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特集　生活体験学習学会20年　これまでとこれから

【特集の主旨】 

1999年９月、「生活体験学習学会実践交流会」を
皮切りに、日本生活体験学習学会はスタートした。
学会発足の当時は、急激に生活の変容が進行してい
き、子どもの生活体験不足の影響が身体面、精神面
に表出し始め、問題とされてきた時代であった。そ
のような状況に危機感や問題意識を持った有志が中
心となり、この学会は発足した。

本学会では、スタート事業からもわかるように、
「実践と研究を拓く」というミッションを中心に据
え、実践者と研究者がともに生活体験学習を探求す
るという学会スタイルにこだわり設立された。生活
体験学習実践や研究への大きな期待を背負ってい
た。発足当時の理事の顔ぶれも、実践者と研究者の
メンバーで構成され、以降、その両者の立ち位置を
大切にしながら「実践交流会」や「研究大会」の開
催、また「学会誌」や「通信」の発行、近年では、

「地方セミナー」の共催などの学会活動に取り組ん
だ。しかし、意義を感じつつも中断を余儀なくされ
ている事業（実践交流会）もある。実践者が学会（研
究）にかかわり続けるということは、簡単なことで
はなかった。しかし、学会としてはこのスタンスは
今に至って大切にしている。今後再開の可能性を探
りながら、「実践者と研究者」による学会活動の枠組
みを残し続けている。

このような経過を経て本学会は、2018年９月学会
発足20年を迎えた。理事会では、2018年の研究大会
において「学会20周年記念シンポジウム」に取り組
むこと、また学会誌19号において「学会20周年の特
集コーナー」を設けることが協議され、総会に提案、
実施の運びとなった。
「学会20周年記念シンポジウム」においては、実

践者と研究者の側面から登壇者を立て、時代の急激
な変化による生活変容の現状から生じるさまざまな

生活体験学習課題の大きさを直視するとともに、学
会発足20年を振り返り、現在に至る生活体験学習に
関する実践と研究の蓄積と到達点、学会の果たして
きた役割の確認を行い、これからの生活体験学習研
究への期待や展望などを語り合った。

また学会誌「学会20周年の特集コーナー」では、
初代会長の横山会員と2014年から会長を務められ
た山崎会員から学会20年を迎えた本学会に対する
思い、また、現学会長古賀会員からは、「庄内町立生
活体験学校」との連携と前年のシンポジウムの内容
を中心とした論文、さらに元学会副会長であり「生
活体験学校」において30年に渡って通学合宿を実践
されてきた正平会員からは、通学合宿や生活体験学
習の意義とこれからの方向性、また実践者が（研究
者）学会にかかわる意義について実践ノートにまと
めていただいた。

さらに、学会の委員会や事務局が発行してきた
「通信・事務局だより」のアーカイブ化も試み、本学
会誌に CD が収めている。そこでは、実践と研究が
特徴の本学会ならではの編集・発行のよさが随所に
見られ、学会活動の足跡をより身近に発信・受信で
きる仕組みとなっていたことがわかった。しかし、
IT ツールが次々に移行した時代であり、そのデータ
収集を担当していただいた学会事務局にはかなりの
時間と労力を割いていただいた。

今回の特集では、学会発足20年としたものの、さ
らに生活変容が進行し続けている最中であり、新た
な生活体験学習の課題をとらえることを試みつつ、
学会としてどう研究していくかを模索している内容
の記録にとどまっているかもしれない。しかし、こ
の記録を通して、生活体験不足という課題は人間に
とっては大変重要なテーマであるということ、しか
し認識されにくくその課題解決に向けた実践を継続

学会20周年の節目の記録

相　戸　晴　子 *

＊紀要編集部会長、宮崎国際大学
連絡先：〒889-1605　宮崎市清武町加納丙1405番地　E-mail: haito@edu.miyazaki-mic.ac.jp
TEL：0985-85-5931　FAX：0985-84-3396
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していくことには困難が伴うが、その実践が重要で
あることがあらためて実感出来たのではないかと考
える。だからこそ本学会の存在がこれからますます
重要になってくるのではないだろうか。

この特集にかかわれた関係者すべてに感謝申し上

げるとともに、この学会発足20年の記録がこれまで
の生活体験学習の研究や実践のふりかえりととも
に、これからを展望する一つの材料になることを祈
念し、特集の主旨説明としたい。



特集　生活体験学習学会20年　これまでとこれから

【歴代会長の挨拶】

子どもの心身の健やかな発達に家事（炊事、掃除、
洗濯など）や遊びなどの生活体験が大切であること
は、今では論をまたない事実です。しかし、1990年
代、それらは、あまりにも日常的であるがために、
学問・研究の対象とは認識されず、必ずしも真剣に
考えてはこられませんでした。そうしたなか、子ど
もの生活体験に目を向け、学術的な研究を深めると
同時に、「生きる力」をもった子ども達の育成に寄与
することを目的に設立されたのが、この日本生活体
験学習学会です。早いもので、発足から間もなく20
周年を迎えようとしております。

学会発足のきっかけとなったのは、1998年の４
月、福岡県庄内町（現在の飯塚市庄内町）の「庄内
生活体験学校」で開催された生活体験の意義を考え
るパネル・ディスカッションです。会場となった庄
内生活体験学校は、1983年に長年福岡県の社会教育
に携わってこられた正平辰男氏（本会の元副会長、
現在「NPO 法人体験教育研究会ドングリ」理事長）
が中心となり、庄内町の全面的な理解と協力のもと
につくられた施設です。ここでは、地域の子ども達
が、一定期間合宿し、通学しながら自炊、掃除、洗
濯、風呂沸かし、動物飼育（ヤギとウサギ）、農耕作
業（野菜作り、収穫）、生ごみによる堆肥作り等、
様々な生活体験をし、自主性・協調性・耐性などを
高めることを目指しています。現在、全国各地で行
われている通学合宿のルーツは、ここにあります。

この生活体験学校に大人向けの「生活文化セン
ター」ができ、そのこけら落としを記念して開催さ
れたのが上述のパネル・ディスカッションです。パ
ネリストは、長崎大学の猪山勝利教授（社会教育
学）、熊本大学の古賀倫嗣助教授（社会学）、九州大
学の南里悦史教授（社会教育法・行政論）、福岡教育
大学の筆者（発達心理学）の４人でした。いずれも

それまで様々なかたちで庄内生活体験学校に関わっ
てきた人々です。このパネル・ディスカッションの
折り、長崎大学の猪山教授から子どもの生活体験が
ますます困難になるなか、この問題をより一層深
め、発展させていくためには各地で地道に研究、あ
るいは実践に取り組んでいる人々が集い、情報交換
する交流会の必要性が提起されました。確かに当時
は、子どもの生活体験に関心をもつ限られた個人や
団体が、いわば「孤立的」に活動しているというの
が実情でした。

1998年12月の末、この猪山教授の提案に共感し、
志を同じくする者が博多ポートタワー前の「ベイサ
イドプレス」２階のレストランに集い、「生活体験学
習実践研究会発起人会」を発足させます。その後、
発起人会では、会のかたちについて熱気をはらむ論
議が何回か重ねられました。そのなかで会の名称
は、当初考えられていた「研究会」ではなく、「学
会」とし、かつ「日本」を冠する「日本生活体験学
習学会」とすることが決まります。ここには、当時
の関係者の子どもの生活体験に対する篤い思いと、
会が将来大きく発展することへの強い願いや意気込
みがあったと言ってよいでしょう。

こうして1999年９月には「第１回生活体験学習実
践交流会」が庄内町生活体験学校で、延べ350名の
参加者をもって開催されます。そして、翌2000年３
月には福岡県立社会教育総合センターを会場に「第
１回研究大会」が開かれ、学会は正式に発足します。
以来19年、九州大学・南里研究室の関係者を中心と
する事務局員の献身的な働きにより「学会通信」の
発行、「学会誌」の発行、研究大会の開催など、様々
な活動が積極的に進められてきました。その成果と
しては、学術面でも、実践面でも非常に大きなもの
があったと思います。

学会発足に至る経緯とこれからの学会のあり方について

横　山　正　幸 *

＊1999～2006年、初代会長。福岡教育大学名誉教授。
連絡先：〒811-4174　福岡県宗像市自由ヶ丘西町9-4　E-mail: yoko41@jcom.home.ne.jp
TEL：0940-33-1457　FAX：0940-33-1457
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しかし、最近では、当初の期待とは裏腹に、会員
数は伸び悩むどころか、減少し、運営上も非常に厳
しい状況が続いています。こうした会員数減少の問
題は、見方を変えると子どもの生活体験への人々の
関心の低下を意味しているのかもしれません。そう
だとすれば、背景には何があるのでしょうか。考え
られることは、2000年代に入っての学力重視や社会
教育軽視の文教政策です。また、子ども時代、生活
体験を十分してこなかった世代が今や大人になり、
子どもの体験欠損への問題意識が希薄になっている
ことも考えられます。

ともあれ、子どもの生活体験の現状をみると、学
会発足当時よりもさらに深刻の度を深めておりま
す。大人がプログラムし、指示しての「させられ体

験」「受身体験」や、メディアを通しての「間接体
験」「擬似体験」「仮想現実体験」は、かつての子ど
も達よりはるかに多くなっています。問題は、自分
から直接ものごとに関わる生活体験が幼い時から大
幅に欠けているという事実です。これでは、「生きる
力」をもった心豊かな子を期待することはできませ
ん。

生活体験学習学会を取り巻く状況は上述のように
非常に厳しいものがあります。しかし、会員の皆さ
んには、そうした状況に臆することなく、これから
も子ども達の未来のために自信と誇りをもって生活
体験の重要性をそれぞれの立場から積極的に発信し
ていただきたいと願っております。
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初代会長横山正幸先生（現福岡教育大学名誉教
授）、第２代会長南里悦史先生（現九州大学名誉教
授）の後を受け2014年から2017年までの４年間、第
３代会長を引き受けさせていただいた。横山先生、
南里先生は生活体験に関する学問的業績も豊富な一
流の研究者であり、また生活体験に関する実践的活
動にも指導的立場で参加されていた。このような先
生方の後の「会長」は、大変なものだと思いながら
お引き受けした。

会長として就任した際、両先生のお考えを念頭に
置きながら、日本生活体験学習学会のいっそうの

「活性化」を任期中の目標とした。具体的には、会員
を増やすことと研究大会等の学会活動の充実であ
る。会員数を増やすことは、学会の認知度を高める
ことにもつながると考えたからである。また特に教
育関係者に広く学会活動を知っていただくことも、
学会の存在をアッピールする重要な契機である。会
長就任時の目標がどれだけ実行できたか、はなはだ
疑問である。ほとんど目標を達成できなかった。私
の力量不足である。しかしまがりなりにも会長とし
て学会運営をすることが出来たのは、事務局担当者
をはじめとする会員の皆様のご支援をいただくこと
ができたからである。今になって、反省することは
多い。

ところで「生活体験学習」は古くて新しい課題で
ある。いうまでもなく、教育の原型は親子（家族）
間のかかわりの中に見出すことができるといえよ
う。言い換えるなら親と共に日常の生活を過ごす中
で、親の姿を見て子どもは生きる術（すべ）、生活す
る術を学習していったと考えられる。つまり生活す
る中でさまざまな術を学習していったのである。か

つてスイスの教育者ペスタロッチが「生活が教育す
る」（Das Leben bildet）といったが、まさにこのこ
とを意味していると思われる。人間（子ども）は、
生活する中でさまざまな影響を受け、いろいろな術
を身につけ育つのである。

かつてイギリスの哲学者ギルバート・ライルは
「知」の形式として「命題知」と「経験知」を論じ
た。たとえば、学校は短時間で多くのことを多数の
子どもに教授することができる。これは教える内容
を言葉に置き換える、すなわち教える内容を言語化
することによって可能になる。また成果も言語で評
価可能である。つまり数値化できる知識の教育とい
えよう。このような知の形式が命題知である。

