上簡単に概要を紹介させていただいた｡

いると指摘している｡

私の所属する独立行政法人国立青少年教育振興機

第５章は､ 学校と生活体験の関連を学力と基本的

構では､ 昨年度 ｢子どもの頃の体験と体験を通して

生活習慣､ 時間割と忘れ物､ 給食と食育､ 読書と学

得られる資質・能力 (調査では ｢体験の力｣ と呼ん

校図書館､ 宿題等､ 学校の現場ならではの提案が示

だ｡)｣ の関係を成人及び青少年調査で量的に把握す

されている｡ 子ども自身が作る生活習慣の自己評価

る ｢子どもの体験活動の実態に関する調査研究｣ を

表､ 親との関係づくりなど具体的な示唆に富んでい

実施したが､ 最近結果が公表され､ 新聞や週刊誌に

る｡

も取り上げられ話題となった｡ 体験が多いほど社会

第６章は､ 電子メディアが子どもに与える影響に

性や自尊感情､ 規範意識等が身についているという

ついて年代別に辿り､ ゲーム漬けの危険性とあわせ

当たり前の調査結果であるが､ 数値で示されている

発達上の課題を指摘している｡ 子どもの携帯電話の

のが面白い｡

問題点と保持の際の留意点､ メディアと脳に関する

子どもは紙や鉛筆のみで育つのではなく､ 家庭､

最新情報等を示し､ メディアとの上手な付き合い方

学校､ 地域の遊び､ 日常生活､ 自然との出会い､ 社

を提案している｡

会との関わり等様々な体験等の中で､ まさに ｢形成｣

第７条は､ ｢いまこそ､ 表現活動をこどもたちに｣
と暮らしの中の子どもたちの文化芸術を取り上げて
いる｡ ｢させる｣ ではなく ｢する｣ ことを大切に､
素材や技法の習得､ 土台となる五感を刺激する直接
体験､ 唱歌や童謡の力等に触れ､ 博物館でのコミュ
ニケーションを育てる実践や大学生による ｢ひらめ

されていくことを､ 親や教師､ 一般の人の常識にす
ることが求められている｡
本書はそのような理解を深め､ 親や関係者の実践
の手がかりとなる好著である｡
[光生館､ 2010年､ 1
200円]
(独立行政法人国立青少年教育振興機構

菊川律子)
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正平辰男・永田誠・相戸晴子

い企画であると言えよう｡
本書の主要なねらいは､ 以上の２点にある｡
２. 本書の構成
上記のようなねらいに沿って､ 本書は次のような
構成となっている｡
はじめに
序章

通学合宿の誕生

Ⅰ章

市町村合併後の生活体験学校

Ⅱ章

通学合宿論考

Ⅲ章

生活体験と自尊意識・学力
〜庄内調査の示すもの〜

Ⅳ章

事例考察〜県内外の通学合宿

終章

朝原良行先生への悼詩

なお最後に資料編として､ ｢チャレンジ合宿参加
者募集 (飯塚市) 二・三・四・五・六年生｣ など７
点が紹介されている｡
３. 生活体験学習研究発展の観点からのコメント
上記の各章のうち､ 序章は通学合宿研究の基礎的
１. 本書のねらい

資料の提示であり､ またⅠ章は市町村合併後の生活

筆者はかつて旧庄内町 (現福岡県飯塚市) の生活

体験学校の経営と活動実践の解説であり､ 共に興味

体験学校を訪問した経験があり､ このことも手伝っ

深いところである｡ さらにⅣ章の事例の紹介と考察

てか､ 本書を興味深く読めた｡

は参考に値すると思う｡

まず本書のねらいから紹介してみよう｡ 本書の

ここでは一層の研究発展の観点から､ Ⅲ章にスポッ

＜はじめに＞において､ 執筆代表者の正平辰男氏は

トを当ててコメントしてみよう｡ この章は２本の学

｢先に出版した

(1995
３､ 北

術論文から成っている｡ 一つは相戸晴子氏執筆の生

大路書房)､ 通学合宿・生活体験の勧め (2005
11､

活体験と自尊意識の関係を中心とする調査研究であ

あいり出版) に続く３冊目の通学合宿の勧めである｡

る｡ 今一つは永田誠氏執筆による生活体験と学力等

…今回は､ 前著刊行から４年を経過して､ 一つは

に関する調査研究の成果である｡

生活体験学習入門

(飯塚市と) 合併した後の生活体験学校がどう変わっ

前者に関しては旧庄内町の中学１年生190人を対

たかをまとめた｣ とそのねらいを説明している｡ 正

象とした ｢友達や家族との人間関係｣､ ｢基本的生活

平氏は旧庄内町の生活体験学習事業の当初から今日

習慣｣､ ｢悩み｣､ ｢仕事や生活スキル｣ といった生活

に至るまでの中心的な指導者であるとともに､ 実践

全般に関する調査研究 (調査時期は2004年および

的研究活動を一貫して推進してこられた｡ その成果

2005年) である｡ そして調査の結果を自尊感情の低

を世に問うことが本書のねらいの一つである｡

位群と高位群にグルーピングして比較考察を行って

さらに正平氏が ｢通学合宿の教育効果を検証する

いる｡

二つの研究論文を掲載した｣ と記されているように､

後者は庄内小学校の３〜５年生を対象とし､ 平成

本書の今ひとつのねらいは､ 旧庄内町の生活体験学

16年度〜平成18年度にかけての３ヵ年にわたる調査

習事業に関する相戸晴子氏と永田誠氏を中心とする

研究である｡ この調査では､ ①子どもの生活体験の

実証的研究成果を公表することにある｡ これは生活

３ヵ年にわたる時間的変容②子どもの生活体験と学

体験学習研究の一層の深化・発展をねらった､ 新し

力の関連③子どもの生活体験と通学合宿への参加の
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関連にスポットが当てられている｡

