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１．次期学習指導要領が目指す「社会に開かれ
た教育課程」

2017（平成29）年９月３日、日本生活体験学習学
会第19回研究大会シンポジウム「コミュニティ ･ス
クールにおけるカリキュラムづくりをどうすすめる
か－カリキュラムづくりへの地域・保護者参加と体
験学習の構築－」を開催した。本特集は、研究大会
シンポジウムの目的と各シンポジストからの実践報
告を示し、全体考察を行うものである。なお、今回
４名のシンポジストから報告をいただいたが、この
うち中川忠宣氏（大分大学）の報告については、既
に別途詳細な著作物が刊行されているため、本特集
には掲載しないことをことわっておく�1）。
まず、今回のシンポジウムの目的であるが、それ
はコミュニティ・スクールによるカリキュラムづ
くりと、そこに体験学習をどのように位置づけるの
かについて議論することである。「生きる力」の育
成が目指されて今日まで、学校教育では生活をとり
まく自然・社会についての体験的に学ぶ体験学習
が取り組まれてきた。また、地域が学校の体験学習
に協力することも定着しつつある。
だが、体験学習を含む学校教育のカリキュラムづ
くりの主体は学校であり、カリキュラムづくりに地
域住民が関わることはなかった。教科教育を中心と
する学校教育に必要と考えられる範囲においての
み体験学習が取捨選択的に採用されてきた。そのた

め、ものづくり体験や通学合宿、長期キャンプなど
の体験学習の多くは地域社会が担う社会教育の領域
とされ、体験学習をめぐっては学校教育と社会教育
の棲み分けが行われ、学校の求めに応じて社会教育
が協力するかたちで行われてきた。
だが、体験学習をめぐって、従来のような社会教
育と学校教育の棲み分け、あるいは前者の後者への
協力といった関係では済まない事態が生じてきてい
る。その事態をもたらしているのが、次期学習指導
要領の「社会に開かれた教育課程」である。平成28
年12月、中央教育審議会から次期学習指導要領につ
いての答申「 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及
び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な
方策等について」が示された。そこでは、グローバ
ル化の進展や人工知能による急激で予測できない社
会変化を受け止め、未来を創り出していくために必
要な資質・能力を子ども達に確実に育む学校教育を
実現すべきであるとして、「“よりよい学校教育を通
じてよりよい社会を創る ”という目標を学校と社会
が共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求め
られる資質・能力を子どもたちが育む『社会に開か
れた教育課程』」の実現が基本方針として示されて
いる。

＊別府大学
連絡先：〒874-8501　別府市北石垣82別府大学内　E-mail: nagao@nm.beppu-u.ac.jp

コミュニティ・スクールにおける体験学習
カリキュラムづくり

長　尾　秀　吉 *

Curriculum Development for Experiential Learning in 
Community Schools

Nagao Hideyoshi＊
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２．開かれた教育課程の共有の場としてのコ
ミュニティ・スクール

そして、子ども・学校・地域の実情に応じてカリ
キュラム・マネジメントを行う主体は「各学校」と
されているが、カリキュラム・マネジメントは学校
の教師だけにとどまらないことに、今回の答申の特
徴がある。答申では教育課程の課題として、コミュ
ニティ・スクールと地域学校協働活動を取り上げ、
次のように言及している。

「コミュニティ・スクールや地域学校協働活動等の
推進による学校と地域の連携・協働を更に広げてい
くためには、学校教育を通じて育むことを目指す資
質・能力や、学校教育と社会とのつながりについ
て、地域と学校が認識を共有することが求められ
る。また、学校教育に「外の風」、すなわち、変化す
る社会の動きを取り込み、世の中と結び付いた授業
等を展開していけるようにすることも重要である。
そのため、教育課程の基準である学習指導要領等

が、学校教育の意義や役割を社会と広く共有した
り、学校経営の改善に必要な視点を提供したりする
ものとして見直されていく必要がある。

コミュニティ・スクールの法的役割は、校長が作
成する学校運営の基本方針を承認すること、学校運
営に関する意見を教育委員会又は校長に述べるこ
と、教職員の任用に関して、教育委員会規則に定め
る事項について、教育委員会に意見を述べること等
である。だが、答申によれば、今後はカリキュラム
が学校と社会に共有される場となることが期待され
ている。
カリキュラムは、常に社会との関わりを求められ
ているが、これまでは学校（教師）が決めた範囲に
おける関わりに限定されてきた。この点、次期指導
要領は「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を
創る」ことを目標に掲げ、地域と学校の教育課程の
認識の共有というカリキュラムづくりにおけるコ
ミュニティ・スクールの役割について言及している
ことが注目される。
加えて、社会教育の領域において「地域学校協働
活動」を担うネットワーク的地域組織作りを進め、
コミュニティ・スクールとの連携・協働のもと開か

れた教育課程を実現することが構想されている。こ
の連携・協働は、学校支援を行うための一方向的な
ものではなく、学校が地域づくりに関わるという双
方向的なものとされている。
学校は近代化の装置として子どもを地域社会から
切り離し、産業社会の人材を育てる役割を担ってき
た。このことを考えると、学校が地域づくりの核と
なる、換言すれば地域社会の一員を育てる役割を担
うことをうたう今回の答申は、地域社会と学校との
関係に大きな変更を求めている、とみることもでき
よう。
だが、実際にコミュニティ・スクールで住民参加
によるカリキュラムづくりを行えるのかという点に
ついては、いくつかの課題があるように思われる。
例えば、現行のコミュニティ・スクールの多くは、
学校支援という形式で進められており、学校の求め
（環境整備、学力向上や学習補助、生活支援、学校行
事参加）に応じた支援を行うことが中心である。会
議回数も数回で、積極的にカリキュラムづくりを行
えるわけではない。また、教育課程を社会に開くと
いうことは学校の社会化を目指すようでいて、実際
は逆に社会の学校化（学校教育への動員）につなが
ることや、社会との接点を強く持った体験的なカリ
キュラムの実施に手間取り、教員の疲弊、学力の低
下につながることなどが危惧される。カリキュラム
づくりへの反論・無関与に当たっての合意形成はど
うするのかも問われてくる（コミュニティ・スクー
ルに関与していない人の声を拾えるのか）。
学校教育の教育課程を社会に開くことには学校を
地域社会に取り戻すという可能性だけでなく、あわ
せて様々な問題を生じる可能性ももつ。教育課程を
コミュニティ・スクールという枠の中でどのように
扱い、どう実施していくのかについて検討が迫られ
ている。
そこで、今回のシンポジウムでは、コミュニ
ティ・スクールの指定を受けた学校・地域から実践
報告を行っていただき、学校と地域の協働の中で、
どのように体験学習カリキュラムの共通認識をすす
め、実施してきたのかのプロセスを検証し、学校と
地域の協働による体験学習カリキュラムがどこまで
実現可能なのか、また課題は何かについて検討した
いと考えた。
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今回のシンポジウムでは、こうした問題意識のも
と、次の四氏から報告をいただいた。第一報告者の
中川忠宣氏（大分大学高等教育センター教授）から
は、コミュニティ・スクールの実施校への量的調査
研究から明らかになったコミュニティ・スクールの
成果と課題について報告をいただいた。第二報告は
伊東俊昭氏（佐伯市立宇目緑豊小学校校長）である。
伊東氏からは、大分県社会教育職員時代の実戦経験
を活かし、校長になって取り組んできた地域・保護
者・学校の連携への取り組みから、地域住民とつく
るカリキュラムについてお話しいただいた。第三報
告者は朝倉脩二氏（都城市庄内地区まちづくり協議
会事務局長）である。都城市庄内地区のまちづくり

協議会事務局長として庄内中学校ＣＳ委員をつとめ
ておられ、住民サイドからカリキュラムづくりへの
参加について報告いただいた。四番目の最後が植村
秀人氏（南九州大学）である。氏からは同じく都城
市の小学校事例を中心に、とりわけ農業をめぐる地
域と学校によるカリキュラムづくりの過程について
報告をいただいた。

注
１）主要な著作物として、大分大学高等教育開発センター発
行の、中川忠宣・山崎清男・深尾誠「家庭、学校、地域社
会の『教育の協働』に関する調査報告」Ⅰ～Ⅴがある。



日本生活体験学習学会誌　第18号　5－10（2018）

１．はじめに
本校は、大分県の南部に位置する佐伯市の中心部
より西に車で30分ほどの山間部にある宇目に位置
する。平成29年年６月14日に「祖母・傾・大崩山
系」がユネスコ・エコパークに登録され、本校校区
が登録エリアの中心地となる自然豊かな地域であ
る。なお、本校は、平成29年４月現在児童数96人、
７学級、職員数14人のへき地２級地の小規模校であ
り、本年度、統廃合により開校して８年目を迎え
る。
隣には、佐伯市立宇目緑豊中学校があり、開校以
来、小中一貫教育を進めてきており、「自分の思い
や考えを伝え合うことができる児童・生徒の育成」
を研究主題として、連携・協力して研究を進めてき
ている。
学校の教育目標は、「ふるさとを愛し、豊かな心
と学ぶ意欲を持ち、たくましく生きる宇目っ子の育

成」である。重点目標として「学びに向かう力の育
成」「互いを思いやり協働できる力の育成」「体を動
かすことが好きな子どもの育成」の３つを挙げてい
る。

２．児童の実態及び課題
各種調査結果からは全体として自己肯定感が低
く、自尊感情を高めるための取組が必要であり、自
信につながるよりどころをつかませることが重要で
あると分析する。
また、児童は、保育園から中学校３年まで学級替
えもなく、ほぼ変わらない仲間と過ごしてきている
ために、人間関係が固定化されている。そのためか、
人との関わり方や社会性が十分身についていない傾
向にある。特に、受け身の姿勢が見られることがよ
くあり、様々な体験学習を通して自ら進んで考え、
行動する力を育むことが課題となる。

要旨　将来、社会に出て、目標に向かい自信を持って生活していくために身に付けるべき基本的な生きる力とし
て、自ら進んで挨拶ができることや人と意思疎通ができること、自分で考え行動する力を身に付けさせることや
感性を磨くことが非常に重要である。そのために、より多くの人や自然、社会と関わりながら、児童が、意欲と
主体性を持って取り組んだ結果として、達成感、成就感を味わわせることができる地域の特性を生かした取組を
意図的・計画的に仕組んでいくべきであると考える。

キーワード　地域、教育の協働、体験活動、他校との交流

＊大分県佐伯市宇目緑豊小学校
連絡先：〒879-3205　大分県佐伯市宇目大字千束2241番地
TEL 0972-52-5151　FAX 0972-52-5152

地域の特色を生かした体験活動の実践
―地域との協働を通じて―

伊　東　俊　昭＊

Elementary School Hands-on Activities That Take into 
Consideration Regional Characteristics

— A Regional Collaboration Perspective —

Ito Toshiaki＊
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３．体験活動等の充実に繋がる研修の実施
児童により身近で切実感、必要感のある課題をつ
かませ、具体的な手立てを示し、達成感・成就感を
味わわせることができる体験活動を仕組むことも大
切である。そのためには、まず、教師自らが、地域
に興味・関心を持ち、地域の良さや課題に気づくと
ころから始める必要があった。そこで、研修の中で、
地域の自然や産業に触れる研修を２回行った。この
研修により、社会科見学や自然体験活動などの充実
に繋げられることをねらいとした。

４．地域の特性を生かした学校行事や体験活動
の推進

体験活動が、より充実した教育内容となるよう
に、恒例行事のような取組になりがちな活動の目的
や内容について見直すことが必要である。児童が、
真剣に考え、課題に気づき、解決するために、思い
を伝え合い、解決方法を見つけ出し、取り組み、そ
の結果と課題、感想などを表現できるところまで行
うことや、準備と片付け、協力者への感謝の気持ち
を伝えることろまでしっかりと行うことも大切であ
る。特に、思考力や判断力を身につけさせるために
体験活動を通じて、感性を磨くこともねらいとして
いる。
判断力を養うためには、意志決定の場面を保障す
る学校行事や体験活動の内容の充実を図る必要があ
る。児童により身近で切実感、必要感のある課題を
つかませ、具体的な手立てを示すことで、１人１人
がしっかりと考えながら深い学びへと繋げていくこ
とができる学習を行うことにより、達成感・成就感
を味わわせることができる取組を仕組むことが大事
である。

①学校行事や体験活動の見直し
恒例行事のような取組になりがちな学校行事や体
験活動の目的や内容について見直す必要がある。見
直しの視点として、児童が、真剣に考え、課題に気

づき、解決するために、思いを伝え合い、解決方法
を見つけ、取り組み、その結果と課題、感想などを
表現できるところまで行わせることが大事であるこ
と、準備と片付け、協力者への感謝の気持ちを伝え
ることまで行うことを再確認した。

ア　藤河内渓谷の自然観察会（４学年）
前年度の取組を振り返り、児童の主体的な学びと
するために、専門家による活動前の説明を無くし、
自分たちで見つけた植物や虫などについてデジタル
カメラで撮影し、図鑑やインターネットで調べてま
とめる取組とした。ま
た、まとめたことについ
て、機会があれば様々な
場面で発表することとし
た。

イ　稲作（５学年）
準備された稲を植え、稲刈りをするだけの取組か

ら、苗を運んだり、草取
りをしたり、片付けまで
行うことで、苦労や大変
さをより実感できる取組
とした。

ウ　椎茸栽培（３学年・５学年）
３学年児童が、地域の方々の協力により、この３
年間椎茸のコマ打ち体験を行ってきている。コマ打
ちをして２年たった５学年児童のホダ木から椎茸が
発生し、５学年児童が、
収穫した椎茸を使って地
域の方々の支援により郷
土料理を調理し、試食し
た。

②　他機関との連携
関係機関の担当者から取組内容についてプレゼン
テーションを行ってもらったり、情報提供したりす
る中で、担任が取組を希望した学年が取り組む方法
で関係機関との連携を図ってきている。
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ア　ユネスコ・エコパークに関連した取組
平成29年６月14日に、祖母・傾・大崩山系ユネス
コ・エコパークが認定された。昨年度からその準備
を重ねてきた宇目振興局と連携しながら、取組を
行ってきた。特に、４学年児童は、藤河内渓谷へ行
き自然観察を行ってきた。また、２学期からは、九
州大学との連携により、４学年児童が、アサギマダ
ラについて調査を行う準備を進めてきた。３学年児
童は、ユネスコ・エコパーク内で営まれている産業
である椎茸団地、花卉団地、森林組合、直売所を見
学し、学習したことをまとめた。６学年児童は、藤
河内渓谷でデーキャンプを行った。
１月に行われた地元の商工会が行った行事の中で
４学年児童有志が、自分たちで学習してまとめたポ
スターを使って、藤河内渓谷について発表した。
３学年児童は、見学した産業などについてまとめ
たことをお互いに発表する時に、宇目振興局長と中
学校校長にも参加していただき、感想を述べていた
だいた。振興局長は、児童が発表したことへの感想
を述べるだけでなく、振興局の取組や関係すること
についての情報を児童に分かりやすく説明してくれ
たことで、学習を深めること、児童の興味関心を高
めることに繋がった。
これらの活動を通して、地域の自然に興味関心を

持ち、地域の良さに気づき、ユネスコ・エコパークの
意義や地域創生ついて考えさせる機会とし、総合的
な学習の時間をはじめとする教科・領域で達成感・
成就感を味わわせることに繋げることができるよう
その基盤づくりとしての取組を模索してきている。

イ　県立美術館及び大分大学との連携による取組
平成28年度から県立美術館と大分大学との連携

によって、２学年児童と
４学年児童が、｢地域の
色・自分の色｣ 事業とし
て図工や総合的な学習の
時間に取り組んできた。
その成果物が佐伯市によ
り作成された冊子の表紙
に使われた。さらに、ユ
ネスコ・エコパーク認定
に係る県知事とのふれ合
いトークに児童の代表２人が参加し、藤河内渓谷で
の自然観察会と「地域の色・自分の色」の取組につ
いて説明を行った。平成29年度、１学年から４学年
の児童は、「超ぼあんぼあん」と題したワークショッ

プを行ってもらった。空気を入れた大きなビニール
袋を膨らませ空気を体で感じる体験だった。
３学年児童は、平成28年度から身近なところで
様々な色探しを行ってきた。植物や石、虫など色に
関係したものを「虹色ボックス」に保管してきてい
る。２月には、これまで取り組んできた自分の色探
しについてまとめたことを発表した。大分大学の２
人の准教授が、その発表を聞いて、感想と科学的な
補足説明を行ってくださった。
４学年児童は、藤河内渓谷での自然観察会で拾っ
てきた石を粉にしたものを使って絵の具をつくり、
鳥や虫などの絵を描いた。
５学年児童は、学校の敷地内で採取した植物を
使って、草木染めを行った。羊毛や絹糸を染めて、団
子状のものを作った。昨年度から ｢地域の色・自分
の色｣ に取り組んできているので、大分大学や県立
美術館の先生方とも親しく活動に取り組めていた。
担任の話によるといずれの取組も児童の自尊感情を
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高めることに繋がる取組であり、教育課程に位置づ
けることができそうな取組であるとのことだった。

ウ　佐伯市及びとの連携による取組
佐伯市の担当、佐伯ケ
ーブルテレビ、大分リ
コーの協力により５学年
児童を対象として３Dプ
リンター及びドローンに
ついての体験学習を行う
ことができた。
３学年児童は、佐伯市
の担当者からの情報提供
により大型ドローンの飛
行実験の見学を行うこと
ができた。このように、
最先端技術に触れること
も児童の興味関心を高
め、社会で起きているこ
とに気づかせ、理解させることにつながる良い学び
の機会となっている。

エ　大分県貝類談話会の協力による学習
２人の先生をお迎えして、佐伯市宇目木浦にしか
生息しないタケノコギセルという貝をはじめ、珍し
い生きたカタツムリや様々な貝の標本を紹介してい

ただいた。児童は、自分
たちの地域にしか生息し
ない貝が存在することに
驚いていた。

オ　大分県猟友会の協力によるキジの放鳥
全校児童の参加により、雄雌合わせて100羽のキ
ジを放鳥した。キジを初めて目にする児童もおり、
野鳥に興味を持たせることができた。その後地域で
キジを見かけたと報告し
てくる児童もいた。地域
の自然に目を向けるきっ
かけとなる取組の一つと
なった。

③　他校との交流
主体的に総合的な学習
の時間に取り組めるよう
に、同じユネスコ・エコ
パークに関係する地域の
２つの学校と交流を進め
ている。

ア　延岡市立北川小学校との交流
４学年児童は、北川ダム湖上・中流域交流事業と
して、北川小学校との交流学習を行ってきたが、昨
年度からはユネスコ・エコパークを意識した取組と
している。

イ　竹田市立祖峰小学校との交流
同じ ｢祖母・傾・大崩山系ユネスコ・エコパーク｣
に位置する学校との交流をすることで、相手を意識
した総合的な学習の時間に発展させ、しっかりと目
的意識を持たせ、より充実した学びにしていくため
に取り組んできている。特に、インターネットを活
用した授業により、調べ学習してまとめたことを発
表し合った。

④　環境整備
持続可能な教育実践のために、環境の整備を地域
の協力の下に行ってきた。

ア　地域の支援による学級園の増設
宇目振興局の仲介により、佐伯広域森林組合から
木材を提供していただき、学級担任からの要望が
あった学級園の増設を行った。材料を手に入れた
後、事務職員を中心に、校長と教頭と３人で２か所
設置した。
各学級とも、より多くの種類の野菜を栽培し収穫
することで、児童に達成
感・成就感を与えること
をねらいとして取り組ま
れた。より充実した体験
活動を行う環境を整備で
きた。
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イ　地域の協力による教材の入手
竹馬づくりのための竹や図工で使う杉の木材等を
手に入れるために校区コーディネーターや宇目振興
局地域振興課の担当の協
力を得た。得た情報をも
とに桑の木の移植を行う
ことで、次年度から桑の
葉を学校内で入手できる
ようにした。

ウ　インターネットを活用した他校との交流
インターネットを活用して、交流相手校の児童と
調べ学習をしたことについて情報交換を行った。こ

れまで総合的な学習の時
間で取り組んできたこと
についてまとめたことを
緊張感を持ってしっかり
発表できていた。

エ　プログラミング教育に係る研修の実施
外部講師を２名招聘して、６学年児童を対象とし

たプログラミングを活用
した算数の図形の授業を
行っていただいた後、教
員を対象とした研修を
行った。

５．成果と課題
①　成果
児童が、地域素材や地域人材を生かした学習や体
験活動を行うことで、地域の自然や人々、産業など
に対して興味関心を高めつつある。とりわけ、ユネ
スコ・エコパークに関係した総合的な学習の時間や
体験活動等を行うことで、児童の地域に対する興味
関心を高めることができ、より身近な課題を意識し
た主体的な学習となりつつある。
また、県立美術館や大分大学、宇目振興局や九州
大学と連携して様々な取組を行うことで、専門的で
高度な学びを保障することができ、より主体的・対
話的で深い学びにつながる取組となってきている。
上記の２つの取組については、それぞれの関係機
関を結び付けることで、それぞれの取組が有機的に

繋がり、より効果的な取組になるように調整できた
ため、今後もそれぞれの取組を関連づけながら総合
的な学習の時間をはじめ各教科の授業内容の充実に
繋がる教育実践として発展させたい。
また、多くの人たちと接しながら学ぶことで、挨
拶や学習規律の向上が認められる。特に、人との関
わりにより、適度な緊張感を持って自分の思いや考
えを伝える機会を設定することで、思考力・判断
力・表現力を高める取組となり、児童の自尊感情を
高めることに繋がってきている。
３学年担任からは、｢児童が主体的に考え、自分た
ちで課題を解決していこうとする姿が見られるよう
になりつつある。また、物事に気づき、より深く観
察したり、考えたりする様子を目にする機会が増え
た。それは、様々な体験活動をしたり、本物に接す
る機会が増えたからではないかと思う。｣ という話
が聞けた。
とりわけ、４学年児童の竹田市祖峰小学校や延岡
市立北川小学校との交流により、目的意識と相手意
識を持って、調べ習や問題解決学習に進んで取り組
む姿が見られつつある。秋田県横手市立十文字第一
小学校とのインターネットによる情報交換は、これ
からの可能性を広げるものとなった。
教職員が、地域素材や地域人材を生かした授業や
体験活動を行うことで、教育内容が充実し、児童の
学習意欲が高まることが再認識でき、地域素材や地
域人材を生かした教育実践への意識の高まりが認め
られる。さらに、それらの取組が、地域の活性化に
繋がる可能性も見えてきた。

②　課題
学校と家庭、地域との連携・協力による教育の協
働への意識と取組の温度差を解消するには、地域協
育推進担当と校区コーディネーターが積極的に連
携・協力して取り組んでいける体制づくりを進める
ことが急務であり、そのための人材育成が課題であ
る。
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また、地域素材や地域人材を生かした教育実践を
行うためには、取組の成果に関する情報の共有と効
率的な打合せや準備による職員の負担感の軽減が必
要である。
さらに、効果的な取組を整理し、教育課程に位置

づけ、計画的・継続的に学校の特徴的な取組として
継続・進化させていくことが課題となる。
人との関わりについては、国語や算数などの教科
学習においても、学習支援ボランティアの支援を日
常的に活用することで、児童が地域のより多くの人
たちと交流でき、人との関係づくりの学習の機会と
できる。
今後も、体験活動を充実させることで、児童と職
員が、夢や希望を語り、取り組める教育実践を創造
していきたい。
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１．都城市庄内地区まちづくり協議会の概要
都城市は宮崎県の南西部に位置し、人口166,248

人（住基人口・平成30年３月１日現在）の県内第２
の都市である。市では「協働のまちづくり」を推進
しており、その柱として、地域住民が中心となっ
て、身近な課題を解決したり将来あるべき姿を検討
したりする、「まちづくり協議会」の運営を支援し
ている。平成22年度から28年度にかけて市内の15中
学校区全地区にまちづくり協議会が設立された。
庄内地区では平成18年から「地域のことは、地域
の手で解決していこう」との思いから、都城市内で
初めて住民有志による市民自治検討会議を立ち上
げ「まちづくり協議会」設立の検討を始め、平成22
年６月に庄内地区まちづくり協議会を設立した。
従来から地域で活動していた庄内地区社会教育
関係団体等連絡協議会（社教連）を中心に地区内の
あらゆる団体を網羅し、各団体から選ばれた約70名
の代議員は自治公民館活動部会、地域づくり部会、
健康福祉部会、教育文化活動部会、環境整備部会の

５つの部会のいずれかに所属し、活動を行ってい
る。運営資金は都城市の交付金のほかに、各自治公
民館（都城市では自治会を自治公民館と称してい
る）加入世帯の負担金や、まちづくり協議会で受託
した地区内公園等の整備事業の益金も充てている。

２．都城市庄内地区のデータ
庄内地区は都城市の西北部に位置し、3,591世帯、

人口7,698人、高齢化率34.2％（住基人口・平成30年
３月１日現在）、自治公民館（自治会）は10館であ
る。地区内には小学校３校、中学校１校があり、児
童・生徒数は平成30年５月１日現在、庄内小学校
170名、乙房小学校168名、菓子野小学校104名、庄
内中学校181名の合計623名である。都城市中心地か
らはそれほど離れていないものの、人口は減少傾向
で準中山間地域と言っても過言ではない地区であ
る。（図１）
庄内地区の自慢は「日本の滝100選」にも選ばれ
た関之尾滝（せきのおのたき）や国指定天然記念物

＊庄内地区まちづくり協議会事務局長
連絡先：〒885-0114　宮崎県都城市庄内町12692番地　庄内地区公民館内
TEL：0986-37-3488　FAX：0986-37-3488　携帯：090-3608-7626　E-mail: asakura@bonchi.jp