ところが、言葉（言語）での表現が困難な知の形
式も存在する。たとえば「職人のワザ」、「ベテラン
のカンやコツ」、そして「社会性」といわれるものな
どは言語化することによる修得は極めて困難であ
る。このような、言葉での表現が困難な知を「経験
知」と表現することができる。「経験知」は、人間

（子ども）の健全な成長発達にとって重要なもので
ある。このような知を獲得する機会は、大人（地域
社会）が提供すべきものであろう。ジョン・デュー
イ等が提唱した「生活経験カリキュラム」の検討を
含め、「生活が教育する」という意味内容を再度考え
ることが今日われわれに与えられた大きな課題であ
る。特に自己中心的であり社会規範の獲得が不十
分、自己抑制力の未熟さなどが批判される現代の青
少年にとって、体験活動を通しての言語化が困難な

「知」の獲得は重要事項であるといえよう。
「生きる力」の重要性が指摘されて久しいが、知識

獲得のみに力点が置かれる教育が展開されると「生

＊2014～2017年の学会長、大分大学名誉教授、教職大学院特任教授

日本生活体験学習学会に参加して
―「生活が教育する」（Das Leben bildet）―

山　崎　清　男＊

【歴代会長の挨拶】
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きて働かない学力」という結果を生み出すことにな
ろう。もしろん、知識の獲得は重要である。しかし
体験に媒介された知の重要性を見落とすと、「生き
て働かない学力」という結果に陥るであろうことに

十分注意すべきである。
この20年間の活動をふまえ、特に子どもの健全な

成長発達を支援するために日本生活体験学習学会が
いっそう発展することを心より願っている。
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１．「子ども問題」の噴出
少年刑法犯検挙人員317,404人と、戦後少年非行

のピークを記録し、「子ども論」の必需品、ファミ
リーコンピュータ・ゲームが発売された1983年に
生まれた子どもが14歳になったとき、「14歳問題」
が社会を震撼させ、17歳のときには再び「17歳問
題」として大きな衝撃を与えた。「キレル」と「心の
闇」という、現代社会を表す２つの言葉のあいだ
で、「子ども問題」に関心を持つ多くの人たちが、ど
のように子どもたちに関わったらよいか、不安と無

気力（と絶望）を感じていたといっても過言ではな
かった。

1978年、正木健雄日本体育大学教授のグループの
協力による、NHKテレビの特集番組「警告！こども
のからだは蝕まれている」が放映され、衝撃を与え
た。番組では、養護教諭、保育士が実感している「子
どものからだの “おかしさ”」を全国規模でアンケー
ト調査（43項目）した結果を基に、「朝からアクビ
をする」「授業中にちゃんと座っていられない（背中
ぐにゃ）」などの、子どもたちのからだの変化、実態

＊放送大学熊本学習センター
連絡先：〒861-2106　熊本市東区東野3丁目20-2　E-mail: noritugu@educ.kumamoto-u.ac.jp
TEL：096-368-7036

要旨　2018年、日本生活体験学習学会は設立20周年を迎えた。1998年12月、学会設立に向けた設立発起人会が開
かれ、協議の結果、現行の「日本生活体験学習学会」が決定された。1999年９月、「第１回生活体験学習学会実
践交流会」が当時の庄内町立生活体験学校を会場に、翌年３月には「第１回研究大会」が福岡県立社会教育セン
ターで開催された。
　「20周年記念シンポジウム」は、「これまでの20年の振り返り」と「これからの10年に向けた課題と展望」につ
いて議論を深めることを目的に開催された。このため、シンポジウムのテーマは、「この20年、子どもたちの『生
活体験』はどう変わったか」とし、登壇者には、30年にわたる庄内生活体験学校の実践を中心的に担ってこられ
た正平辰男会員、「生活体験」に関する理論的・実践的な研究者として、相戸晴子会員と上野景三会員の３氏を
お迎えした。「生活体験」をキーワードに生活体験学校との協働が進められた初めの10年期、「青年期の発達課題」
等、研究活動の枠組みを大きく拡充していった次の10年期について振り返り、さらに、「これからの10年」につ
いては、「生活体験」、「生活体験学習」をキーワードに、本学会の理論研究及び実践活動の方向性にどのような
新たな可能性が生まれようとしているのか、可能性を現実に変えていくためにはどのようなプログラムの開発が
必要なのか、議論の深化を図った。

キーワード　生活体験学習、庄内生活体験学校、通学合宿、生きる力、子育て支援

日本生活体験学習学会の設立と20年の取組み
―「庄内町立生活体験学校」との連携を中心に―

古　賀　倫　嗣＊

The Establishment of The Japanese Society of Life Needs
Experience Learning and Our Activities Over Twenty Years

— On The Cooperation with “Shounai Seikatu Taiken Gakkou” —

Koga Noritugu＊

【寄稿論文】
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についてその危機的状況が報告された。その後も、
「子どものからだと心・連絡会議」が実施する調査
により、経年的な変化が把握されているが、こども
の生活の実態を明らかにするためには、「体育学」

「保健学」「小児科学」といった視点が不可欠であり、
「身体論」としての検討が必要なことをあらためて
私たちに提示したものととらえることができる。
「国際児童年」とされた1979年は、大人たちが「子

ども問題」と正面から向き合い、子ども自身を主人
公にしようとする運動が大きく前進した年である。
子どもたちの「遊ぶ力」を引き出すために、東京・
世田谷区羽根木公園には、大村虔一・璋子夫妻の呼
びかけで、日本で初めての常設の冒険遊び場「羽根
木プレーパーク」が「自分の責任で自由に遊ぶ」を
スローガンに開設されたことが象徴的な出来事であ
る。ここでは、廃材や道具で創った秘密基地や、木
登り、たき火などが一定の条件の下許されている。
ただし「自分の責任で」である。したがって、責任
が取れない「幼児」は対象外となる。「プレーパー
ク」の試みは、その後、大阪府貝塚市など全国に広
がる運動になっていった。 

同年、福岡県庄内町では、子ども会指導者協議会
を中心に「青少年キャンプ設立計画」が策定され、

「行政に作ってもらうキャンプ場ではなく、利用者
である子どもと子どもの親が、使いながら作り上げ
ていく『手づくりキャンプ場』の構想」を打ち出し
た。社会教育委員、地域の区長会等関係者との協議
を経て、翌1980年、多田大ヶ原町有林の一部（7,000
㎡）を開放して、「使う人が自分で作るキャンプ場」
がオープンした。1983年、このキャンプ場を舞台
に、夏季休暇中２泊３日、２学期中には通学しなが
らの３泊４日、合計「５泊７日の長期通学キャンプ」
が開始され、16名の参加があった。その期間中１日
は、３食すべてイモという「恐怖のイモの日」がプ
ログラムされていた。これが庄内町立生活体験学校
の創造的な子ども育成事業「通学合宿」の原型であ
る。1983年16名（５泊７日）で始まった「第１回　
長期通学キャンプ」は、厳しいプログラムにも拘わ
らず、その後も1984年26名（９泊11日）、1985年23
名（10泊12日）、1986年15名（５泊７日）、29名（10
泊12日）の２回実施（合計44名）、1987年42名（11
泊13日）と募集定員を大きく超えるまでになった。

このため、1987年12月、管理棟を建設、さらに1989
年３月、生活棟・作業棟が完成して「庄内町立生活
体験学校」が誕生した。その出発点が、1979年で
あったのである。こうした「地域で子どもを育てる」
という動きの中で「通学合宿」は、その後全国に広
がり、各地で意欲的な試みが積み重ねられてきた。

ただ、今振り返ってみるとき、この年は、高校１
年生が祖母を殺害後自殺した「朝倉少年事件」から
始まり、小学４年生が２年生をマンション屋上から
転落死させた「靖子ちゃん事件」など、小学生を「殺
人者」とする事件が連続３件発生した年でもあっ
た。同年は、後に４人の被害者をみた「北関東連続
幼女誘拐殺人事件」の一番目の被害が起きていた年
でもある。また、「上福岡第三中学校いじめ自殺事件

（埼玉県上福岡市）」等の事案を受け、総理府は、「青
少年自殺問題懇話会」を設置している。「非行」と

「自殺」は、メタルの裏表だからである。「安全・安
心の場」と考えられてきた家庭と地域は大きく揺ら
ぎ始め、1980年の「川崎金属バット両親殺害事件」、
1982年の「横浜女子中学生集団飛び降り自殺事件」
で、そして「最後の安全地帯」、学校は1986年の「中
野区立富士見中学校事件（「葬式ごっこ」事件」で危
機的な段階を迎えることになる。

さて、再び1979年に戻ろう、この年、西日本新聞
社から『だれが教育をになうべきか』という本が刊
行された。同書は、「今日こそ、自主性や創造力や生
命力にあふれ、真の『生きる力』を備えた子どもを
育てるために、子どもの教育に大きな比重を占める
家族と学校と地域の三者が、どのような役割をにな
うべきかという問題を改めて真剣に検討すべき時期
にきて」いると指摘、実証的研究に基づき「地域に
おける社会規範は子どもの生活体験のなかに生活活
動を通して生きて働き、生活体験は社会集団の意図
的組織的働きかけによって調整され、充実強化され
なければならない。」と提言した。私たちは、「生き
る力」「生活体験」など、この17年後（1996年）に

「教育政策の現代的課題」とされたことが既に指摘
されていることに驚くとともに、こうした課題がこ
の40年間解決されないままに置かれたことに再び
驚くことであろう。
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２．「生きる力」と「体験活動」の政策的展開
次に、子どもたちの体験活動の重要性が少しずつ

理解され、政策化されていくプロセスを国（文部
省）・中央教育審議会における審議の展開から見て
いくことにしたい。「完全学校週５日制」の実施が予
定された2002年に向けて、「体験活動の機会の提供」
は社会教育にとどまらず、学校教育を含めた「生涯
学習社会への移行」の文脈から再定義されたのであ
る。「地域の教育力」すなわち、子ども事業に関わる
ボランティアの育成は急務となった。

1996年、第15期中央教育審議会が発表した「21世
紀を展望した我が国の教育の在り方について（第１
次答申）」は、「子供に〔生きる力〕と〔ゆとり〕を」
とする基本理念を明らかにし、「今後における教育
の在り方」についてその基本的課題を提起した。

同答申は、冒頭「子供たちの生活と家庭や地域社
会の現状」を検討しているが、「子供たちの生活の現
状」という視点は、学校や家庭を重視するこれまで
の中教審答申ではほとんど顧みられることがなかっ
たものである。答申は、子ども生活の内実を踏まえ

「ゆとりのない生活」と問題を提起し、「テレビなど
マスメディアとの接触にかなりの時間をとり、疑似
体験や間接体験が多くなる一方で、生活体験・自然
体験が著しく不足し、家事の時間も極端に少ないと
いう状況がうかがえる」と指摘した。

さらに、答申は、「今後における教育の在り方の基
本的な方向」として、「生きる力」を提案した。
「我々はこれからの子供たちに必要となるのは、

いかに社会が変化しようとも、自分で課題を見つ
け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、
よりよく問題を解決する資質や能力であり、また、
自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思い
やる心や感動する心など、豊かな人間性であると考
えた。たくましく生きるための健康や体力が不可欠
であることは言うまでもない。我々は、こうした資
質や能力を、変化の激しいこれからの社会を〔生き
る力〕と称することとし、これらをバランスよくは
ぐくんでいくことが重要であると考えた。」

そして、〔生きる力〕をはぐくむ際の視点として、
「学校・家庭・地域社会の連携と家庭や地域社会に
おける教育の充実」、「生きる力の育成を重視した学
校教育の展開」、「子供と社会全体の〔ゆとり〕の確