るキャリア教育が不可欠であろう｡ また､ キャリア

これらの研究に注目した理由は､ 正平氏の ｢二つ

教育は勤労体験的な学習ばかりではなく､ 生活全般

の論文は､ 通学合宿の長い実践を積み重ねてきた旧

に関する幅広い豊かな体験学習等を通して､ 人間関

庄内町の生活体験と教育効果の関係性を明らかにし

係能力 (自他の理解能力､ コミュニケーション能力)､

ようとするもので､ 初めて組織的に実施した調査結

情報活用能力 (情報収集・探索能力､ 職業理解能力)､

果である｡ 長い間待たれていた研究であり､ …｣ と

将来設計能力 (役割把握・認識能力､ 計画実行能力)､

の指摘にも見られるように､ 生活体験､ とりわけ通

意思決定能力 (選択能力､ 課題解決能力) などの育

学合宿体験の教育効果に関する調査に基づく実証的

成をねらいとしている (文部科学省

研究への取り組みを評価したいと考えたからである｡

校・高等学校キャリア教育推進の手引き

生活体験の教育効果に関する実証的研究は､ 厳密

小学校・中学
参照)｡

このようなキャリア教育推進の観点から､ 本書で紹

に考えれば種々の困難を伴うものである｡ この点を

介されている旧庄内町での食事の準備､ 農耕体験､

十分踏まえつつ､ 今後､ 生活体験学習に関する調査

動物の飼育､ ドングリ種苗体験など､ 生活体験活動

研究が一層推進されるよう､ 期待したい｡

の全体 (そのねらいを含む) が正当に位置づけられ
ねばならないと思う｡

４. キャリア教育推進の観点からのコメント

なお､ あえて付言すれば､ キャリア教育は学校教

正平氏が執筆されたⅡ章にもキャリア教育推進の

育ばかりでなく､ 旧庄内町の事例にも見られるよう

観点から注目したい点がある｡ 例えば､ この章の

に社会教育においても推進されるべきである｡ さら

｢７. 生活体験の欠損と過剰がもたらす教育困難｣

に学校教育と社会教育の連携による質の高いキャリ

の中に､ ｢通学合宿を通して見える子どもの欠損体

ア教育の展開が期待される｡

験は３つのことが際だっている｡ 最大最高の特徴は､
｢働く､ 生産する｣ ことをほとんど教えられていな

５. まとめ

いことである｡ それも､ 汚れることをいとわず働く､

本書を読み返している最中に､ かのデューイの

生産すると言う体験は皆無に近い｣ (102ページ) と

｢１オンスの経験は､ 正に１トンの理論に優る｡ な

の記述が見られる｡

ぜならば､ いかなる理論もただ経験においてのみ生

今日､ ニート問題が深刻化している｡ 総務省統計

きた､ 確認が可能な意義をもつからだ｣ (




局の調査によれば､ ニート (この場合は ｢若年無業



者｣ を指している) の数は実に62万人 (平成19年)

 

1966
144) との､ 周知の指摘を

に上っているとのことである｡ この問題の背景は種々

思い起こした｡ 同時に､ この経験の意義に関する指

考えられるが､ 上記のような正平氏の指摘に見られ

摘に基づき､ 生活体験学習の教育学的意義と重要性

るような子どもの生活体験の貧弱化現象と教育のあ

について､ 改めて考える機会を得た｡

り方に有力要因の一つがあると考えられる｡
ところで､ 高校生や大学生になって､ いきなり職
業的自己実現の根幹をなす勤労観・職業観の形成を

  









今後も旧庄内町の生活体験学習事業が着実に継続
され､ 発展するとともに､ その研究成果の大いなる
蓄積を期待しつつ､ 本書の書評を閉じたい｡

強調しても遅いと思う｡ 幼児期を含む子どもの頃か

[あいり出版､ 2010年､ 2
500円＋税]

ら､ 働くことの喜びや将来の職業への夢を膨らませ

(山口学芸大学教育学部

田代直人)
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１. フォーラム設定の意図


学会・研究大会の歴史的展開

10年目を迎えての新たな挑戦

学会設立以降の変遷の中で､ 今回の第11回大会の
位置づけを改めて見てみると､ 今回の研究大会が､
学会及び生活体験学習の理論構築の過程において重
要なターニングポイントとなることが推察される｡
改めて設立当初に立ち返ると､ 生活体験学習学会は

1999年の福岡県庄内町生活体験学校での実践交流

｢実践｣ と ｢研究｣ を学会の両輪とすることを理念

会を契機として､ 2000年３月に設立された日本生活

的支柱として立ち上げられた｡ その点において､ 本

体験学習学会も早10年を経過した｡ これまでの研究

学会は他の多くの学会とその性格に一線を画すと共

大会でのシンポジウムテーマを振り返ってみると､

に､ 特徴でもある｡ したがって､ 10年を迎えた今こ

設立当初から第４回大会あたりまでは生活体験にお

そ､ 再度､ その理念的支柱に立ち返り､ 且つ､ これ

ける原理を問うテーマが多く見られる｡ しかし､ 第

までの実践の成熟及び変化への対応を総括しつつ､

５回以降､ 特に九州各地で研究大会が開催されるよ

社会における新たな理論提起を行う時期にあるので

うになった第８回以降は､ 各地の特色を踏まえつつ､

はないだろうか｡

生活体験の内容･方法・支援体制に関するテーマが

｢生活体験学習学｣ 構築に向けた意味と課題を問

多く散見されるようになる｡ つまり､ 設立当初の

うためにも､ 再度､ 実践を基盤とした理論構築を志

｢生活体験とは何か｣ という概念・理論に関する議

向する段階に来ていると言えよう｡ 具体的には､ 教

論の蓄積が､ 現在の学会及び生活体験学習に関する

育基本法の改正､ 知識基盤社会への移行と学力の国

実践へと昇華していく過程と見ることができるので

際的枠組みの再検討が議論される時代的変化へ対応

はないか｡

しつつ､ これまでの理論的蓄積に立った新たな研究

しかし､ 現実社会を見ると､ この10年は､ 生活体

視角の創出が求められる｡ 特に､ 改正教育基本法第

験はもとより､ 子どもの教育や彼らを取り巻く教育

13条の ｢学校､ 家庭及び地域住民等の相互の連携協

環境･機能が大きく変容した時期でもあった｡ これ

力｣ を踏まえた ｢生活体験学習における学校教育と

について学会の研究担当理事でもある古賀は次のよ

の接点形成｣ は､ 単なる実践に対する対処療法とし

１)