庄内地区における学校とまちづくり協議会の協働事例

朝　倉　脩　二 *

要旨　宮崎県都城市の庄内地区まちづくり協議会は平成22年に設立され、８年が経過した。設立当初から地区内
にある小学校３校、中学校１校との連携を進めてきた。特に庄内地区コミュニティ・スクールの体制の確立、地
域をあげて取り組んでいる「心のプレゼント運動」、地域の歴史を子どもたちに伝える活動などの事例を紹介。

キーワード　�まちづくり協議会、コミュニティ・スクール、学校支援地域本部、郷土の歴史教育、地域学校協働
活動

A Case of Collaboration Between Schools and the Town 
Development Council in the Shonai District

Asakura Shuji＊
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の関の尾の甌穴（せきのおのおうけつ）、都城島津家
のルーツとも言うべき数々の史跡、国登録有形文化
財の願心寺（がんしんじ）及び山門などがあり、ま
た熊襲踊（くまそおどり）をはじめとする伝統芸能
も盛んな地区である。

３．都城市のコミュニティ・スクールの状況
都城市は学校運営協議会制度を平成25年度より、
市内の小中学校56校（小学校37校、中学校19校）に
一斉に導入した。庄内地区でも小学校３校、中学校
１校に導入され、学校運営協議会委員は各校８名、
計32名である。導入当初は委員選定に学校側が苦労
した時期もあったが、現在はそれぞれ定着し、ス
ムーズに進行している。

４．庄内地区学校運営協議会委員懇話会の発足
学校運営協議会委員は自治公民館長、民生委員児
童委員、ＰＴＡ役員など地域で様々な公的活動をし
ている人が多く、すなわちまちづくり協議会の代議
員と重なることが多い。４校の学校運営協議会委員
32名の内20数名がまちづくり協議会の代議員であ
る。
コミュニティ・スクールでは学校を支援する学校

支援ボランティアの組織をそれぞれ作る構想になっ
ているが、地区内に４つの支援組織を作ることにな
ると支援者の奪い合いになる可能性もあった。そこ
で平成27年度に庄内地区まちづくり協議会と各学
校で協議した結果、４校の学校運営協議会委員が一
堂に会し、顔合わせや意見交換を行う「庄内地区学
校運営協議会委員懇話会」（事務局：庄内地区まち
づくり協議会）を発足させた。平成28年２月の懇話
会で、庄内地区では各学校に支援組織を作るのでは
なく、庄内地区まちづくり協議会内に「庄内地区学
校支援地域本部」の事務局を置き、地域をあげて学
校を支援していくことを提案し了承された。（庄内
地区コミュニティ・スクール体制図は図２）
平成28年度からは、５月に「庄内地区学校運営協
議会委員懇話会」を開催している。地区内の学校運
営協議会委員32名と各学校の校長・教頭・教務主
任及びまちづくり協議会役員が出席し、「庄内地区
学校支援地域本部」の趣旨や利用方法を説明してい
る。
新任の学校運営協議会委員もいるので、都城市学
校教育課の職員による学校運営協議会制度の説明も
実施、各学校の委員紹介なども行っている。懇話会
終了後各学校に分かれて第１回の学校運営協議会を
開催している。

図１．庄内地区の位置
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５．庄内地区学校支援地域本部
平成28年度からスタートした「庄内地区学校支援
地域本部」は庄内地区まちづくり協議会が事務局と
なり、学校支援コーディネーターを各学校に１名ず
つ配置、学校側から支援の要望をしやすい態勢を
取った。平成28年度の支援実績は16件（表１）、平
成29年３月31日現在学校支援ボランティア登録者
104名であった。

学校から支援の要請があると、学校支援コーディ
ネーターは高齢者クラブなどに呼びかけ学校支援ボ
ランティアを募集するほか、学校の支援内容によっ
ては食生活改善推進員や郷土史研究グループ等に呼
びかけ推薦してもらうこともあった。いずれも庄内
地区まちづくり協議会の構成グループなので、快く
協力をしてもらえた。学校支援ボランティアは「ボ
ランティア活動保険」に加入している。

図２．庄内地区コミュニティ・スクール体制図

表１．平成28年度の主な学校支援の例

学校名・学年 支援内容 支援人数

庄内小学校４年生 郷土料理づくり ２

庄内中学校３年生 ３年生補習支援（大学生） ２

乙房小学校５年生 家庭科「わくわくミシン」（ミシン実習） ６

乙房小学校６年生 家庭科「エプロン作り」（ミシン実習） ６

乙房小学校全校 乙房小ふれ愛祭り 40

庄内小学校全校 もちつき大会 12

庄内中学校３年生 高校受験面接練習（模擬面接試験官） ３

庄内中学校１年生 食育調理実習（食生活改善推進員） ３

庄内小学校全校 持久走大会見守り（交差点） ６

庄内小学校全校 お別れ遠足見守り（交差点・信号） 14
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６．地区住民みんなで取り組む「心のプレゼン
ト運動」

庄内地区では「心のプレゼント運動」を推進して
いる。これは「明るいあいさつ、ありがとう、人が
よろこぶこと」をすすめる運動、すなわち「やさし
い心」「感謝の心」「思いやりの心」を育てる運動で
あり、平成15年庄内地区社会福祉協議会が提唱した
ものである。
庄内中学校美術部がデザインしたのぼり旗を作
成、地区内小中学校４校と地区内自治公民館（10
館）にかかげ毎月１週間はあいさつなどを励行して
いる。各家庭にもチラシを配布し地区をあげて運動
に取り組んでいる。（図３）平成28年度はさらに庄
内中学校生徒がデザインしたマスコットキャラク
ター（図４）を加えた看板も作成し、地区内20ヵ所
に設置した。子どもたちは登下校時に出会った人に
大きな声で挨拶をしている。中学生もしっかり頭を
下げて挨拶ができるようになった。

７．子供たちに伝えたい郷土の歴史
庄内地区まちづくり協議会では地域の歴史を子供
たちに認識させ、郷土に対する誇りを持ってもらう
ことを目的にいろいろな活動に取り組んでいる。
平成23年度から、庄内中学校１年生を対象に「地
域巡見学習」を行っている。１年生（70名前後）を
マイクロバス３台に分乗させ、地区内にある史跡、
神社、お寺などを郷土史に詳しいガイドが同行して
解説している。（図５）

平成28年度には「地域巡見学習」の副読本とし
て、「庄内歴史読本」を作成した。作成は「庄内の昔
を語る会」が担当、通史や地区内の遺跡、史跡、民
俗芸能などをＢ５版91ページにまとめた。（図６、
表２）
また各小学校児童に対しては、遠足形式での史跡
巡り、紙芝居による郷土の偉人の解説なども行って
いる。夏休み期間中に行う地区内小・中学校教職員
の地域巡見研修では新しく着任した先生たちに、地
区内の史跡、文化財などを案内・解説している。図３．心のプレゼント運動各戸配布チラシ、のぼり旗

図４．心のプレゼント運動マスコットキャラクター

図５．庄内中学校１年生に史跡の説明

図６．「庄内歴史読本」（平成29年３月作成）
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８．児童・生徒も参加する三大イベント
庄内地区まちづくり協議会では児童・生徒も参加
する三大イベントを毎年行っている。
①．庄内地区スポ・レク大会（10月開催）
スポーツ・レクレーション大会の略。秋晴れのも
と、庄内川堤防沿いに約5Kmを歩く。子どもから高
齢者まで約200名が参加する。（図７）

②．庄内ふるさと祭り（11月開催）
作品展示、ステージ発表、バザー、出店などを行
う。作品展示では保育園・幼稚園・小中学校及び一
般の部から絵画、書道、写真、工作等を出品する。
ステージ発表の午前中は地区内保育園、こども
園、幼稚園のマーチングや各小学校が取り組んでい
る民俗芸能継承活動、中学校のブラスバンドの発表
等を行う。民俗芸能継承活動は各校５～６年生が取
り組み、指導は地域の民俗芸能保存会の大人が行
う。（表３、図８）
午後は各自治公民館対抗の歌合戦を行っており、
各小中学校の校長は審査員を務める。

③．庄内川一周ＹＯＵ遊駅伝大会（12月開催）
庄内川沿いに11区間17Kmを走る。各自治公民館
からチームを編成して出場する。区間ごとに小学
生、中学生、高校生、成人や男女別の制限がある。
コースは各自治公民館の近くを走るように設定され
ており、沿道では盛大な応援風景が見られる。
15チーム前後が出場するので、多くの児童・生徒

表２．「庄内歴史読本」の内容

内　　　　容 ページ数

庄内の歴史
　　地名「庄内」の誕生と移り変わり
　　庄内の遺跡
　　原始・古代の庄内
　　中世の庄内
　　近世（徳川時代）の庄内
　　幕末の庄内
　　明治時代
　　大正時代
　　昭和時代�

38

三島通庸公による庄内のまちづくり ４

太平洋戦争の記憶 ６

庄内の三大用水路 ６

庄内の遺跡 ８

庄内の史跡 15

庄内の民俗芸能 ７

庄内の歴史年表 ２

都城島津家歴代当主 １

図７．第18回庄内地区スポ・レク大会

表３．各小学校の民俗芸能継承活動の発表

学校名 民俗芸能名

庄内小学校

熊襲踊（くまそおどり）

夫婦踊（みとおどり）

水道音頭（すいどうおんど）

南洲太鼓（なんしゅうだいこ）

菓子野小学校 俵踊（たわらおどり）

乙房小学校 乙房奴踊（おとぼうやっこおどり）

図８．第32回庄内ふるさと祭り（乙房奴踊）
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が選手として参加する。中学生ボランティアは中継
所計測員等運営スタッフとして毎年50名程度が参
加する。（図９）
各小中学校校長は大会に参加し、児童・生徒を励
ますとともにコースを車で走り、沿道での各自治公
民館の応援を採点し応援賞を発表する。

９．子どもの声を聞く会
平成30年２月に庄内地区青少年育成協議会（会
長：庄内中学校校長）と庄内地区まちづくり協議会
教育文化活動部会で主催して「第１回庄内地区子ど
もの声を聞く会」を開催した。各小学校１名、中学
校２名の計５名が発表を行った。将来の夢や感動し
たこと、まちづくりの提言もあり感心させられた。
今後も継続して行っていく。（図10）

10．まとめ
以上のように庄内地区では地域と学校はさまざま
な機会を通じてスムーズに連携ができるようになっ
てきた。庄内地区まちづくり協議会を設立して８年
が経過したが、振り返ってみると協議会を構成する
団体はそれぞれ課題を抱えてはいるものの、概ね活
性化が図られてきた。団体同士の連携・協力体制が
しっかりできた結果、時代の変化に対応していける
自信を持ち始めているように思う。
国が推進する「地域学校協働活動」は、まさにま
ちづくり協議会が目指す方向性と同じであり、今後
も「みんなでつくる　住みよいまち　庄内」の
キャッチフレーズのもと、地域全体で子供たちの学
びや成長を支え、より良い地域づくりを目指して活
動して行きたい。

図９．第23回庄内川一周ＹＯＵ遊駅伝大会

図10．第１回庄内地区子どもの声を聞く会
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１．はじめに
地域社会の学校参加は、以前から行われてきたこ
とではあるが、現在さらに重要視されてきている。
近年までの学校に対する地域の支援活動は、地域住
民によるボランティアによる支援であり、根拠とな
る公的制度を有してはいなかった。しかし、コミュ
ニティ・スクールや学校支援地域本部が制度化さ
れた現在では、地域住民は学校教育への参加は公的
な根拠を持つなかで行うことができる。それだけで
なく、学校教育の計画や授業に主体性を有して参加
することが可能となっている。このことは、地域住
民が、積極的に学校教育に参加することにつながる
と考えらえる。
筆者は、これまで鹿児島県や宮崎県の農村地域の
小学校における地域住民の学校参加を研究してき
た。地域住民の学校への参加が、展開可能と思われ

る特別活動や総合的な学習の時間に着目し、農村地
域においては生活に身近な存在である農業を題材と
した教育実践を研究対象としてきた。筆者の研究で
は、農村地域では、旧来からの地域住民のつながり
を基盤として学校へ参加していくことや学校への参
加による地域住民のつながりの再構築を明らかにし
てきた�1）。
しかしながら、地域社会の変化はさらに継続して
いる。例えば、少子化問題は克服できておらず、こ
れによる人口減少は農山漁村部だけでなく都市部に
おいても影響を与える状況となっている。これら
種々の課題によって、農村地域の居住者の生活にお
ける関わりの変化、自分の生活している地域の捉え
方が変化してきているという指摘もある（徳野貞
雄：2015）。これらの変化は、学校への地域住民の
参加の背景となる地域社会の一員という意識を希薄

要旨　近年、学校に対する地域住民などの参加が重要視されてきている。しかしながら、社会の変化によって住
民の生活する地域社会は大きく変容している。このことは、地域社会の変化を生じさせていると考えられる。本
報告では、そのような中で地域社会が学校と連携する背景について新しい可能性を指摘するものである。１つ
は、学校教育に参加することによって変質している地域社会が再編成されるということである。もう１つは、学
校教育に参加することによって地域住民が学習をするということである。この２つの参加による効果は、地域社
会が変質する中でも地域社会の学校教育への支援を進めていくことにつながると考えられる。

キーワード　住民参加　学校連携　地域社会　総合的な学習の時間

＊南九州大学　教養・教職センター
連絡先：〒885-0035　宮崎県都城市立野町3764-1
TEL 0986-46-1074

学校と地域の連携の課題
―地域への還元の視点から―

植　村　秀　人＊

The Challenges of Cooperation Between Schools and 
Community Members

— From the Perspective of Giving Back to the Community —

Uemura Hideto*
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化させる可能性を含んでおり、学校への参加を変化
させる可能性をはらんでいる。
地域住民の学校参加は、多くの場合地域住民の自
発的な意思によって行われている活動である。この
背景には、既に指摘した地域社会の一員であるとい
う意識のもとに、自分たちの地域の子どもが学ぶ学
校へ支援することは当然であるという考えがあった
からと思われる�2）。しかし、既に述べたとおり少子
化などの影響により農山漁村であっても地域社会の
人々の関わりが弱体化している。このことは、学校
への関わりがこれまでのありようから、変質してし
まう恐れがあることを意味している。
このため、旧来からの人々の繋がりによるのでは
なく、学校と関わることにより地域住民の関わりが
再編されることや、地域住民にとって学校教育に参
加することで得られる成果に着目する必要があると
筆者は考えている。本論文では、これらを踏まえな
がら地域社会の学校参加について検討を行うもので
ある。

２．学校教育の地域住民参加の課題
①　学校教育の住民参加
学校教育は、文部科学省の定めた学習指導要領な
どにより教育内容が規定される。学校では、教科お
よび教育に関する知識を専門的に学び教員免許を取
得した教員が教育を担っている。教員は、実際の職
務経験を重ねることで、より専門性を高める努力を
続けている。これらのことから、学校における教育
は教員が主導権を握ることになる。
しかしながら、教科外の教育活動である特別活
動・総合的な学習の時間は、多様な事項が想定され
ることから、学校の力のみでは十分な教育が行えな
いことが想定される。この１つが、地域の産業・伝
統文化などを題材として取り入れた授業である。地
域社会の事物を取り上げることは、地域住民にとっ
て身近なことが題材となることから学校への支援を
行いやすい。例えば、筆者が調査対象とした農村部
においては、農業が題材として取り入れられてい
た。地域住民にとって農業は、収入を得る手段（仕
事）であり、生活の一部でもあり、地域の伝統文化
や行事にも影響を与える存在である。一方で、学校
側にとっては、農業の専門知識を有した教員が少な

いことや農業を行う環境がないことが課題として指
摘できる。このことから、学校における農業体験活
動は、地域住民が指導者・支援者として参加する機
会が多くあると指摘できる。

②　地域を代表する組織の問題
地域住民の学校参加は、学校教育の充実などの効
果があるが、いくつかの課題を有している。これら
の課題は、社会の変化も受けながら変質してきてお
り、将来的には地域住民の学校参加を阻害する要因
となり、学校への地域住民の参加の継続に影響を与
える事になるのではないかと考えている。
まず、学校と地域をつなぐ組織の問題がある。学
校は、校長を責任者として組織が形成されている。
このことは、地域社会との連携においては、学校側
の担当者や役割分担が明確になることを意味してい
る。しかし、地域社会側に目を向けると、必ずしも
窓口等が明確化しているわけではない。地域住民組
織は、住民の生活のつながりなどから組織され、形
態が多様である。また、校区を考慮して編制する法
的根拠もないため、必ずしも地域住民組織が小学校
区や中学校区に基づいて構成されているわけではな
い。子どもの人口の増減によって、学校の新設や統
廃合が行われることがある。これらのことから、町
内会など地域住民組織と校区は必ずしも一致しない
ことがある。校区に基づいて連合町内会などを編成
していても、学校との関係を考慮しているのではな
く、校区が一つの区割りとして既に存在しているの
で便宜的に利用していることも十分考えられる。こ
のような状況下では、どの組織が学校への地域社会
の参加の調整役を担うかが問題となるのである。学
校が、地域住民の生活や文化を学校教育に取り入れ
ようとしても、このような組織がないと優れた実践
を展開できない。地域の事物を題材にするには、地
域住民からの指導を受ける必要があるなど地域住民
からの様々な支援は欠くことができないが、調整役
がおらず協力を得にくくなるからである。
筆者の研究では、小学校区を単位として校区公民
館及び校区公民館運営組織�3）（以下、「校区公民館」
と表記）を設けている地域が多かった�4）。校区公民
館は、校区を範囲とし校区内の地域住民が町内会組
織などを通じ参加する地域住民組織となっている。
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校区公民館は、社会教育・生涯学習組織であるた
め、学校教育などへの参加は１つの事業として捉え
やすい特徴がある�5）。このため、校区公民館の事業
では、学校教育への参加や学校との連携した活動が
行われている。つまり、校区公民館は、地域社会側
の窓口・代表者となり学校への参加のコーディネー
ターとしての機能を果たしていたのである。このよ
うな組織は、すべての地域において存在しているわ
けではない。こういった組織がない地域では、学校
への参加や支援に滞りが生じるのではないかと考え
られる。また、住民からすれば、このような組織が
あることが自らの活動に正当性を与え活動を継続し
ている基盤となる�6）。窓口つまり地域社会の代表組
織がない場合は、個人のボランティアに依存するこ
とになり、支援者の世代交代などによって継続性が
問題となることも十分考えられる。

③　地域社会の弱体化
近年の地域社会のさらなる弱体化は、地域社会の
参加が盛んな地域でも無視できない問題となる。農
村部では、これまでの産業や生活における地域住民
のつながりが残っており、これを基盤として地域住
民組織が維持されてきた。少子高齢化・産業の停
滞・国際化進行は、さらに地域社会に変化を生じさ
せている。この結果として、地域住民の地域社会概
念�7）が変化しつつある。
このことは、社会学の研究からも指摘されてい
る。社会学者の徳野貞雄は、人口減少が進む農村地
域の住民生活の研究の中から地域概念�8）の変容を指
摘している。地域社会の学校への支援する背景は、
生活などの地域住民間の協力関係や親密感、もしく
は地域住民の地域社会概念が同一であることが基盤
にあったと筆者は考えている�9）。しかし、徳野の指
摘では、近年の社会変化によって住民間の人間関係
が変化し地域社会概念が変質していることを指摘し
ている。徳野の研究では、過疎化が進行している地
域において実家に残った親世代を近接地域に居住し
ている子世代が支援していることを明らかにしてい
る（徳野貞雄：2015）。例えば、通院・買い物のた
めの送迎や親世代の見守りのために、子世代が親世
代の家を定期的に訪問することになる。この結果と
して、親世代が子世代の住む地域に出向くことで子

世代の住む地域�10）、親元を離れた子世代であっても
親世代の生活の支援などで元の住民組織と（集落）
かかわりを持つことになる。つまり、これまでの日
常生活における協力関係を基盤とした共同体ではな
く、各自の生活のありようから地域概念が構築され
ると指摘している（図１参照）。つまり、住民一人一
人の地域概念が異なることを意味しているわけであ
る。

このことは、これまでの学校の機能や子どもの位
置づけに変化を生じさせることになる。地域概念の
変化は、地域住民の学校への協力や子どもの教育へ
の意欲や意義が弱くなる事を意味しているのではな
いかと筆者は懸念している。実際に学校の統廃合に
おいては、旧来とは異なり、地域住民の反対運動な
どが発生しない事例も散見されるようになってい
る�11）。むしろ、地域住民側が、学校の統廃合に対し
て積極的になっている事例すら珍しくない。これら
の事例では、地域にとっての地元学校や地域の子ど
もの重要性が低くなっている事を指し示していると
考えられる。

④　生活と学習の接続問題
学校教育は、国が定めた学習指導要領を基礎とし
て教育を行う必要がある。つまり、基本的に教育す
べき事項が定められている。教科における学校の裁
量は、定められた学習内容の教授法について創意工

徳野貞雄編著「暮らしの視点からの地方再生－地域と生活の社会
学－」九州大学出版会　32ページ

図１　地域概念の変化
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夫が可能な程度である。これに対して、特別活動や
総合的な学習の時間では、題材の選定などの学校側
の裁量が大きく自由度が高くなっている。地域社会
の題材の活用や参加を考えるのであるなら、特別活
動や総合的な学習の時間が最も適した時間となる。
一方で、現在の学校教育には、様々な立場から多
種多様な教育内容が求められている状況下にある。
教科及び総合的な学習の時間は、学習指導要領にお
いて必要時間・単位が定めらえている。また、特別
活動は、時間の規定はないが、学校が設定できる時
間数は限界がある。このような中ですべてに応える
ことは不可能となっている。このような状況にあっ
ては、学校における特別活動や総合的な学習の時間
はできるだけ教育効果を高める視点が必要となる。
例えば、農業体験では、農業の体験だけで終わる内
容にしてはいけないこととなる。鹿児島県旧川辺町
の実践は、町の教育委員会が農業体験学習を広める
ために大きな役割を果たした。この町では、農業体
験学習を導入する中で、教科学習との関連付けを
行っている�12）。つまり、教育実践が、学校教育にお
いてどのような位置づけであるかを考えていく必要
がある。これは、教育実践の内容が、子どもの教育
においてどのような効果があるか、人格の形成や各
教科学習の視点からどのような教育的価値があるか
を明らかにする必要があることになる�13）。

３．学校参加の地域社会への還元
①　地域社会への還元の必要性
これまで指摘した通り。地域社会の学校参加には
いくつかの課題がある。地域社会の代表者はだれが
担うのか、社会の変容に関する地域社会の変化、教
育課程に導入する上での位置づけの問題である。筆
者は、これら課題に加え、最も今後留意すべき事項
が地域社会への還元であると考えている。すでに述
べたように社会の変容により地域の人々の地域概念
が変質してきていることについては指摘した。この
ような中では、学校へ参加することによって参加し
た地域住民にどのような成果が還元されることも重
要視しないといけないと考えられる。

②　学校への参加の推進とその課題
学校教育では、地域社会との連携が重要事項と

なっている。この背景には、多様な教育要求や学校
の多忙化などを地域社会と連携することで解決して
いこうという意図があると考えられる。このような
中で学校運営協議会方式の学校（コミュニティス
クール）・地域学校支援本部・チーム学校の制度や
議論に繋がっていると思われる。
文部科学省は、「コミュニティ・スクール（学校運
営協議会制度）は、学校と地域住民等が力を合わせ
て学校の運営に取り組むことが可能となる「地域と
ともにある学校」への転換を図るための有効な仕組
みです。コミュニティ・スクールでは、学校運営に
地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特
色ある学校づくりを進めていくことができます。�14）」
と説明している。保護者や地域住民代表から構成さ
れる学校運営協議会が審議機関として位置づけられ
ている。学校の責任者である校長は、学校運営など
の説明し学校運営協議会から承認を受ける。運営協
議会は、保護者や地域の意見も踏まえて学校長や教
育委員会へ意見や要望を伝えることが可能となって
いる（図２参照）。

学校運営協議会方式の学校では、地域住民からの
意見が学校運営協議会に伝わり、学校運営協議会か
らは説明が行われるというシステムになっているこ
とがわかる。学校運営協議会は、学校と地域社会が
意見を出し合う協議機能、学校に対して地域社会が
支援する際の窓口機能を有していると考えられる。
しかし、地域社会への還元の視点が含まれていな
い。
これは、学校支援地域本部やチーム学校において
もみられる課題であると思われる�15）。学校支援地域