保」と並んで、「子供たちの生活体験・自然体験等の
機会の増加」が指摘されたのである。
「今日、子供たちは、直接体験が不足しているのが

現状であり、子供たちに生活体験や自然体験などの
体験活動の機会を豊かにすることは極めて重要な課
題となっていると言わなければならない。こうした
体験活動は、学校教育においても重視していくこと
はもちろんであるが、家庭や地域社会での活動を通
じてなされることが本来自然の姿であり、かつ効果
的であることから、これらの場での体験活動の機会
を拡充していくことが切に望まれる」と主張、「子供
たちに〔生きる力〕をはぐくんでいくためには、�
地域社会の中で大人や様々な年齢の友人と交流し、
様々な生活体験、社会体験、自然体験を豊富に積み
重ねることが大切である。地域社会における、これ
らの体験活動は、子供たちが自らの興味・関心を自
らの考えに基づいて自主的に行っていくという点で
特に大きな意義を持っている」と述べている。そし
て、子どもたちの問題状況として、「物質的な豊かさ
や便利さなど、恵まれた環境で育っている反面、
様々な人々との交流が不足し、そのことが、子供た
ちの人間関係を希薄化させている」と指摘してい
る。

1999年､ 国の生涯学習審議会は､ 答申 ｢生活体
験・自然体験が日本の子どもの心をはぐくむ｣ を発
表､ 日本の子どもの心を豊かに育むためには､ 家庭
や地域社会で様々な体験活動の機会を子どもたちに
｢意図的｣・｢計画的｣ に提供する必要があり､ 2002
年度からの完全学校週５日制の実施に向けて､ 子ど
もたちの体験活動の充実を図る体制を一気に整備す
るため､ 具体的な緊急施策を提言した｡ 答申は､ ｢子
どもたちの体験を充実させるための地域社会の環境
づくり｣ の基本的な視点として､ ｢世界や地域を能動
的に変革していく人間づくりを目指す｣ ｢地域の体
験を通して試行錯誤していくプロセスが､ 子どもを
育てる｣ ｢子どもたちに様々な体験の機会を意図的・
計画的に提供していく｣ ｢新しい人材や組織の参加
により､ 子どもたちの体験の機会が飛躍的に拡充す
る｣ ｢子どもたちをプログラムの企画段階から参画
させるような取組により､ 自主性を引き出す｣ ｢新し
い情報手段の活用により､ 子どもたちへの働きかけ
の可能性が広がる｣ の６項目を指摘した｡ さらに､
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答申は ｢今､ 緊急に取組が求められること｣ とし
て､ ｢地域社会における子どもたちの体験活動など
を支援する体制をつくる｣ ｢子どもたちの活動を支
援するリーダーを育てる｣ ｢家庭教育を支援したり､
子育てに悩む親の相談に24時間対応できる体制を
つくる｣ など､ ７項目の緊急施策を提言した｡ 緊急
施策のねらいは､ 子どもたちには ｢体験活動｣､ 大人
には ｢地域教育力｣ を求めるものであり､ 体験活動
プログラムと地域教育力再生の方策が問題提起され
たのである｡

この提言に基づき策定された ｢全国子どもプラン
（緊急３ヵ年戦略） ― 地域で子どもを育てよう ― ｣
は､ 1999年から2001年までの３ヵ年で ｢子ども放送
局｣、「子供センター」の開設、｢子どもインターン
シップ事業｣、「子供の商業体験活動」、｢子どもパー
クレンジャー｣ など、関係省庁とも連携した子ども
の多彩な体験活動の機会と場の充実を図る施策を推
進した｡

子どもたちに他者と「関わる力」をつけること、
言い換えれば、子どもたちのエンパワーメントはど
のような実践プログラムを開発・提供すれば可能に
なるのか。「健全育成パラダイム」の有効性は失われ
たものの、それに代わる「関わりのパラダイム」は
いまだみえない。次代を担う子どもたちの「生きる
力」の育成が大人の責任であることはいうまでもな
いが、それ以上に大人たちが、他者に関わる力やみ
ずみずしい感性を持っているか、どうかが試されて
いる。

このような「子ども問題」の現実と「体験活動の
意図的・計画的提供」という社会的背景の中で、日
本生活体験学習学会は生み出されたのである。20年
後の今、振り返ってみると、その設立は社会的必然
であった。

３．日本生活体験学習学会の設立
日本生活体験学習学会設立の契機は、1998年４月

26日、庄内生活体験学校内に「庄内町立生活文化交
流センター」が開設されたことを記念して開催され
たシンポジウム「『もの』『ひと』『まち』の三つをつ
くる‼ ― 子どもの健やかな育ちと生活文化交流セ
ンター」である。同シンポジウムには、横山正幸（福
岡教育大学・心理学）、猪山勝利（長崎大学・社会教

育学）、南里悦史（九州大学・社会教育学）、古賀倫
嗣（熊本大学・社会学）の４名が登壇し、現代の子
どもたちを取り巻く問題状況についてその現状と生
み出す要因の検討を行いつつ、どのような手立てが
可能なのかをそれぞれの実践や専門科学の視点から
主張、庄内生活体験学校が果たしているような「生
活体験プログラムが子ども達の『自発性・自主性・
共感性』を育む。」という共通認識で一致、今後その
方向での実践の普及と拡大及び研究の深化を図るた
めの研究会組織、「生活体験学習実践研究会」の設立
が必要との共同提案を行った。

共同提案の具体化については、横山を中心に、庄
内生活体験学校を運営する庄内町教育委員会との協
議が精力的に重ねられ、西園福穂教育長、庄内町福
祉の里づくり推進協議会の朝原良行会長をはじめと
する地元の協力体制が作られた。そして、1998年12
月26日、福岡市博多区築港にある「ベイサイドプレ
ス」において学会設立に向けた設立発起人会が開か
れた。参集した設立発起人は、庄内町立生活文化交
流センター開設シンポジウムの登壇者、横山、猪山、
南里、古賀に加えて、森山沾一（福岡県立大学・社
会教育学）、庄内町立生活体験学校関係者として、正
平辰男（福岡県教育庁主幹社会教育主事）、庄内町教
育委員会の大場千秋（福岡県派遣社会教育主事）、九
野坂明彦（庄内町社会教育主事）の３名が会議に参
加した。協議の結果、当初「生活体験学習実践研究
会」とされていた会の名称は、「学会」として位置付
け「生活体験学習学会」へ、そして「日本」が入っ
て現行の「日本生活体験学習学会」と決定された。
また、これに続き暫定的な役員体制について協議を
行い、日本生活体験学習学会設立準備会会長に横
山、副会長に研究分野から猪山、実践分野から正平、
事務局長に南里、理事に森山・古賀を決定した。庄
内町からの選出理事については後日決定することが
了承された。さらに、事務局体制については理論研
究担当事務局（学会の運営担当）を九州大学教育学
部社会教育計画論研究室、実践研究担当事務局（活
動の拠点）を庄内町教育委員会にそれぞれ設置する
こととした。

1999年５月９日には、庄内町立生活体験学校にお
いて正式に設立準備会を開催し、広く賛同者を集め
るため「設立趣意書」を了承、また、事業日程とし
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ては９月18・19日に「第１回生活体験学習実践交流
会」を生活体験学校で、2000年３月18・19日に「第
１回研究大会」を福岡県立社会教育センターで開催
することを決定した。長文ではあるが、「設立趣意
書」を以下に示したい。横山会長が中心となって取
りまとめた趣意書は、学会設立の基本的なスタン
ス、それを必要とする社会的背景が明確にうたわれ
ており、それ以上に設立に至る熱気やエネルギーが
あふれ出ている文章である。

「子どもは、大きな発達の可能性をもって生まれ
てきます。皆、自立しようとしています。ところが、
最近の子どもたちの発達の様相には親や教師の願い
とは逆に様々な点で問題のあることが各方面から指
摘されています。例えば、基本的生活習慣や生活技
能が年齢相応に身についていない子が極めて多く
なってきています。心の面も深刻です。教えられた
ことについての知識は豊富であっても自主性、社会
性、耐性など様々な心の能力が年齢相応に発達して
おらず、しかも無気力な子どもが少なくないからで
す。子ども時代がこのような状態であっては当然彼
らの将来が懸念されます。

子どもたちの自立を阻害し、無気力な状態に追い
込んでいる原因は何でしょうか。その最も大きな原
因の一つは、年齢相応に自ら体験すべきことを直
接、体験していない、すなわち体験欠損にあると考
えられます。なかでも日常的なごくありふれた生活
体験が極めて少なくなってきていることです。

平成８年７月に出された第15期中央教育審議会
第一次答申『21世紀を展望した我が国の教育の在り
方について』においても、これからの教育は子ども
達に『生きる力』を育むことが大切とし、その方法
として自然体験、生活体験、社会体験など体験の必
要性を繰り返し強調しています。

こうした子どもの現実と教育的必要性から、各地
においてこれまで個人あるいは団体が子ども達に生
活体験を補完するための地道な実践や、研究を行っ
てきております。しかし、残念ながら、今日までの
ところそれぞれが独自に実践や研究を進めている状
況で、相互の情報交換はほとんど行われておりませ
ん。そこで、子ども達の健全な発達を促進する教育
的活動の一環として、生活体験学習の実践をさらに

推進すると同時に、それを支える基礎的な研究を活
性化するために、この問題に深い関心を寄せる者が
集って日本生活体験学習学会を設立することを考え
ました。

この学会は、子どもの生活体験学習に携わってい
る実践者と研究者によって構成されますが、特に後
者に関しては生活体験学習は学際的問題であると捉
え、教育学、心理学、児童学、保育学、家政学、保
健学などの多様な研究者を想定しています。

また、この学会では、上述のような設立の目的と
構成する会員の特性を考慮し、常に実践と研究の両
面を視野に入れた運営を行いたいと考えています。
具体的には、子どもの生活体験学習に関して関心を
持つ実践者、研究者など会員相互の交流や情報交換
の場になるようにすると共に、当面次のような事業
を考えています。
（1）実践・研究交流会（年次大会）の開催
（2）学会機関誌とニュースレターの発行
（3）公開シンポジウムやワークショップの開催
� など
以上のような設立の趣旨をご理解いただき、ぜひ

日本生活体験学習学会に会員としてご参加いただき
ますようお誘い申し上げます。」

学会名称にも掲げられ、またその後「日本生活体
験学習学会のご案内（リーフレット）」でも「本学会
のめざすもの（設立趣旨）」として、「子どもたちの
健やかで、生き生きとした発達を促進する教育的活
動として『生活体験学習』の重要性」とうたったも
のの、「生活体験」、「生活体験学習」については、当
初明確な定義は存在しなかった。設立発起人会で
も、猪山は「生活創造体験」を主張、「プログラムさ
れた受け身ではなく能動的に創り出すもの」として
意味づけている。横山も、「欠損体験」という言葉を
用いながら、「欠けているのではなく、そもそも育っ
ていない。自発的な能動体験がないことが重要。」と
述べている。これに対し、南里は「生活体験学の
ディシプリン（discipline）」の構築を主張、研究大会
における「内容」・「歴史」・「比較」「実践」の４分科
会構成を提案し、その後の運営に反映された。「生活
体験」の概念としての理論的な検討が、当初から求
められていたのである。
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そのことに関しては、「日本生活体験学習学会の
ご案内（リーフレット）」では「生活体験学習の現代
的意義」と題して、意見交換を踏まえ古賀が取りま
とめた以下の文章が、これまで20年間にわたって用
いられてきた。2018年度に「改訂版」が作成された
が、基本的な考え方はあまり変わらない。いわば、
現在の日本生活体験学習学会の共通理解のレベルと
考えてよい。厳密な「ディシプリン」として理論的
に深化させる検討は本学会20年の「宿題」のままで
ある。

「いじめ、無気力化、暴力的攻撃性、社会的コミュ
ニケーション能力の未発達など、子どもたちの発達
に関わるさまざまな社会的問題が頻発しています。
時には、社会を震撼させる衝撃的な事件も起きてい
ます。また、子どもたちの生活のなかで、多様なメ
ディアが果たす役割が極めて大きくなっていること
も指摘しておくべきことでしょう。ケータイ（電話）
やインターネットを媒介とすることによって成立す
る、現実体験を伴わない「バーチャル（仮想的）な
関係」は、ややもすると個性的な人間関係を歪め、
社会問題化することもあります。