うに総括する ｡
本学会の10年は､ また ｢教育改革｣ の10年でも

てだけでなく､ 新たな主体の創出と教育成果の可能
性を有するのではないだろうか｡

あります｡ 1999年､ 生涯学習審議会答申 ｢生活

本学会では10年目を迎えての新たな挑戦として､

体験・自然体験が日本の子どもの心をはぐくむ｣

フィンランドという海外の事例に学ぶことにより､

が発表され､ 生活体験等の機会提供､ 体験学習

子どもの学力と生活体験の関連性についての議論を

プログラムの開発などの課題が提起されました｡

行うこととした｡

2000年には学習指導要領が改訂され ｢総合的な
学習の時間｣ が新設されるなど､ ｢体験活動｣

２. フィンランドへの着目

の大きな可能性が強調されました｡ このことは､

フィンランドは､ の 
 2003調査におい

2006年に改正された教育基本法でも第２条 (教

て ｢学力世界１位｣ の称号を得て以来､ 教育界にお

育の目標) で理念としてうたわれ､ 改正学校教

ける注目を一手に集めている｡

育法も第21条､ 第31条で ｢体験活動の充実｣ を

フィンランド教育における特徴として､ 国は子ど

はかるとしております｡ 新しい学習指導要領で

も全員に均等な教育を受ける機会を提供し､ その結

も､ ｢生きる力｣ の重視には変わりありません｡

果､ 子どもは自己評価ができ､ 自己肯定感があって

こうした政策的潮流の変化は､ 生活体験学習や通

将来社会的に役立つことができる人間に成長するこ

学合宿に対する事業予算及び人的配置にも影響を及

とを目指した教育制度である点であり､ 言い換える

ぼし､ その主体も多様性を増す結果をもたらしたの

ならば､ ｢落ちこぼれ｣ を出さないことに重点を置

である｡

いた比較や競走と無縁の教育なのである｡

日本生活体験学習学会誌 第11号

68

こうしたフィンランドの教育の特徴は､ 現在､ 日

｢プー (；豊かな森林資源) とパー (；恵

本における学力低下論において一部見られる知識詰

まれた人的資源) の国｣ と呼ばれる社会民主主義レ

め込み型やエリート養成型の学力向上方策とは､ む

ジームが国民・国家全体で共有されており､ 他の国

２)

しろ正反対の性格を持つものと言えよう ｡

で追求されたような最低限のニードを基準とした平

｢学力世界１位｣ だけが注目されがちであるが､

等ではなく､ 最も高い基準での平等を推し進めるよ

フィンランドの教育には､ こうした特徴を有するべ

うな福祉国家を実現しようとする考えに基づいた国

き必要性と個人を大切にする社会的なコンセンサス

家政策及び国民生活の制度設計が行われていること

の形成､ そして､ そのための試行錯誤があったはず

は､ 日本における教育を考える上で､ 大きな示唆を

である｡ 事実､ 人口と が日本の北海道とほぼ

含んだものであった｡

同じフィンランドは､ 1980年代以降､ 農業と林業中
心から､ 携帯電話の生産量が世界１位になるなどの

最後に､ 当日の参加者より基調講演についての感

ハイテク産業を基幹とする工業先進国へと著しい変

想を寄稿いただいたので､ ご紹介させていただきた

化を遂げることに成功しており､ ヨーロッパ内でも

い｡

有数の経済大国へと変貌した要因として高い教育水
準は欠かせなかったと言われる｡

＜フロアからの感想＞
｢学力下位層の子ども｣ を大切にする教育

３. フォーラムの概要


基調講演：渡邊

あや

(熊本大学教育機能開発総合研究センター)
まず､ 渡邊氏から､ フィンランドにおける地域的
特色及び教育体制についての概論的な説明が行われ
た｡ 教育に関する特徴としては､ ①公立学校中心で
あること､ ②単線型且つ能力別学級編成を廃止した
ことなどから非選別型の教育体系であること､ ③無
償性やバイリンガルな学校教育といった ｢公正｣ に
配慮した教育であることの３点が提起された｡
その上で､ 
における好成績の要因として
｢卓越性｣ と ｢平等性｣ を挙げ､ 子ども間の格差が
小さいためであったと分析した｡ 加えて､ フィンラ
ンドがここまで国際的な注目を集めたのは､ 教育の
｢平等・公正｣ と ｢卓越性｣ を同時に実現すること
こそ､ すべての国の教育にとって夢であり､ フィン
ランドは最も近づいている国の一つであるからであ
ると説明した｡ そして､ そうした教育を実現したの
が､ 国家的取り組みとそれを具現化する ｢優れた教
員｣ の養成とそれによる教員の社会的評価の高まり
であったと論じた｡
まとめにかえてフィンランド教育からの示唆とし

渡邊あや先生の講話は､ いま ｢学力低下｣ 論
が喧しい日本の教育界で大きな話題となってい
るフィンランドの教育について､ 実際に関わっ
た経験に基づき､ きわめて示唆に富んだお話で
あった｡ 特に興味深かったことは､ ｢学力下位
層の子ども｣ についての発言である｡ 下位層の
子どもの得点が非常に低い､ すなわち上位層と
の ｢学力格差｣ が大きい日本に対し､ フィンラ
ンドでは下位層の得点が相対的に高く､ 教育の
支援体制も底上げを図ることで全体としての到
達度を高めていると指摘された｡ そして､ その
ための ｢目が届く｣ 教育環境の整備であり､ 補
助指導員 (学校アシスタント) による教室内学
習指導である｡ こうした教育行政による手厚い
条件整備や学校アシスタントなどの人材育成､
そして国民が持つ伝統的な教育観があって､ い
まのフィンランドの教育が生み出されてきたこ
とを認識することができた｡ まさに､ 日本生活
体験学習学会にとって ｢最高の基調講話｣ を拝
聴できたと感謝している｡
古賀

倫嗣〈熊本大学〉

て､ ① ｢平等｣ (機会均等な社会の実現) という社
会的コンセンサスの形成とゆるぎない教育への信頼

 フォーラム ｢フィンランドに学ぶ教育と学力｣

の再生と､ ②社会的・国家的ビジョンに基づいた制

渡邊氏よりの基調講演を受けて､ 学会員を登壇者

度設計の必要性が提起された｡ フィンランドでは､

に交えてフィンランド教育から日本の教育及び生活

｢フィンランドに学ぶ教育と学力｣
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体験学習は何を学ぶべきかについてのフォーラムを