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/ 参照

図２　コミュニティ・スクールのイメージ図
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本部は、地域住民の学校支援をより活発化する組織
として作られた。学校における教育活動において、
外部講師や外部の支援者が必要となることがある。
しかし、公立学校では人事異動があるため教員が、
地域事情に疎いことがある。適任の指導者を探すこ
とや連絡調整など教員の負担は大きいものがあっ
た。学校支援地域本部は、これら課題に対応する支
援組織として編制されたものである。国は、「社会が
ますます複雑多様化し、子供を取り巻く環境も大き
く変化する中で、学校が様々な課題を抱えていると
ともに、家庭や地域の教育力が低下し、学校に過剰
な役割が求められています。このような状況のなか
で、これからの教育は、学校だけが役割と責任を負
うのではなく、これまで以上に学校、家庭、地域の
連携協力のもとで進めていくことが不可欠となって
います。このため平成18年に改正された教育基本法
には、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協
力」の規定が新設されました。学校支援地域本部は、
これを具体化する方策の柱であり、学校・家庭・地
域が一体となって地域ぐるみで子供を育てる体制を
整えることを目的としています。そして、学校教育
の充実、生涯学習社会の実現、地域の教育力の向上
をそのねらいとしています。�16）」としている。学校支
援地域本部では、地域住民と学校を橋渡し役とし
て、学校の教育活動に応援する人材を紹介する役割
を果たしている。
このように学校への支援などの視点から制度が作
られている特徴がある。しかし、地域社会が変化し
ている現代では、学校に対して地域住民が参加する
ことを前提にすることは、学校教育を停滞させるこ
とにつながる懸念がある。それは、地域住民にとっ
て学校への支援が、地域の希薄化が進む現代では目
的意識が低下し、支援にかかる負担だけになってし
まう可能性があるからである。地域住民の学校に参
加する意欲の停滞は、子どもの日常生活の中にある
文化や生活を通して学ぶ事が学校で取り組めなくな
ることになると考えられる。筆者は、この解決策と
して２つの視点を指摘したいと考えている。１つ
は、学校に参加することで地域社会を再編成する可
能性があることである。旧来は、生活などで協力関
係があり、これが人々のつながりを構築し地域社会
を形成していたと考えらえる。これを、学校への参

加によって代替しようという視点である。もう１つ
は、学校に参加することで地域住民が学習を行い、
大人も成長する可能性があるということである。こ
の２つが存在するということである。

③　学校への参加と住民組織の再編
宮崎県都城高崎町笛水校区は、平成の合併前は高
崎町に属していた校区である。校区は、山間部に位
置し畜産や農業が主の校区である。市境に面する地
区であることや山間部であることから人口が減少し
ている校区である。笛水校区には、小学校と中学校
が各１校あったが、現在では小中一貫校として教育
が行われている。
笛水校区の特徴は、小中一貫校への教育支援と校
区を単位として地域を再編成しようとしていること
である。笛水校区は、４つの自治会からなる地区で
ある。しかし、人口減少の中で、この４つの自治会
を統合し校区単位で地域住民組織を再編成し地域住
民の各種活動を集落から校区へ移管した。そして、
地域公民館の組織として「地域活性化委員会」を編
成している。地域活性化委員会は、３部会から構成
されており、その１つが「教育 ･文化振興部会」と
なっている。笛水校区においては、学校とのかかわ
りとの関係で地域の活性化を模索しているのであ
る。地域公民館の主要事業に教育を位置づけ地域の
活性化・地域づくり事業において「子ども」を中核
としている。この中では、学校行事の地域行事化と
して、授業数の関係から学校で行なっていた田植え
体験などを地域行事として地域で実施する。子ども
への体験学習の提供・夏休みのキャンプ等の活用・
地域の祭りの主役として子どもを位置づけるなど取
組が行われている。
社会の変化の中で人口減少がある地域において
も、子どもとのかかわりの中で地域社会の人間関係
を再編し地域住民組織を再構築していくことが考え
られる。

④　地域住民の参加による学び
住民の学びとしては、都城市中郷中学校の「耕心
学」の事例があげられる。中郷中学校は、都城市市
街地近郊に位置する生徒数215名の中学校である。
この中学校では、校長先生の主導のもと「耕心学」
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と呼ばれる授業を展開している。この授業の目的
は、情報編集力・情報コミュニケーション力・読解
力などの育成を視野に正解のないテーマを題材に物
事の本質を考える授業としている。そして、「情報処
理力「正解」を導く力から情報編集力「納得解」を
導く力」の形成を目指している。
この授業では、地域の大人の参加が積極的に行わ
れている。授業は、校長の主導のもと３年生２クラ
スを合同で実施している。生徒をグループに分け、
このグループに大人が加わり授業のテーマについて
学ぶ形式をとっている。授業の間には、中学生と子
どもが討議する場面が何度か設定される。この授業
では、大人は指導者ではなく、中学生と共に学ぶ受
講者として参加することになる。そして、授業の最
後には、ゲスト・ティチャーが授業テーマについ
て、授業内における議論も含めて解説・講話コメン
トしてまとめる形式となっている。
筆者が授業参観�17）した際は、テーマが「高齢者福

祉について考えよう」であった。生徒たちは、事前
学習として高齢者施設などを訪問し福祉に関する体
験学習を行っている。これを背景としてディベート
を「自分の親の体が不自由になった場合、施設に入
れるべきである」として行った。当初は、施設に入
れる考えの生徒が多かった。これは、親の介護が負
担であるため他者に代わってもらうということでは
なく、環境の整った施設で親の介護をしたいという
ことであった。その後討議となったが大人の中に
は、実の親や義理の親の介護を行った方もおり、そ
の方々の意見などを聞く中で施設ではなく自宅介護
を選択した生徒も増えた。最後に地域包括支援セン
ターの専門スタッフから講話があり、授業をまとめ
ることになった。この授業では、参加する大人に対
しては事前に授業の概要の説明があり、事後には校
長と参加者とで意見交換が行われている。この授業
の後には、子どもたちへの思いや自分自身の介護体
験などを吐露する参加者、子どもたちの実態を知る
ことができたという参加者などもいた。これらのこ
とから考えれば、耕心学における地域住民の参加
は、単なる授業の補助者ではなく、地域住民にとっ
ての学びが含まれる事が明らかである。
このことは、地域社会の変化の中でも学校に地域
住民が参加していく背景となるのではないかと思わ

れる。

４．おわりに
本論文では、地域社会の変化の中で、地域社会の
人々が学校と関わることにより地域住民の関わりが
再編されることや、地域住民にとって学校教育に参
加することで得られることについて明らかにするこ
とを目的とした。課題のある中で地域社会が学校と
連携する背景について新しい可能性を検討するもの
であった。
その結果として、学校教育に参加することによっ
て変質している地域社会が再編成されるというこ
と、学校教育に参加することによって地域住民が学
習をするということの２つの効果があることを明ら
かにした。この２つの参加による効果は、地域社会
が変質する中でも地域社会の学校教育への支援を進
めていくことにつながると考えられる。
しかしながら、この２つの効果については、さら
なる研究が必要であると考えられる。前者について
は、地域住民の参加が、どのように作用して参加し
ている人々の人間関係を再構築していくのかという
ことが重要となると思われる。そして、それがさら
なる学校への参加にどのように発展していくかを明
らかにしなければならない。後者については、学校
参加による住民の学習が、住民の日常生活にどのよ
うにつながっていくかを明らかにしなければならな
い。
そして、この２つの効果による学校参加が学校に
おける子どもの教育にどのような影響を与えるかに
ついて、研究していく必要がある。

注
１）筆者博士論文「小学校区住民組織論の実証的研究」にお
いては、農村部４事例・都市部２事例を挙げているが、い
ずれにおいても学校教育へ参加しようとする地域住民が
いた。

２）少なくとも筆者の調査した事例の地域においては、地域
住民が学校へ参加することへの抵抗感は薄い状況であっ
た。

３）鹿児島県においては、校区公民館を設置する自治体が多
い。校区公民館は、小学校区を単位として設置されてお
り、校区民の生涯学習だけでなく、生活における協力など
校区内の住民組織（町内会）の連絡・連携組織としての側
面が強い。校区公民館は、公民館施設を自治体などが建設
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し、その運営は住民に任せる形態が多いようである。この
ため、「校区公民館」という場合には、施設だけでなく運
営組織（例えば、鹿児島市では「校区公民館運営審議会」
と称している）のこともさすことがある。このため、本論
文では、運営組織も含めて「校区公民館」と表記すること
とする。
４）研究のテーマからそのような地域を結果的に多く取り上
げることになったと考えられる。
５）研究にあたって活動を行っている地域を探したこと、鹿
児島県では小学校区単位で公民館を行政が整備している
自治体が多いことなどから、研究事例においては校区公民
館による支援事例を多く取り上げることになっている。
６）これは、筆者の研究対象事例でおきたことであるが、篤
志家の地元農家を中心にした住民グループによる学校支
援を行っていたところ、学校側の判断で簡単に実践が行わ
れなくなる事例があった。この背景を検討すると支援組織
が、校区住民組織の一部門と位置付けられるわけでもな
く、また校区住民組織を介在して学校へ支援をしていない
ことが、廃止を招く背景としてあったと考えられる。
７）「地域社会概念」では表現として曖昧であるが、地域住
民にとって所属する共同体などの概念が、昔と比較し大き
く変質していることを指摘したい。
８）徳野は、「現実的生活基盤」と呼んでいる。
９）徳野は、「自己完結型集落構造」と呼んでいる。
10）これには、通院や買い物などで訪問する地域なども含ま
れる事になる。
11）旧来は、学校を地域社会の拠点と考え学校統廃合に反対
すること事例が多いと考えられるが、近年では、部活動な
ど子どもの学校生活の視点から統廃合に地域住民が肯定
的な事例も見られるようになってきた。
12）例えば、作物の成長の観察は理科の学習に、観察したこ
とを文章で表現することは国語の学習に、農業体験の学習
を教科との関係から位置づけを行った。この結果、音楽以
外の教科においては関連付けができていたようである。も
ちろん、関連付けだけでは不十分であり、農業体験時や教
科指導の場で教師が働きかけるなど十分な工夫が必要で
ある。
13）もちろんこの価値づけは、学校側が行うべきものであ
る。

14）文部科学省 HPコミュニティ・スクール紹介ページを参
照のこと。http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/

15）文部科学省 HP学校支援地域本部イメージ図を参照のこ
と。http://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/004/002.
htm

16）文部科学省 HP学校支援地域本部紹介ページを参照のこ
と。http://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/004.htm

17）2017年６月29日の耕心学の授業について、大人の一員と
して参加した。このため、実態としては、授業参観より参
与観察に近い形態であった。
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１．はじめに
本稿で着目する「発達資産（Developmental 

Assets）」は、これまで本研究グループが注目してき
た生活体験を豊かに生み出すための基盤となる環
境や内面の資源をさす概念である。「発達資産
（Developmental Assets）」は、子どもの育ちに寄与す
る諸条件・要素を可視的に捉えようと試みた理論
であり、子どもの育ちと生活体験の関連を問う新た
な観点となりうる。研究グループでは、幼稚園・保
育所が幼児や親の「発達資産（Developmental 

Assets）」形成を支える重要な地域資源であると捉
え、生活体験学習はそれを支える方法としての可能
性を有しているのではないかと仮説を設定して研

究を進めてきた。なお、これまでの研究成果につい
ては、永田ら（2017）１）等を参照して頂きたい。
「発達資産（Developmental Assets）」は、生活体験
を豊かに生み出すための基盤となる環境や内面の資
源を指し、若年層の支援のための研究と実践を展開
することを目的に設立されたアメリカの非営利組織
Search Instituteの研究を Benson（2003）らが体系化
した概念２）である。「外的資産（external assets）」
（資料１－１）としての容認と支援（母親以外の家族
が子育てに積極的にかかわるなど）、エンパワーメ
ント（役割）（子どもや子育てに関して、地域社会の
理解や関心が高いなど）、規範と期待（子どもが家庭
の中でのルールを、きちんと守ることができるな

要旨　本研究では、幼児を育てる保護者1,113名に対して、「発達資産（Developmental Assets）」に関する認識や
日常生活の状況についての質問紙調査を実施し、「発達資産」についての認識と、日常生活や生活体験学習との
関連の検討を行った。結果から、保護者は「発達資産」を重要だと考えており、発達資産と多様な活動の場に関
する認識に関連がみられた。また、「発達資産」に関する認識で園の分類を行ったところ、生活体験学習に取り
組む園が一つのクラスターとなり、「発達資産」と生活体験学習の関連が示唆された。生活体験群内では、起床
就床時刻など生活リズムと、園で教えられている・いたこと等に有意な差がみられたが、教育意識や多くの日常
生活状況で同様の認識であった。これらのことから、発達資産が生活体験を豊かに生み出す基盤となり、また、
生活体験学習が発達資産形成と関連している可能性が示唆された。さらに、生活体験学習に力を入れている園が
様々な側面で共通の傾向を示したことから、園の取り組みが保護者の認識に影響を与えていると考えられる。

キーワード　幼児、親の子育て意識、発達資産、生活体験学習、幼児教育・保育

＊佐賀女子短期大学　こども未来学科
連絡先：〒840-8550　佐賀市本庄町大字本庄1313番地
TEL 0952-23-5145（代表）　E-mail: k-sugahara@asahigakuen.ac.jp

親の認識する幼児の発達資産形成の現状
―質問紙調査の結果の傾向と測定尺度の課題の検討―

菅　原　航　平＊

Parent Awareness of the Status of Infant Developmental 
Asset Formation: 

Results of a Questionnaire Survey and Issues with the 
Current Measurement Scale

Sugahara Kohei＊
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ど）、多様な活動の場（子どもが、自分で工作をした
り、好きな絵を描く機会が十分にあるなど）の４因
子20項目と、「内的資産（internal assets）」（資料１
－２）としての好ましい価値観（子どもが、困って
いる人を助けたり、人のために何かをすることがで
きるなど）、好ましい自己確立（子どもが、自分の目
標に向かって努力をしたり、何かを我慢することが
できるなど）、社会的能力（子どもが、自分で計画を
立てて、物事を進めることができるなど）、学習への
傾倒（子どもが、何かを達成するために、意欲を
もって取り組むことができるなど）の４因子20項目
からなる概念である。
本 研 究 で は ま ず 保 護 者 の「 発 達 資 産

（Developmental Assets）」に関しての認識ついての全
体像を把握するとともに、その関連性の整理を行い、
その後、園ごとの保護者の認識の特性について検討
を行う。あわせて、この園の特性（保護者の「発達
資産（Developmental Assets）」に関する認識の傾向）
ごとに幼児の日常生活状況や親の関わりについても
分析を行い、園の特性と生活や関わり方の関連につ
いての検討を行う。これらを通して生活体験と発達
資産の関連性の検討などを行うことを目的とする。

２．方法
本調査は、対象を幼稚園・保育所・こども園に就
園する３歳児以上の幼児の保護者に設定し、2016年
２月１日～３月31日の期間において実施した。
なお、倫理的配慮として研究グループが選定した
幼稚園・保育所等に調査の目的・方法について事前
説明を行い、了承が得られた園を対象として設定し
た。調査の匿名性の確保等の倫理的配慮ならびに個
人情報保護の観点から、各園には保護者から回収し
た封筒は未開封のまま研究グループに送付すること
を事前に説明し、了解を得た上で、質問紙に回答結

果を統計的に処理することで園ならびに個人を特定
されることがないように配慮するとともに研究目的
以外に利用しない旨を明記した。
調査の方法としては、予め質問紙１部を封入した
封筒を配布し、園を通じて対象の保護者に配布・回
収を行った。なお、同園にきょうだい児が在園して
いる場合は、年長のきょうだい児を調査対象とし
た。その旨についても各園ならびに保護者に対して
事前に文書等での説明の上、実施した。
設問項目としては、①幼児・回答者の基本情報、
②幼児の日常生活と基本的生活習慣、③家庭と幼稚
園・保育所における教育的役割、④保護者の子ども
に対する教育観、⑤保護者の子育てにおける発達資
産に関する認識、⑥保護者の日常生活・基本的生活
習慣の６項目全80問から構成した。
調査対象者数は、全体で1,113名を対象に実施し、

そのうち回収された有効回答数は863部（有効回答
率77.5％）であった。園別の対象者ならびに有効回
答率は、表１の通りである。
分析については、因子間の相関係数についてはピ
アソンの相関係数を用い分析を行った。調査データ
と「発達資産」の８因子の適合については、外的資
産・内的資産についてそれぞれ、尤度法・プロマッ
クス回転での因子分析を行い、項目については因子
負荷量 .50以上、因子についてはクロンバックのア
ルファー係数 .70以上を基準として検討を行った。
園ごとの保護者の「発達資産」に関する認識の傾向
による園のグループ化については、「発達資産」の８
因子について、それぞれの園の平均点を算出し、
ウォード法を用いたクラスター分析により分類を
行った。分類後の比較については、量的データにつ
いては分散分析、質的データについては順序尺度に
ついてはクラスカルウォリス検定、名義尺度につい
てはχ2検定を用いた。

表１　調査対象と有効回答数・率

調査対象 種別
対象児 有効

回答数
有効
回答率合計 ３歳児 ４歳児 ５歳児

幼稚園・こども園 4 590 174 215 201 477 80.8%
保育所 7 523 172 172 179 386 73.8%
調査対象合計 11 1113 346 387 380 863 77.5%
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３．結果
（1）全体的な傾向
保護者の子育てにおける「発達資産」に関する認
識を尋ねた40項目についての調査結果を８類型（外
的資産：「容認と支援」、「エンパワーメント（役
割）」、「規範と期待」、「多様な活動の場」、内的資産：
「好ましい価値観」、「好ましい自己確立」、「社会的能
力」、「学習への傾倒」）の区分から、その結果を表２
に示す。
保護者の意識として「とても重要である」との認
識が高い「発達資産」の項目は、「外的資産」では
「規範と期待」の「家庭外の規範」（87.4％）、「エン
パワーメント（役割）」の「安全・安心な環境」
（82.2％）の２項目であった。「内的資産」では「好
ましい自己確立」の「自己肯定」（85.5％）、「好まし
い価値観」の「誠実さ」（85.5％）と「健全な日常生
活」（80.6％）の３項目であった。一方、「とても重
要である」との認識が低い項目は、「外的資産」では
「容認と支援」の「保護者の地域活動への協力」
（22.6％）、「多様な活動の場」の「消費活動」
（23.9％）、「エンパワーメント（役割）」の「奉仕活
動（ボランティア活動）」（27.3％）と「子どもの社
会的役割」（32.9％）、「地域社会の承認」（46.9％）の
５項目であった。また、多くの項目で天井効果がみ
られた。

類型毎の回答傾向（表３）で見ると、外的資産が
全体的に低く特に「役割」等は低くなっていた。

表３　類型ごとの回答傾向

外的資産（external assets） 内的資産（internal assets）
容認 87.4% 規範 92.0% 価値 92.6% 社会 89.2%
役割 85.2% 活動 87.2% 自己 92.6% 学習 93.0%

因子間の相関を表４に示す。外的資産「規範と期
待」、「多様な活動の場」の２つの因子で内的資産と
の相関が r>=.40となっていた。

表４　因子間の相関

価値 自己 社会 学習
容認
役割
規範
活動

.37

.37

.55

.56

.33

.38

.52

.52

.31

.33

.52

.51

.32

.34

.51

.54

因子分析の結果については、外的資産３因子、内
的資産２因子となっており、外的資産は、「地域因
子」、「活動因子」、「規範因子」に整理された。「地域
因子」は、容認と支援、エンパワーメント（役割）
に分類される項目から、「活動因子」は多様な活動の
場に分類される項目、「規範因子」は規範と期待に分
類される項目で構成されていた。内的資産では、「社

表２　全体の傾向

外的資産（external assets） 内的資産（internal assets）

家族のかかわり
家族以外の手伝い
子どもへの注意
相談や支援
親の地域参加
地域社会の理解
子どもの地域参加
子どものボランティア活動
安心して遊ぶ環境
家庭でのルールを守る
社会規範を守る
大人が見本となる
子ども同士で遊ぶ機会
年齢に応じた発育
工作や絵を描く機会
外での新しい経験
生き物と触れ合う経験
仕事を手伝う機会
自分で物を買う
体を動かす経験

75%
49%
65%
60%
23%
47%
33%
27%
82%
72%
87%
76%
66%
48%
59%
59%
65%
50%
24%
60%

人のために行動する
注意する
自分の気持ちを話す
責任をもってやり遂げる
健康的な生活をする
みんなと協力する
努力や我慢する
自分のことを認める
役に立てる人間になりたい
夢をもつ
計画を立てて進める
意見を伝達・理解する
苦手なことも行う
平和的に解決する
他人を尊重する
話の内容を判別する
意欲をもって取り組む
好奇心や意欲をもつ
自分の力で取り組む
読書が楽しい

63%
48%
85%
72%
81%
76%
75%
86%
49%
72%
59%
71%
49%
54%
61%
54%
71%
77%
66%
72%
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会的スキル因子」は、好ましい自己確立、社会的能
力、学習への傾倒に分類される項目から、「社会情動
的スキル因子」は好ましい価値観、好ましい自己確
立に分類される項目で構成されていた。

（2）園ごとの傾向
クラスター分析の結果、４群に分類されたが、う
ち１群は１園のみの群であったため、１園のみの群
はその後の分析対象から除外した。
群はそれぞれ、Ａ群は保育所４園（３歳以上児在
園児数：51名、103名、60名、56名）、Ｂ群は幼稚園
１園、保育所１園、認定こども園１園（３歳以上児
在園児数：197名、199名、58名）、Ｃ群は幼稚園１
園、保育所２園（３歳以上児在園児数：156名、114
名、81名）であり、種別、園児数に有意差は認めら
れなかった。
各群の特徴としてＡ群は、他群と比較すると、「学
習への傾倒」（F（2,797）=5.74, p=.003）の評価が低
いことが特徴であった。なお、この群の４園は全て
保育方針・内容として、生活体験学習を重視して取
り組んでいる園であり、他の群には生活体験学習に
取り組む園がなかったため、生活体験群（Ａ群）と
した。なお、生活体験に取り組んでいるとの判断基
準は、保育方針や内容として、明確に体験活動を重
視していることを打ち出しており、観察などでそれ
が確認できること、園の関係者が生活体験学習学会
の会員であることとした。Ｂ群は、他群と比較する
と、特に評価が高い因子、低い因子はなく、平均的

な値を示していることが特徴であったため、バラン
ス群（Ｂ群）とした。Ｃ群は、他群と比較すると、
全体的に「発達資産（Developmental Assets）」を重
視しており、特に、「好ましい自己確立」（F（2,797）
=3.56, p=.029）、「社会的能力」（F（2,797）=4.13, 
p=.016）の評価が高いことが特徴であったため、「発
達資産」重視群（Ｃ群）とした。
各群の日常生活等との関連では、生活体験群は、
生活習慣などについて、園で教えられているという
意識が強く（F（2,835）=5.31, p=.005）生活習慣等
16項目のうち園で教えられていると考えているの
は、Ａ群9.6項目、Ｂ群8.5項目、Ｃ群９項目となっ
ていた。子どもの就床時刻は、午後10時以降に就床
する者がＡ群16.4％、Ｂ群11.8％、Ｃ群8.5％となっ
ており、もっとも遅かった（χ2（2）=8.93, p=.012）。
バランス群は、子どもの起床時刻がもっとも遅かっ
た（χ2（2）=21.86, p<.001）。「発達資産」重視群は、
メディア利用が少なかった（χ2（2）=7.17, p=.028）。
生活体験群の４園を比較して、１％水準で有意差
がみられた項目を図１に示す。園で教えられていた
ことでは、箸・椀の持ち方、歯磨き、手洗い、うが
い、言葉づかい、手伝い、礼儀の７項目で有意な差
がみられた（図１）。
例えば、箸・椀の持ち方では、Ａ園37.2%、Ｂ園
83.1%、Ｃ園85.1%、Ｄ園50.9%と教えられていると
いう意識に大きな差がみられた。
日常生活では、子どもの平日の起床時刻（図２）、
朝食の時刻、回答者（保護者）の就床時刻、起床時

図１　園で教えられている・いたこと
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刻、朝食の時刻、携帯ゲーム機や知育玩具を使って
文字や数を学習するような遊びをする（図３）とい
う項目に有意な差がみられた。

４．考察
（1）全体の傾向
全体の傾向としては、発達資産の重要性について
多くの項目で天井効果がみられるなど保護者は発達
資産をとても重要であると認識していたが、特に内
的資産を重視しているようであった。
因子間の相関では、「規範と期待」、「多様な活動の
場」が内的資産との関連がみられ、周囲の規範意識
が高いことや多様な活動の場が確保されていること
が、子どもの内的資産の形成と関連しているという

保護者の意識が窺われる。
因子分析の結果からは、想定されていた発達資産
のモデルは、今回の調査結果には当てはまらないよ
うであった。これは、今回は実際の形成状況ではな
く保護者の認識を質問していることや、多くの項目
で天井効果がみられたことも影響していると考えら
れ慎重な解釈が必要だと考えられる。
直接的な比較を行うことのできる研究はないが、
類似の研究との比較では、対象者の年齢が異なり、
また、実際の形成を測定しているという違いはある
が相原らの研究３）と比較すると、重要との認識の方
が形成よりも高く評価されており、重要だと評価は
されているが十分に資産が形成されているわけでは
ないと考えられる。また、今回の調査では、内的資

図２　子どもの平日の起床時刻

図３　文字や数の学習のような遊び
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産の方が重要との認識が強かったが、相原らの研究
の実際の形成状況では、外的資産と比較して内的資
産の方が形成が進んでいなかった。このことから、
単純に重要との意識が高ければ高いほど形成状況の
評価が高まるわけではなく、例えば、重要だと評価
しているからこと実際には形成されていても形成状
況について厳しく評価することや、内的資産の形成
が外的資産の形成よりも困難であることなどの可能
性が考えられる。比較からは、今回の認識と形成の
差異や関連性についてより詳細な検討が必要である
と考えられる。

（2）園ごとの傾向
「発達資産」に関する認識についての群ごとの結
果は、幼稚園・保育所といった園種別、園児数など
の影響は認められなかった。このため、認識の差異
は園の種別や規模などではなく、生活体験学習を重
視する保育方針・内容等の園から影響と、保護者の
意識や生活実態等家庭からの影響の相互作用が認識
の差異に一定の影響を及ぼしていると考えられる。
全体の傾向でも触れたが、今回の調査では発達資産
の形成までは言及できないが、幼稚園・保育所等が
「発達資産」に関する意識に影響を与える、地域資源
のひとつであることが確認されたと考える。
また、生活体験学習を重視する園が、一つの群