こうした問題の背景には、基本的生活習慣や生活
技能、遊び体験などが乏しくなっており、自主性、
自発性、社会性、耐性など「生きる力」が年齢相応
に発達していないことがあげられます。生活体験学
習の機会提供、さらにはこうした能力を身につけさ
せるための体験学習プログラムの開発と普及、人材
養成や施設面など環境整備が急がれています。

とはいえ、自ら生活をつくり上げる力や他者と関
わる力など、言い換えれば、子どもたちのエンパ
ワーメントを生み出す検証可能なプログラムはいま
だ開発されていません。学校や家庭、地域など、子
どもの生活体験に関わる推進主体が、次代を担う子
どもたちの「生きる力」を引き出すためにそれぞれ
どのような固有の役割と責任を果たすべきか、私た
ちが直面している課題は実に大きいものがありま
す。

子どもはさまざまな発達の可能性をもった存在で
すが、可能性が開花するためには年齢相応に体験す
べきことを自ら体験することが出発点になります。
子どもは、このような発達課題を達成し、はじめて

自分のもっている可能性を実現させていくことがで
きるのです。子どもたちが生き生きとした個性と生
活の獲得をめざすことを援助し、自律性を持つ主体
として育成すること、これが生活体験学習の現代的
意義といえましょう。」

４．�日本生活体験学習学会設立20周年記念研究
大会の開催

2018年、日本生活体験学習学会は設立20周年を迎
えた。

設立10周年の節目となった2008年10月11日には、
福岡市立中央市民センター（福岡市中央区赤坂）に
おいて、「子どもの問題と『生活体験』の新たな課題
～日本生活体験学習学会のこの10年、これからの10
年～」というテーマを掲げ、日本生活体験学習学会
10周年記念シンポジウムを開催、学会活動について

「10年の振り返り」と「今後10年の課題」について
議論を行った。同シンポジウムは２部構成でプログ
ラムが作られ、まず、「第１部　記念講話」では、横
山正幸（初代会長）が「子どもの体験を阻害するも
の」、南里悦史（当時の現職会長）が「子どもの生活
体験学習の新たな課題－経験から体験学習、そして
サービス化の中で」とする講話をそれぞれ行った。

「第２部　記念シンポジウム」では、「メディア接
触」、「身体」、「教育課程」「生活体験プログラム」の
視点から、４名の登壇者によって、より具体的実践
的な取組みの総括と展望を論議した。記念シンポジ
ウムの登壇者とその演題を紹介しておくと、井上豊
久（福岡教育大学）「メディアがむしばむ子どもの生
活」、小原達朗（長崎大学）「子どもの身体から『生
活体験』を考える」、桑原広治（人吉市立中原小学
校）「総合学習に『生活体験』はどう生かされたか」、
正平辰男（東和大学）「生活体験プログラムの原則と
担い手の課題」である。なお、コーディネーターは
古賀倫嗣（熊本大学）が務めている。

日本生活体験学習学会設立20周年と同じ2018年、
「庄内生活体験学校」は開設30周年を迎えた。ここ
で特筆しておきたいことは、既にみたように設立準
備段階から庄内町教育委員会の厚いご支援があり、
いわば学会としてのお披露目の場として「第１回実
践交流会」を庄内町立生活体験学校で開催するな
ど、「生活体験学校10年」の取組みが本学会にとっ
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て大きな基盤となったことである。まさに、生活体
験学校で開かれる「実践交流会」と、各大学等が会
場となって開催される「研究大会」が「車の両輪」
として、「揺籃期」の本学会の発展を支えてきた。こ
うした経緯を踏まえ、記念すべき第20回研究大会は

（旧）庄内町立生活体験学校で開催することになっ
た。

こうしたことから、第20回研究大会は、「学会設
立20周年」と「生活体験学校開設30年」という大き
な節目を踏まえ、「学会と体験学校との協働のかた
ち」を示すプログラムの工夫をしたことに特徴があ
る。具体的には、９月８日（土）は学会20周年記念
シンポジウム「この20年、子どもたちの『生活体験』
はどう変わったか」を開催、９日（日）は「NPO 法
人　体験教育研究会ドングリ」の企画として「第２
回　生活体験発表会（生活体験学校開設30周年）」
が開かれた。相互に自主性・自立性を尊重しつつ
も、学会参加者も参加可能な運営で開催していただ
いたことに感謝申し上げたい。生活体験発表会当日
は、午後からの「生活体験学校で活躍されるボラン
ティア」、「子どもと保護者が語る生活体験学校」の
体験発表の前に、午前中は当時（1992年ごろ）高校
生ボランティアネットワーク「ひこうき雲」で活躍
していた参加者の懇談会も実施され、40歳代になっ
た今、「生活体験学校」がそれぞれの人生においてど
う意味づいてきたかを知る貴重な機会となった。な
お、「ひこうき雲」は当時嘉穂東高等学校の北村嘉一
郎教諭（現、稲築志耕館高等学校副校長）を顧問に、
生活体験学校を会場に障がいのある子どもたちとの
交流を行うボランティア同好会であり、嘉穂東、稲
築、西田川、嘉穂中央、近畿大学付属女子等の高校
生が活動に参加していた。

５．設立20周年記念シンポジウムの概要
最後に、設立20周年記念シンポジウムの概要につ

いて、当日の発言等に基づいてまとめておきたい。
記念シンポジウムは、テーマを「この20年、子ど

もたちの『生活体験』はどう変わったか」とし、シ
ンポジウムの視点を示す副題は2006年に新設され
た教育基本法第13条、すなわち「学校、家庭及び地
域住民等の相互の連携・協力」を掲げた。すなわち、
主題は子どもたちの現状と課題、副題は取組みの担

い手（大人たち）という、問題の設定であり、「これ
までの20年の振り返り」と、さらに「これからの10
年に向けた課題と展望」について議論を深めること
を目的に開催された。

登壇者には、30年にわたる庄内生活体験学校の実
践を中心的に担ってこられた正平辰男会員、「生活
体験」に関する理論的・実践的な研究を進めてこら
れた、相戸晴子会員と上野景三会員の３名をお迎え
した。

正平会員には、シンポジウムに先立って、庄内生
活体験学校の指定管理者「NPO 法人　体験教育研究
会ドングリ」理事長の立場からご挨拶をいただい
た。

記念シンポジウムでは、始めにコーディネーター
の古賀倫嗣から、「問題提起（開催趣旨）」及び「進
行・運営案」について、次の通り説明がなされた。

シンポジウム全体の進行は、「これまでの20年」
を２つの画期に分け、「第１期」を「1999年～2008
年」、「第２期」を「2009年～2018年」とし、2019年
から始まる「これからの10年」を「第３期」と位置
付け、３つのラウンドに対応させる構成という運営
にした。
「第１期」については、「生活体験」をキーワード

に生活体験学校との協働の展開過程を縦糸に、少子
化の進行の中、当時大きな社会的・教育的課題と
なった「『生きる力』の育み」や「子育て支援」「家
庭教育支援」等の実践の取組みを横糸に議論を進め
た。そして、「第２期」では従来からの「地域の教育
力」に関わる取組みに加えて、学校教育に関わる現
代的課題、「青年期の発達課題」や「コミュニティ・
スクール」等を共同研究テーマとする取組みなど、
学会研究活動の枠組みを大きく拡充していった10
年について振り返りを行った。さらに、「これからの
10年」については、「生活体験」、「生活体験学習」を
キーワードに、本学会の理論研究及び実践活動の方
向性にどのような新たな可能性が生まれようとして
いるのか、その展望を語り合うとともに、可能性を
現実に変えていくためにはどのようなプログラムの
開発が必要なのか、フロアの参加者と共に議論の深
化を図りたい。

これを受け、「第１ラウンド（第１期：生活体験学
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校との協働）」に入った。
まず、正平は、生活体験学校30年の取組みと当面

する課題について、「計画立案からの当初の４年
間」、「長期キャンプ開始後の６年間」、「庄内町立の
17年間」、「飯塚市合併後の９年間」、「指定管理制度
下の３年間」の５期に区分して「通学合宿の発見と
発展」の軌跡を述べた。1983年、「５泊７日」のプ
ログラムで始まった「第１回　長期通学キャンプ」
は16名の参加者をみ、10泊という厳しいプログラム
にも拘わらず、その後も参加者は増加していった。
生活体験プログラムは「苦しかったけれど楽しかっ
た。」という子どもたちに支えられていた。「庄内町
立生活体験学校」は、最初の10年間、学校教育との
協力で進められた。2000年、庄内小学校は「総合的
な学習の時間」開設に備え「１泊２日」のプログラ
ムで実施した。「初めての本格的な学校教育と社会
教育の連携融合プログラムの実施」であった。2004
年、2005年には、庄内中学校１年生の３クラスが１
泊２日の宿泊体験活動を実施した。2001年、通学合
宿参加者の対象学年を２年生に下げ、４年生以上は

「６泊７日」、３年生は「４泊５日」、２年生は「３泊
４日」とした。2006年３月、飯塚市への合併（１市
４町）により、合併前３名であった正職員は２名に
減員、翌年度は１名にまで減った。また、庄内小学
校１校を対象とした事業は、飯塚市内20校を対象に
する事態となり、検討の結果庄内小学校は従来通
り、それ以外の小学校は「通学しない２泊３日の集
団合宿（金曜日放課後に集合、土曜・日曜を使った
プログラム）」と改められた。正平は「通学合宿とい
う学校を使った当初の目的から考えると、想像もつ
かない変容だった。」と話した。「市町村合併」を機
に、生活体験学校を取り巻く事情は大きく変化し
た。

相戸は「乳幼児親子の生活体験」の視点から、実
践交流会の意義について話した。相戸たちの活動
は、1994年の「エンゼルプラン」に基づく子育て支
援を中心に進められていた。1999年９月、庄内町立
生活体験学校において開催された「第１回生活体験
学習実践交流会」での「第４分科会『子育て支援』」
以降、６回にわたって開催された実践交流会におい
ては、乳幼児の発達課題と親の育児不安や孤立の問
題を模索する実践や研究が数多く報告され、その成

果が積み重ねられてきた。しかし、これらの実践に
おいては、生活体験の重要性は理解しつつも、具体
的に生活体験学習をどのように子育て支援や家庭教
育支援に位置付けたらいいのか、関係者にとっては
模索の時期であったとまとめた。

上野は、生活体験学校の実践に表れた「生活体験」
の理論的継承について述べた。「生活体験学習」は学
問としての枠組みを、生活体験学校の実践に導かれ
ながら進められてきた。学会設立の初期、当時の南
里悦史事務局長を研究代表とする文部省科学研究費
補助金による共同研究事業が採択され、特に「子ど
もの心と体の主体的発達を促進する生活体験学習プ
ログラム開発に関する研究（2001年～2004年）」は、

「生活体験」の理論的研究の進展に大きく寄与した。
ただ、「欠損体験」に注目したことは、保育の実践が
先行することになり学校教育にはなかなか入らな
かった。切り口は、学校においては「総合的な学習
の時間」、女性層には「子育てサークル」などの市民
活動があった。2013年、上野・永田誠・大村綾に
よってまとめられた論文、「生活体験学習研究の理
論的到達点を探る」（『生活体験学習研究』第13号）
にふれて、「学際的」を出発点とする本学会にとっ
て、学問としての「生活体験学習」学の構築を目指
すのであれば、学問固有の研究対象や方法論を探
り、共有化することは必須であるとその執筆の意図
を強調した。