教育段階で ｢生涯学び続ける力｣ を定着させること

行った｡

に主眼が置かれていることを提起した｡

フォーラムでは冒頭に述べた設定の趣旨について

第２部では､ フィンランド教育の概要と日本の子

説明及び登壇者の紹介を永田より行った後､ 大きく

どもの育ちの課題について共通認識を持った上で､

３部構成で進行を行った｡

それでは今後､ どのように取り組めばよいのかとい

まず第１部では課題提起として､ 井上氏､ 桑原氏
より ｢日本の子どもの学力と生活体験の現状と課題｣
について具体的なデータや日々の教育実践の事例を

う具体的方策について､ 各お立場より論じていただ
いた｡
渡邊氏からは､ フィンランドの教育において重視

もとに解説いただくとともに､ 渡邊氏からは ｢日本

されている ｢頭と体の一体感｣ について報告され､

とフィンランドの子どもの育ち｣ の違いについて論

図画工作や技術・家庭科において小学校の１年生で

じていただいた｡

針と糸を扱い､ ５年生では電気のこぎりを扱うこと

井上氏からは､ 学力低下が､ 生活・人生の ｢幸せ｣

が教育課程に組み込まれていることが報告された｡

感や体力の低下にもつながっている現状､ 共通の体

桑原氏からは､ ｢活用力は生活改善・ドリルで力

験の欠如やコミュニケーションの低下といった問題

がつくのか？｣ という疑問が呈され､ まず活用力の

状況が日本の子どもの生活全体に浸透しつつあるこ

向上には､ 教師自身が活用力を高めるために､ 地域

とが報告された｡ それを踏まえ､ 学ぶ力､ 五感力､

社会での体験の豊かさと資源の活用､ 知識の多様性

意欲・関心の育成

などを身につけることが必要であると指摘した｡

子どもを総合的に育てる必要が

あると指摘し､ いかに ｢一人前の大人｣ を育ててい

井上氏からは､ フィンランドの教育事例を見ると､

くかを子どもの主体性を保障しつつ構想する必要性

子どもが自分で目標を決めて､ 自分で進めていく力

が提起された｡

に長けていることを報告し､ 子ども自身が自分の体

桑原氏からは､ 学校は ｢学力｣ を育てる場であり､
活用力の低さに対して対応しているはずが､ 活用力
が上がらないジレンマという問題状況を報告し､ 子
どもの様子から① ｢聴く｣ 力の欠如；正解を求める
教育による信頼関係の喪失､ ② ｢つなぐ｣ 力の欠如；
ワンパターン化の授業と具体性に欠ける発問・意見､

験を見直す経験が重要であり､ 大人はその機会を担
保する必要があることが提起された｡
フロアからの質疑を経て､ 最後に各登壇者より今
日のフォーラムのまとめを行っていただいた｡
井上氏からは､ プロセスの大切さと子どもの参画
の保障の重要性が提起された｡

③ ｢生活基盤｣ の低下；体験と知識の不一致が､ そ

桑原氏からは､ 子どもの生きる力を育てるために､

の背景にあるのではないかと指摘された｡ そこから

まずは学校での対話とそれを教師が引き出す力を身

家庭・学校・地域の連携の必要性､ 助け合い､ 学び

につけることが重要であると提起された｡

合いの関係の再考が学力向上には不可欠であると提
起した｡

渡邊氏からは､ オーガナイズ (




) される
という教育の親切さは､ 時に学習に ｢困る経験｣ を

渡邊氏からは､ 基調講演を受けてのフロアからの

喪失させることを指摘し､ 不親切なシステムである

質問に回答する形で､ 少子高齢化により出生率は向

ことが日常生活・体験での ｢いびつさ｣ を生み､ 活

上しつつあるが､ 保育所がパンク状態であること､

用力や対応力の幅を広げるのではないかと指摘さ

不登校はないが､ 就学義務がないため怠学はあるこ

れた｡

と､ 保護者対応については､ ｅメールによる圧力な

最後に､ 永田より､ 基調講演及びフォーラムの内

どにより保護者の過剰な要求をいかに受け止めるか

容を踏まえて､ 今の日本の教育において着目される

が課題となっていることなど､ フィンランドの子ど

のは､ ｢(活用されない) 活用力｣ であり､ 子どもの

もや教育を取り巻く状況においても､ 問題は山積し

総合的な成長を遂げるためには､ 生活を基盤とした

ている現状が報告された｡ その上で､ 日本とフィン

学力が不可欠であり､ その点において生活体験学習

ランドの子どもの教育の違いとして､ 身に付けるべ

の果たす役割は小さくないことを庄内町生活体験学

き力の違いがあると指摘し､ フィンランドでは学校

校などの事例をもとに指摘した｡
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４. まとめにかえて

地域 (住民) の信頼関係の再構築を前提とした ｢社

こうしたフィンランド及びフィンランド教育の事

会全体で子どもを育てる｣ という認識の共有と､ 主

例に学びつつ､ フォーラムにおける議論､ そして生

体的且つ多様な人材の参画による学校づくりと集団

活体験学習の果たす教育的意義と重ね合わせて総括

の有する教育力の再生が待たれているのではないだ

３)

的にまとめると､ ｢ソーシャル・キャピタル とし

ろうか｡ 学びの主体としての子どもの現状や生活現

ての人材養成｣ と､ そのための ｢人間の尊厳の回復

実を基点にした ｢学力｣ の概念規定と､ それを取り

を前提とした教育の転換｣ の必要性が提起されたと

巻く体制の整備や参加の方途の保障の双方が実現さ

見ることができよう｡

れてこそ､ 現代における貧困や格差に対抗しうる教

ソーシャル・キャピタルの内実に関する詳細な議

育を創出し､ 実現へと結実するであろう｡ そして､

論については割愛するが､ ｢ソーシャル・キャピタ

そうした子どもの主体性を担保した教育活動の創出

ルの形成は人的資本の創出に寄与し､ 人的資本とソー

と､ それを支援する大人や地域の信頼構築にこそ､

シャル・キャピタルは､ 相互補完的､ 相互強化的な

これまでの生活体験学習が積み重ねてきた研究と実

４)