（クラスター）にまとまったということは、生活体験
学習と「発達資産」には何らかの関連性があること
が示唆される。例えば、生活体験学習を重視する園
の保護者は、「学習への傾倒」に関する重要性の認識
が低かったが、「学習への傾倒」は、「宿題や課題へ
の挑戦」、「読書の喜び」など比較的非体験的な側面
が強い項目であったためと考えられる。
日常生活などで見ると、生活体験群の園の保護者
は、園で様々なことを教えられていると評価してい
たが、就床時刻が最も遅い等生活習慣に課題もみら
れた。生活体験学習が保育に取り入れられること
で、保護者は園で充実した指導を受けていると捉え
ていたが、就床時刻が遅い等必ずしも良好な生活習
慣を獲得しているとはいえない面もある。生活体験
群が、「発達資産」に関する重要性を必ずしも高く評
価していない可能性として考えられる要因は、例え
ば、保護者の重要性の認識が低いからこそ、園が課

題意識をもち、生活体験学習に力を入れているとい
う可能性や、園の「発達資産」が豊かなため、存在
することが当然と考えており、保護者が重要性に気
づいていない、独立変数の検討が十分ないため未知
の変数が影響を与えているという可能性等が考えら
れる。
体験群内では教育意識や多くの日常生活状況で同
様の認識・状況であったが、起床就床時刻など生活
リズム、園で教えられている・いたこと、文字や数
の学習のような遊びに有意な差がみられており、体
験活動への取り組みだけでなく、地域性なども影響
を与えていると考えられた。
園の特性としては、「内的資産」について、保護者
の重要と認識する要素が異なる傾向を示すというこ
とに現れており、保護者と園の相互作用で「このよ
うな子に育って欲しいという姿」が園ごとに異な
り、それはいくつかのパターンを示していたと考え
られる。

（3）まとめ
保護者は発達資産を重要だと捉えており、特に

「内的資産」について重要だと評価していた。相関で
は、「外的資産」の「規範と期待」、「多様な活動の場」
と「内的資産」の関連が強く、保護者は、内的資産
を育てるためには、これらの環境が重要であると考
えているようである。非営利組織 Search Instituteが
これらの項目を設定したのも健全な発達に重要な項
目を選択しているためであり、ある程度の相関が現
れるのは当然の結果ともいえる。生活体験学習との
関連では、まず「多様な活動の場」といった生活体
験学習が重視しているものが、内的資産との相関が
強く、形成においても関連している可能性が示され
た。これは、認識の調査であるので実際の効果には
言及できないが、少なくとも保護者は「内的資産」
を形成するためには、様々な体験活動が必要あると
認識しているようであった。
園ごと特徴としても、生活体験学習に取り組む園
は、一つのクラスターとなっており、園での生活体
験学習への取り組みが保護者の発達資産に対する認
識にも何らかの影響を与えていることが示唆され
た。ただし、生活体験群の中でも有意な差が認めら
れる項目も認められた。このことから、生活体験学
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習に取り組んでいるという園でも、園に通う子供た
ちや保護者の背景や、園の生活体験学習に関する認
識などによって効果が異なると考えられた。今後、
園における生活体験学習のうち特にどのような活動
が、どのようなプロセスにおいて保護者の発達資産
に関する認識や発達資産の形成、生活習慣などに影
響を与えているのか、より詳細に検討が求められ
る。
また、今回の調査の限界として、調査で質問して
いるのは、「発達資産」に関する意識であり、実際ど
の程度形成されているかを問うているものではな
い。このため、形成の状況については明らかになっ
ておらず、今後、今回の結果を手掛かりとしながら、
形成の現状やそのプロセスについての調査を行う必
要がある。くわえて、園での具体的な生活体験学習
についての取り組み状況などに関する設問もないた
め、これも合わせて調査を実施することで、「発達資
産」と生活体験学習の関係をより精緻に検討してい

くことが可能になると考える。これらの検討を通し
て、幼稚園・保育所などでの生活体験学習のより効
果的な実践に向けての知見の蓄積をすすめていきた
い。

本研究は科研費研究（基盤Ｃ－一般）「子どもと親
の学びを生み出す発達資産としての生活体験を育む
「地域家庭教育支援」」（課題番号：15K04309）の一
環として実施したものである。
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資料１－１　外的資産（external assets）

類型 項目 質問文

容認と支援

家族の支援
他の大人の援助
子どものことを気にかけてくれる地域社会

親身に気遣う学校
保護者の地域活動への協力

（１）� 母親以外の家族が子育てに積極的にかかわる
（２）� 困っている時には、家族以外の大人が子育てを手伝ってくれる
（３）� 近所の大人や地域が、子どもが悪いことや危険なことをしている

時に注意してくれる
（４）� 学校や幼稚園・保育所が、子育ての相談や支援に積極的である
（５）� 子育て中の親が、地域の活動・行事に参加する機会がある

エンパワーメント
（役割）

地域社会の承認
子どもの社会的役割
奉仕活動（ボランティア活動）
安全・安心な環境

（６）� 子どもや子育てに関して、地域社会の理解や関心が高い
（７）� 子どもにも、地域の活動・行事に参加する機会がある
（８）� 子どもにも、ボランティア活動などに参加する機会がある
（９）� 子どもが安心して遊ぶことができる環境が整えられている

規範と期待

家庭の規範
家庭外の規範

大人の模範としての役割
仲間との交流
年齢にふさわしい発達への期待

（10）� 子どもが家庭の中でのルールを、きちんと守ることができる
（11）� 子どもが社会でやってはいけないことや守らなければならないこ

とを、きちんと守ることができる
（12）� 大人は、子どもの見本となるような言動を行う
（13）� 年齢の近い子ども同士で、一緒に遊ぶ機会が十分にある
（14）� 子どもが、年齢に応じた進度で発育を遂げる

多様な活動の場

創造活動
家庭外活動
自然や生命とのふれあい

職業との出会い
消費活動
健康活動

（15）� 子どもが、自分で工作をしたり、好きな絵を描く機会が十分にある
（16）� 子どもにとって、家の外で新しいことを経験する機会が十分にある
（17）� 子どもが、草花や虫・動物といった生き物と触れ合えたり、育てた

りする経験が十分にある
（18）� 子どもが、大人が働いている姿を見たり、仕事を手伝う機会がある
（19）� 子どもが、自分でお金を払って物を買ったりする機会がある
（20）� 子どもが、健康のために外で体を動かしたり、スポーツをする経験

ができる
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資料１－２　内的資産（internal assets）

類型 項目 質問文

好ましい価値観

思いやり

社会的正義感

誠実さ

責任感
健全な日常生活
所属感

（21）� 子どもが、困っている人を助けたり、人のために何かをすることが
できる

（22）� 子どもが、ルールを守ったり、悪いことをしている人を注意するこ
とができる

（23）� 子どもが、正直に謝ったり、素直に自分の気持ちを話したりするこ
とができる

（24）� 子どもが、自分の役割を責任もってやり遂げることができる
（25）� 子どもが、規則正しく、健康的な生活をすることができる
（26）� 子どもが、集団の中でみんなと協力して過ごすことができる

好ましい自己確立

自己統制力

自己肯定
人生の目的
将来への希望

（27）� 子どもが、自分の目標に向かって努力をしたり、何かを我慢するこ
とができる

（28）� 子ども自身が、自分のことを大切な存在として認めることができる
（29）� 子どもが、将来、人の役に立てる人間になりたいと思う
（30）� 子どもが、将来、なりたいことややりたいことなどの夢をもつこと

ができる

社会的能力

計画性と決断力
コミュニケーション能力

抵抗力

争いの平和的解決
人権の理解
自己情報を管理する力

（31）� 子どもが、自分で計画を立てて、物事を進めることができる
（32）� 子どもが、人に自分の意見を伝えたり、他人の意見を理解すること

ができる
（33）� 子どもが、やりたくないことや苦手なことも、きちんと行うことが

できる
（34）� 子どもが、他人と対立した時に、平和的に解決することができる
（35）� 子どもが、他人の個性や考えを尊重することができる
（36）� 子どもが、伝えるべきことと話してはいけないことを、きちんと判

別することができる

学習への傾倒

達成への動機づけ

学びへの意欲
宿題や課題への挑戦
読書の喜び

（37）� 子どもが、何かを達成するために、意欲をもって取り組むことがで
きる

（38）� 子どもが、学ぶことに対して、好奇心や意欲をもつことができる
（39）� 子どもが、宿題や課題について、自分の力で取り組むことができる
（40）� 子どもが、本を読むことを楽しいと感じることができる
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１．研究の目的
2003年の児童福祉法改正で、すべての子育て家庭
における児童の養育を支援するため、地域における
子育て支援の強化を図ることが明確化された。これ
を受け、保育士の業務の一つとして子育て支援が位
置付けられるようになった。その後、2008年に改定
された保育所保育指針第６章「保護者に対する支
援」では「保育所における保護者への支援は、保育
士等の業務であり、その専門性を生かした子育て支
援の役割は、特に重要なものである１）」と示され、
保育士による保護者支援が大きく期待されるよう
になった。これは保育園に限った動向ではなく、
2008年告示の幼稚園教育要領でも子育て支援のた
めの園の取り組みが明確化され、福祉の分野のみな

らず教育の場においても家庭との連携が注目される
ようになっていった。このような経過の中で、今日
では「家庭との緊密な連携」や「親と子の育ちの場」
をキーワードに、保育施設には保護者との連携や保
護者支援について大きな期待が寄せられている。当
然、それまでにも保育施設での保護者に対する支援
は行われてきているが、指針や要領等で明確化され
ることで、保育施設と家庭の双方が子育てのパート
ナーとしての関係を深め、連続性をもって子どもの
育ちを見守っていくという姿勢が、より一層求めら
れるようになったと言える２）。
このような背景の中、保育園や幼稚園、認定こど
も園では、子育て支援の方策の一つとして、保育参
観や保育参加が取り入れられてきている。保育施設

要旨　本研究は一日保育士体験での親の気付きに着目し、親の子ども理解や子育てへの認識が如何になされてい
くかについて把握することを目的とした。一日保育士体験に参加する親とそのクラス担当保育者の他、園長、主
任へのインタビュー調査を実施し、結果を親の気付きの視点でカテゴリー分けした後、①安心感、②家での子ど
もの姿との違い、③専門的な知識を持った保育者の対応、④見えない配慮、⑤園の保育方針の理解、⑥保育者の
相互理解の６つの観点で整理を行った。
　また考察では、親と担当保育者との個人面談の時間が、一日保育士体験のふり返りの時間となり、体験の意味
付けの時間にもなっていること、さらには一日保育士体験による親の気付きが、単なる保育参観やプログラム化
された保育参加による親の気付きとは質の異なる気付きとなっている点を特徴として明らかにした。

キーワード　保護者支援、保育参加、一日保育士体験、親の気付き、質的調査

＊佐賀女子短期大学
連絡先：〒840-8550　佐賀市本庄町大字本庄1313番地
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保育園の保護者支援における親の気付きに関する考察
―「一日保育士体験」活動に着目して―
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Sessions at One Childcare Center: 

Focusing on “Nursery Teacher for a Day” Events

Omura Aya＊
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で取り組まれる保育参観は親に保育場面を観てもら
う機会という意味合いが強く、一方で保育参加は子
どもの遊びや活動を親が共に体験・経験する場とし
ての意味合いが強い３）。この保育参加については、親
が園行事に参加するもの、日常的な保育の中で読み
聞かせなどを担当するもの、「保育士体験」のように
実際の保育に参加し、担任の補助をするようなもの
まで様々なスタイルがある４）。本研究では、保育参加
の中でも特に親の一日保育士体験に着目する。親の
生活の様々な部分における体験不足、特に子育てに
関係する体験や経験不足からくる困りや悩みがある
と言われて久しい今日５）、その状況に対応するべく、
保育や子育て支援には大きな期待が寄せられてい
る。その中でも、親の一日保育士体験は、親の困りや
悩みへの対応のみならず、親の生活体験への気付き
を促す役割をも担っているのではないかと考える。
よって、本研究では一日保育士体験での親の気付
きに着目し、そこでの気付きを抽出、分析すること
で、親の子ども理解や子育てへの認識が如何になさ
れていくかを検討する。

２．親の気付きに関する研究の歴史的変遷
保育参加における親の気付きを歴史的に紐といた
場合、まずは共同保育所運動における親の気付きに
着目することができる。第二次世界大戦後、公立の
保育所が普及していなかった時代に、共働きや核家
族世帯を中心とした、親の厳しい労働条件での子育
てを支える目的で、子どもたちを共同で保育する共
同保育所が大都市部を中心に設立された。ここでは
親と保育者が保育所の運営や保育内容について、共
同学習という形で意見をぶつけ合い、親自身の気付
き、学びが行われていた。しかし、大宮（1979）６）

によると、この当時の親も入所当初は、「経験豊かな
専門家である保母に全面的に保育を委任」する姿勢
であったという。また、保育制度や子育て支援制度
などが整う前の時代において、「財政的・物質的な
基礎を父母個人の保育料だけによっては満たすこと
が困難であるため、財源づくりのための活動（廃品
回収やバザー、カンパ等）や自治体への助成運動活
動が必要」であり、親の協力や理解無くしては運営
が立ち行かない状況であった。入所すぐに園運営に
も関わらなくてはならない親にとって、共同保育所

のやり方に批判的、消極的な親も多かったという。
このような中、働く母親とその子どもたちを守ろう
とする幅広い人たちの強力な協力体制が共同保育所
を支え、父母の保育料負担では支えられない財政的
事情が周囲の人々の協力を不可欠なものにしていっ
た。そして親自身の「共同保育所の財政的・物質的
基礎の認識により、自己の要求と他者の要求との本
質的共通性を自覚」し、「共同保育所を自己を含めた
労働者全体の権利実現の機関」として理解するよう
になる。そして、共同保育所を存続させるために、
「困ったときにはお互いが助け合う」という「真の集
団主義の精神」を備え、場合によっては親が保育に
入ることで親自身の教育主体としての成長にも繋
がっていった。
その後保育制度が整い始めると、親の子育て経験
や家庭の教育力が問われる時代になっていく。家庭
との連携の視点では、園から家庭への啓蒙活動が中
心となるＰＴＡ活動が主流となる。しかし、親主体
のＰＴＡ活動と言われつつも、個々の親にとっては
園主導の活動と受け止められ、受動的な参加が少な
くない状況であった。そのような中、家庭との真の
連携を図るため、ＰＴＡ活動の一環として保育参加
を取り入れる園が出始める。1988年には、「一日保育
ママ」として「育ちあう保育」を実現するために、親
が日常保育へ参加し、子ども理解を深め、双方学習
し、批判し合い、より良い保育の実現を目標に、取
り組みが始まっている７）。その後も、保育参加を通し
て遊びの中で子どもに何が育っているのか、本当の
子育てはどうあるべきかについて問う、親の学びや
気付きに関する研究が蓄積されていく８）。そして、
親の保育内容や子どもへの関わり方に対する理解、
子ども・親・保育者間の相互理解、親の幼児理解等
の意味合いで、気付きの成果がまとめられていく。
この背景には、「一人一人の親には子育ての経験も
少なく、同じ年頃の子どもを持つ親同士の付き合い
も希薄になる傾向が一層増進していることから、保
育所は親としての発達を支援する貴重な場である」
という認識のもと、「保育所が育児放棄の道具にな
らないよう、保育者と共に親としての自覚をもち、
子育てに参加できるように」という取り組みであっ
たことが少なからずうかがえる９）。
2000年に入ると、保育参加を子育ての学習の機会
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として捉える研究が報告され始める。例えば、岡本、
藤後（2003）はペアレンティングの視点から、親に
保育参加をしてもらう際、予め観察ポイントを示
し、保育者の子どもへの関わり方を観察してもらう
ことで、保育参加を親の学び、つまりは気付きの機
会と位置付けている10）。また島津（2014）は、保育
参加には、親のみならず保育者にも豊かな学びが生
成すること、そして親と保育者とが子どもを「共に
育てる」という認識を醸成していく過程が見られる
ことを指摘している11）。他にも、隣谷ら（2016）が
親の学びの視点から保育参加の意義について整理す
るように、親が保育参加を経験することで、何かし
らの気付きや意識の変容があり、それを親の学びと
捉える研究が多く行われてきている12）。さらに、島
津の「共に育てる」という視点同様、子どもと親と
保育者の「育ちあい」として整理されていく13）。
以上のように、保育参加の取り組みからは、親の
学びや育ち合い、育児不安の解消等が期待できる。
確かに、多様な価値観、多様な教育観をもつ親への
対応が求められる昨今、このような取り組みは重要
な視点であろう。また、保育施設と親との関係不和
が問題になるケースも珍しくない現状の中、両者の
関係性構築の一端に保育参加が取り入れられること
も少なくない。しかし、保育参加を通した保育スキ
ルや子育てスキルの伝播、すなわち、親として子ど
もをどう育てるかというペアレンティングの議論
や、あるいは保育をより運営しやすくするための保
護者理解、関係性構築の議論に留まってしまって
は、真の意味での親の学びや気付きには結び付きに
くいのではないだろうか。若い子育て世代の子育て
に関係する体験や経験不足が指摘される今日、核家
族化や地域の繋がりの希薄化が進む中、子育てのモ
デルとなる存在が身近にいない環境で、子育てのス
キルやノウハウは自然に獲得できるものではなく
なっている。そこを担う存在として保育園や幼稚園
での取り組みが期待されているわけであるが、今親
に求められているのは、予め枠や課題が設定された
中での学びや気付きの視点だけではなく、予想外の
事態が生じた時に自ら考え、自ら解決策を見出す、
あるいはそのために他者に相談する力を如何に身に
つけられるかという視点ではないだろうか。保育参
加における親の気付きの新たな段階として、我が子

が通う園に即しながらも、家庭と園との生活の融合
に向けた新たな視点が必要だと考える。

３．研究の方法
本研究では、一日保育士体験を通した保育者と子
どもの関係による親の気付きに着目する。その際、
家庭での子どもの姿や子育ての様相との違いをも踏
まえた気付きにも着目する。
調査対象は、親の保育参加の一環として一日保育
士体験を実施している、第二赤間保育園に調査依頼
を行った。調査では、一日保育士体験に参加した親お
よびクラス担当保育者の他、園長、主任へのインタ
ビューを行った。インタビューで得られた情報に加
え、一日保育士体験のプログラムの中の一つとして
設定されている、担当保育者と親との個人面談での
語りも分析の対象とする。なお、個人面談は職員室で
行われるため、そこに在室する園長や主任がサポー
ト的に入る場合もある。分析方法は、ヒアリングで得
られた内容ならびに個人面談での会話記録を、発言
内容の意味のまとまりごとに整理し、カテゴリーに
分類した。なお、今回の調査概要は次の通りである。

・調 査 日：�2017年５月10日、2017年６月15日の二日間
・調査対象：０歳ひよこ組の母親Ａ
　　　　　　２歳りす組の母親Ｂ
　　　　　　クラス担当保育者、園長、主任
・調査方法：半構造化インタビュー
　　　　　　�なお、調査当日は補助的に一日保育士

体験の観察も行った。

２名の母親へのインタビューでは、①一日保育士
体験に申し込んだ理由、②体験前後での気持ちの変
化、③保育者から学んだことや気付きの３点を共通
にインタビューした。その際、母親の反応や回答に
よって、それに付随する考えや意識について半構造
的に聞き取りを行った。

４．第二赤間保育園の概要
第二赤間保育園は日常的に生活体験を導入してい
る園であり、子ども一人ひとりの基本的生活リズム
を尊重した保育が営まれている。特に少子化が進む
中、地域や家庭で子ども同士の関係性を築くことが



36 日本生活体験学習学会誌　第18号

難しくなってきている今日において、縦関係の体験
不足への認識から、年齢の異なる子ども達がともに
活動をする異年齢保育を導入している。さらに、「遊
び重視の保育」、「コミュニケーション重視の保育」、
「生活体験・自然体験重視の保育」を保育目標に、
「遊び」を通して、何事にも意欲的に取り組むことが
できる子どもを育てる保育が行われているところに
も特徴がある。また、保育実践のみならず、異年齢
保育に期待される子どもの「社会的態度」と「生活
態度」についての検証、研究にも取り組まれており、
体験を通した社会的態度（思いやりやいたわり、あ
こがれなど）の獲得、基本的な生活リズムや生活習
慣の獲得が目指されている14）。所在地は、北九州市
と福岡市の両政令指定都市の中間に位置する宗像市
にあり、定員90名の保育園である。
当園は国の本格的な子育て支援政策のスタートで
あるエンゼルプラン（1994年）よりも早い1988年か
ら、園独自で「子育て公開講座」を企画し、子ども
を取り巻く社会状況の変化を踏まえ、教育、心理、
医療など様々な専門的視点から、子どもの発達や保
護者支援について親を交えながら考え、支援に取り
組んできた園である。さらに、保育方針や理念を園
だよりやクラスだより、保育参観や保育参加などを
通して発信し、子育てトークサロンや学年懇談会、

個人面談を行うなど、保護者支援や保護者理解にも
積極的な園である。

５．一日保育士体験のスケジュール
第二赤間保育園では、月に一度のペースで一日保
育士体験が計画されている。園からの募集により、
申込みをした保護者が、我が子が在籍するクラスに
「お母さん先生」あるいは「お父さん先生」として保
育に入る。ここでは、「保育園における生活や遊び、
活動を保育士としての体験を通して見ることで、子
育てに対する幸せを実感する」ことを目的に、「子ど
もたちと一緒に遊んだり活動したり、子どもたちに
絵本や紙芝居を読んであげたり、食事や午睡のお手
伝い」等が活動内容として取り組まれている15）。第
二赤間保育園での一日保育士体験スケジュールは、
表１16）の通りである。
一日保育士体験の前日までに、スケジュールの確
認や活動内容について担当クラスの保育者と事前の
打ち合わせが行われる。体験当日は、子どもと一緒
に登園し、そこから体験開始となる。一日保育士体
験では、午前の保育活動や給食補助などを行い、午
睡の間に担当保育者と個人面談がある。そこでは親
の疑問や質問、気付きなどを踏まえた活動の振り返
りが行われる。個人面談の所要時間は、Ａは約１時

表１　第二赤間保育園の一日保育士体験スケジュール

クラス名 子どもの活動
一日保育士体験内容

時間 ０歳児 １・２歳児
９：00 順次登園（検温） 順次登園・視診 子どもと一緒に登園
９：30 自由遊び 自由遊び 一緒に遊ぶ

片付け 片付けの手伝い
排泄・体操 体操 一緒に体操をする

10：00 おやつ・離乳食 おやつ 配膳、介助、片付けの手伝い
10：30 保育活動 保育活動に参加
11：15 食事 食事 配膳、介助、片付けの手伝い
12：15 午睡の準備 午睡の準備 絵本の読み聞かせ

着替え・おむつ替え 着替え・排泄 午睡の準備（布団敷き、衣服の着脱や排泄の手伝い、トントン）
12：45 午睡 午睡
13：00 午睡中の子どもの見守り
14：00 離乳食 担当保育者と個人面談
14：45 目覚め 目覚め 目覚めた子から排泄、衣服の着脱の手伝い
15：00 おやつ おやつ 配膳、介助、片付けの手伝い

自由遊び 自由遊び 一緒に遊ぶ
片付け 片付け 片付けの手伝い

16：00 アンケートの記入
「終了証明書」授与

降園準備・降園 降園準備・降園 降園準備・降園
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間20分、Ｂは約40分であった。時間の差はあれ、場
面ごとでの母親の気付きや思い、感想を保育者が丁
寧に聞き、受け止め、内容によってはそれに応える
やりとりが母親のペースで進められる。
午睡から目覚めるタイミングで保育室へ戻り、お
やつや降園準備の補助をする。最後は園長から「終
了証明書」の授与が行われ、アンケートを記入して
終了するスケジュールとなっている。

６．一日保育士体験導入の経緯
園長、主任へのヒアリング内容、さらに園からの
提供資料17）から、第二赤間保育園で一日保育士体験
が導入された経緯について整理する。
第二赤間保育園では、一日保育士体験が導入され
る前から子どもの園での本来の姿を直に見てもらう
目的で、保育参観が行われていた。日常的に親に向
けてはオープンな運営が目指されており、送迎時の
親との会話、連絡帳を通した情報共有などの取り組
みが行われていた。しかし、子育てや子どもの躾、
子どもの生活など多くの場面で保育園を頼りにする
親が増加し、子育てに関する困惑や不安、その結果
として起こりうる様々な問題に、保育園としてどう
アプローチし、親を支え、子どもにとって必要な事
を知らせ伝えていくかが課題となっていった。この
課題への対応を考え、実践していく中で主任が出
会ったのが、『一日保育士体験のすすめ』という一冊
の書籍であった。この書籍では、子どものため、保
護者のために保育園ができること、やりたいことが
具現化されており、その内容に共感を覚えた主任が
園長に相談し、平成26年度後半より試験的に一日保

育士体験が実施された。
それまでにも園では日々の様子を口頭や連絡ノー
ト、便り等で親に伝え、保育の様子は写真の掲示で
発信するなど、様々な取り組みが行われていた。ま
た、年２回の保育参観や保護者懇談会では、子ども
の成長発達について具体的に話をするなどの工夫が
なされていた。しかし、親が知りたいと思うことは、
「我が子が今日一日何をして楽しいと感じたのか」、
「誰と遊んでいるのか」、「給食は何が好みでどれだけ
食べたのか」など、「今日」という子ども同士の人間
関係を含めた「一日の姿」であった。このことは、保
育者にとっては日々の何気ない様子であり、発達を
見通した子ども一人ひとりの姿であるが、親にとっ
ては子どもの見えない成長の姿であった。そしてそ
の姿は、親子の会話だけでは上手く捉えられない、
すなわち子どもから親へは上手く伝わらない姿であ
り、だからこそ親の不安に繋がるということに気付
いていった。このような経緯から、保育園を自己開
示し、園での生活・保育の全てを親に伝えたい、
知ってもらいたいという保育園の思いから、一日保
育士体験がスタートした。試験的な実施の際に得ら
れた親の意見を活かし、平成27年度より本格的に一
日保育士体験事業として取り組まれている。