続いて、「第２ラウンド（第２期：『生活体験』を
キーワードとする拡がり）」に入った。

正平は、飯塚市への合併に続く第２の転機、「指定
管理者制度」の導入による生活体験学校の変容につ
いて述べた。2015年度から５年間、指定管理者制度
を導入することになり、2008年２月、生活体験学校
で竹炭焼きの活動を行っていたボランティアグルー
プを母体に結成された「特定非営利活動法人　体験
教育研究会ドングリ」が選考の結果、指定管理者を
受託した。受託後は生活体験学校の片付けと大掃
除、さらには施設の拡充等に追われ、参加者を庄内
小学校４年生以上に限定した「通学合宿」と、従来
のチャレンジ合宿を再編した「生活体験合宿」の２
本立てで実施することになった。2016年度の実績
は、生活体験合宿18回、通学合宿３回となってい
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る。この間、大きな問題となったのが「職員の採用・
配置」であった。指定管理４年目（2018年）に入り、
現在の職員配置が適切であったとの実感を持ってい
ると述べた。

相戸は、「子育てサークル」等の実践活動の広がり
に関して、IT 社会化により、乳幼児や親の「メディ
ア接触」・「メディア依存」が大きな問題として表れ
てきたという。生活体験学習という視点からの「外
遊び」の重要性があらためて認識され、外遊びの環
境をどのように保障していくかが実践に問われてき
た。そうした中、学習や活動の主体に親（当事者）
を位置づけ、生活体験学習を中心に据えたプログラ
ムが登場してきたと述べた。

上野は、学会に設置された「プロジェクト研究部
会」等の今日的な諸課題に関連して発言した。2004
年に出版された、瀧井宏臣の『こどもたちのライフ
ハザード』（岩波書店）で指摘された問題点が特定の
家族、特定の子どもに特化してみられるようになっ
てきた。また、「子どもの能力論」が問われだし、「生
活体験学校で手に入れる力」は繰り返し、繰り返し
指導員が「上達したね。」と声かけることで身につい
ていくものである。また、「プロジェクト研究部会」
で取り組んできた「青年の問題」は、2008年以降、
大学における「学士課程教育の再構築」、「人間力」、

「社会人基礎力」などの言葉を生み出してきたが、そ
の結果は「格差社会」の問題を生じさせている。青
年期における発達の未獲得状況を、体験の「欠損」
としてではなく、新たに再構築すべき課題として考
えるべきである。生活基盤の崩壊・消失状況下で、
生活体験学習を媒介として生活基盤の崩壊・消失を
断ち切り、生活創造の主体へと向かわせていく可能
性を内包していると考えられると、新たな分析視点
を示した。

この後、「第１ラウンド」及び「第２ラウンド」に
関して質疑と意見交換の時間を取ったが、ここでは
石村秀登会員の質問（「効果測定」と理論の関係につ
いて）について記しておこう。この質問に答えて、
上野は以下の通り説明した。実践に導かれながら研
究の理論的枠組みを作る努力が重要であり、測定方
法としては「何をできていないか、できるようにす
るためには�」という論理になる。しかし、南里悦
史の「生活教育論」に従えば「忘れ物が少ない子ど

もは学力が高い。」とされていたものが、現代は「忘
れ物はするけど、学力は高い」子どもが登場してい
ることの意味に留意したいと指摘した。

最後に、「第３ラウンド（第３期：『これからの10
年』の課題と学会の方向性）に入った。

正平は、生活体験学校が、今後取り組もうとする
事業について述べた。すなわち、合宿体験と幼児の
野外活動支援が、今後の生活体験学校運営の２本柱
である。2018年度、幼稚園長経験者２名を非常勤職
員に迎え、幼児教育支援の取組みの強化を図ってい
る。「通学合宿発祥の地」と呼ばれて30年が経過し
た。今後は、「幼児の野外活動支援拠点」としての機
能強化を図り、これまでの「生活体験」事業展開の
ハウツウを活かして、幼児の教育課程、保育計画に
貢献できる新たなプログラムを創出していきたい。
30年の歩みは、児童の強い参加意欲、支えるボラン
ティア、そして行政の力があって初めて可能であっ
た。この３つの力を合わせた力の総量とバランス
が、今後の生活体験学校の展望を決めていくと語っ
た。

上野は、「生活体験学習の理論」の構築について、
その前提としての子どもと家庭の変容について論じ
た。「通学合宿」は、量的な拡大に伴い、スタイルの
模倣になってしまった。「子どもに手を掛けない」保
護者の増加とともに、「体験の欠損」は、AI の浸透
等の社会的変化による利便性の高まりに伴い、「欠
損」そのものが問われなくなる時代になっている。
また、社会関係に注目すれば、家族や親せきの規模
が縮小していく中、親類の家に泊まる経験もなく、
修学旅行が初めての外泊という子どもも登場してき
た。社会教育がこれまで暗黙の前提としてきた「家
庭」は大きく変わりつつある。学校教育では、「正解
のない問題」に直面する時代の中で「汎用的なスキ
ル」の習得が教育の重要な課題となるが、これまで
の授業実践では新しい「学習指導要領」が強く求め
ている「主体的で対話的な深い学び」は保障されな
い。ここで、「主体的で対話的な深い学び」の対極に
あるものは「受動的な学び」ではなく、「受動的にも
学べない子どもの存在」と考えることが必要であ
る。そういう意味で、「不登校の子どもたち」が体験
型の学習活動を通して身体と心を外の世界との回路
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に開いていく教育プロセスに学ぶことは多いと述べ
た。

相戸は、「子育て支援」等の実践に関し、生活体験
学習に係る実践に乳幼児を位置付け、乳幼児を育て
る親を学習主体として地域活動に参加、参画させ、
生活体験学習実践に取組む可能性について述べ、今
後に向けた課題と方向性を示した。具体的には、「食
べて、遊んで、一緒に寝よう」をキャッチフレーズ
に、乳幼児の親子（第一子で１歳児の５組限定で実
施）を対象に生活体験学校で１泊プログラムを行う
という実証実験の結果、自分たちで企画し活動する
ことにより交流や気づきを通して生活体験の定着
化、生活を創る主体への移行という意義があったと
強調した。

「理論研究及び実践活動の方向性の新たな可能性」
に関して３点述べて、本稿を閉じることにしたい。
まず、正平報告の「合宿体験と幼児の野外活動支援
が今後の生活体験学校運営の２本柱」という発言に
注目したい。「幼児の野外活動支援」は、合併や指定
管理者制度という外的な契機もあろうが、むしろこ
こでは本学会の実践部門が「通学合宿」と「子育て
支援」を２枚看板として位置付けてきた意義を指摘
しておきたい。それをつなぐキーワードが「子ども
の育ち」である。幼児から小学生までを見通した

「生活体験プログラム」の構築が重要な課題である
ことはいうまでもない。「連続性（非連続性）」、「体
系性」、「社会性」等の概念が浮かんでくるが、幼児
を対象とする取組みは「言って聞かせる指導」では
なく「適当な環境構成を通した援助」という視点を
どう活かした「生活体験プログラム」になるか大い
に期待される。

次に、相戸報告であるが、ここではあまり触れな
かった「厳しい家庭環境にある乳幼児」を対象とす
る援助の取組みについて述べておこう。報告を聞き
ながら私の頭に浮かんだのは、古い話ではあるが北
海道上川支庁和寒町を研究対象とした、篭山京の

『戦後日本における貧困層の創出過程』である。当時
の「生活保護世帯の子ども」の生活と現在のすがた
は、あまりにも共通項がありすぎで、確かにそれは
現在のところレアケースではあろうが、これからは

「子どもの貧困」をキーワードにした「保護者家庭分

析」が必要だと痛感した。社会問題は、それに「名
前」が付くことによって初めて共通言語化される。

「子どもの貧困」は「リーマンショック」の年、2008
年10月に経済協力開発機構（OECD）による「子ど
もの相対的貧困率」の公表により初めて認識し、阿
部彩の『子どもの貧困』によってその理解が広がっ
た。それまで「社会問題」としてあまり認識してい
なかった。なお、このことに関しては、篭山京、中
鉢正美たちは「生活構造」論という分析視点を提示
していたことも注目したい。前述した本学会の発起
人会でも、その議論がなされていた。

最後に、上野報告である。「生活体験学習」の理論
構築は可能か、が上野に与えられた宿題であり、そ
の期待に十分に応える報告であったが、それ以上に
報告を通じて思ったのは「多様性」というキーワー
ドである。「多様な子ども」、「多様な保護者」、そし
て「多様な青年」が存在することから出発しなけれ
ばならない「現実」の中で、主体性・自律性が生む

「個性」というキーワードであればある程度の色調
の差異がうかがわれても、「多様さ」をどのような

「共通性」「共通項」で括り、彼らの「生活」をどの
ような論理で「生活体験」に結びつけるのか、その
理論的なアプローチの「多様性」が改めて問われた
といえよう。そういう意味では、2015年、佐賀女子
短期大学を会場に開かれた第17回研究大会のシン
ポジウム「社会的関係に困難を抱え孤立する若者に
必要な体験を考える」は大きな転換点であったと考
えられる。シンポジウムでは、「自然体験や勤労・職
業体験などの体験活動は当事者である若者にとって
どんな意味をもつのか」、「プログラムの実施を通じ
た、若者の身近な生活環境の改善の実現可能性と課
題」を意見交換の柱に、また精神科医、佐賀県警少
年課警察官、学校法人校長等の「多様なシンポジス
ト」を迎えて実施された。

20周年記念シンポジウムは、予定された午後５時
を超え、会場の暑い熱気に支えられ盛況下に終了し
た。登壇者の皆様、ご参加の皆様、そしてご多用の
中ご尽力いただいた庄内生活体験学校の皆様に厚く
お礼申し上げる。なお、本稿では敬称を省略させて
いただいたことを付言する。関係者の皆様にはお許
しいただきたい。
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特集　生活体験学習学会20年　これまでとこれから

研究者と実践者、一体になれなかった学会
日本生活体験学習学会が発足して20年が経過し

た。会員の末席を汚すこと20年ということになるの
だが、発足当初から抱いていた疑問のようなものが
解けぬまま時間が経過したように思う。それは学会
で最初から言われてきたことだが、研究者と実践者
が一体になった学会を目指すという課題についてで
ある。研究者は誰かというのはすぐに分かるのだ
が、実践者というのは誰のことを指すのかという疑
問である。学会発足時に頻繁に集まっては議論した
メンバーは（所属は当時のまま書けば）、猪山先生

（長崎大学）、横山先生（福岡教育大学）、森山先生
（福岡県立大学）、南里先生（九州大学）などの錚々
たる研究者ばかりである。学会立ち上げるべしとい
う熱意みなぎる意見がかわされる中、私ひとりだけ
が福岡県教育委員会に属する社会教育主事である。
私には熱意みなぎる意見など出るはずもない。第
一、使う言葉が違う。行政職員なら苦も無く通じる
ところを、いちいち説明を加えなければ通じないこ
とも少なくない。いっぽうで、研究者の言葉は私に
は解りにくいというか、時には初めて聞くようなカ
タカナ言葉が出てくる。なんとも居心地の悪い会議
が続くばかりである。回を重ね年をふるにしたがっ
て、少しは私にも研究者の言葉を理解できるように
なったのだが、時間をかけて先生方の話を聞いてみ
ても、果たして私の実践にどんな具合に役立つのだ
ろうかと言う疑問は消えない。所詮、違う世界の人
の言説を聞いて勉強にはなるけれども、聞いておか
ないと明日からの自分の実践に差し支えるというよ
うな類の話ではない。

収穫はあった、学会で学んだこと
正直な話、あまり気乗りがしない風体の会員だっ

たのだが、とはいえ、学会所属の20年間に学んだこ
とは多かったし、収穫もあったから退会せずに続い
たのである。例えば、学会誌への寄稿である。社会
教育の実践者で自分の実践を途切れることなく記録
している人は滅多にいない。社会教育の世界では何
かの会で発表でも求められない限り自らの実践を書
くと言うことはしないのが普通である。実行する時
の情熱、気迫に比べて跡付けが不能に近いくらい記
録されていない。だから、「やりっぱなしの社会教
育」と揶揄される。学会発足の当初から横山正幸先
生に懇切な勧奨をいただいて何度か自分の実践をま
とめて寄稿した。ついでにいえば、その後自分自身
が大学教員の末席に連なることになるなど夢にも
思っていなかった正平である。勧められて書いてお
くと、その後、跡づけが必要になった時、何度とな
く抜き刷りで自分の論稿を確かめて役に立ったとい
う実感を抱いたことが度々あった。学会に席を置い
ていたお蔭である。その後、上杉孝實先生の言葉