関係にある ｣ と言われている｡ つまり､ 教育及び

践の蓄積が生かされるのではないだろうか｡

人材養成を人的資本としてだけでなく､ ソーシャル・

この学力との関連に関する議論は､ 生活体験学習

キャピタルと捉えることにより､ 経済の豊かさと個

においては古くから何度も議論を重ねてきたテーマ

人の能力開発の両面を実現しえたのである｡ しかし､

ではあるが､ それが2000年代に入り､ 教育や生活基

ソーシャル・キャピタルは国家主導で､ 強制的に生

盤､ そして人々の生活意識が大きく変容する中で､

み出そうとしても生み出されるものではなく､ そこ

再度､ 焦点化する意義は決して小さくない｡ そして､

には歴史的な蓄積が求められる類のものである｡ ま

それは研究のための研究でもなく､ 実践の広がりだ

た､ パットナムが示すように ｢信頼｣ ｢規範｣ ｢ネッ

けで達成されるものでもなく､ 研究と実践をその両

トワーク｣ を媒介･基盤とした社会組織を創出する

輪に据えた本学会に課せられた社会的使命であると

ことが志向されており､ そこには学校教育だけにと

言っても過言ではないだろう｡ 子どもの教育に関わ

どまらない可能性をフィンランドは有しているので

るすべての者が､ まず子どもの存在を中心に据えた

ある｡

原点に立ち戻り､ ｢人間が存在欲求という幸福を追

つまり､ こうした議論の中で明らかとなったのは､

究できる社会｣ をいかに創造するかを志向してこそ､

①近代学校制度の確立における教育の機能分化と関

本当の ｢教育改革｣ が実現できるのではないだろう

係性の断絶､ そして学校教育における教育機能の占

か｡

有と委託化の進展､ ②機能分化した中での過度且つ

今回のフォーラムは進行役の未熟さもあり､ 結論

個別的な能力主義の進展に伴う人々の主体性の衰退

を一つにまとめることはなかった｡ しかし､ 学会に

という生活現実､ ③現行の ｢教育改革｣ における当

おける新しい切り口と意欲をお汲み取りいただけれ

事者である子ども及びその子どもの成長発達に第一

ば幸いである｡ そして､ 今回のフォーラムを契機と

義的責任を有する保護者の､ 教育に対する主体意識

して､ 本学会における生活体験における理論の深化

の喪失と参画の必要性という３点ではなかったろう

と実践の広がりを､ 学会員の皆様との積極的な交流

か｡ 特に､ ③については､ 昨今の日本における学力

を通して進めていくとともに､ 学会のこれから10年

論に顕著に示されており､ 本来ならば ｢なぜ学力を

に向けた､ 新たな地平が切り拓かれることに期待し

向上させることが必要なのか｣､ ｢現代社会を生きる

たい｡
【文責：永田

ために求められる学力とは何か｣ が問われることな

誠】

く､ 学力テストの点数や国際学力比較における順位

註

が注目され､ ｢学力向上｣ 自体が目的化しているこ

１) 古賀倫嗣 ｢学会設立10周年記念シンポジウム開催趣旨｣

とに現れていよう｡
そうした問題性に鑑みつつ､ 子どもを中心とした
学力論の確立と､ 家庭 (保護者) ―学校 (教師) ―

より
２) 事実､ 中山文部科学大臣発言以来高まった ｢ゆとり教
育｣ の反省に立った ｢新たな学力観｣ における学力向

｢フィンランドに学ぶ教育と学力｣
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上政策をとっても､ 子どもたちの学力が向上したと明

に関しては､ 一般的な合意が存在しているというわけ

確な結果は得られていない｡

ではない｡

３) パットナムは､ その1993年の著書
 (邦題：哲学する民主主義)







(1993年) において､

ソーシャル･キャピタルを ｢人々の協調行動を活発にす
ることによって社会の効率性を高めることのできる､

４) 内閣府国民生活局 平成14年度内閣府委託調査 ソーシャ
ル・キャピタル：豊かな人間関係と市民活動の好循環
を求めて

平成15年６月参照｡

ソーシャル・キャピタルは他の資本と異なり､ 通常

｢信頼｣ ｢規範｣ ｢ネットワーク｣ といった社会組織の特

は公共財であり､ 間接的に生産されるとされる｡ また､

徴｣ と定義した｡ すなわち､ ソーシャル・キャピタル

人的資本が教育によってもたらされるスキル・資質・

は集合行為のジレンマの最善な解決策､ そして民主主

知識のストックを表す個人の属性であるのに対し､ ソー

義を機能させる鍵として提示した｡

シャル・キャピタルは､ 個人間の関係､ 社会的ネット

ただし､ ソーシャル・キャピタルという概念につい
ては依然様々な議論が行われており､ その明確な定義

ワーク､ 互酬性の規範など､ コミュニティの属性を多
く有する｡
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司
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られ､ その中でこれまでの ｢12の提案｣ を７項目に






整理統合した｡ 合わせて①参加団体の数2
000を目
指す､ ②活動のネットワークをつくる､ ③子どもの
自尊感情とコミュニケーション能力の向上を目指す
ことを目標として定めた｡ この運動があげた成果は