７．調査結果
今回２名の親へのインタビューならびに担当保育
者との個人面談で得られた内容を、親の気付きの視
点でカテゴリー分けしたところ、大きく６つの観点
に整理することができた。なお、今回調査対象とし
た２名の母親の基本属性は、表２の通りである。

表２　一日保育士体験に参加した母親の基本情報

母親Ａ 母親Ｂ
調査日 2017年５月10日 2017年6月15日
子どものクラス ０歳ひよこ組 ２歳りす組
子どもの数 ５歳（男）、４歳（男）、 18歳（男）、２歳（男）
※下線が在園児 ８ヵ月（男）
職業 調査当時求職中。調理師免許を持って

おり、調理関係の内定をもらっている。
看護師

年齢 27歳 44歳
申し込んだ理由 保育の方法や保育者の子どもへの関わ

り方などに不安があったから。
子どもが保育園でどのようなことをしているのか単純に見てみたい
と思ったから。保育士から育児のヒントをもらいたいと思ったから。

一日保育士体験
への参加回数

１回目 １回目
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（1）安心感
表２にあるＡの一日保育士体験に申し込んだ理由
にもあるように、体験をする前までＡは「園での保
育の方法や保育者の子どもへの関わり方などに不安
があった」と話す。Ａは、体験終了時には「やって
良かった、一安心です！」と感想を述べた。Ａには
保育士の知人がおり、知人から保育の仕事内容を聞
く中で、食事での援助、午睡での寝かせ方など、ど
のように対応されているのか不安があった。給食で
は実際にどのように食べさせてもらっているのか、
好き嫌いがある子どもにはどのように対応されてい
るのか、食べながら眠たくなる子どもにはどのよう
に対応されるのかなど、細かな部分に不安があった
と言う。担当保育者との個人面談の際、保育者はＡ
の一つひとつの不安に丁寧に応えることで、それま
でのＡの不安が安心へと変わっていった。
またＢにおいては、日々の子どもの遊びやその時
の様子については、連絡帳で知ることが多いが、実
際にどうやっているのか、どんな表情をしているの
か頭の中でいつも想像することしかできなかったと
言う。「もともとこの園には安心して預けていまし
たが、今回先生方の関わりを見て、この園で良かっ
たと改めて思いました」と、一日保育士体験を通し
て、これまで抱いていた園への安心や信頼がより一
層深まっていったことが窺える。

（2）家での子どもの姿との違い
Ａ、Ｂ両者とも保育園での子どもの姿を直に見
て、家での姿との違いに驚きを感じていた。
例えば、Ａの８ヵ月男児（以下、ａと表記）は、
家では母親に抱っこをされないと寝ないという。Ａ
は保育園で抱かれなくても午睡ができているａの様
子を見て、「のんびり過ごせているんだな」と話す。
家での子どもの姿との違いから、園での生活が子ど
もにとって安心した落ち着いた場所であることに気
付いた場面である。
またＢの２歳男児（以下、ｂと表記）は、家では
とても甘えん坊で、パンツを下ろすことすら自分で
はしようとしないという。それが保育園では、他の
子と一緒にパンツを下ろし、排泄や着替えをしてお
り、その姿を見て、「あれ？どうしてできるのだろう
と思った」と話した。一方で、ふとした瞬間、自分

の母親が目の前にいることで甘えモードになるｂの
姿を見て、担当保育者は「家でのｂ君の姿を見るこ
とができました」と話した。普段仕事で帰りが遅く、
土日も保育園や実家に子どもを預ける生活を送るＢ
は、保育中に自分に甘えるｂの姿を振り返り、「ｂも
私と過ごす時間があって嬉しかったのかな」と話し
た。また、この会話を聞いていた園長からは、「２歳
児は、保育者が子どもをしっかりと見守る環境の中
で自我を発揮して、イヤイヤを言ってそれを保育者
たちがしっかりと受け止める。その１年を通して
３、４、５歳での集団生活に入る。２歳のｂ君に
とっては、家でも園でも母親が恋しい時期なんです
よ。」との言葉かけがあった。一日保育士体験で見た
子どもの姿から、普段の子どもとの関わりを振り返
り、子どもができること、できないことを評価する
のではなく、その行動に至る子どもの気持ちに気付
く契機になっていることが窺える。

（3）専門的な知識を持った保育者の対応
もともと保育者の子どもへの関わり方、対応の仕
方に不安や心配を抱いていたＡは、個人面談中、多
くの質問を担当保育者に投げかけていた。それに対
し、保育者は保育の知識をもとに一つひとつ丁寧に
対応していった。例えば食事中に眠たくなる子ども
への対応について質問があった時、保育者からは、
無理に起こすのではなく、先ずは検温をすること。
その結果、食欲が無いのか眠たいのかを判断し、状
況に合わせて関わりをもつなど、一連の対応の流れ
が説明された。また、白ご飯を嫌がるａへの食事の
出し方について、給食を事例に発達に合わせた味付
けや素材の切り方を担当保育者が丁寧に伝えること
で、新たな気付きや発見にも繋がる機会になってい
た。
Ｂからは、子どもがぐずった時の切り返し方の場
面で、保育者の専門性を感じる語りが確認できた。
近くに甘えられるＢがいたからか、一日保育士体験
当日のｂは、普段園では当然のこととして取り組ん
でいるあいさつ当番や排泄などが、ぐずってできな
い状況にあった。しかし、保育者のちょっとした一
言やアイテムで、ｂの気持ちを切り替えられること
に気付いたと言う。また、一人だけ違う方向に走っ
て行った場面で、家だとつい「ダメ」と言いがちで
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あるのが、園では「ダメ」とは言わず、保育者が追
いかけっこに発展させることで、子どもが楽しみな
がら向かなければならない方向に導く姿があり、
「さすがだな、先生方上手いなと思いました」と語っ
た。
ここからは、送迎時の保育者と親との会話や、連
絡帳での子どもの姿、あるいは見学や観察に留まり
がちな保育参観ではなかなか実感することが難しい
保育者の専門的な子どもとの関わりについて、一日
というある一定の時間を通した保育への参加があっ
たからこそ得られた親の気付きであることが読み取
れる。

（4）見えない配慮
Ａ、Ｂ両方の個人面談で、外遊びの際の確認事項
として、ＰＭ２.５、紫外線、熱中症指数、光化学ス
モッグを毎日チェックしていることがそれぞれに説
明された。それに対してＢからは「そんなことまで
されているのですか？毎日ですか？すごいですね。
頭が下がります」と感嘆の声が聞かれた。
またＡは、今回の一日保育士体験で、離乳食段階
にあるａに対し、ミルクの飲み具合を見ながら、哺
乳瓶の乳首のサイズを午前と午後で使い分けられて
いることを知って驚いていた。ａの授乳の量につい
ての会話の際、担当保育者から「ａ君は午前中はＹ
の乳首が良いみたいだけど、午後はＳが良いみた
い。Ｙはミルクが出すぎるのか、午後はＹだと飲ん
でくれません」と説明があると、Ａからは驚きの声
が聞かれた。家では基本的に母乳よる授乳が中心で
あり、哺乳瓶を使用する際は１種類の乳首を使用
し、サイズの使い分けはしないと言う。保育者はこ
のような家での授乳の様子を入園時に把握しつつ
も、実際のａの発達や食事、授乳の細かな観察から、
事前の情報に囚われることなく、日々変化する子ど
もの状態や発達のペースに合わせた配慮、すなわ
ち、保護者からは見えにくい部分の配慮がなされて
いたのである。
また、ａが所属する０歳児クラスは、子どもの月
齢によって発達段階が様々で、生活リズムも個人差
が大きいのが特徴である。保育中も各自のペースで
睡眠、起床が繰り返されており、Ａが一日保育士体
験に入った日も、一人の０歳児が午前中に睡眠を

とっていた。その際、クラスを担当する保育者３名
が連携を取りながら、睡眠時の事故防止のための睡
眠チェックがなされていた。５分間隔でタイマーが
鳴り、その都度子どもの表情、心拍が確認される。
一日保育士体験では、このような当たり前に行われ
ている日常の保育を目にするわけであり、だからこ
そ見られる保育者の援助や配慮を知る機会にもなっ
ていた。一日保育士体験からは、普段の親と園との
関係性では見えにくい、保育者の配慮や援助を把握
することができると言えよう。

（5）園の保育方針の理解
Ａにとっては、我が子の白ご飯嫌いが悩みの一つ
になっており、子どもの苦手な食べ物への保育者の
対応が心配の種となっていた。それに対する保育者
の対応は、いろいろな園のやり方があることを踏ま
えた上で、苦手なものばかりを食べ続けることによ
る食への抵抗や苦手意識を持たないよう、職員全体
がその理解のもと対応をしていること、舌が育つ途
中の時期は、少しでも食べられたらそれで良いとい
う認識で関わることが大切であるという保育の方針
を丁寧に伝えるものであった。
Ｂの個人面談では、家での躾の話題になった際、
園ではいけないことは「いけない」と伝えること、
そこを全保育者が統一して認識していること、そう
しなければ「あの先生は良いって言ったのに」と、
子どもたちが混乱することなど、保育の姿勢が説明
された。また、同席していた園長からは、２歳児の
基本的な発達段階を踏まえ、子ども達のできる心を
くすぐり、少し背伸びをさせる経験を取り入れてい
ること、異年齢保育を取り入れている園であるにも
かかわらず、敢えて２歳児は同年齢保育をしている
こと、そしてその理由や意図、方針についての丁寧
な説明がなされた。
食事や園での自由遊び、子ども同士の喧嘩など、
親の悩みや不安は尽きないものである。その不安や
悩みに対し、保育者がどのような意図をもって保育
に携わっているのか、目先のことだけを意識するの
ではなく、先を見通した子どもへの関りがなされて
いることを、母親に分かりやすく伝えられていた。
このように一日保育士体験に参加をすることで、園
での生活そのものに親がじっくり関わりを持つこと
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が可能となり、家での生活との比較から出てくる些
細な不安にも保育者がじっくりと対応することがで
きる。そのことが園の保育方針や理念を伝える機会
にもなり、落ち着いた時間の中で、親も保育者の話
に耳を傾けることが可能となり、園への理解にも繋
がっていくと考えられる。

（6）保育者との相互理解
保護者にとって一日保育士体験とはどのような意
味をもつものであるのか。例えば、表２の「申し込
んだ理由」にある通り、Ａにとって保育園とは、子
どもに対して具体的にどのような関わりがなされて
いるのか、子どもを教育する意味での関わりについ
て、園の基本的な姿勢や考え方がどのようなものな
のか、大きな不安を抱いていた。それが、一日保育
士体験を経験することで、専門的な知識や技術に裏
付けられた意図を持った関わりがなされていること
を知り、不安から安心へと意識が変化していった。
ヒアリングの際にＡから聞かれた「今日は参加して
園での子どもの様子や保育の様子が知れて、本当に
良かったし嬉しかったです。離乳食の内容もこんな
に丁寧にしてもらえているとは。」という語りから
も分かるように、不安から安心への意識の変化は、
むしろ園への信頼にも繋がっていた。
また、Ｂについては「（１）安心感」でも示した通
り、入園前から当園への信頼はあったが、子どもの
ぐずりや甘え、保育中の様々な保育者の言動から、
ここでも専門的な知識や技術に裏付けられた保育の
方法に、自身の子育てを振り返り、反省し、今後の
子育てに生かそうとする意識が見られた。このよう
なプロセスを通して、一日保育士体験に参加するこ
とで、Ｂの園への信頼は一層強いものになっていっ
たことが分かる。そして、個人面談の最後には「先
生方の努力や大変さに頭が下がります。本当に感心
しっぱなしでした」というＢの語りからも、保育者
への感謝と信頼の思いが読み取れる。
では保育者にとって一日保育士体験はどのような
意味をもつのか。園長によると、一日を通して親に
園を見られることについては、リスクもあるとい
う。しかし、そのリスクよりもやりがいの方が大き
いとも話す。では、そのやりがいとは何か。それは、
保育者の思い、親の思いを一日保育士体験という活

動を通してお互いが伝え合うことで生じる、共感性
からくるものだと考える。例えば先述の通り、Ａの
個人面談ではＡの不安に真摯に向き合う保育者の姿
が確認された。また、子どもの夜泣きや後追いなど、
日常的な子育ての様子にも耳を傾け、母親の育児に
対する思いや不安、時にストレスに繋がる辛い思い
にも向き合っていた。そして「お母さん達ってすご
いですね」など、母親への称賛を言葉にすることで、
親にとって保育者は “自分を理解してくれる存在 ”

になっていく。さらに、逆のケースもある。Ｂの場
合は、一日を通した保育者の動きに触れることで、
「頭が下がる」との感想を述べ、ここには親から保育
者に向けた称賛があることが分かる。このようなプ
ロセスを経ることで、時にリスクと捉えられがちな
一日保育士体験も、親との信頼関係の構築や子ども
を共に育てるという意識の醸成を通して、その後の
保育を行う際の「仲間」という意識で親からの理解
が得られるのである。

８．考察
本研究では、一日保育士体験に参加をした親の気
付きに着目し、保育者とのどのようなやりとりの中
で、あるいは保育者のどのような姿から気付きが生
じているかを検討していった。その結果、次の２点
を特徴として整理する。
１点目は、担当保育者との個人面談の時間が保育
士体験の振り返りの時間となり、体験の意味付けの
時間にもなっている点である。個人面談では、一日
保育士体験による親自身の気付きや考え、子育てに
関する様々な思いを親自身の言葉で語っていた。一
日保育士体験では、親ではない保育者という立場で
子どもと関わり、一日の保育を通してうまくいった
こと、いかなかったことなどの成功や失敗を体験す
る。あるいは、保育者の姿から保育スキルを学びと
り、今まで自分の子育て観には無かった知識や技能
に気付いていく。そして、その気付きが次の動作に
繋がり、子育てへの応用へと意識が向かう。その気
付きを個人面談で言語化することで、体験は意味付
けされたものになっていくと考える。
そして２点目は、この一日保育士体験による親の
気付きが、保育参観やプログラム化された保育参加
による親の気付きとは質の異なる気付きとなってい
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る点である。通常の保育参観では、子どもの様子や
保育の様子を観察することが中心となる。また、保
育参加においても、子どもと一緒に保育のプログラ
ムを体験し、親自身の子どもとの関わり合いから
様々な気付きがなされていく。しかし、一日保育士
体験では、親ではなく保育者という立場で保育に参
加をすることで、意識的に保育に関わり、子どもへ
の対応を自らの意思で考え、工夫し、実践する。ま
た、子育てとも重なる子どものぐずりや甘えの場面
で、保育者の対応に触れることが親の新たな気付き
にも繋がる。さらに、ここでは個人面談を通して親
の気付きに対する保育者からのフィードバックがな
される。そのことが、親の気付きをより具体的なも
のにし、親の子どもへの関わりや子ども理解の深ま
りに繋がると考える。個人面談を通して体験が言語
化され意味付けされていく。それを保育者との振り
返りによる共有が親の気付きを具体化していく。こ
の一連のプロセスによる気付きは、保育参観やプロ
グラム化された数時間の保育参加で見られる気付き
とは質の異なるものであると言えるのではないだろ
うか。
最後に本研究の成果と課題を整理する。冒頭で述
べた親の気付きに関するこれまでの研究では、ペア
レンティングや保育参加を通した保護者理解あるい
は関係性構築の議論において、親の気付きを把握す
る手法としてはその多くが質問紙調査を用いるもの
であった。親として子どもをどう育てるかというペ
アレンティングを目的とした取り組みでは、毎回
テーマ設定された中での活動やセミナーにおいて、
終了時に親へのアンケートを実施し、その内容で親
の気付きを把握する研究が多く見られた。また、保
育参加を通した親の気付きや学びに関する研究で
も、参加した親へのアンケートや保育者への聞き取
りを中心とするものが主流であった。しかし、本研
究で取り上げた事例では、与えられたテーマでの親
の学びや気付きではなく、実際に親が保育者として
保育に参加することで親の主体的な参加となり、親
自らが課題や疑問に気付いていくことが可能とな
る。そして、「担当保育者との個人面談」という保育
者との「振返りの時間」を通して、その課題や疑問
に対し直接的に向き合っていくことで体験が意味付
けされていくと考える。親の課題や疑問が一方通行

になりがちな質問紙調査による気付きの把握ではな
く、その課題や疑問に対し、直接的且つ具体的に、
そして課題や疑問を抱いたその場で専門的に対応で
きるからこそ、親のより深い気付きが得られると考
える。保育者側からの与えられたテーマについて学
ぶのではなく、親の主体的な参加だからこそ自らが
課題に気付き、具体的な解決策を探る意識に繋が
り、そのことが単に「家と園での子どもの違いに気
付いた」という子どもの姿に対する気付きだけでな
く、自分自身の子育てを振り返る契機となり、これ
までとは質の異なる気付きが可能となるのではない
だろうか。また、今回は調査対象者が２名という限
られた事例による検討となったが、質問紙調査によ
る量的な気付きの把握ではなく、対象者一人ひとり
の観察とインタビューから見出された質的調査によ
る気付きの把握という意味で、これまでの先行研究
からは捉えられきれない親の気付きに迫る第一歩に
なったと考える。
以上を踏まえ、今後は質的調査による事例検討を
継続し、一日保育士体験での経験や気付きが自身の
子育てに如何に活かされているのか、あるいはこの
経験や気付きによって子育てにどのような変化が見
られるかについても議論をし、親の気付きについて
のより詳細な分析を行っていきたい。
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１．目的
（1）前研究からの位置付け
小薗・桑原は、前回の本学会誌で、体験の質を児
童の学ぶ姿からのアプローチからの視点で３つに
類型化し、それらを発展的に単元の中に位置付けた
体験プログラムを報告した。その成果として、次の
３つが挙げられた。

◎�　総合の目標である「自己の生き方を考え
る」に段階的に迫る単元プロセスを描くこと
ができる。

◎�　そのプロセスを、具体的な体験を中心にし

また、次の留意点にも明らかにしている。

そして、課題として、次の一つが挙げられている。

　て構成することができる。
◎�　体験の質的な変化から、児童自身が、自ら
の学びのステップアップを自覚的に捉えるこ
とができる。

○　体験のバリエーションを豊かにすること。
○　体験活動と言語活動を往還させること。
○�　児童の興味や疑問を重視して、柔軟的に扱
うこと。

要旨　小薗・桑原は、「体験の質的変化による、総合的な学習における体験プログラムの作成（Kozono、
Kuwahara 2017）」において、「遊ぶ体験」→「学ぶ体験」→「ともに生きる体験」の３つの体験で単元構成を行
うという考え方を報告し、その妥当性について効果について検証を行った。しかしながら、それは、里山を教材
化した実践のみとなってしまい、その他の内容における実践にまでは至らなかった。
　そこで、本稿では、新たに、高齢者福祉を教材にした単元において、「遊ぶ体験」→「学ぶ体験」→「ともに
生きる体験」の３つの体験で単元構成を行い、その妥当性を検証した。その結果、この３つの体験で単元構成す
ることで、総合的な学習の時間の目標である「自己の生き方を考える」に迫ることができるという考え方の妥当
性を、より確かなものへとすることができた。また、実践を通して、ポイントとなった教師の働きかけを明らか
にすることができた。今後は、単元のコンパクト化を図っていく必要がある。

キーワード　総合的な学習の時間、体験の質、単元構想、実践

体験の質的変化による、総合的な学習における
体験プログラムの作成Ⅱ

小　薗　博　臣＊　　桑　原　広　治＊＊

Creating an Experiential Program Within the Period of Integrated 
Study Through a Qualitative Change of the Experience II

Kozono Hiroomi*　　Kuwahara Hiroharu**

���＊鹿児島県出水市立鶴荘学園（義務教育学校）
＊＊佐賀女子短期大学
連絡先：鹿児島県出水市立鶴荘学園（義務教育学校）　〒899-0435　鹿児島県出水市荘1748　TEL 0996-82-0633
連絡先：佐賀女子短期大学　　　　　　　　　　　　　〒840-8550　佐賀市本庄町大字本庄1313番地　TEL 0952-23-5145



44 日本生活体験学習学会誌　第18号

表１　体験の類型化

体験の種類

観　点
○○と「遊ぶ」体験 ○○を「学ぶ」体験 ○○とともに「生きる」体験

学習対象に対する児童
のアプローチの仕方
（イメージ図）

・一面的アプローチ ・多面的アプローチ ・共生的アプローチ

体験後の児童の認識
（目指す姿）

「○○っていいな。楽しいな。」
（直感的・主観的）

「○○は、～～な価値（問題）
がある。」

（論理的・客観的）

「○○を生かして、生きていき
たいな。」

（概念的・哲学的）

児童 対象 児童 対象
児童

対象

社会が抱える
問題等

実践単元は、年間70時間の総合の時数をフルに
使った単元であったため、実践単元の１つしか検証
できていなかった。

（2）研究の方向
そこで本稿では、小薗・桑原が明らかにしてきた考

え方を、高齢者福祉を教材化した単元で実践し、その
考え方の妥当性をさらに検証することを目的とする。

２．言葉の捉え
（1）「体験」の定義付け
文部科学省は、ホームページ内にある「体験活動
事例集―体験のススメ－」（2008）において以下の
ように定義付けしている。
「体験活動とは、文字どおり、自分の身体を通して
実地に経験する活動のことであり、児童がいわば身
体全体で対象に働きかけ、かかわっていく活動のこ
とである。」
また、学習指導要領解説総合編では、「体験活動と
は、自分の身体を通して実際に経験する活動のこと
である。児童は、感覚器官を通して、外界の事物や
事象に働きかけ学んでいく。具体的には、視覚、聴
覚、味覚、 嗅覚、触覚といった感覚を働かせて、あ
るいは組み合わせて、外界の事物や現象に働きかけ
学んでいく。このように、児童が身体全体で対象に
働きかけ実感をもってかかわっていく活動が体験活
動である。」とある。
以上から、本稿では、「体験」を「児童が身体を通

●�　その検証に用いた実践が、里山を教材化し
た実践のみとなってしまい、その他の内容に
おける実践にまでは至らなかった。

して、直接的または間接的に対象に働きかける活動の
こと」と定義付けることとした。（小薗・桑原　2017）

（2）「体験の質」の定義付け
「体験」を「児童が身体を通して、直接的または間
接的に対象に働きかける活動のこと」と定義付けた
とき、その「質」をどう見極めるか、ということで
ある。それは、対象への働きかけ方にあると考える。
つまり、児童が、その対象にどんな目的意識や課題
意識をもって対象に働きかけるか、という点におい
て「体験の質」が異なるということである。
また、ここで考えたいことは、ここでいう「質」
に、「高い？低い？」という概念があるかどうかであ
る。「質」が、児童の目的意識や課題意識によるもの
であるならば、児童の目的意識や課題意識に良し悪
しを付けることは難しい。したがって、「質」が高
い、低いということを論じることは必要ないと考え
る。しかし、総合には「自己の生き方を考える」と
いう目標が定められている。これは、新学習指導要
領にも引き継がれた総合の究極的な目標である。し
たがって、「質」を論じる際には、この「自己の生き
方を考える」という目標に迫る「体験」かどうかで、
「体験の質」が整理されると考える。
以上から、「体験の質」とは、「児童が、対象にどん

な目的意識・課題意識をもっているかによって整理
されるもの」であり、総合の場合は、より「自己の生
き方を考える」という第一の目標に迫る目的意識や課
題意識をもった体験へと方向付けられるべきである。

３．先行研究
小薗・桑原は、体験の質的な違いから、次の３つ
に類型化した。

（小薗・桑原によって作成　2017）
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小薗・桑原は、それぞれの体験について、以下の
ように説明している。

また、小薗・桑原は、これら３つの体験を、総合
の探究的な学習過程（①課題の設定　②情報の収集
③整理・分析　④まとめ・表現）上に位置付けた図
１を提案している。
この図は、体験の質的な違いをステップとしなが
ら、総合の目標である「自己の生き方を考える」こ
とに段階的に迫ることができることを意味してい

「○○と遊ぶ体験」とは、自分の興味や関心に
任せて、思い思いに学習対象に働きかける体験
であり、やや一面的なアプローチであると言え
よう。また、そこから得られる認識は、情意的
な側面が強く、直感的なものである。したがっ
て、この体験を通して、物事を主観的に捉えよ
うとする見方や考え方を養うことへとつなが
る。さらに、ここでは、たっぷりと時間をかけ
ることや諸感覚を使って繰り返し遊ばせること
が、児童の思いや願いを膨らませることへとつ
ながる。そして、この学習対象や学習活動への
思いや願いが、その後の息の長い学習活動の基
盤になると考える。
「○○を学ぶ体験」とは、これまでかかわって
きた学習対象や、それに関する事物・現象につ
いて多様な方法で追究する体験であり、多面的
なアプローチと言えよう。また、多様な視点か
ら対象を捉え、関係付けていくことから、この
体験から得られる認識は、論理的な知識へと高
まっていくと考える。したがって、この体験で
は、物事を客観的に捉えようとする見方や考え
方を養うことへとつながる。さらに、ここでは、
学習対象の価値ばかりでなく、学習対象が抱え
る問題や現実とのギャップなどにも出合わせて
いく。そうして、児童の思いや願いは、課題意