「失われたものは親子の共同労働である」という指
摘に出会った。長年通学合宿を実践してきて、その
必要性の根拠を適切に言い当てた表現を探して苦悶
してきた。かつて家庭教育が機能していた舞台は親
子の共同労働だったのかと得心した。言われてみれ
ば、今の家庭に親子の共同労働などというものは影
も形もないではないか。こんな的確な指摘に出会う
ことができた、これまた学会に席を置いていたお蔭
である。

学会発足20年を振り返って
―研究と実践、そして学んだこと―

正　平　辰　男＊

＊飯塚市庄内生活体験学校
連絡先：〒820-0111　飯塚市有安958-1　E-mail: taiken.sch@oks.or.jp
TEL：0948-82-3188　FAX：0948-82-2780

【寄稿ノート】
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実践者とは誰のことか？
日本生活体験学会が主催して実施した実践交流会

は2004（平成16）年まで６回を重ねて終息した。事
例の内容は１・２回こそ多様な事例が発表され事例
の数も多かったが、３回目以降は事例の数も少なく
内容も通学合宿がほとんどだった。１・２回を除け
ば、通学合宿実践交流会を続けたといってもよいの
だが、通学合宿に焦点化したような実践交流会には
限界があったと言わざるを得ない。振り返ってみれ
ば、ここでも実践者とは誰かという問いが頭をもた
げてくる。他に例を引けば、日本保育学会で実践者
といえば保育士さんを指すことは言うまでもない。
それもたくさんの保育士さんが全国にいらっしゃ
る。仮に通学合宿実践交流会に参加してくれた方々
を実践者と呼んでみたとすると、日本保育学会に所
属する保育士さんとはまるで違う。通学合宿を支え
ているのはボランティアであり、担当の行政職員で
ある。ボランティアは自分の本業は別にあって、通
学合宿には志だけで参加している無給の人である。
担当の行政職員は３年もすれば人事異動で変わる。
所属が変わればそれまでで長年通学合宿に関わるよ
うなことは全くない。繰り返しの言い方になるが、
日本生活体験学習学会で実践者という時、一体誰の
ことを指しているのか、それによって会の持ち方も
変わってくるし、事例の捉え方も当然変わってく
る。だとすれば、日本生活体験学習学会で事例の実
践者に見立てることができる誰かが存在し得るのだ
ろうかという疑問が浮かぶ。見たままの言い方をす
れば、日本生活体験学習学会は研究者の集まりであ
り、研究対象としての実践者は存在しても自覚的な
実践者と呼ばれるような人物は登場しない学会であ
るといった方が正確かもしれない。しかし、当然な
がら実践事例の研究は必要である。実践事例を豊か
にすることこそ、子どもにとっても親である大人に
とっても大変重要であり、必要なことである。子ど
もの発達に生活のあり様が深くかかわっていること
に気づいている大人は山ほどいて、気づいた人々は
自分なりの実践を生活の中で試みている。では、そ
のような人々が日本生活体験学習学会の必要を感じ
て、学会に参加したりするかといえばそれはない。
日本生活体験学習学会の予算書には2005（平成17）
年以降も実践交流会の予算項目は消さずに長い間残

してあった。学会として実践の事例研究を重視して
いますという態度表明でもあったわけだが、実践交
流会が再開されることはなかった。実践事例の「発
掘」というと語弊があるかもしれないが、実践事例
の発表という形で学会に登場する事例を見出すこと
は簡単なことではない。実践事例そのものが少ない
ということがあるだろうし、その原因として実践事
例を支える環境や体制が殆ど整っていないというこ
とが背景にあるかもしれない。だとすれば、現状で
可能な手立ては何かということになる。

提案「研究大会に実践事例研究の枠を設ける」
自分ならどうするかを考えてみれば次のようなこ

とが言えるのではないか。現行の研究大会要項の自
由研究発表に付け加えて実践事例研究の枠を設け
る。それだけでは発表者をただ待つことになって今
と変わらないので、研究大会々場校を中心に、理事
会も協力して実践事例研究の発表者を探す。その探
し方も、学校教育分野、社会教育分野、幼児教育分
野と領域を定めたうえ担当者もはっきりと決めて探
してみる。その際、どのような観点で事例研究発表
者を探すかを議論して、その議論の積み重ねの中か
ら実践事例研究の意義や基本的な考え方を形作って
いく。５年あるいは10年かけて進める息の長い仕事
になるであろう。初めは発表者の数が少なくて部屋
を別にして特設することは難しいかもしれない。あ
まりに数が少なければ自由研究発表の区切りの後に
続けてするような場合があるかもしれない。それで
も実践事例研究発表の枠を維持し発表者を探し続け
れば、やがて実践事例研究発表を現在の自由研究発
表と並んで成立させるに至ることが可能かもしれな
い。生活体験学習というからには通学合宿以外の実
践は山ほどあるはずだから、辛抱強く探し続けるし
かない。研究者と実践者が一体になった学会という
のは、そういう努力を続ける学会のことをいうので
はないか。

１年に360日、生活体験学校に詰める
私自身の実践の今後の展望について書く。平成29

年３月末に純真短期大学を退職して、翌４月から飯
塚市庄内生活体験学校の館長として実際の勤めを開
始した。その前の２年間は指定管理者の代表では



21学会発足20年を振り返って

あったものの毎日片道２時間半の通勤が必要な大学
勤めをしていたので、実際には土・日の子どもの合
宿場面を指導する以外は関与の仕様がなかった。退
職して自由になったからには、片道10分とかからぬ
生活体験学校に年間360日程度は出勤している。後
期高齢者となった正平は、踊る舞台があるという幸
せを実感しながら生活体験学校の責任者を勤めてい
る。毎日詰めてみると今まで見えているつもりだっ
た生活体験学校の実態がつぶさに見えてきて、果た
すべき業務が山積していることを肌身にしみて実感
している。指定管理４年間で実行してきた最大の仕
事は、雨天時の活動をする屋根を作ったことであ
る。それまであったものは、見るも無残な屋根で危
険でさえあった。大屋根（13m×7.8m）と新屋根（６
m×7.2m）と名付けた屋根の出現で、雨天時の炊飯
をはじめさまざまな活動ができるようになった。全
て職員の手作業で作った。38年前、キャンプ場作り
で実行した大屋根作りの再現であった。作りながら
使う、使いながら作るという方針の忠実な実行でも
あった。合宿事業としては、開設当初は６泊７日の
通学合宿を年20回前後実施してきたのだが、現在は
年３回にとどまっている。一方で通学しない合宿は
１泊３日で生活体験合宿と称して、こちらは年18回
程度実施している。回数としては両方合わせると年
20回程度にはなるものの、体験活動の密度としては
開設当初には及ばない。広域な市と町の合併をした
結果への対応としてとられた方策であった。

合宿体験事業の課題は保護者と目標を共有すること
合宿体験事業はそれ自体の直接の効果として子ど

もが顕著な変容を見せるというものではないが、親
元を離れた生活体験をすることによって子どもの変
容を促す契機になるという効果はみられる。具体的
な変容を期するためには保護者と目標を共有するこ
とが最低限不可欠なのだが、保護者との接点形成が
十分とはいえない。同時に、参加対象を生活体験合
宿は小学校２年生以上とし、通学合宿は４年生以上
としているので、複数回参加経験のある子どもが多
数いる。この子ども達の体験知が十分に活かされて
いない。活かしていくための工夫が必要である。ま
た、生活技術を職員が子どもに教える際のマニュア
ルが確立していない。こちらは大人の経験知に基づ

く指導支援が行われていて、人によって仕方がまち
まちで統一されていない。子どもからみれば昨日の
おじさんと今日のおじさんとでは言うことが違うと
いう状況がある。生活体験だから、それぞれまちま
ちで良いということはない。基礎的な生活技術は誰
がやっても同じことが明確に子どもに示されなけれ
ばならない。以上のような点は、公立の施設をもっ
て職員を配置している事業だから早急に改善されな
ければならない。

防災合宿（１泊２日）を始める
平成30年度から子どもゆめ基金の助成を受けて

防災合宿（１泊２日）を３回実施した。市役所の担
当課と協議して危機管理監の講話をお願いしたりし
て防災の視点で貫いた内容を実施している。静岡県
のように通学合宿と同じ枠内の事業として防災合宿
を進めている県もある。福岡県も大きな水害を経験
しており、通学合宿だけにとどまらず防災合宿を全
県的に進める必要をかかえている。誰かが最初に始
める必要のある福岡県内の防災合宿を生活体験学校
が先んじて着手したのである。他方で、生活体験学
校は開設以来、平日昼間の利用はほとんど無い状態
で現在まできている。生活体験学校の将来を安定さ
せるためにも、平日昼間の利用をなんとしても実現
する必要がある。いっぽうでは、これまで蓄積して
きた生活体験プログラムを、幼児向けに工夫すれば
幼稚園、保育園にいる幼児に生活体験学校を利用し
てもらうことは可能である。いろいろ困難はあって
も、やってやれない課題ではないだろうと判断し
た。

幼児の野外における生活体験活動を支援する
平成29年６月から幼児の野外における生活体験

活動を支援するという方針を私立の園長会議で表明
した。それを皮切りに、飯塚市内の全ての保育園、
幼稚園、認定こども園への働きかけを始めた。通学
合宿を始めた時もそうだったが、最初の取り組みと
いうものは二年目三年目に比べれば相当の力を必要
とする。だから誰もが新しい取り組みをためらうの
である。生活体験学校も指定管理の体制に移行した
からといって、直営の頃に比べて予算が増えたわけ
でもなければ人手が増えたわけでもない。にもかか
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わらず、直営の頃には取り組まなかった新たな取り
組みを始めようというのだから当然新たな困難に遭
遇するし、それを乗り越えなければならないのだか
ら苦しい道のりになる。しかし、これまで蓄積して
きたノウハウを活かし切れば超えられない山ではな
い。しかも、他の先行事例とは少々異なる「野外に
おいて行う生活体験活動」を支援しようとするのだ
から独自の試み、特性といってもよい。取り組みの
具体的な内容はこれまで取り組んできた６年間の通
学キャンプ、30年間の通学合宿の蓄積を踏まえて行
う実践だから、他の野外活動とは違う生活の臭いの
濃い内容になる。方法は園児たちに①生活体験学校
に来てもらって実行する活動と②生活体験学校の職
員が園児たちのもとに出かけて行う活動と③用具道
具を届けて園内で実施する活動の３つのタイプに分
かれる。①の活動内容はイモ掘りなどに代表される
野菜の栽培収穫体験である。落ち葉プールで遊ぶこ
ともできる。②の活動内容はヤギ、ウサギを軽ト
ラックで園庭に運んでおこなう動物ふれあい体験で
ある。石焼きイモ作りの出前講座も実施した。③の
活動内容は石焼きイモの釜の貸し出しであり、ヒノ
キ作りのそうめん流し板の貸し出しである。平成30

年度は活動回数22回、体験した園児の人数は約1400
人であった。幼児が喜んだり興奮したりする姿に励
まされながら進めている活動であるが、始めてから
僅か２年目の実績としては評価できると思ってい
る。多くの幼稚園は園児の送迎バスを持っている
が、保育園にはバスを持つところは少ない。このま
まいくと、幼稚園児は大勢来るが、保育園児は少な
いという結果を招きかねない。ここらの問題点を克
服して幼児全体に利用される生活体験学校を目指し
たい。平成29年度、生活体験学校の広報ポスターを
初めて作って市内の小学校に配り掲示してもらっ
た。平成30年度は小学校向けのポスターとは別に