１. はじめに

大きいが､ アンビシャスな子どもを育てることがで

−｢アンビシャス運動の理念と展開｣ を足がかりに−

きたかという問に自信をもって答えることは難しい｡

日本生活体験学習学会第11回研究大会が九州産業

子どもをとりまくマイナス要因に運動が押し戻され

大学 (福岡市東区) で開催されるにあたり､ このシ

つつあるという思いを抱いているとして､ 運動の成

ンポジウムでは福岡県で展開されてきたアンビシャ

果と課題を提示した｡
のりつぐ

ス運動を題材として取り上げた｡ シンポジムテーマ

シンポジウムの登壇者は､ 古賀倫嗣さん (熊本大

を研究大会要項において次のように位置づけた｡

学)､ 藤田弘毅さん (福岡県和ごま競技普及協会)､

｢本シンポジムでは､ 福岡県の

青少年アンビシャ

相戸晴子さん (法人子育て市民活動サポート

の社会的な理念と地域ぐるみの展開過程を




)､ 横山正幸さんの４人､ 司会は正平辰男 (純

ス運動

手がかりに､

地域で子どもを育てる

ことの現代

真短期大学) が担当した｡

的な課題と社会的な意義を問うことを目的とするも
のです｡ 地域の教育力と家庭の教育力は

子育て支

２. 子どもの生活体験実態と地域実践
のりつぐ

援の両輪

の内実が問われてい

古賀倫嗣さん (熊本大学教授) は､ ｢青少年の生

ができること､ できないこと､ そ

活と意識に関する調査｣ (2000年) 結果の小学６年

してしなければならないこと､ そうした社会的な課

生の実態から10年前の調査に比べて､ わずかに､ 家

題にこたえるシンポジムにしたいと考えています｡｣

族との団らんについて10％の改善がみられた以外は､

シンポジムに先立って､ この運動の立ち上げから

子どもの健康状態､ 睡眠時間､ 自律起床などの自立

現在まで関わりを持ち続けている横山正幸さん (本

度､ 保護者との会話､ 家庭生活の満足度のいずれも

学会理事・福岡教育大学名誉教授) が､ ｢アンビシャ

がマイナスの数値がはっきりと出ている｡ 福岡県の

ス運動の理念と展開｣ と題する基調講演を行い､ ア

｢子ども問題｣ について､ 自らも一部の調査に関わっ

ンビシャス運動の展開概要を次のように紹介した｡

た経緯なども含めて､ ｢３年後の成り行きが憂慮さ

具体的な運動が始まったのが､ 2001年４月である｡

れる｣ と警鐘を鳴らした｡ また､ ｢福岡県における

2006年に運動全体の成果を検証する調査と検討がな

中学生の意識・行動調査｣ (2007年) によれば､ 家

されて､ 間もなく10年になる取り組みである｡ 従来

庭生活の満足度は過去の調査に比べて高い｡ しかし､

の青少年健全育成運動が､ どちらかというと後追い

家庭学習の時間は2002年の調査に比べて低下してい

型の運動であったのに対してプラス志向の青少年健

る｡ また､ 自尊感情の低い割合は､ ｢いつも｣ ｢とき

全育成運動であるところに､ この運動の最大の特徴

どき｣ を合わせると男子で半数に近く､ 女子では半

がある｡ ｢アンビシャス運動100人委員会｣ を組織し

数を超えている｡ 悩みの相談相手がいない子どもの

て広く県民の意見を集約し､ 運動の理念と方策を構

存在も気になる数値であるとした｡ そのうえで､ 地

築した｡ 運動の３原則を､ ｢誉めて伸ばそう｣ ｢自主

域と家庭の教育力の活性化に向けて２つの視点を提

的参加｣ ｢交流・評価｣ の３つとし､ ｢子どもがアン

示した｡ ① ｢だれが教育をになうべきか−子どもと

ビシャスになるための12の提案｣ を示した｡ 事業の

家族・学校・地域の役割｣ (西日本新聞社､ 1979年)

核は､ 地域ぐるみで子どもを育てる ｢アンビシャス

の原理論的な重要性を再確認することが必要､ ②

広場｣ の開設であり､ ボランティアによる読書活動

｢子どもの生活｣ をキーワードとする学社連携の推

も推進し､ 事業と事業を結ぶ ｢地域連携事業｣ も始

進が必要であるとした｡ 具体的には､ ○ ｢体験活動｣

まった｡ 2006年の秋に ｢アンビシャス運動合同検討

重視､ ○ ｢労働体験｣ ｢勤労体験｣ から ｢キャリア

会議｣ が設置されて､ ｢第２期への提言｣ がまとめ

教育｣ へ､ ○生活体験プログラムと協調性・規範性・

るなか､

です｡
地域

家庭教育
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耐性育成の課題を提示した｡ ｢だれが教育をになう

ることができたと振り返る｡ 点よりも面を､ 個人の

べきか｣ の提案のポイント ｢地域に固有の教育力と

気づきに止めないで組織の気づきに広めていくこと

して考えられる社会規範や生活体験､ 及び社会集団

によって活動のうねりが作れるという｡ 組織の運営

は､ 次元を異にしながら相互に関連し､ 有機的一体

は自転するしくみが重要で､ 周囲から回してもらう

的に作用するとき､ はじめて教育力としての実効を

公転だけでは活動の主体は育たない｡ 今どきの子ど

おさめ得るものであろう｡ すなわち､ 地域における

もたちについて､ 乳児の感性は本質的には変わらな

社会規範は子どもの生活体験の中に生活体験を通し

いが､ 幼児期以降になると､ 子どもの生活が一変す

て生きて働き､ 生活体験は社会集団の意図的組織的

るという｡ ｢道具｣ を用いた遊びが増えると､ 子ど

働きかけによって調整され､ 充実強化されなければ

もの五感が視覚中心に変わってしまう｡ ｢道具｣ を

ならない｡｣ (７頁)