識や目的意識を強く含んだものへと変容してい
くと考える。
「○○とともに生きる体験」とは、これまでの
活動で学んできた学習対象の価値や追究した事
実などを基にして、学習対象とともに生きてい
くためにはどのようにすればよいのか考え、実
践していく体験であり、共生的アプローチと言
えよう。ここで得られる認識は、これまで学習し
たことや経験したことを総合的に捉えたものに
なるため、概念的なものである。したがって、こ
の体験では、これまでの学びを自分の生き方と
関係付けながら考えることから、哲学的な見方
や考え方を養うことへとつながる。さらに、ここ
では、それまでに得てきた知識や技能等をフル
に活用させ、自分や地域社会のために具体的に
行動する。そうして、これまでの学びを自分の生
活や考え方と結び付けることで、総合的な学習
の時間の目標である「自己の生き方を考える」こ
とへと深めていくことができると考える。

（小薗・桑原　2017）

図１　総合の探究プロセスと３つの体験を組み合わせた単元プログラム
※学習指導要領解説総合編にある図を引用したものに、３つの体験やそれらの質的な違いを取り入れている。

（小薗・桑原によって作成　2017）
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る。（小薗・桑原　2017）

４．実践への具体化（第６学年単元「自分らしく
生きる」）

（1）単元の価値
福祉とは何か、なぜ高齢者福祉を教材として扱う
のか、単元終末にどのような認識を児童にもたせた
いのか、こういった単元の価値を、教師自身が明確
にもつことが、総合では非常に重要である。
鹿児島市社会福祉協議会では、「福祉」のことをそ
れぞれの頭文字に付けて「ふつうに　くらせる　し
あわせ」というように分かりやすく説明している。高
齢者も若者も、身障者も健常者も、どの国で生まれた
人も、みんな同じように、自分の幸せを願い、自分ら
しく生きている。その一つ一つが尊いものであり、か
けがえのないものである。また同時に、自分だけでは
自分らしく生きることはできないし、自らの幸せは
常に他とのつながりの中にある。つまり、自分や他者
の幸せを願い、自他のつながりを大切し助け合おう
とする営み全てが福祉であると捉えている。
その中でも、今回は、高齢者福祉を取り上げるこ
ととした。高齢者は、児童にとって身近な存在であ
り、比較的気軽に触れ合うことが可能であると考え
たからである。また、実践する学年は第５学年であ
り、その時期の祖父母は、まだまだ元気な方が多く、
来校をお願いすることも比較的容易であることもそ
の理由である。総合の特質上、こういった他者との
交流を行う以上、たった一回の交流では、その目標
を達成することは難しい。児童の目的意識や課題意
識に応じて、何度か交流させることを考慮して、高
齢者福祉を取り扱うこととした。

（2）「体験」の具体化
以上のことを踏まえ、３つの体験を次のように具
体化した。
「高齢者と遊ぶ体験」として、児童の祖父母ボラン
ティアの方々とのふれあい交流会を２回設定するこ
ととした。１回目の交流会は、教師が、予めどんな
活動をするか決めたり、交流相手との連絡調整を
行ったりして実施することとし、２回目は、児童自
ら、相手先に連絡を取ったり、交流会の日程を綿密
に話し合ったりして実施することとした。

次に、「高齢者福祉を学ぶ体験」として、鹿児島市
社会福祉協議会の会報を使った調べ学習や、高齢者
疑似体験セットを用いた疑似体験、鹿児島県ボラン
ティアセンターの方の話を聞いたり質問したりする
活動を取り入れることとした。
そして、「高齢者とともに生きる体験」として、鹿
児島県シニアボランティアの方々の協力を得て、こ
れまで学習したことを発表したり、ともに楽しくふ
れあう活動を実施したりすることとした。

（3）児童の実態
単元開始前の児童の認識を調査した。その結果は
次の通りであった。（調査人数33人）

高齢者と遊ぶ
体験

高齢者福祉を
学ぶ体験

高齢者とともに
生きる体験

具
　
体
　
化

・１回目の高齢
者とのふれあ
い交流会（主
に教師が企
画）

・２回目の高齢
者とのふれあ
い交流会（児
童が企画）

・鹿児島市社会
福祉協議会の
会報を使った
調べ学習

・高齢者疑似体
験

・ボランティア
センターの方
の話

・シニアボラン
ティアの方々
とのふれあい
交流会（学び
の発表会含
む）

回　答　内　容 人数
○身体や健康に関するもの
・手足（体）が不自由（9）
・杖をついている（6）　　・体力がない（5）
・歩く速さが遅い（5）
・腰が曲がっている（5）　・しわが多い（5）　
○内面的なもの
・知識や経験が豊富（4）　・優しい（2）

28

5

回　答　内　容 人数
○交流してみたい
・昔のことを聞きたいから（10）
・いろんな遊びを教えてもらいたい（6）
・様々な人たちと触れ合ってみたい（4）
○交流したくない
・話が合わなそう（4）　・話が長い（2）
・世話が大変（2）　　　・気を遣う（2）

23

10

表２　本単元における体験の具体化

表３　高齢者に対するイメージ

表４　高齢者との交流への意欲
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表３に見られるように、そのほとんどが、高齢者
に対して、身体的または健康的な不自由さがあると
いうイメージをもっており、高齢者のもつ知識や経
験、優しさといった内面的な良さについて挙げる児
童は少数であった。また、表４から、約３割の児童
が、高齢者との交流に対して意欲的ではないことも
分かった。これは、これまでの経験の中で、高齢者
に対して気を遣わなくてはならないと過度に感じす
ぎてしまい、交流することへの煩わしさを感じてい
るためと思われた。そこで、高齢者とのふれあい活
動の実施に当たっては、気軽に語り合えるように、
お裁縫やグランドゴルフ、和菓子作りなどの活動を
しながらふれあいができるようにする。また、語り
合いの時間は、お茶やお菓子をつまみながら、茶飲
み話のような雰囲気で語れるようにする。

（4）単元の目標
このような考えのもと、次のような単元の目標を
設定した。

４．実際
主な学習活動と実際の児童の姿
（思いや願いの連続・発展） 教師の具体的な働きかけ

１�　学校の警備員さんの話を基に、「自分らしく生きる」こと
について考えを話し合う。

２　１回目の高齢者とのふれあい活動の計画を立てる。
３　１回目の高齢者とのふれあい活動を行う。

○�　「自分らしく　生きる」について考える材料として、本
校の警備員の方のインタビュー動画を用意しておき、そ
れを視聴した感想を基に、「自分らしく生きる」について
自分で考え、友達と交流をさせた。

○�　「警備員さんの人生や生き方を聞いて、どう思った？」
「もっと、高齢者の方の人生や生き方について聞いてみた
い？」と問いかけ、高齢者との交流への意欲を高めるよう
にした。

○�　交流相手の高齢者は、児童の祖父母にボランティアを
募集し、８名ほど確保した。

○�　設定した活動は、「裁縫」「団子つくり」「グランドゴル
フ」の中から、祖父母ボランティアの方々に選択しても
らった。

○�　児童４人グループに１人の祖父母ボランティアの方を
付けるようにして、特定の方と仲を深めることができる
ようにした。

○�　活動のあと、語り合いの時間を設定し、人生や生き方に
ついて語れるようにした。その際、話が弾むよう、お団子
つくり班が作ったお団子とお茶を囲んで、茶飲み話気分
で語れるようにした。

●�　「生きること」について、初めて考えたけど、難しいな。
●　もっと、先輩方の話を聞きたい。

①�　高齢者とのふれあい体験や高齢者疑似体
験、社会福祉協議会の方へのインタビュー等
を通して、高齢者福祉に対して興味・関心を
もち、追究したい課題を決めることができる。
②�　課題に対する解決策の見通しをもち、順序
立てながら計画を立てたり調べたりすること
ができる。
③�　友達との情報交換や話合いの中で、目的意
識をもって考えを聞き、多面的な観点から、
高齢者福祉を捉え、理由や根拠を明確にして
考えることができる。
④�　追究した事柄やそれに対する自分の考え
を、相手に分かりやすく表現するために、資
料を選択したり加工したりして、説得力をも
たせて伝えることができる。
⑤�　追究してきた高齢者福祉や自分の追究方法
を振り返り、広がった見方や考え方をこれか
らの自分の生き方に生かして、考え、実践す
ることができる。

【お裁縫班】

【お団子づくり班】

【語り合いの時間】

【グランドゴルフ班】

【お茶と団子で乾杯】

【語り合いの時間】
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主な学習活動と実際の児童の姿
（思いや願いの連続・発展） 教師の具体的な働きかけ

４�　１回目の高齢者とのふれあい活動を振り返り、今後のや
りたいことについて話し合う。

○�　祖父母ボランティアの方々との活動や語り合いの時間
を通して、ボランティアの方々の人生や生き方について
感想をカードにまとめさせ、発表させた。そして、発表し
た内容から、互いに感じたことを語り合えるようにした。

５　交流相手の○○さんについて調べる。

６　おもてなし会の計画・準備を行う。

７　おもてなし会を開く。

○�　１回目の交流会で担当した祖父母ボランティアの方を、
そのグループで、２回目のおもてなし会でもてなすこと
として、特定の方と交流できるようにした。

○�　自分が担当する祖父母ボランティアの方の得意なこと
や好みを聞きだし、その方が喜ぶようなおもてなしを、そ
れぞれのグループで準備できるようにした。

○�　おもてなし会で出すお茶
を入れる練習を、家庭科の
時間を使って行った。（授業
参観で、保護者にお茶を出
す。）

○�　個々のグループで帯型の
シートを渡し、個々の時間
配分を考えさせるようにし
た。

○�　１回目の交流会では、教
師が準備したが、２回目の
交流会（おもてなし会）で
は、全てを児童に準備させ
るようにした。

８　会を振り返り、今後の学習について話合う。

９　「福祉」や「社会福祉協議会」について調べる。

○�　おもてなし会の感想を書かせ、発表させた。その際、祖
父母ボランティアの代表の方に、児童に頑張ってほしい
ことを語ってもらった。その中に「福祉」という言葉を入
れてもらい、その後の学習のキーワードとした。

○�　福祉について調べる具体的な材料として、社会福祉協
議会の広報誌「社協だより」や「ふれあい」を児童に渡し
て、福祉とは何か、社会福祉協議会はどんな活動をしてい
るのか、自分たちにできる活動はないか調べさせた。

●　楽しかった。もっとお話ししたい。
●　○○さんの生き方に感動したよ！
●　今度は、もっとおもてなししたい。

人生の先輩方へ「おもてなし会」を開こう

●　いろいろな話をきくことができてうれしかった。
●　もっと、福祉について学びたいな。

【アンケートを使った取材】

【社協だよりを使った追究活動】

【電話インタビューによる取材】

【自分たちが入れたお茶で語らいタイム】

【帯型のタイムテーブル】 

【始まりの式】

【作成した招待状】

【紙細工を一緒に】
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主な学習活動と実際の児童の姿
（思いや願いの連続・発展） 教師の具体的な働きかけ

10�　高齢者疑似体験を行い、社会福祉協議会の職員の話を聞く。 ○�　「社協便り」の中にあった「高齢者疑似体験を取り上げ
て、高齢者疑似体験活動を設定した。

○�　高齢者疑似体験後、市ボランティアセンターの方の話を
聞き、疑問に思っていたことを質問する時間を設定した。

11�　これまでの学習を振り返り、改めて「自分らしく生きる」
とは何か、自分たちにできることは何か話し合う。

12�　高齢者のために、どんなボランティアができるか話し合う。
13�　多くの高齢者を対象にしたアンケートを作成し、実施する。
14�　アンケートの整理・分析を基に、自分たちが行うボラン
ティア活動の方向性を決める。

15　ボランティア交流会の準備・計画を行う。

16　ボランティア交流会を開く。

17�　本単元の学習を振り返り、これからの自分の生き方につ
いて考えについて話し合う。

○�　これまでの学習や人との関わりを振り返り、改めて「自
分らしく生きる」とは何かを問い直す時間を設定した。そ
の際、「高齢者は、自分たちにとってどんな存在か」「高齢
者福祉とは、何をすることなのか」を、グループ内で語り
合い、その言葉を考えさせた。

○�　その中から、もっと自分たちにできること、これまで高
齢者とかかわってきた自分たちだからこそできることは
何かを問いかけ、見通しを具体的にしていった。

○�　高齢者の方々が、児童にどんなことを望んでいるのか
つかむために、アンケートを実施した。アンケートの結果
は、資料１の通りであった。

○�　今後の取組の方向性を決める際には、社会福祉協議会
の方や、鹿児島市長寿支援課の方を呼び、自分たちがやり
たいことをするために、どんな準備が必要か聞きながら、
方向性を話し合った。

○�　今回のボランティア交流会の交流相手は、市ボラン
ティアセンターの協力を得て、探してもらった。

○�　交流場所についても、児童から、ボランティアセンター
に連絡して、場所を借りるようにさせた。

○�　ボランティア交流会の内容について話し合い、ダンス
や歌、手品などを発表したり、互いに語り合ったりする活
動を取り入れることとした。

○�　市ボランティアセンター、シニアボランティアの方々
を紹介してもらい実施した。

○�　会の流れは以下の通りとした。

○�　シニアボランティアの方々は、児童の準備やその姿か
ら、大変感動しておられた。

○�　ボランティア交流会後、これまでの学習を振り返らせ、
これからの生き方に生かしていきたい考え方や、自分の
生き方について、互いに交流する時間を設定した。その
際、大切にしたい言葉は何かを問いかけるようにした。

●�　アンケート結果から、高齢者の方は、子供たちに話し
相手になったりふれあったりしてほしいと思っているん
だね。

歌→出会いの式→シニアボランティアの方々の活動発表
→児童による学びの発表→茶飲み話→出し物発表（ダン
ス・手品）→感謝の式

●�　ボランティアはしてあげるものではなく、させていた
だくものであるという考えに感動した。
●　私も、人のために行動できるようになりたい。

【疑似体験】 【社会福祉協議会の方の話】

【グループでの話し合いボード】

【社会福祉協議会に電話】 【学びの発表練習】

【シニアボランティアの方々の話】

【自分たちお茶を入れて茶飲み話】

【学びの発表】

【学級の自慢：歌声】
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以上の感想から分かることは、高齢者に対する親
近感やあこがれ、尊敬といった感情をもったことが
伺える。また、「また触れ合いたい」といった高齢者
に対して、自ら働きかけようとする言葉や、「見習っ
て～～したい」といった自分の生き方にまで広げて
感想を述べる児童も見られた。これは、高齢者の
方々が、児童に語った内容によるところが大きいの
ではないかと考える。児童が、生き方に関する質問
をした際に、高齢者自身の生き方に関する話を多く
したグループには、その傾向が強かった。中には、
「人生のあいうえお（あ：あいさつ、い：イエスが言

５．考察
ここでは、３つの体験を基にしながら、考察を述
べたい。全体的な児童の様子やポイントとなった教
師の具体的な働きかけなどを述べるほか、児童の感
想を挙げながら、体験の質的変化が与える児童の変
容について述べていきたい。

（1）「高齢者と遊ぶ体験」の考察
単元開始前は、高齢者との交流を面倒だと感じて
いた児童が多かったが、単元が進むにつれて、進ん
で高齢者と関わりたい、高齢者が喜ぶことをしてあ
げたい、と自然に思うようになり、授業中でもその
ような願いを呟くようになった。これは、高齢者と
のふれあい活動を２度も実施したことによるところ
が大きい。また、２回目のふれあい交流会は、自分
たちで交流相手の味の好みを聞いたり、趣味などを
聞いたりして、相手が喜ぶ内容を自分たちで考える
ところから、福祉のポイントである「一人一人の
ニーズに応える」という考え方に触れることができ
た。このような交流では、「顔の見える交流」が重要
である。「○○団体との交流」ではなく、「○○団体
の～～さんとの交流」というように、相手をしっか
りと明確にすることが、心と心の交流には欠かせな
いと考える。

＜１回目のふれあい活動を終えた児童の感想の
一部＞
男児Ａ：昔は、ゲーム・パソコンのようなもの

がなかったので、昔の人たちは、頭を
使って自分でおもちゃをつくって遊ん
でいたそうです。これは、昔の人でし
かできない技なんじゃないかなあと思
いました。次に、ふれあい交流会が
あったら、次は、どんな遊びがあるの
か聞いてみたいと思います。

男児Ｔ：僕は、□□さんの笑顔を見て、「□□さ
んは、今の人生を満足しているんだな
あ。」と思いました。どうしてそんなに
楽しそうにできるのか聞いてみると、
「生活リズムを整える！！」と言われ
ました。このことを僕も生かしていき
たいです。

男児Ｙ：□□さんは、初対面なのに、一緒にお
団子づくりをしてくれました。ぼく
は、話しているときや作っている間
に、友達みたいになりました。お団子
のもみ方なども教えてくれました。
色々質問したら、すぐに答えてくれま
した。昔のこと、思い出のことなど教
えてくれました。

女児Ｄ：私は、○○君のおばあ様「□□さん」
とふれあいました。□□さんは、すご
くおきれいで、言葉遣いもよく、とて
も好きになりました。私たちは、お団
子チームでした。お団子つくりでも
いっぱいおしゃべりしてくれたり、や
さしく接したりしてくれました。とて
も、うれしかったし、楽しかったです。
私も、□□さんを見習って、人にやさ
しく接したいです。

女児Ｋ：お団子づくりの後の「語らいタイム」
では、楽しく話をすることができまし
た。これから、「自分らしくいきるこ
と」について考えたいです。

女児Ｓ：私が、ふれあい交流会で学んだことは、
「子どものころの夢と大人になってか
らの夢はちがう」ということです。子
どものころの夢は、「自分の夢」で、大
人になると「孫の幸せの夢」だと、□
□さんは言っていました。私も、大人
になったら、夢が変わるかな？と思っ
たら、不思議な気持ちになりました。
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える、う：うれしいことは人に話す、え：笑顔、お：
思いやり）」というふうに、児童に具体的なメッセー
ジを語ってくれた高齢者の方もおられた。また、女
児Ｓのように、夢の変化について興味をもつ児童も
見られ、児童一人一人の考え方は多様であることが
分かった。こういった一人一人の興味・関心に対応
していくには、今回の交流会のように、何か活動を
しながら自由に世間話のような雰囲気で語れるよう
な活動を設定していく必要があろう。また同様に、
その後の「語らいタイム」でも、お茶を飲みながら
気楽な雰囲気で語れる場づくりも効果的であった。

（2）「高齢者福祉を学ぶ体験」の考察
学ぶ体験として、鹿児島市社会福祉協議会の会報
誌による追究や、高齢者疑似体験を想定していた
が、１回目のふれあい交流会の感想などからも分か
るように、児童は、高齢者自身に強い関心をもち、
高齢者一般を、客観的に追究しようという意識には
向いていないようであった。
そこで、２回目の交流会（実際では、おもてなし
会）で、高齢者の方々の代表の方に、子どもたちに
今後頑張ってほしいことを全体の前で語ってもらっ
た。その際、この交流を通して、さらに、高齢者福
祉についても調べてほしいといった内容を盛り込ん
でもらった。そして、その後の調べ活動のキーワー
ドとして「福祉」を掲げ、県や市が発行している小
冊子や鹿児島県社会福祉協議会が発行している「社
協だより」を用いて調べ学習を行った。インター
ネットを使って追究するより分かりやすく、福祉

を、「ふ：ふつうに　く：くらせる　し：しあわせ」
のように、児童に分かりやすく説明がなされてい
た。その後、高齢者疑似体験へと発展させるように
した。

このように、高齢者疑似体験を通して感じること
は、体の不自由さや高齢者の方の生活の大変さで
あった。そこから、積極的に手助けしていきたいと
いう思いが高まっていることが分かる。
しかし、ここで気を付けたいのは、高齢者に対し
て、「かわいそう」とか「残念」などといった弱い物
を見るような見方をもたせないようにすることであ
る。

＜ポイントとなった教師の働きかけ＞
○�　児童の４・５人グループに、特定の高齢者
ボランティアを割り当てる。

○�　互いに名前に呼び合うことができるよう
に、ネームを着用させる。

○�　裁縫やグランドゴルフ、調理などを通し
て、自然と語ることができるようにする。

○�　体験の終盤に、語り合いの時間を設定し、
お茶やお菓子を準備して、リラックスして語
ることができるような雰囲気作りをする。

○�　語り合いの時間で話題に困らないように、
事前に、子どもの頃のことや生き方に関する
こと等、予め質問事項を考えさせておく。

＜高齢者疑似体験・社会福協議会の方のお話を
終えた児童の感想の一部＞
男児Ｍ：足や腕が動きにくく、重く感じられる

（筋肉の衰え）ことや、視界がせまくな
り、目の前しか見えなくなってしまう
こと、視界が黄色に見えることを、初
めて知りました。高齢者の普段の生活
について少しわかった気がする。他に
も、たくさんのことが分かったから、
それを活用して、高齢者に接したい。

男児Ｔ：周りもあまり見えないし、動きにくい
し、こんなことが毎日続くなんて大変
だなあと思った。

女児Ｈ：いろんなところがきつく、動きにく
かった。高齢者や体の不自由な方は、
いつもこんな感じなんだと思いまし
た。これからは、気持ちが分かるので、
積極的に助けてあげたいです。また、
社会福祉協議会の方の話を聞いて、少
子高齢化社会であることを聞きまし
た。高齢者の方が多くなり、私たちの
手助けも必要なので、私たちにできる
ことを考えて行動したい。

女児Ｓ：高齢者の方は、不自由だということ
は、分かっていたけど、ここまで不自
由とは分かっていなかったし、この高
齢者が増えてしまうと知り、若い人が
働かなければならないという自覚につ
ながった。
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そこで、高齢者疑似体験後に、以前に行った祖父
母ボランティアとのふれあい交流会のときの高齢者
の方々の様子を想起させ、それでも、今の人生を楽
しんで生きていることに気付かせるようにした。

（3）「高齢者とともに生きる体験」の考察
単元作り当初は、「高齢者とともに生きる体験」と
して、身の回りのバリアを見付けて、その改善策や
高齢者などを県や市に提案する活動を考えていた。
しかし、直前の活動である「高齢者アンケート」の
結果（資料１）にもあるように、高齢者の多くは、
子どもたちに話し相手になってほしい、もっと一緒
にかかわりたいと願っているという具体的な数字
が、児童を次のボランティア交流会へと大きく動か
した。
しかし、「また、交流会か？這い回りではない
か？」「体験の質的変化はあるのか？」「共に生きる
活動としてどんな交流会をすればよいのか？」と、
強く悩んだ末、次のような「縛り」を与えることと
した。
○�　祖父母ボランティアではなく、鹿児島市のシニ
アボランティア（市ボランティアセンターを仲

介）の方々を交流相手にして、より社会を広げる
こと� （共生的アプローチの視点から）
○�　最後の活動であるので、これまでの学びをまと
め、自分たちが考えたことを発表する場とするこ
と� （概念的知識の視点から）
以上のような「縛り」を与えることで、これまで
の学習を振り返り、まとめ、発表する必然性が生ま
れ、主体的にまとめ活動に取り組むことができた。
以下は、発表原稿の最後の部分である。

＜ポイントとなった教師の働きかけ＞
○�　高齢者福祉について学ぶ体験へと児童の意
識が向くように、高齢者の代表の方に、福祉
について簡単に語ってもらった。

○�　福祉について学ぶ際には、鹿児島市が発行
している福祉について学習する小冊子や鹿児
島県社会福祉協議会が発行している「社協だ
より」を用いた。

○�　高齢者疑似体験は、会報誌にあった疑似体
験をする様子の写真から、高齢者疑似体験が
できることを知り、「やってみたい」という思
いを引き出すようにした。

○�　高齢者疑似体験では、単に、器具を使って
体験して終わるのでなく、社会福祉協議会の
方に、鹿児島県の高齢者福祉の現状や今後の
方向などを語ってもらった。

○�　「高齢者の方々は、体が不自由でかわいそ
う」という思いで終わることがないよう、以
前に行ったふれあい交流会の時の高齢者の姿
を想起させる。

女児Ｙ：私は、ふれあい交流会やおもてなし会
を行っていく中で、ひいおばあちゃん
のことを思い出しました。今、ひいお
ばあちゃんは、宮崎県日向市の老人
ホームにいます。目が見えづらいらし
く、この前は、いとこと間違われたこ
ともありました。でも、私だと分かる
と、私の名前を呼んでくれます。また、
ひいおばあちゃんは、車いすで生活し
ています。私が、高齢者疑似体験をし
たときは、ひいおばあちゃんの目や体
の不自由さがよく分かりました。

女児Ｔ：私のおばあちゃんは、病気で入院と退
院を繰り返しています。おじいちゃん
は、そんなおばあちゃんを、看病しな
がら生活しています。今、宇宿に住ん
でいるため、私は、たまにしか会えま
せん。でも、今までの学習を通して、
高齢者の方を尊敬して、たくさんふれ
あったり、お話をしたりすることの楽
しさや大切さを学びました。

女児Ｋ：今日の活動（ボランティア交流会）は、
私たちのこれからの生活に役立ててい
きたいと思っています。それは、人生
の先輩方がこれまで生きてきた長年の
知恵や経験、そして、考え方や生き方
です。これは、私たちにとって、とっ
ても大切なことだと思います。これ
で、１年間の学びの発表を終わりま
す。ありがとうございました。
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これまでの活動と自分の現在をつなげて考え、今
後を生きる上で大切なことや希望を述べている。児
童なりの哲学的な見方・考え方と言えよう。これを
聞いたシニアボランティアの方々は、涙を流して感
動してくだっていた。
さらに、交流相手がボランティアサークルという
こともあり、ボランティアとはどう考え、何をする
ことかという、シニアボランティアの方々からの話
もあり、福祉の心をもって生きる高齢者の生き方を
目の当たりにして感動する児童も多かった。特に、
「ボランティアはしてあげるものではなく、させて
いただくもの」という言葉が、印象に残ったよう
だった。