「幼児の野外における生活体験活動を支援」をテー
マにしたポスターを新たに作って市内の全ての幼児
教育施設に配った。この特製ポスターには反応が
あって、これまで生活体験学校にきたことのない幼
稚園、保育園からの問い合わせや利用申し込みが入
り始めた。利用者が増えれば、その分種々の声が
入ってくるようになる。当然、その声に対応するこ
とが求められることになる。そのやりとりの中から
新しい生活体験学校の姿が浮かび上がってくるだろ
う。
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１．本研究の目的と方法
（1）本研究の目的と方法

教育・保育の学術的論点の一つとして、子どもや
親の実相の多様化により、成長・発達の基盤となる
生活が崩壊し、個別支援では支えきれない事態（貧
困・格差、孤立化）を招く中で、いかに「子育て」
における社会的機能を果たすかが問われている。

生活体験学習研究において、幼児の日常生活と親
の子育て意識の変容を把握・検証に着手したのは、
管見の限りでは、南里の「2006年調査１）」が最初で
あろう。

南里は、1976年以来、学齢期の子どもの日常生活
習慣や遊び、地域活動等についての質問紙調査を10
年ごとに実施することで、子どもの日常生活とそれ
を支える生活・発達環境の変容を縦断的に把握して
きた。この理論的背景には、1970年代から通底する
理念として、宮原誠一の「形成と教育」の概念があ
る。南里（2007）は、「形成と教育」の現代的再定
位を図るため、「今日の教育の課題としての『形成』
への着目は、子どもの教育を担うことが生活・文化
の基本的技量や生活のプロセスの中で子ども理解を
どれだけ出来たかを確認する」意図をもち調査研究

＊大分大学教育学部
連絡先：〒870-1192　大分県大分市旦野原700　E-mail: m-nagata@oita-u.ac.jp
TEL・FAX：097-554-7559（研究室）

要旨　本研究では、「子育て」を「生活をつくる」教育的営為として捉え、Ａ園でのクラス別保護者懇談会にお
ける親59名の「語り」から、家庭における生活と子どもに対する親の理解と関わりに着目し、そこから子育てに
おける親自身の「学び」の様相について考察した。
　本研究で得られた知見は、①親の「語り」は、日常における子どもの姿をもとに語られることから、発達状況
や生活課題との関連があるとともに、親自身の「見取り」による子ども理解を前提とした意識的・意図的な選択
が行われている、②保護者懇談会は、日頃感じている子どもの気になる姿について、親自身なりの子どもの「見
取り」を確認する場であるとともに、保育者の見解や助言から自らが抱く悩みの改善を図る機会となっている、
③保護者懇談会は、親自身の子育てに関する悩みを表出する自己開示の場であるとともに、同様の悩みや経験を
有する「仲間」としての共感や連帯を生み出す場となっている、の３点であった。
　したがって、保護者懇談会は、幼児の育ちを理解し、自らの子どもへの関わりを振り返る機会として位置づく
とともに、保育実践の中で親の経験的な「学び」が生活の連続性のもとに幼児の「育ち」へと連関する「生活を
つくる」教育的営為としての可能性が示唆された。

キーワード　子育てにおける親の「学び」　幼児の日常生活　「生活をつくる」教育的営為　保護者懇談会
　　　　　　形成と教育

親の「語り」を通した子育てにおける「学び」
―クラス別保護者懇談会における家庭生活に関する内容に着目して―

永　田　　　誠＊

Parents’ Learning in the Process of Bringing up a Child

— A Focus on Narrative Contents in the Meeting for the Parents —

Nagata Makoto＊
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を実施した。南里が取り組んできた子どもの学力と
日常生活体験に関する実証的研究は、子どもの育ち
の基盤として家庭や地域の教育力を内包する教育基
盤形成のありようについて提起することであり、生
活体験を子どもの成長・発達の基盤として位置づけ
ようとする志向性を有していた２）。

だが、「2006年調査」段階においては、学力と日
常生活の相関が希薄となる一方で、親の経済状況や
学歴・成育歴、そして子育て意識や日常生活状況と
の関連が、子どもの育ちに色濃く反映されるように
なった。そうした変容に対して、南里（2007）は、

「『社会的生活の全過程』における『形成』の作用が
乏しくなり、狭い範囲の目的化された課題達成の学
習に特化されてしまう」ことで「生活と学習の乖離
が生活のプロセスへの認識を乏しくさせ、家族関
係・生活意識・生活体験・人間関係をスキル化」さ
せ、結果的に「能力主義的『格差』によって型には
まった教育を生み出す」と現代における生活体験を
生み出す環境の変容を捉えている。

この南里の指摘から10年が経ち、「下流社会」
（2005年）や「格差社会」（2006年）といった用語が
出現し、子どもや子育て家庭における貧困（2008
年）が社会問題として注目されていく中で、子育て
家庭に就労状況や経済的困難を抱え、生活のために
は子育てサービスを活用せざるを得ない層が一定程
度存在することが明らかになっていく３）。また、こ
れまで子育て中の親が主体となって取り組んできた
保育・地域子育て支援にも影響を及ぼし、子育ての
社会化に向けた取り組みが拡充・制度化される一方
で、支援 ― 被支援の関係が確立し、サービス化され
たことで、親自身の養育力の向上につながらず、子
育ての外部化を進展させてきた。それにより、親自
身の親としての自己成長につながる「学び」の機会
や子育て当事者相互のつながりを形成する接点が減
少し、孤立感を深めている。そして、親の孤立感の
深まりは、子育てへの社会的関心の高まりと相まっ
て、周囲からの評価を意識し、自己の存在価値を見
出すかのように子どもへの過度の期待や、「いい親」
を求める社会的価値に呼応するように完璧な子育て
を目指す親の姿も散見される４）。

こうした子育て・保育における能力主義的格差に
ついては、他の研究者からも問題性が指摘されてい

る。家族心理学の柏木（2008）は、「家庭では親か
らの資源投資が多いのに、そのことが子どもが「良
く」育つことには必ずしも結びついていない」、「あ
まりの過剰な親の関与、その一方で子どもの意思や
希望を無視する傾向は、子にとっては『愛という名
の支配』『やさしい暴力』となる危険をはらんでいま
す。『できるだけのことをしてやる』ことが親の愛情
である、というイデオロギーは、（中略）豊かになり
少子になった今日では逆効果、あるいは弊害にさえ
なっています」と、少子化による家族の教育意識の
高まりが、必ずしも望ましい子どもの育ちにはつな
がっていないことを各種調査結果から指摘してい
る。

本研究グループでは、南里らの研究成果を踏ま
え、2015年度～2018年度にかけて、１）幼稚園・保
育所に就園する幼児の保護者に対する質問紙調査、
２）質問紙調査で特徴的な結果を示した２園を対象
に、幼児の「育ち」と親の「学び」を支援する保育
実践分析を実施した。
１�）就園する幼児の保護者への質問紙調査では、以

下の２点が明らかとなった。
①�３歳以上の幼児の保護者863名を対象とした質

問紙調査結果と、「2006年調査」の共通設問項
目を比較・検討することで経時的変容を検証し
た。その結果、10年間の制度的・社会的変化
が、幼児・親の日常生活ならびに子育ての意識
や行動にも影響を与え、家庭における子育ては
多様性を増していることが確認された。（永田
ら 2017）

②�幼児の基本的生活習慣の確立状況や家庭での教
育・子育て意識、幼稚園・保育所等に対する理
解と期待などには、園・地域特性や保育理念・
内容等を要因として差異がみられた。幼稚園・
保育所等の保育過程には、親も自らの子育て自
体を再構成する機能が潜在しており、親は家庭
生活行動を修正していることも推察される。

（永田・菅原 2017、菅原 2018）
２�）実践分析調査では、子どもの生活体験や基盤と

なる「発達資産（Developmental Assets）」を形成
するキーワードとして「親の保育参加」に着目し
た。現在も調査を継続しているため部分的成果に
とどまるが、生活体験を保育に導入する園への調



25親の「語り」を通した子育てにおける「学び」

査では、共通項として親の保育参加過程が存在し
ており、親は子どもの「学び」を理解するととも
に、意図的・無意図的に家庭生活や子どもとの関
わりを振り返る親自身の「学び」の過程が確認さ
れた。（大村 2018）
一方で、研究的な課題も明らかとなってきた。園

等によって親・家庭における幼児の日常生活の関わ
りが異なる要因は何かという問いである。単に社会
的な変化や地域的特性として結論付けることは性急
であろう。社会における大人の価値観による要求・
期待水準の高まりや機能化の影響自体を受容し、家
庭において子どもに促進的に生活の変容を期待しよ
うとする柏木（2008）らが危惧する「教育家族」に
よる「愛という名の支配」「やさしい暴力」を具現化
する親・家庭の存在も想像に難くない。また、親・
家庭と同様の傾向を有する、もしくは親の意識を助
長する園等も少なくない現状も看過できないものと
なっている。しかし、今回の調査においては、無自
覚的に受容している家庭がある一方で、自覚的に対
抗する意図をもって「生活」をつくり出そうとする
親・家庭も存在していることが確認されている。

したがって、本研究では、多様な家庭や親、地域
社会の存在を前提にしながら、保育実践で生み出さ
れる幼児と親の経験的な「学び」と豊かな「育ち」
の過程を事例から描き、「子育て」を支える教育基盤
と学習過程を実証的に検証する。特に、本稿ではＡ
園のクラス別保護者懇談会における親の「語り」か
ら、子育て・保育における親自身の「学び」の様相
について概観することを目的とする。本稿において
着目する「語り」の内容としては、子どもの家庭に
おける生活の様子と、それに関する親の理解と関わ
りについてである。なお、本研究では、「子育ち」を
起点に起きつつ、「子育て」の過程を「生活をつく
る」教育的営為として捉える。

研究の方法としては、Ａ園において開催されたク
ラス別保護者懇談会での親の「語り」を IC レコー
ダーで記録し、その逐語録を分析の資料とした。Ａ
園におけるクラス懇談会は５月、10月、３月の年間
３回開催されているが、今回は、①入園・進級間も
ない乳幼児の親が一定数含まれること、②在園児で
あったとしても担当保育者の変更や子ども集団なら
びに家族の就労状況等の変化が起きやすい時期であ

ることの２点から、５月の懇談会を取り上げた。

（2）本研究を遂行するに当たっての倫理的配慮
本研究を遂行するに当たっては、相手方の同意・

協力ならびに個人情報の取り扱いの配慮を必要とす
る内容が含まれており、研究対象園ならびに対象者
となる親に対する倫理的配慮として、以下の５点の
対策と措置を講じた上で、調査研究を実施した。

１�）調査研究の計画・申請時に、事前に研究対象
園・協力者に内容の確認ならびに申請の承諾を
得た。

２�）本研究において継続的に調査協力・参加する
園に対しては、対象園と就園児保護者が「個人
情報の取り扱いに関する同意書」を得ているこ
とを前提として、調査者の所属機関と調査対象
法人との間に「秘密保持契約書」を締結した。

３�）調査実施前には、改めて対象園に具体的な調
査内容・方法について説明を行い、調査実施に
あたっての必要な措置について尋ね、それに
従って対処した。

４�）調査内容には個人情報を伴うものが含まれる
ことが予測されたため、調査を実施する際に
は、調査対象者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
しない旨の説明を行い、了承を得た。

５�）調査実施後は、調査によって得た情報につい
て調査者の責任のもと厳重に管理するととも
に、研究に関する一切の資料・データについ
て、調査者の所属機関の規定に則り、10年間に
渡り保存・保管する。

２．�子どもの日常生活と子育て・保育をめぐる
理論的課題

（1）子育て・保育における親の参画
2018年度に改訂された「幼稚園教育要領」、「保育

所保育指針」、「幼保連携型認定こども園教育・保育
要領」では、幼児期において育みたい資質・能力と
して「知識及び技能の基礎」、「思考力、判断力、表
現力等の基礎」、「学びに向かう力、人間性等」の３
要素を柱として位置づけ、「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」が明示された。この改訂の理論的
背景となったのが OECDの『Starting Strong』であっ
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た。『Starting Strong Ⅱ』（OECD 2006）では、乳幼児
政策に影響を与える社会的要因、経済的要因、概念
的要因、そして研究の要因について国際比較をもと
に論じることで、乳幼児期の保育への投資がその国
の将来に与える有効性が語られ、乳幼児サービスが
重要な公共財として捉える視点が示され、「質の高
い保育（ECEC；early childhood education and care）」
が提起された５）。