使うことによって､ 極端に人間本来に備わっている

藤田弘毅さんは､ 太宰府市国分アンビシャス広場

感覚を鈍らせているように見える｡ 相戸さん自身の

を開設してから９年目になるが､ 現在までの過程を

調査でも､ 子どもの生活状況− ｢食｣ ｢睡眠｣ ｢人と

披歴しながら課題と成果を示した｡ 国分区は約

の関係｣ ｢メディア｣ 等−が中学生の自尊感情の高

2
000世帯､ 小学生350人の大きな自治区である｡ 平

低に影響をおよぼしているという結果が得られた｡

成13年７月､ 国分アンビシャス広場を水曜日放課後

子育て市民活動の実践課題として次のような視点を

と土曜日の午後開いた｡ さらに､ 土曜日の午前中に

示した｡ 居場所づくりは大切だが､ 作ったその居場

アンビシャス塾を開いた｡ この塾では小１〜６年生

所を土台にして生活に必要なカリキュラムを組み入

の子どもたち30人を集めて､ 工作､ 読み聞かせ､ 英

れていく実践をプログラム化していく必要がある｡

語教室などを実施した｡ この30人が核になってくれ

さらには通学合宿を例にひきながら､ 子どもの生活

たので午後のアンビシャス広場において ｢子供社会

文化を支えるための体験の場や体験の時間を含んだ

づくり｣ ができると考えた｡ アンビシャス塾は盛会

プログラムをアンビシャス運動等に取り入れていく

になったが､ 子供社会は誕生しなかった｡ アンビシャ

必要を提案した｡ 子どもや保護者の位置づけについ

ス広場でいろんな遊びを試して行き着いたのが ｢和

て､ 活動主体として活動の展開や継続を考える主体

ごま｣ だった｡ 子どもたちの中に核をつくるために

として成長していく､ すなわち､ 子どもや保護者を

｢ちびっこ指導員｣ の認定試験制度を作って､ 現在

取りまく周囲からいえば､ 主体として成長させてい

まで32名が合格した｡ ｢ちびっこ指導員｣ はこま遊

く視点が不可欠だと提示した｡

びの中心になってはいるが指導はしない｡ ｢こまの
団体戦｣ は､ ちびっこ指導員２名がじゃんけんでこ

３. 子どもの生活体験を支える実践の成果と課題

まのうまい子から順に選び２つのチームが編成され

以上の発言概要を補強発展させる形で次のような

て壮絶な戦いが連続する｡ 広場に来る子は思いっき

発言があった｡ 藤田さんは､ 週二日の広場を年中や

り遊んでいる｡ 地域でも戸外で遊ぶ子が多く見られ

るのは大変といい､ アンビシャス運動は通り一遍の

るようになった｡ アンビシャス広場の波及効果とい

運動じゃ盛り上がらないと取り組んだ立場から言う｡

える｡ アンビシャス広場８年の蓄積の過程で保護者

同時に､ ｢こま｣ の魅力で子どもは集まる､ ｢こま｣

からの感謝の言葉も聞かれるようになった｡ 課題と

で自立した異年齢の子ども社会をつくり､ その子ど

してはアンビシャス広場の取り組みにおいてボラン

も社会の中で自立心を育んできた手応えを語った｡

ティアに負担がかかり過ぎていないか｡ ボランティ

相戸さんは､ 公民館にも行ったが居場所にはならな

アの負担軽減の方法を講じないと継続がむずかしく

かった｡ しかし､ 保護者が集まれば答えは見つかる

なるなどの課題を提起した｡

と子育て市民活動の原点を語った｡ 課題は､ 保護者

相戸晴子さんは､ 自身の子育てを通して夫婦や家

の意見を聞き､ 保護者が企画に加わり､ 役割を分担

族 (身内) だけでは解決できないことが多い現実に

するような活動が不可欠であり重要である｡ プログ

出会って､ そこから､ つながりあい活動や学習活動

ラムは大切だが､ プログラムがあることで子どもの

を組織化していくことによって多くの課題を解決す

意欲やわくわく感がそがれるようなことではいけな

｢福岡･アンビシャス運動のこれまでとこれから｣
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い｡ その意味ではノンプログラムの大切さも認識し

にはマンネリ化もないわけではない｡ 課題としてア

ておかなければならないという｡ 古賀さんは､ アン

ンビシャス広場における大人の関わり方が改善され

ビシャス運動にできないことがあると指摘した｡ 協

る必要があるだろうと課題を示した｡

調性､ 規範性､ 耐性を育てる課題があり､ 自律心を
育てることが自尊心を育てることにつながっていく

おわりに
のりつぐ

という｡ 横山さんは､ 自尊感情の高い子の割合と生

以上の通りこのシンポジウムでは､ 古賀倫嗣さん

活実態の関係・小学生の場合 (福岡県､ 2009) のデー

は社会学に立場から､ 藤田弘毅さんはアンビシャス

タを示して､ 自尊感情の高い子は､ 褒められた体験

運動の実践者の立場から､ 相戸晴子さんは子育て市

があり､ 授業で発言をし､ 友達が５人以上いて､ 外

民活動の立場から､ 横山正幸さんはアンビシャス運

遊びを１時間以上して､ 10時までに就寝している生

動の立ち上げから現在まで関わりを持ち続けてきた

活体験の状態にあるとして､ 自尊感情と生活体験の

立場から成果と課題を提示した｡ 司会の正平からは

関係性を指摘した｡ また､ 仮にアンビシャス運動を

時間の制約もあり ｢まとめ｣ の発言をしなかった｡

展開していなかったらと考えてみると､ この運動の
成果は大変に大きい｡ しかし､ 10年の積み重ねの中

【文責：正平

辰男】
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南里悦史会員､ 緒方泉会員が登壇者として参

日本生活体験学習学会
事務局報告

加した｡






理事会会議日程
第１回理事会
於
第２回理事会
於
第３回理事会
於
第４回理事会
於
第５回理事会
於

第６回理事会
於
第７回理事会
於

総会･理事会での決定事項
第10回学会総会における決定事項

まず､ 事務局次長が2009年度の会務報告を行い､

2010年１月23日

了承された｡ 次に､ 2009年度の会計決算報告がなさ

九州産業大学
2010年３月20日

れた｡ 会計監査の加知ひろ子会員から相違ないとの

福岡市大名公民館

監査報告がなされ､ 了承された｡ また､ 2009年度の
会計予算案を提出し､ 了承された｡

2010年５月15日
福岡市大名公民館

理事会からの報告においては､ 学会誌第10号の発

2010年７月10日

刊について､ 並びに2011年度も学会誌 (第11号) を

福岡市大名公民館

発刊予定であることが報告され､ 了承された｡ また､
本学会の会員有志で執筆された

2010年９月11日

学習をデザインする

福岡市赤坂公民館

子どもの生活体験

が2010年１月20日に光生館か

ら発行されたことが報告された｡

2010年11月20日
福岡市大名公民館



2011年１月21日

第１回理事会での決定事項

第１回理事会では､ 以下の４点が協議ならびに確

博多いねや

認された｡


会員実数

①

第11回総会次第の内容について､ 事務局､ 各
担当理事により確認がなされた｡

全108名
個人会員

107名

法人会員

1名

(2010年12月31日

②

新理事体制の確認および推薦理事の選出につ
いて､ 2010年３月以降理事会で決定していくこ
とが確認された｡

現在)
③



これまでの活動

学会誌第11号の発行に向けて紀要編集担当理

○第11回研究大会

事から報告があった｡ また､ 論文検索システム


への登録手続きについて協議された｡

開催

2010年１月23日〜24日

於 九州産業大学

④

学会ホームページの更新作業の進捗状況が報
告され､ 今後担当理事で早急に対応していくこ

○学会誌第10号の発刊
2010年１月20日

とが確認された｡

発刊

○事務局だよりの発行
2010年６月４日

第９号

発行



2010年10月13日

第10号

発行

第２回理事会では､ 以下の５点が協議の上､ 承認

○｢子ども・暮らし・環境｣ フォーラム
(４学会共催)
2010年７月３日

於

立教大学

第２回理事会での決定事項

された｡
①

2010年度〜2011年度の新理事体制の確認と役
割が以下の通り決定された｡

※本学会およびこども環境学会､ 日本野外教育

・学

会

長：南里悦史

学会､ 日本環境教育学会､ 立教大学 研

・副

会

長：正平辰男､ 古賀倫嗣､ 山崎清男

究センターとの共催事業｡ それぞれの実践・

・事 務 局 長：上野景三

研究領域の事例発表と､ クロスディスカッショ

・事務局次長：緒方泉､ 永田誠

ンによるフォーラムを行った｡ 本学会からは

・紀要編集担当：横山正幸､ 井上豊久､ 相戸晴子
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会員の意向を反映したテーマにしていくことが