以上のように、多くの児童が、シニアボランティ
アの方々との交流を通して、福祉について、ボラン

ティアについて、生き方について深く考えている記
述が見られた。まさに、総合の目標「自己の生き方
を考える」姿が表出していると解釈できる。
このように、多くの児童が生き方について考える
ことができたことは、シニアボランティアの方々
に、この交流会の趣旨を事前に伝えていたところが
大きいと考えている。単元のテーマである「自分ら
しく生きる」ということについて、祖父母ボラン
ティアの方々との交流や福祉に関する調べ学習、高
齢者疑似体験などを通して、１年間かけて考えてき
たことを教師が事前に伝えたことや、そのような内
容を、児童の発表に盛り込んだことにより、シニア
ボランティアの方々もその趣旨に賛同して、自分の
生きがいや生き方などを児童に語ってくれた。その
結果、シニアボランティアの方々の言葉が、児童の
心へと響いたのではないかと考察する。

６．おわりに
本稿と前回の実践論文を経て、「○○と遊ぶ体験」

「○○を学ぶ体験」「○○とともに生きる体験」の３
つ体験を、単元に位置付けることで、「自己の生き方
を考える」という総合の第一の目標に迫る単元を作
成することができるという考え方は、おおよそ、ど
の内容にも適用できると考える。しかしながら、３
つの体験を、一単元に位置付けるには、相応の時数
が必要となる。現実的に、総合の単元には、もっと
時数が少ない単元も多くあることを鑑みれば、３つ
の体験をさらにコンパクト化させいくことにより、
汎用性を高めていくことにつながると考えている。

＜ボランティア交流会を終えた児童の感想の一
部＞
男児Ｔ：今日のボランティア交流会では、お年

寄りの方の思う「自分らしく生きる」
を教えてもらいました。僕とは違った
生き方や考え方を聞くことで、色々な
ことを知れました。（中略）人には、い
ろいろな生き方があるということが分
かりました。

女児Ｓ：私が学んだことは、ボランティアはさ
せていただくということです。私は、
すごいと尊敬しました。（中略）みんな
自分らしくて、自分に合っているボラ
ンティアをしていました。私も自分に
合った何かを見付けてみたいです。

女子Ｈ：前は、ボランティアというのは、私に
は関係ないと思っていました。しか
し、お年寄りの方々の生きがいを聞い
たりして、私にも身近なボランティア
があるのかなと考えることができまし
た。

女児Ｄ：今まで、福祉について興味をもってい
なかったけど、今はちょっと気持ちが
変わった気がします。自分の生き方も
変わった気がします。これからも、福
祉についてよく考えてみたいです。

＜ポイントとなった教師の働きかけ＞
○�　体験の質的変化の考え方から、ある程度の
「縛り」を与えた。（交流相手の限定、必ず入
れる活動　等）
○�　会順の中に、学校からの発表ばかりでな
く、シニアボランティアの方々の活動発表
は、どんな気持ちでボランティアに臨んでい
るのかを発表してもらう時間を設定した。
○�　事前に、教師がボランティア交流会の趣旨
を伝え、このような話をしてほしいとお願い
する。
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註
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資料 １ 福祉アンケート結果（鹿児島大学教育学部附属小学校 ５年は組）

 
 
 

１ 年齢と性別を教えてください。
（ 平均 ７７．５ ）歳 男性（２５名）・女性（１８名） 

 
２ 将来の夢（やりたいことなど）は何ですか？

① 趣味・遊び（２２名） ② スポーツ・運動（１８名） 
③ 旅行（２９名） ④ ボランティアなど（５名） 
⑤ 特になし（５名） ⑥ その他（４名） 

 
３ 外出したときに，不自由なことは何ですか？

① 階段の上り下り（２１名） ②坂道の上り下り（１８名） 
③ 信号などの交通安全（２名）④ 人混みの多さ（９名） 
⑤ 物が見えづらい（１３名）  
⑥  音や声が聞きづらい（１４名） 
⑦ 電車やバスなどの優先席に関すること（３名）  
⑧ 特になし（１６名） 

 
４ 今の子どもたちに，やってほしいこと（高齢者福祉活動）は何ですか？

① 話し相手・ふれあい（３９名）  
② 福祉に関するイベント（７名） 
③ 町のバリアフリー化（３名）  
④ ボランティア（１２名） 

 
５ どんな時間が「楽しい」と思いますか？

① 趣味（２１名）  ② スポーツ・運動（１４名） 
③ ゆっくりと過ごす（１０名）④ 仕事（１１名） 
⑤ ボランティア（３名） 家族との時間（２２名） 

友人との会話（２３名） 食事（２３名） 
特になし（０名） その他（２名） 

 
６ 現在の「生きがい」は，何ですか？

① 家族（３０名） ② 友人（１０名）  
③ 趣味・遊び（２０名） ④ 仕事（１２名） 
⑤ 健康（１２名） ⑥ その他（３名） 

 

私たちは，おじいさんやおばあさん方のためにできる
ことは何かを調べるために，祖父母参観のときに，ア
ンケートを実施しました。

以下，その結果です！（４３名に回答）

⑥
⑦ ⑧
⑨ ⑩
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はじめに
2018（平成30）年が生活体験学校開設30周年に当
たる。生活体験学校の歴史は、手作りのキャンプ場
を作ることから始まる。そこで生まれた通学キャン
プは、庄内町立生活体験学校という専用施設が竣工
し６泊７日の通学合宿というプログラムへと発展す
る。この間の39年に及ぶ取り組みは５期に区分でき
る。すなわち、計画立案からキャンプ場作りの４年
間、長期（通学）キャンプを始めてからの６年間、
庄内町立生活体験学校開設以来の17年間、飯塚市に
合併してからの９年間、指定管理者の運営する約３
年間である。指定管理者となった NPO法人の名称
は体験教育研究会ドングリという。通学合宿は、年
間20回前後実施されてきた。現在は１泊２日の生活
体験合宿と呼ばれるプログラムが中心であり、2016
（平成28）年度は年18回実施の予定である。参加者

の大半は、別途、一日日程の入門講座（子どもゆめ
基金助成活動）に参加している。事実上は１泊３日
の活動を体験していることになる。通学合宿は、
2016（平成28）年度は３回実施されたにとどまる。
指定管理者となった NPOドングリは、初めの１～
２年、片付けと清掃に大きな精力を注いだ。２年目
に雨天炎天下の活動を容易にする大屋根を新設し
た。合わせて畑の面積を２倍にして合宿中の野菜は
ほぼ自給できる生産体験活動をした。３年目は幼稚
園・保育所・認定子ども園に対する野外活動支援の
拠点になろうという方針を掲げて広報と実践活動に
取り組んでいる。
以下、本稿は、現在に至るあゆみ、運営主体であ
る NPO法人の役員、庄内生活体験学校の職員につ
いての記録である。

年表・通学合宿の発見と発展
―福岡県飯塚市庄内生活体験学校開設30周年に至るあゆみ―

正　平　辰　男

１．長期通学キャンプ実践から庄内生活体験学校実践30年間に至るあゆみ

1979（昭和54）年 ９月� 庄内町子ども会指導者協議会が、「教育キャンプ場」づくり計画を決定。

1980（昭和55）年 ７月� �庄内町多田大ケ原の町有林に、庄内町青少年の森・教育キャンプ場を開設。庄内町が235万
円を予算措置。

1982（昭和57）年 ６～７月� 古電柱50本を利用して大屋根（炊事場）を作る。
� 建柱協力・（有）本松通信工業

1983（昭和58）年 ８～10月� 第１回長期通学キャンプ実施（期間：５泊７日　16名参加）

1984（昭和59）年 ８～９月� 第２回長期通学キャンプ実施（期間：９泊11日　26名参加）

1985（昭和60）年 ５月� 第４回九州地区生涯学習実践研究交流会で長期通学キャンプの実践を発表。
８～９月� 第３回長期通学キャンプ実施（期間：10泊12日　23名参加）
８月� �論文「心身ともにたくましい青少年育成の一方途」福岡県教育科学論文最優秀賞受賞。執筆

者、福岡県教育庁筑豊教育事務所社会教育課指導班丸本孝主任社会教育主事以下７名。通学
キャンプの教育効果を論証して評価される。

1986（昭和61）年 ５月� 第５回九州地区生涯学習実践研究交流会で長期通学キャンプの実践を発表。

1987（昭和62）年 １月� 第３回生活体験学校建設懇話会、建設の必要を認める結論を出す
２～３月� 子育て地域懇談会開催。庄内町々内10か所、参加者108名。
５月� 福岡県地域振興基金より年間150万円の助成金を３年間受けることが決まる。
12月� 庄内町福祉の里づくり推進協議会を結成。会長に朝原良行氏が就任。
11月� 生活体験学校に管理棟（66㎡）竣工（敷地の総面積10,366㎡）
12月� ボランティアにより厩舎が完成。建柱協力・（有）本松通信工業
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1988（昭和63）年 １月� 管理棟での通学合宿開始。「海
かい

燕
えん

」（アングロアラブ種）入厩。

1989（平成元）年 ３月� 生活棟（456㎡）と作業棟（162㎡）竣工。工費5,980万円
� 年間20回の通学合宿開始。社会教育指導員４名（男３女１）

1990（平成２）年 ３月� 動物棟竣工

1992（平成４）年 ９月12日� �第２土曜日、学校が休みとなる。福岡県立嘉穂東高校ボランティア部員14名と障害を持つ児
童生徒13名の交流の場がもたれた。「ひこうき雲」の前身

７月� 「海燕」逝く

1993（平成５）年 九州大学社会教育主事講習で生活体験学習・通学合宿の講義開始。
2017（平成29）年現在も続いている。

1994（平成６）年 12月� �ドングリの育苗を開始。岡山県庁の取り組み資料を参考にし、田川農林高校の２名の先生か
ら指導を受ける。

1995（平成７）年 ３月� 「生活体験学習入門」出版、著者・横山正幸・猪山勝利・正平辰男、発行所・北大路書房

1995（平成７）年 ◇通学合宿参加対象学年を下げる。（対象：３～６年生）
　＊1988（昭和63）年度から1994（平成６）年度までは小学校４～６年生。
◇�福岡県教育委員会（所管社会教育課）が通学合宿の普及拡大を目指して３年間の委託事業を開始。
1997（平成９）年度末には、県下の通学合宿が24事業に拡大。

1996（平成８）年 ７月� �中央教育審議会第１次答申「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」において、
「合宿通学」として例示される。

※�第３章「これからの地域社会における教育の在り方」（2）地域社会における教育の条件整備と充実方
策②地域社会における教育の具体的な充実方策（b）活動の機会の充実（交流活動の推進）

1998（平成10）年 ３月� �生活文化交流センター竣工。（工費5,079万円・構造：鉄骨造平屋建）（１部２階）延床面積
335㎡。１階212㎡、２階23㎡。大人の物作りセンターとして設置。かまど２基設置。

４月� 「生活体験学校の日々」出版（著者：正平辰男、製作（株）プランニングエン）

1999（平成11）年 ９月� 生活体験学校で日本生活体験学習学会主催
� 第１回実践交流会を開催。６年間続いた。
10月� 庄内町立生活体験学校が第１回朝日のびのび教育賞を受賞。
12月24日� �上記受賞団体の紹介番組がテレビ朝日の関東地域にて放送。番組名「飛び出せ、集まれ、楽

しくやろう、みんなの学校」、番組の中で通学合宿が紹介された時間は約７分。地元では画
VHSが何度も観られた。

2000（平成12）年 ３月� �「庄内町立生活体験学校沿革資料集」刊行、645頁、箱入り、自費出版。朝日のびのび教育賞
副賞々金を充てる。

◇庄内小学校の「総合的な学習の時間」のスタートに備えた１泊２日の宿泊体験活動が実施された。

2001（平成13）年 10月� 通学合宿参加対象学年を下げる。
� （対象：２～６年生、期間：２年生は２泊３日、３年生は３泊４日、４～６年生は６泊７日）

2004（平成16）年 12月� 庄内中学校１年生３学級がクラス毎に１泊体験活動に取り組む。

2005（平成17）年 11月� 「通学合宿・生活体験の勧め」出版（著者・正平辰男、発行元・あいり出版）

2006（平成18）年 ３月26日� �飯塚市、嘉穂郡穂波町、筑穂町、庄内町、頴田町が合併して新しい飯塚市が誕生。生活体験
学校正職員２名となる。（合併前は正職員３名）

８月28日� 庄内町福祉の里づくり推進協議会　朝原良行会長ご逝去。
９月� �市内全小学校５・６年生対象、２泊３日のチャレンジ合宿（通学しない合宿）開始。庄内小

学校対象の合宿は従来通り。
� （２年生は３泊４日、３年生は４泊５日、４年生以上は６泊７日。）

2007（平成19）年 ４月� 生活体験学校正職員１名となる。
◇�２泊３日のチャレンジ合宿（通学しない合宿）の対象者を３年生まで下げる。（19年度の参加者は、
庄内小118名、他の21校の参加者183名、計301名）

４月� ボランティアグループが竹炭焼きを再開。

2008（平成20）年 ２月� �特定非営利活動法人体験教育研究会ドングリ結成登記。理事長に正平辰男が就任、副理事長
に村上哲二が就任。

３月� �飯塚市より大坪集会所（飯塚市綱分1407）を倉庫として、平成25年２月まで借用。５年間、
多くの話し合いをした。

４月� ２泊３日のチャレンジ合宿（通学しない合宿）対象を小学校２年生まで下げる。

2009（平成21）年 ３月� �福岡県地域福祉財団より、平成20年度地域ボランティア活動支援促進事業助成団体に採択
され、助成金30万円を受ける。助成金でピザ窯を築炉し建屋を設け、ピザ焼きを開始。
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2010（平成22）年 ５月� �青少年アンビシャス運動支援の会に助成金を申請し、20万円を交付される（３分の２補
助）。事業名「カブト虫プロジェクト2010」。

６月� 初めて子どもゆめ基金助成交付金を申請し、野菜作りを始める。
� �「植物栽培体験2010」計８回の活動。交付額505千円。（現在、2017年度も助成を受けてい

る。）火力プロジェクト、計９回の活動、助成金額174千円。
７月� �「子供の育ちと生活体験の輝き」出版（著者・正平辰男・永田誠・相戸晴子、発行元（株）

あいり出版）

2012（平成24）年 ４月８日� 村上哲二副理事長ご逝去。

2014（平成26）年 ３月� �ピザ窯建屋に連結して新建屋完成。資材は飯塚市上三緒の西田キヨ子様より多額の寄付金
を充て、NPOドングリが設計・施工。

2015（平成27）年 ４月� �特定非営利活動法人体験教育研究会ドングリが飯塚市庄内生活体験学校の指定管理者とな
る。館長に正平辰男が就任

４月� �通学合宿の対象者を庄内小学校４年生以上に限定し、２・３年生は市内の小学校と同様の
生活体験合宿に参加することとした。また、従来の２泊３日のチャレンジ合宿を生活体験合
宿と呼び名を変えるとともに、１日の事前研修と１泊２日の合宿に改編。

12月� 17年前に植えたクヌギを初めて伐採し、ホダ木を作る。

2016（平成28）年 ５月� 「大屋根」（1306cm×800cm）完成。
７月� クスノキの初めての枝降ろし。
10月� 「新屋根」（595cm×725cm）完成。炎天・雨天の活動可能。

2017（平成29）年 ４月� �子どもゆめ基金の助成を受けて、集団生活入門講座を開始。通学合宿・生活体験合宿いずれ
の合宿参加者も、この入門講座で集団生活の心構えや初歩的な技能を身につけることがで
きるようになった。

５月� クスノキ２回目の枝降ろし。
６月� シイタケ栽培遮光設備完成（建柱して寒冷紗を張る）。
７月� 生活文化交流センターのシャッター修理完了。
８月� ピザ窯建屋に板張り完成、725cm×372cm。農楽堂と命名。
11月� 新品ドラム缶を加工して石焼き芋釜２基（３号釜・４号釜）製作

2018（平成30）年 １月� コンクリート製の焼却炉を石焼き窯（５号窯）に改造、大屋根に据える。

２．特定非営利活動法人体験教育研究会ドングリ役員（平成29年9月30日現在）
　　理事長　正平辰男　　理　事　篠崎和史　　理　事　相戸晴子　　理　事　成重貴康
　　監　事　平嶋智晃

３．飯塚市庄内生活体験学校職員（平成29年10月1日現在）
　　館　長　正平辰男　　副館長代務　原　和也　　事務長　谷　忠広　　支援員　津山武昢
　　支援員　正平高志　　支援員　　　祝原政弘　　支援員　河中利通　　支援員　福間美紀

生活棟と南の菜園 大屋根（手前）・新屋根（奥） 農楽堂・ピザ窯（右端）



日本生活体験学習学会誌　第18号　59－61（2018）

『持続可能な地域づくりと学校 
― 地域創造型教師のために ― 』
編著：宮前耕史・平岡俊一・

　　 安井智恵・添田祥史

わが国は、本格的な人口減少社会を迎えており、
それに伴って、多くの社会的課題が浮き彫りになり
つつある。こうなることはすでにかなり前から分
かっていたはずなのに、我々は、その諸課題に対し
て先んじて有効な手立てを講じることができなかっ
たのではないか、と感じている。
このような認識は、学校教育においても同様であ
る。本書の序章ならびに終章でいみじくも指摘され
ているように、人口減少社会であっても、全体とし
て学校教育ではこれまでの人口増加社会と同様のあ
り方が維持されており、それゆえ学校はいまだに相
も変わらぬ「人口流出装置」なのである。
しかし、学校統廃合や自治会組織の破綻などに
よって地域消滅が現実味を帯びてくると、これまで
の学校や教師の機能や役割が改めて問いに付され
る。学校教育は、地域の人口減少を加速させ、地域
を存続不可能なものへと解体してしまうことに加担
しているのではないか。はたしてこれからも、学校
教育はこれまでのような仕方で成り立っていくの
か。

本書は、このような学校教育の方向性の根幹に関
わる問題意識を基底とし、学校教育と地域社会との
複雑な関係を、持続可能な地域づくりの具体的な実
践事例をとおして明らかにすることを試みている。
そして、その関係を新たに紡ぎ出す要として「地域
創造型教師」という概念を提唱し、その養成を提案
した、意欲的な研究書である。
以下、本書の大まかな構成を示し、内容を概観し
て紹介する。

はじめに
序　章　持続可能な地域づくりと学校－課題として

の「地域に根ざした教師」像－
第Ⅰ部　「学校発」の地域づくり－「うらほろスタイ

ルふるさとづくり計画」－
　第１章　�「うらほろスタイルふるさとづくり計画」

とその特徴
　第２章　�「うらほろスタイルふるさとづくり計画」

の成り立ち
第Ⅱ部　全国事例
　第３章　�NPOによる学校での地域・環境教育に

対する支援活動の展開－北海道浜中町・
霧多布湿原ナショナルトラストの事例か
ら－

　第４章　�コミュニティ・スクールを核とした地域
創造の可能性－子ども・大人・地域をつ
なぐ岐阜市のコミュニティ・スクールの
展開－

　第５章　�コミュニティビジネスと「ふるさと学
習」との連動

終　章　「地域資源」としての学校と「地域創造型教
師」像

まず第Ⅰ部は、「学校発」の地域づくりとして、北
海道十勝郡浦幌町の「うらほろスタイルふるさとづ
くり計画」を取り上げている。この計画の特徴は、
以下の３点にあるという。
①「子どもを軸」とした地域人材形成の取り組み
②�「学校を舞台」とした正規の教育課程における取
り組み
③�ボトムアップで成り立ち推進される「学校発」の
取り組み
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これらの特徴は、次のように要約することができ
よう。すなわち、その地域の学校に通っている子ど
もたちを町の将来を担う人材に育てる、という明確
な方向性を打ち出し、それに資する様々な活動を総
合的な学習の時間を中心とした学校の教育課程に位
置づけ、学校からのアプローチによって地域のNPO

や行政等が一体となり、地域創造のスタイルを確立
させている、というものである。これは、「うらほろ
スタイル推進地域協議会」（学校、NPO法人、町教
育委員会、町づくり政策課、（株）ノースプロダク
ション、地域おこし協力隊）へと拡大発展しており、
町を挙げての地域創造活動になっていると言ってよ
い。
続く第Ⅱ部は、全国事例を三つ取り上げて紹介
し、その特徴を明らかにしている。
一つ目は、学校における地域・環境教育活動を

NPOが支援する取り組みである。小・中学校におい
て、NPOの拠点である湿原エリアを中心に年間30
回程度の自然体験学習プログラムを実施したり、
NPOが浜中町内の霧多布高等学校と連携し、「浜中
学」という地域教育に関するプログラムを展開し
て、研究発表を行ったりしている。地域に根ざした
NPOが主体となって継続的な教育活動が展開され
ている好例であり、ここで NPOは、学校に対して
教育プログラムを提供する支援組織として機能して
いる。地域・環境教育活動においては、「地域協働」
に基づいた事業展開が重要であり、「地域協働型組
織」なる推進組織を設立することの必要性が示され
ている。
二つ目は、コミュニティ・スクールを核とした地
域創造である。岐阜小学校コミュニティ・スクール
を例に、「地域創造型」教育実践の可能性を探ってい
る。コミュニティ・スクール導入から年月を経るに
つれて、制度がスタートした段階での地域活用型か
ら、活動が拡大充実していく地域活用・参加型へ、
そして地域住民や保護者の主体性が高まって地域創
造型へと変容していくプロセスが明らかにされる。
コミュニティ・スクールに関する意識調査の結果を
用い、地域が学校に協力的になった、保護者や地域
住民が学校に来やすくなった、学校と地域が情報共
有するようになり、連携した取組が組織的に行える
ようになった、特色ある学校づくりが進んだ、など

の変化が示される。そして、持続可能な地域づくり
のために、地域にとってどのような教育が必要なの
かを、教師・保護者・地域が共に考えて実施してい
く必要がある、と述べる。
三つ目は、コミュニティビジネスによる地域再生
の先進事例である。財政破綻寸前から再出発した青
森県大鰐町は、「プロジェクトおおわに事業協同組
合」の活動によって、平成28年に財政健全化を達成
する。この事業協働組合では、コミュニティビジネ
スを通じて地域の活性化を図り、公共施設の指定管
理、組合員の生産物からの商品開発事業、特産品の
共同販売事業を行っている。このコミュニティビジ
ネスの活動には、子どもの参画や子どもと大人との
協働が含まれる。小学校高学年の「OH!! 鰐元気隊
キッズ」が、清掃活動、野菜づくり、物品販売など
を行い、小学校教職員も活動に加わるなど、学校と
の協働体制も見られる。最後に、このような展開を
可能にした条件について考察が行われ、事業協同組
合中心メンバーがコミュニティから信頼されている
こと、事業協同組合が町内外に多彩なネットワーク
を有していること、コミュニティのメンバーが集う
「コモンズ＝共有の場」として指定管理施設が有効
に機能していること、学校が組織的な協力を持続的
に行うための仕組みと工夫がなされていること、が
挙げられている。
このような実践事例を総括して、終章にて持続可
能な地域づくりと学校との関係が追求されており、
持続可能な地域づくりには地域創造型教師の存在が
重要となることが示される。地域創造型教師とは、
「地域課題解決に向け、『当事者意識』をもち『熟議』
と『協働』を重ねていくことのできる人材」である
という。そして、「地域課題解決に向け学校の中から
貢献していく」教師なのだという。いわゆる地域連
携担当教職員の配置が求められていることからも、
このような能力を持つ教師を養成していく必要性が
語られている。
以上、本書を手にした我々は、優れた実践事例か
ら持続可能な地域づくりに向けた多くの示唆を得る
ことができる。また、地域に根ざした教育のあり方
を探るなかで、地域創造型教師の重要性と役割が明
確に示されることによって、その存在意義を認める
ことができる。
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そのうえで、本書に通底している問いを改めて思
い起こしてみよう。これらの実践と絡んで、学校は
「人口流出装置」であることを止め、人口減少地域を
担う人材を輩出するという「人口維持装置」になっ
ていくのか。
学校が「人口流出装置」であり続けたのは、おそ
らくは、一般的で普遍的な知識を拠り所とする学校
の論理が、個別的な特殊性をもつ地域の論理よりも
勝っているからである。日常生活における土着的な
地域ごとの異質さを削ぎ落とし、統一した学校のリ
ズムを作り上げてきたのが近代学校化の過程である
とすれば、学校の教師は総じて、次世代育成をとお
した社会近代化の実践者なのであり、加えて戦後は
特に、自由で民主的な社会を担う次世代を育てる実
践者なのである。したがって、「人口流出装置」がそ
の機能を失うためには、このような学校の論理と地
域の論理との融和が図られなければならない。本書
で提言されている「地域創造型教師」は、この融和
の鍵となり得るのだろうか。多くが校区外から通勤
し、一定期間で異動していく教師たち、すなわち生
活基盤が当該地域で暮らしている人たちとは異なっ