・研 究 担 当：森山沾一､ 古賀倫嗣､ 山崎清男､

確認された｡ 今後､ 研究担当理事と引き続き検

井上豊久､ 時田純子
・学会通信・担当：
緒方泉､ 東内瑠里子､ 桑原広治
・監

討していくことが確認された｡
④

研究担当理事より科研費申請について､ 今年
度は不採択の結果であったことが報告された｡

査：加知ひろ子､ 山岸治男

今後､ テーマや問題意識は引き継ぎながら､ 来

・事務局(幹事)：大村綾
②

年度の申請に備えることが確認された｡

2010年度の学会活動について協議された｡ 研

究担当理事から家庭教育支援､ 子育て知をキー

⑤

会長推薦理事に時田純子会員､ 大村綾会員が

ワードに研究計画を作成することが報告され､

任命された｡ 時田会員は研究担当理事､ 大村会

科研申請に繋げていくことが確認された｡ また､

員は事務局担当理事とすることが協議の上､ 了

紀要担当理事からは学会誌第11号での特集テー

承された｡

マ設置について検討中であることが報告された｡
③

第12回研究大会にむけて協議がなされた｡ 第

12回研究大会は一日開催とし､ 開催校である福
岡教育大学の意向に合わせたテーマ設定とする
ことが確認された｡
④



第４回理事会での決定事項

第４回理事会では､ 以下の５点が協議の上､ 承認
された｡
① 学会誌第11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

本学会およびこども環境学会､ 日本野外教育

学会､ 日本環境教育学会､ 立教大学 研究
センターとの共催事業 (以下､ ４学会フォーラ

れ､ 書評担当者について協議された｡
②

第12回研究大会でのシンポジウムテーマを

ム) を地方セミナーとし､ 本学会の特徴的な事

｢メディア環境と生活体験｣ とすることが研究

例や研究を発表することが確認された｡

担当理事より報告され､ 決定した｡ 今後､ 内容

⑤ 学会誌の九州大学学術情報リポジトリ ()

や登壇者について研究担当理事で協議し､ 次回

公開について協議された｡ 学会誌の  での

理事会で提案､ 決定していくことが確認された｡

公開については了承していく旨､ 連絡すること

③

次年度の科研費申請について､ 第12回研究大
会のシンポジウム内容と重なる部分もあること

が確認された｡

から､ 研究担当理事で協議していくことが確認


第３回理事会での決定事項

第３回理事会では､ 以下の５点が協議の上､ 承認

された｡
④

学会ホームページ設置について早急に対応す
ることが確認された｡

された｡
①

②

４学会フォーラムには本学会から南里悦史会

⑤ 学会誌の九州大学学術情報リポジトリ ()

員､ 緒方泉会員､ 井上豊久会員が参加すること

公開について､ 学会誌最新号については１年間

が協議の上､ 確認された｡ なお､ 登壇者として

の公開猶予期間をおいて公開することを了承し

緒方会員はアートキャンプの事例の紹介､ 南里

た｡ ただし､ 論文執筆者へはこれまで了承をとっ

会員はこの事例をひもとき､ 理論的総括を行う

ていない経緯から､ 総会で了承をとること､ 学

ことが確認された｡

会誌第11号から執筆要領に公開する旨を条件と
して課すことが確認された｡

学会誌第11号では現状から特集テーマを設定
しないことが協議の上､ 確認された｡ また紀要
担当理事より､ 第11号で扱う書籍の書評担当者



案が報告され､ ４学会フォーラム参加報告を井

第５回理事会では､ 以下の４点が協議の上､ 承認

上豊久会員が担当することが確認された｡
③

研究担当理事より第12回研究大会の大会テー
マ案が提出され､ 現地実行委員である井上豊久

第５回理事会での決定事項

された｡
①

紀要担当理事より､ 学会誌第10号の献本先に
ついて報告された｡ また､ 学会誌第11号の進捗
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状況について報告され､ 論文エントリー､ 査読､

①
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紀要担当理事より､ 学会誌第11号編集作業の
進捗状況について報告された｡ 100頁を目標に､

スケジュールが確認された｡

研究ノート執筆依頼等の提案があり､ 協議の上､

②

書評依頼､ シンポジウム報告担当者についての

了承された｡

第12回研究大会の日程が確認され､ 直前の理
事会および懇親会を大会前日に博多駅周辺で開

②

第12回研究大会について､ 自由研究発表者へ

催することが協議の上､ 了承された｡ また､ 研

の連絡､ 会員への大会参加申し込み用紙送付､

究担当理事からシンポジウム企画について報告

総会準備等､ 当日の流れについて確認がなされ

があり､ 再度テーマと内容について検討をし､

た｡

現地実行委員長を中心に登壇者を決定していく

③

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｡

ことが協議の上､ 決定された｡
③

事務局より第13回研究大会開催校案が提出さ

④

2011年度科研費申請案について研究担当理事
より報告があり､ 研究分担者､ 連携分担者､ 具

ことが確認された｡

体的な研究活動内容について提案され､ 協議の

④

れ､ 協議された｡ 今後､ 引き続き検討していく

上､ 了承された｡

学会の学術団体登録について､ 年度内に再申
請することが事務局長より提案され､ 今後事務

⑤ 第13回研究大会開催について案が提出された｡

局を中心に､ 会員名簿の確認を行っていくこと

⑥

が確認された｡

学会ホームページについて､ 年度内に学協会
を通したホームページとしてリニューアルでき
るよう対応していくことが報告された｡ また､



第６回理事会での決定事項

第６回理事会では､ 以下の６点が協議の上､ 承認
された｡

既に立ちあがっているホームページは削除手続
きをとることが確認された｡









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



依頼実践研究論文

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､
｢ヂュルケームによれば

…ではない｡

1990
)｡｣

(

 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｡

複写をされる方に
本誌に掲載された著作物を複写したい方は, 日本複写権センターと包括複写
許諾契約を締結されている企業の従業員以外は, 著作権者から複写権等の委託を
受けている次の団体から許諾を受けてください. なお, 著作物の転載・翻訳のよ
うな複写以外の許諾は, 日本生活体験学習学会へご連絡ください.
〒840
8502

編集委員名

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
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