ている教師たちが、自らの日常生活とは直接的関係
を持たない地域課題解決に対して、「地域創造型教
師」としての「当事者意識」をもつことは、はたし
てどの程度可能なのか。
一読して、最後に評者に生じたこのような疑問に
は、実は、生活体験の意義という本学会趣旨の核心
が関係しているのではないだろうか。というのも、
日々の暮らしとは、地域性あふれた豊かな生活体験
を含むものであり、それは、各々の地域の成立基盤
であるとも言えるからだ。そして、持続可能な地域
の創造を可能にするか否かは、その成立基盤を学校
教育がどのように扱うのか、その仕方にかかってい
ると考えられるからである。
本学会員諸氏には、本書によって突きつけられた
課題、すなわち、いかにして教育との関係において
持続可能な地域を創造するのかという問いを、生活
体験という概念をとおして、改めて探究してみるこ
とをお薦めしたい。

［ぎょうせい、2017年、1,900円＋税］
（熊本県立大学　石村秀登）
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『地方に生きる若者たち』
編著：石井まこと・宮本みち子・阿部誠

「地方と若者」、この二つのテーマは、古くて新し
い問題である。人口増加と経済成長を前提とした日
本の高度成長期には、若者が地方を離れ、大都市で
進学・就職し、結婚することが幸福の条件とされ
た。その一方で地方は、都会に優秀な若者を輩出す
る供給源とされ、「地域を育てる学力」よりも、「地
域を捨てる学力」が優先された。景気が減退し人口
減少・高齢社会になると、ますます地方は縮小し、
若者は職を求めてさらに大都市へ集中する。日本の
「地方と若者」は、つねに大都市に翻弄され、個人
化・孤立化し、エネルギーを失った存在として語ら
れる。
「地方創生」が求められる背景には、一つには人口
減少が際限なく続くことがあり、二つに若者などの
移動による東京一極集中に歯止めがかからず、地方
の多くが消滅の危機に瀕していることがある。その
ため、人口減少に直面する地方圏では、若者のＵ・
Ｉターンを奨励する施策が打ち出され、若者の定着
こそが地方再生の鍵だと語られる。
こうしたアンビバレントに語られる「地方と若
者」の問題に対し、本書は労働社会学、家族社会学、

労働経済論、経済地理学、ジェンダー研究、教育社
会学、社会教育学など異なる専門分野の研究者が、
東北と九州に暮らす若者132人へのインタビューを
もとに、地方圏の若者の就労・生活・家族・結婚・
教育という多面的な角度から分析した、10年にわた
る共同研究の成果である。本書は補論を含め全11章
から構成され、９人によって執筆されている。考察
の対象となった「地方と若者」論を理解するために、
章題を一瞥すると以下のとおりである。

序　章　　　�地方に生きる若者へのインタビューが
映し出すもの

第１章　　　�「地方消滅」は若者の生活をどう変え
たのか

第２章　　　若者の自立に向けて家族を問い直す
第３章　　　�地方圏の若者はどのようなキャリアを

歩んでいるのか
第３章補論　自営業という選択に立ちはだかるもの
第４章　　　若者が地方公共セクターで働く意味
第５章　　　仕事と結婚をめぐる若者たちの模索
第５章補論　結婚支援がもたらす成果とは
第６章　　　学校社会は地方と向き合っているのか
第７章　　　�社会教育の変容が若者たちにもたらし

たもの
終　章　　　若者が地方圏で働き暮してゆくために

本書は、「若者問題を語るにおいて、地方にいるこ
とによるキャリアや生活への影響が十分に組み込ん
で検討されていない」という疑問を出発点に、若者
が自由な就労選択ができる状況にないことを捉え、
生きづらさの現状を明らかにし、解決策を提示する
ことを目的としている。いずれの論考も、着眼点、
緻密なデータによるアプローチ、若者へのインタ
ビューによる丁寧な根拠の提示が踏まえられ、教育
学に限らず、各研究領域における「地方と若者」研
究の一定の評価を得られる研究書と考える。
著者らの労作から学ぶことは多いが、社会教育の
立場から興味深かったことを３点述べることにした
い。一つめは、青年期に求められる自立の意味であ
る。我が国では、21世紀に入ってようやく若者の自
立が政策的課題となり、2004年の若者自立・挑戦プ
ラン、2009年の子ども・若者育成支援推進法を成立
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させてきた。ここで重視される自立とは、官民一体
となって若者の雇用環境を改善し、就業によって円
滑な社会生活が送れるよう「経済的自立」をめざす
ことが重視されている。本書でも描かれているよう
に、雇用機会の乏しい地方圏の若者は、キャリアの
展開が困難で、所得も低く、結婚・出産などに踏み
出せないなど、経済的な自立を論じることは容易で
はない。就業を前提とした経済的な自立の達成が困
難となるなかで、地方圏の若者の自立の問題解決に
は「『就業』や社会参加への支援こそが重要である」
と結論を述べている。では、具体的に若者はどう行
動すればよいのか、社会参加への支援はどうあれば
よいのか、自立のメルクマールをインタビュー等か
ら明らかにしてはどうか。
二つめに、若者の就業問題は、非常に重要なもの
であるが、若者支援が就業対策に特化していくこと
で若者の生活・暮らしへの理解の欠如が危惧され
る。たとえば「地元志向」の捉え方であるが、本書
では、就業機会に恵まれず、他に選択肢がないため
に住み続ける多数派の若者のことをさし、「地元志
向を受容せざるを得ない若者」、「地元に滞留する若
者」として批判的に語られている。経済的視点から
みれば確かにそうかもしれないが、「地元志向」のな
かには、積極的に地方の生活・暮らしを選んだ若者
も少なくないはずである。
「積極的地元志向」の若者に共通するものに、社会
関係資本が大きく作用していると考える。地方圏の
若者は、親・兄弟・友人等の何らかの地縁・血縁と
いった「信頼、規範、ネットワークといった社会組
織」を活用して地方での生活・暮らしを成り立たせ
ている。これらのつながりが若者の個人化・孤立化
を防ぎ、経済的地位の上昇よりも社会的・精神的自
立の安定を優位に考え、地元に滞留している若者も
想定できる。熊本大学の場合、三大都市圏に就職す
る学生は10年前に約３割いたが、現在は２割に減っ
ている。本書では「地方圏で就労において困難を抱

える若者の話を聞くことに努めた」ため、生活・暮
らしの質の分析を対象としていないが、若者が社会
関係資本と学校教育以外のノンフォーマルな学習を
どのように考えているのか、また大都市圏の若者の
「地元志向」が問題にならないことなども興味深い。
三つめに、日本の周縁部に生まれ育ち、首都圏と
は無縁のまま地方大学に赴任した者として、「地方
と若者」に関する今後の研究の課題について述べた
い。それは、東北と九州の若者に共通する青年集団
の存在と社会参加のプロセスである。本書では、「平
成の大合併によって地域を軸に活動していた青年団
活動も停滞し、地方の青年組織は社会経済的な変化
とともに行政変化のなかでも衰退が進んだ」とさ
れ、インタビュー調査でも青年団経験者は少数で
あった。青年団の衰退は、若者の労働形態の変化と
直接的に結びついており、「社会から期待され、参加
することによって自立をとげていくというプロセス
は喪失しかかっている」が、「地方と若者」を結びつ
ける、青年団を代替する新たな回路は見つかってい
ない。社会との回路を回復させていく若者の社会参
加の方策、そして地域社会の豊かさの指標とされて
きた祭りや民俗芸能、伝統行事などの文化資本の伝
承が今後問われることになるが、日本のなかでも特
に東北と九州は、若者を社会に包摂していくコミュ
ニティがある。インタビュー対象者のうち30・40代
のポスト青年団層の分析、東北と九州の地域間比較
研究を期待したい。
最後に、本書はテキストとしても活用できるよう
工夫されており、各章の冒頭には問題の所在、キー
ワード解説や推薦図書が記載されている。また執筆
者から読者へのメッセージも付記されており、理解
の一助となっている。日本の「地方と若者」の将来
を考える際に参考にしたい一冊である。

［旬報社、2017年、1,800円＋税］
（熊本大学　山城千秋）
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日本生活体験学習学会
事務局報告
2017年度

Ⅰ　理事会会議日程
第１回理事会　2016年11月５日（土）
　　　　於　福岡市立大名公民館
第２回理事会　2017年１月７日（土）
　　　　於　福岡市立大名公民館
第３回理事会　2017年３月26日（日）
　　　　於　福岡市立大名公民館
第４回理事会　2017年５月27日（土）
　　　　於　福岡市立大名公民館
第５回理事会　2017年７月30日（日）
　　　　於　福岡市立大名公民館
第６回理事会　2017年９月１日（金）
　　　　於　宮崎市民プラザ

Ⅱ　会員実数
全91名（2017年７月31日　現在）
　個人会員　90名
　法人会員　 1名

Ⅲ　これまでの活動
○第18回研究大会の開催
　2016年９月10日　於　熊本大学
○学会誌第17号の発刊
　2017年７月30日　発刊
○地方セミナーの開催
�　2016年度より、地方セミナーを学会の社会貢献
活動として位置づけ、会員からの生活体験に関す
る企画を募集し、学会との共催事業として実施す
ることとなった。
�　2017年度は、佐賀県主催の講演会に対する協力
との位置づけのもと、下記の通り、実施した。
　日　時：2017年８月10日（木）
　　　　　13：30～16：30
　　会　場：佐賀県立男女共同参画センター・佐賀

県立生涯学習センター
　　　　　アバンセ
　主　催：佐賀県教育委員会

　協　力：日本生活体験学習学会
　テーマ：「地域とともにある学校づくり」
○事務局だよりの発行
　2016年９月30日　第23号　発行
　2017年２月１日　第24号　発行
　2017年６月20日　第25号　発行
○研究会の開催
本年度は、昨年度に引き続き、学会プロジェ
クト研究として「新しい学校をモデルとした地
域が参画する体験活動の位置づけ」をテーマ
に、新しい学校像としてコミュニティ・スクー
ルに着目し、プロジェクト研究部会を中心に理
事会後に研究会を開催した。

Ⅳ　総会 ･理事会での決定事項
⑴　第18回総会における決定事項
事務局より2016年度の学会会務報告ならび
に決算報告がなされた。次いで、会計監査の関
弘紹会員から監査報告がなされ、了承された。
また、2016年度の学会活動報告として、（1）学
会との共催事業（地方セミナー）について、（2）
プロジェクト研究について、（3）学会誌の発刊
について、（4）研究大会の開催について、各担
当理事より報告が行われた。
次に、事務局より、学会誌編集規定の改正に
ついて発議があり、今後の学会運営の安定を図
るため、原案通り「2017年度より、論文掲載料
を5,000円とする」ことが了承された。
上記の学会誌編集規定の改正を踏まえ、2017
年度予算について、事務局より提案され、協議
の結果、了承された。
2017年度学会活動について、（1）学会との共
催事業（地方セミナー）について、（2）プロ
ジェクト研究について、（3）学会誌の発刊につ
いて、各担当理事より報告が行われた。特に、
（3）においては、2016（平成28）年９月９日の
理事会により決定・改正した執筆要項が報告さ
れた。
最後に、次回研究大会は宮崎県にて９月に開
催を予定していることが報告された。
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⑵　第１回理事会での決定事項
第１回理事会では、以下の７点が協議ならびに確
認された。
①�　会務報告では、１名の入会、２名の退会、４
名の除籍について、協議の上、承認された。

②�　会員へ総会資料を送付の上、議案についての
異議申し立てを10月末日まで受け付け、期日ま
でに異議申し立てはなかったことが報告され、
総会議案が提案の通り承認された。

③�　2017年度活動方針として、年間スケジュール
ならびに各部会の本年度の活動方針・計画につ
いて確認が行われた。

④�　2018-19年度理事選挙について、「日本生活体
験学習学会役員選挙規定」を確認の上、事務局
より、本年度の理事選挙に関するスケジュール
の提案が行われ、協議の結果、了承された。そ
の後、選挙管理委員会の立ち上げについて協議
がなされ、選挙管理委員の担当理事として上野
理事が推薦され、了承された。選挙管理委員会
は理事外の会員を含めた３名の会員で構成され
ることの確認が行われた。なお、理事外の委員
としては、「理事会構成員ではない会員」との理
解のもと、会計監査も認められることが了承さ
れ、理事会承認事項として記録に残すことが確
認された。

⑤�　学会との共催事業（地方セミナー）について、
社会貢献部会より本年度の実施概要（案）につ
いて提案がなされた。また、これまで継続審議
となっていた地方セミナーの実施完了が「会計
年度終了（７月末日）まで」となっている点に
ついて、本年度、どのように取り扱うか協議が
行われた。協議の結果、地方セミナーの開催に
ついては、「会計年度終了（７月末日）までに、
選定された会員・団体からの実施計画の学会へ
の提出」とすることとし、地方セミナーの開催
は８月以降の実施を認め、「翌会計年度までに
実施を完了し、学会に実施・会計報告を行う」
こととすることが決定された。

⑥�　学会誌第17号の発刊について、学会誌のエン
トリー結果が報告され、審議の結果、７本のエ
ントリーが承認された。その上で、エントリー
〆切後の執筆者変更の申し出については、協議

の結果、「執筆者変更はエントリーの主旨に照
らしても重要な変更」であり、また「期限を過
ぎての変更は、会員への対応として公平性を欠
く」ことから、執筆者変更は認められないこと
が確認された。
⑦�　第19回研究大会宮崎大会について、研究大会
担当理事より、実行委員会として会員外の研究
者も含めて構成すること、現地企画のシンポジ
ウムを設定したい旨が提案され、了承された。

⑶　第２回理事会での決定事項
第２回理事会では、以下の５点が協議ならびに確
認された。
①�　学会との共催事業（地方セミナー）について、
期限までに地方セミナーの応募がなかったこと
が報告された。これを受け、１月末まで引き続
き理事を中心に呼びかけを行い、応募があった
場合は、メール審議にて協議・決定の手続きを
経ることが確認された。
②�　2018-19年度理事選挙について、選挙管理委
員３名が決定した旨が報告されるとともに、第
１回選挙管理委員会において互選の上、選挙管
理委員長は上野委員が選出されたことが報告さ
れ、理事会でも了承した。また、選挙関係の書
類の様式等についても確認の上、承認された。
なお、有権者名簿については、告示に合わせて
１月末時点での納入状況により確定することが
決定された。

　　⃝理事選挙告示
　　　：2017年２月１日（水）
　　　　（選挙関係書類の送付）
　　⃝理事選挙投票〆切
　　　：2017年２月28日（火）
③�　学会誌第17号の発刊について、継続審議と
なっていた査読体制について紀要編集部会より
提案され、①研究テーマに関してできるだけ適
切な査読者を選定する、②査読は査読者２名と
紀要編集担当理事１名の３名で構成する、③査
読者は非公開とする、の３点を基本方針として
進めることが提案され、了承された。加えて、
投稿者の投稿資格の確認についても、これまで
掲載決定後の確認であったが、査読を受ける時
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点で確認するべきとの意見が出され、本年度か
ら投稿締切日時点での確認とすることが了承さ
れた。

④�　宮崎大会の進捗状況・研究大会日程につい
て、担当理事より提案が行われ、協議の上、下
記の通り、了承された。

　　　日程：2017年９月２日（土）－９月３日（日）
　　　会場：南九州大学宮崎キャンパス（宮崎市）
　　　また、自由研究発表エントリーについて、協議

の上、下記の通り、決定された。
　　⃝エントリー〆切
　　　：2017年２月28日（火）
　　⃝発表要旨〆切
　　　：2017年７月31日（月）
⑤�　学会20周年に合わせた名誉会員制度の創設
について提案が行われ、会長や事務局等で原案
を作成して、次回の理事会から協議を開始する
ことが確認された。

⑷　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。
①�　学会との共催事業（地方セミナー）について、
本年度の地方セミナーの開催地として、佐賀県
を候補として交渉を進めていくことが提案さ
れ、了承された。

②�　学会誌第17号の投稿論文の査読結果につい
て、７本の投稿論文の内、４本が研究論文とし
ての修正採択、１本が実践論文としての修正採
択、１本が研究ノートとしての修正採択、１本
が不採択となったことが報告された。また、査
読結果を受け、紀要編集部会より「査読体制の
見直しと併せて紀要編集委員会の権限について
も検討が必要である」との意見が出され、論文
種別・査読基準についても、今後、明文化して
いく必要があるとの考えが示された。

③�　第19回研究大会宮崎大会について、自由研究
発表エントリー状況について報告が行われ、協
議の結果、追加を含めた４本の報告を行うこと
が了承された。

④�　2018-19年度理事選挙について、第２回選挙
管理委員会にて選挙の開票を行った旨などが

報告された。その上で、開票結果を受け、理事
選出者ならびに次点者、監査選出者等が確認さ
れた。
⑤�　学会20周年記念事業について、名誉会員制度
ならびに20周年記念研究大会の開催の２点に
ついて提案が行われ、協議が行われた。今後、
協議内容を踏まえた修正ならびに記念研究大
会の開催地の選定・依頼を行うことが了承さ
れた。

⑸　第４回理事会での決定事項
第４回理事会では、以下の６点が協議の上、承認
された。
①�　会務報告では、２名の入会希望者について事
務局より報告があり、了承された。
②�　第19回研究大会について、大会担当理事よ
り、進捗状況が報告された。また、現地企画シ
ンポジウムならびに学会企画シンポジウムの登
壇者確定の報告を受け、自由研究発表要旨なら
びに大会要旨集に掲載するシンポジウム資料の
締め切りを2017年８月10日（木）に変更するこ
とが了承された。
③�　学会との共催事業（地方セミナー）につい
て、現地担当理事より進捗状況報告がなされ、
本年度の地方セミナーは、佐賀県が主催する
「第１回佐賀県コミュニティ・スクール研究大
会」への協力にて開催予定であることが報告さ
れ、了承された。日程・テーマは下記の通りで
あった。
　　期　日：2017年８月10日（木）
　　　　　　13：30～16：30
　　会　場：アバンセ
　　テーマ：地域とともにある学校づくり
④�　学会誌第17号の発刊について、紀要編集部会
担当理事より、進捗状況が報告された。期日ま
でに修正稿が出されなかった研究論文が１本
あったため、掲載は研究論文３本、実践論文１
本、研究ノート１本の５本の掲載となったこと
が報告され、了承された。
⑤�　2018-19年度理事体制について、山崎会長よ
り、理事承諾結果について報告された。これを
受け、次年度の理事体制について協議された



68 日本生活体験学習学会誌　第18号

が、確定には至らず、継続審議となった。
⑥�　学会20周年記念事業に向けて、（1）学会設立
20周年記念研究大会ならびに（2）学会20周年
記念事業企画案の２点について協議が行われ
た。（1）学会設立20周年記念研究大会について
は、庄内生活体験学校（福岡県飯塚市）での開
催承諾が得られたことが報告された。その上
で、担当理事として、古賀・相戸理事が選出さ
れた。（2）学会20周年記念事業企画案として
は、20周年記念資料集の作成・発行ならびに名
誉会員制度・学会功労表彰制度の創設が提案さ
れ、協議の結果、両案ともに承認された。また、
両案の詳細については、次回理事会にて協議を
行うこととなった。

⑹　第５回理事会での決定事項
第５回理事会では、以下の５点が協議の上、承認
された。
①�　会務報告では、１名の退会希望者について事
務局より報告があり、了承された。

②�　第19回総会における総会議案ならびに次年
度予算案について事務局から提案され、協議の
結果、了承された。

③�　学会との共催事業（地方セミナー）について
は、社会貢献部会担当理事が欠席のため、現地
担当理事より当日の概要説明と協力依頼が行わ

れた。その上で、事務局より、開催後に学会へ
の報告書提出の依頼が行われ、了承された。
④�　学会誌第17号の進捗状況報告にあわせて査
読等の改善と編集の進め方について紀要編集部
会より提案され、協議の結果、承認された。
⑤�　学会20周年記念事業に向けて、（1）学会設立
20周年記念研究大会ならびに（2）学会20周年
記念事業企画案の２点についての報告後、協議
が行われた。（1）学会設立20周年記念研究大会
については、庄内生活体験学校（福岡県飯塚市）
との協議を踏まえ、担当理事より日程案が提案
され、審議の結果、提案通り９月８日（土）－
９日（日）の２日間とすることで了承された。
（2）学会20周年記念事業企画案としては、名誉
会員制度・学会功労表彰制度の創設に関する学
会会則の変更ならびに規則の新設について提
案・協議された。両案ともに、一部文言等を修
正の上、了承され、総会にて提案することと
なった。

⑺　第６回理事会での決定事項
第６回理事会では、2017年度決算及び2018年度
予算について協議されるとともに、総会議案につい
ての確認を行い、協議の結果、了承された。

（文責：永田　誠）



日本生活体験学習学会年報・学会誌編集規定

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。
　　⑴　自由投稿実践研究論文
　　⑵　自由投稿理論研究論文
　　⑶　依頼実践研究論文
　　⑷　依頼理論研究論文
　　⑸　研究ノート、書評、図書紹介、資料紹介
　　⑹　その他、生活体験学習に関する国内外の動向についてのニュース
　　⑺　学会の会務報告
第４条　�学会誌に投稿する論文は、第１著者が該当年度までの会費を完納した本学会員であることを要す

る。ただし、年報に関してはこの限りではない。
第５条　年報・学会誌に原稿を掲載しようとする者は、所定の執筆要項に従い、編集事務局に送付する。
第６条　年報・学会誌編集委員会は理事会の議を経て会長が委嘱する。
第７条　�年報・学会誌編集委員会は４名の委員によって構成され、委員長、副委員長各１名を置く。委員長、

副委員長の選考は委員の互選によって行う。
第８条　�第３条の⑴⑵の原稿の掲載にあたっては、年報・学会誌編集委員会が審査にあたる。その際、編集

委員会はそれぞれの原稿について査読者を３名指名し、評価を依頼する。評価は、採択、修正採択、
不採択に分けられる。尚、⑶⑷⑸の掲載については、編集委員会が依頼する。

第９条　�年報・学会誌の編集は、学会理事会責任の下で年報・学会誌編集委員会の審議を経て決定する。た
だし原稿掲載の公平を期するため、審査は無記名の原稿で行う。

第10条　�投稿論文等のうち、掲載が決定したものについては、一律5,000円の掲載料を徴収する。
　　　　掲載決定通知に同封する口座振込み用紙で、期限までに振込みを行なう。
第11条　年報・学会誌は当該年度の会費を納入した会員に配布する。
第12条　年報・学会誌の編集事務は、日本生活体験学習学会事務局が行う。
　（附則）
　　　本規定は、2000（平成12）年３月18日より施行する。
　　　2009（平成21）年１月24日、一部改正。
　　　2012（平成24）年１月28日、一部改正。
　　　2016（平成28）年９月10日、一部改正。



●執筆要項
『生活体験学習研究』年報・学会誌に投稿する論文は、次の要項に従うものとする。
１．執筆者は、日本生活体験学習学会の会員または依頼されたものであること。
２．論文原稿は横書きとし、次の点を厳守すること。
⑴　本文、図、表、注、引用文献を含めて400字詰め原稿用紙40枚以内とする。ワープロ使用の場合は、
Ａ４版（40字×30行）とする。
⑵　図、表は本誌にあわせて字数に換算する。また、注、引用文献は、１字１マス（欧文は２字１マス）
とする。

⑶　図、表は論文原稿末尾に貼付し、本文中には挿入すべき箇所を指定する。
⑷　「拙書」「拙稿」など投稿者名が判明するような表現は避ける（投稿原稿はレフリー制としているため）。
３．論文は未発表のもので、かつ内容がオリジナルなものであること。ただし、口頭発表及びその配布資料
はこの限りでない。
４．注（引用文献を含む）は文中の該当箇所に、⑴、⑵�と表記し、論文原稿末尾にまとめて記載すること。
または本文中に表示する。
５．引用文献の提示方法は、原則として次の形式に従うこと。
⑴　本文中では、次のように表示する。
　　　「しかし、有田（2000）も強調しているように�」
　　　「�という調査結果もある（Chiba, M. 1999、Honda 1990a）。」
　　　「ヂュルケームによれば『�ではない。』（Durkheim, E. 1925）」
⑵　同一著者の同一年の文献については（Honda 1990a、1996b）のようにａ、ｂ、ｃ�を付ける。
⑶　引用文献は、邦文、欧文を含めて、最後尾に列挙する。または、本文中に番号を付し、最後の注の後
にまとめて記載する。

６．投稿原稿の締切日は１月31日とする。
７．投稿論文の送付物は以下の通りとする。但し、依頼論文は論文、日本語もしくは英文要旨、キーワード
を下の⑴⑶⑷の要領でできればフロッピーとともに各１部送付する。
⑴　投稿論文正本（論文題目、名前、所属機関名、連絡先〔郵便番号を含む〕を記載する）１部とできれ
ばフロッピー（要旨、英文要旨ともに）

⑵　投稿論文コピー（名前、所属機関名、連絡先を記載しない）３部
⑶　要旨（400～600字以内、名前、所属機関名、連絡先を記載しない）４部
⑷　編集規定第３条の⑴⑵の原稿については、日本語と英文で論文題目、執筆者名、所属機関名を記載す
る。また論文には200words程度の英文要旨または、400字程度の日本文要旨をつける。

　なお、送付物に不備のある場合は受理しない。
８．原稿は返却しない。
９．執筆者による校正は初稿までとする。発行の費用に関して必要な場合、執筆者が負担するものとする。
抜刷りは執筆者負担とする。
10．送付物の宛先：〒870-1192　大分県大分市大字旦野原700
　　　　　　　　　　　　大分大学教育福祉科学部永田研究室内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 日本生活体験学習学会事務局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL/FAX� 097－554－7559
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail� info@seikatsu-t.org

11．この執筆要項は2016（平成28）年９月９日の理事会により決定したものである。
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