ECEC の具体的な政策提言項目が表１の10項目で
ある。この政策提言項目の第７には、「乳幼児期サー
ビスに家族とコミュニティの参加を促す」ことが提
起されており、親の保育参加は説明責任・リスクマ
ネジメントといった消極的側面にとどまらず、「親
の養育力の向上」と「保育の質の向上」を共に実現
する可能性も有していることが看取できる。

ただ、保育における「学び」の可視化と家庭・地
域の教育基盤形成過程に関する実証的な研究蓄積は
未だ浅薄である。特に「非認知能力」（ヘックマ
ン 2015）、「潜在能力（Capability）」（セン 1999）ら
の資質・能力研究と「発達資産（Developmental 

Assets）」（Benson 2003）の教育基盤形成との関連
性等については未着手であり、今後の研究の深化が
期待される。さらに、ECEC の理念的基盤としての
ユネスコ（1996）『ドロールレポート』等にみられ
る「学び」と北中欧諸国等で提起される教育・保
育・子育て支援を統合した生涯学習基盤（social 

pedagogy）の理論的解明・提起に発展する可能性を
有する。これらの理論的成果は、「幼児期の終わりま
でに育ってほしい姿」が示されたことで、今後、保
育過程における「学び」を可視的に捉える試み（評

価）が、国内でも一層重要視されてくることが予測
されるが、幼児の「学び」を家庭・地域を含めた生
活全体で捉える視点は乏しく、幼児と親の「学び」
と「育ち」を「子育て」から可視化することにもつ
ながるものである。

（2）宮原誠一の「形成と教育」と「子育て」の接点
子育て家庭を取り巻く社会状況は一層厳しさを増

すとともに、それに呼応した親の意図的なかかわり
が重要となってきており、生活体験と子育て・保育
をめぐる研究自体も、場や領域ごとに個別的に捉え
ることの限界性が生起している。したがって、「子育
て」の過程を「生活をつくる」教育的営為として捉
えるため、これまで南里が一貫して位置づけてきた

「形成と教育」を、子育ての側面から接点について検
討する必要がある。

そこで、宮原誠一の「形成と教育」に立ち戻って、
子育てとどのような接点を有するのかについて整理
をしておきたい。まず、宮原（1949）の「形成と教
育」を以下に引用する。

人間は誰でも生まれ落ちて以来の社会的生活に
よってかたちづくられてきたものであり、またつ
ねに現在の社会的生活によってかたちづくられて
ゆくものであるが、この社会的生活による人間の
形成の過程には、（1）社会的環境、（2）自然的環
境、（3）個人の生得的性質、（4）教育という四つ
の力がはたらいている。前の三つの力は自然生長
的な力であって、これらの力は人間の発達にとっ
て望ましいはたらきもすれば、望ましくないはた

表１　OECD による政策提言６）

１．�乳幼児の発達を取り巻く社会的な状況に注目すること
２．�子どものウェルビーイング・早期の発達・学習を ECEC 事業の中核に置き、一方で子どもの主体性と子どもの自然な学

習ストラテジーを尊重すること
３．制度の説明責任と質の保証に必要なガバナンスの構造を構築すること
４．�すべての ECEC サービスを対象とする、幅広くゆるやかな指針とカリキュラム基準を利害関係者と協力して作成するこ

と
５．ECEC への公的出資額の概算を、高い質の教育目標の達成を基準にして行うこと
６．�財政・社会・労働政策によって子どもの貧困と社会からの排除をくいとめ減らすこと。多様な学習権をもつ子どもに向

けて、すべての子どもに開かれたプログラムのなかで資源を増やすこと
７．乳幼児期サービスに家族とコミュニティの参加を促すこと
８．ECEC の職員の労働条件と専門職教育を改善すること
９．乳幼児期サービスに対して、自律性を認め、資金を提供し、支援をすること
10．幅広い学習・人々の参加・民主主義を支える ECEC 制度を志向すること
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らきもする。いわばプラスのはたらきもすれば、
マイナスのはたらきもする。人間はこれら千差万
別の作用の無数の、そして不断の交錯をつうじて
かたちづくられてゆく。これが人間形成の基礎的
な過程である。しかし人間の形成には、もう一つ
の力が加わる。それはこの自然生長的な形成の過
程を望ましい方向にむかって目的意識的に統禦し
ようとするいとなみであって、このいとなみをわ
れわれは教育と名づける。すべての教育活動は、
どんなつもりでおこなわれようとも、実際の作用
からいえば、教育者および被教育者の意識とは独
立に進行している人間の形成の過程にはたらきか
けているのであって、この過程に多かれ少なかれ
影響をあたえうるにすぎない。教育は形成の一要
因であって、前者が後者にとってかわることはで
きない７）。

宮原の「形成と教育」は、①「人間の形成の過程
には、（1）社会的環境、（2）自然的環境、（3）個人
の生得的性質、（4）教育という四つの力がはたらい
ている」こと、②「自然生長的な形成の過程を望ま
しい方向にむかって目的意識的に統禦しようとする
いとなみ」が教育であること、③「教育は形成の一
要因であって、前者が後者にとってかわることはで
きない」性質を有することを提起した。この宮原の

「形成と教育」は、社会教育学のみならず教育学全体
において論争を生み出すとともに、今なお教育学界
に存在感を示し続けている８）。

特に、「形成と教育」を子育て・保育において定位
しようと試みたのが汐見である。汐見（2016）は、
倉橋惣三の家庭教育論との接点から考察し、宮原の

「形成と教育」に関する現代的意義を次のように言
及する９）。

宮原は、たしかに「形成」のほうに人間形成全
体の中の第一原理を付与したし、それほどに、社
会環境、自然環境、そして遺伝的情報が人間の全
体としての形成（育ち）に果たす役割は大きい

（中略）教育は形成過程を変容するという形で形
成過程に規定されており、絶対的な独自性、固有
性は教育にはあり得ないが、形成過程をどう統御
するかということに教育という営為の固有性・独

自性は担保されている。

また、汐見（2016）は倉橋の提起した「本義的家
庭教育10）」と「自己充実11）」の概念から、「倉橋に言
わせれば子どもが自ら『生活』すること（自分の生

4

命を活
4

性化すること）に他ならなかった。これは先
の宮原の議論でいう『形成』作用への注目であり、

『子育て』の前に、『子育ち』に注目せよという思想
である12）」と言及し、保育・幼児教育史において

「形成」の重要性を自覚的に指摘した初めての人物
として位置づけている。

その上で、汐見（2016）は、宮原が「形成と教育」
を提起した時代と現代における生活・社会背景が大
きく異なり、予定調和的な論が通用し難いという限
界性は認めつつも、子育て・保育における生活と教
育の乖離をいかに再結合させていくかを、「形成と
教育」と子育て・保育を巡る論点として提起する。

倉橋の議論を引き継ぎつつ、保育をより科学的
根拠を持ったものに発展させるには、子どもたち
の自己選択による遊びあるいは仕事への参加（手
伝い）などの中で（を通じて）、子どもの中に何が
育つのか、逆に言えば何が育たないのか（形成過
程での育ちの実態）を分析することがとても大切
な課題になる。しかし、この分析はその後保育の
世界では必ずしも十分に行われてきたとは言えな
い。少し広げて言うと、宮原のように、教育を、
子どもの自生的な育ち、すなわち「形成」過程に
注目し、その「統御」として意味づけると、その

「形成」過程の評価が理論的にも実践的にも前提
的な課題になるのだが、それは保育の世界では、
倉橋の後もすぐには課題にならなかったというこ
とである13）。

汐見の論に依拠するならば、宮原の「形成と教育」
への着目は、子育て・保育を経験主義・児童中心主
義的側面からの教育的営為として再定位しようとし
た意図が看取される。一方で、汐見も指摘する通り、

「形成」の前提となる社会的環境、自然的環境が大き
く変容し、「教育」における社会的関心の高まりを背
景とした他者による意図的なかかわりが増大し、多
様なものへと変質している現代において、どのよう
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に「統御」していくかも問うている。
この問いは、生活体験学習研究の一貫した問題関

心であった「生活そのものが人間形成機能をもち、
教育活動を通じた学習内容と学習者の内面とを結合
させていく」ことにつながるものである。上野ら

（2013）は、生活体験学習研究が内包する研究テー
マの一つは、「生活体験学習を分解すれば、『生活』
とは、『体験』とは、『学習』とは何か、という根本
的な問いかけが成り立つ。したがって、時代や社会
の変容にともなって、それぞれの変容過程を明らか
にし、教育問題として受け取っていくこと」である
とし、「生活体験学習研究が固有に成立しうるに至
る理論的系譜の検証、及び既存の学問分野における
研究成果との整合性が総合的かつ横断的に求められ
る」と指摘する14）。したがって、子育て・保育にお
ける生活と教育の乖離をいかに再結合するかが、子
育て・保育における生活体験学習研究の論点となる。

３．クラス別保護者懇談会における親の「語り」
201X 年５月の懇談会の詳細は以下の通りである。

（表２）本稿における分析対象者は59名（参加率：
54.1％）であった15）。調査者は、開始時の自己紹介・
調査概要の説明と園からの求めに応じたコメント以
外の発言・介入は避け、できるだけ調査への影響を
控えるとともに、ありのままの親・保育者の発言と
なるように配慮した。

開催日時：201X 年５月 Y 日～ Y ＋７日
開催場所：Ａ園保育室
参 加 者：�０歳～５歳児クラスに在園する乳幼児

の親ならびに園長、担当保育者
内　　容：
　①担当保育者からの園生活の様子
　②�親からの家庭での生活の流れや子どもの様子

　　�　特に、ａ）起床・就寝時間、ｂ）食事の時
間・様子、ｃ）休日の過ごし方、ｄ）テレビ
等のメディア利用、ｅ）子どもの様子で気に
なること、子育てで困っていることの５点を
園側から話してほしい内容として提示。

（1）クラス別保護者懇談会における「語り」の内容
と傾向

クラス別保護者懇談会における「語り」について、
内容と発言数から、その特徴を概観する。そのため
の観点として、園側から提示されるａ）帰宅後の生
活、ｂ）起床・就寝時間、ｃ）食事の時間・様子、
ｄ）休日の過ごし方、ｅ）テレビ等のメディア利用、
ｆ）子どもの様子で気になる点や子育てで困ってい
ること（以下、「気付き・悩み」と略す）の５カテゴ
リーを設定した。発言数が多かったａ）ｂ）ｆ）は、

「語り」の内容からサブカテゴリーに分類した。
クラス懇談会における親の「語り」の発言数を内

容別に一人当たりの割合で算出すると、親の「語り」
は、「帰宅後の生活」（98.3％）が最も多く、以下、

「起床・就寝時間」（94.9％）、「気付き・悩み」
（89.8％）、「食事」（81.4％）と続き、これら３項目
についてはほぼ全員が発言していた。一方で、懇談
会の冒頭に園側から話してほしい内容として提示さ
れる内容であっても、「休日の過ごし方」（62.7％）
や「メディア利用」（40.7％）については、半数程度
の親しか発言をしていない。クラスごとに比較する
と、「気付き・悩み」を除いた全項目において５歳児
クラスの親の発言回数が少ないことが見て取れる。
加えて、「食事」であれば４歳児（60.0％）、５歳児

（45.5％）、「休日の過ごし方」であれば０歳児
（42.9％）と４歳児（50.0％）、５歳児（36.4％）、「メ
ディア利用」であれば３歳児（0.0％）、４歳児

表２　201X 年５月のクラス別保護者懇談会の概要

クラス 日時 クラス在園児世帯数 参加者数 参加率 保育者数
０歳児クラス 201X 年５月 Y 日  10  7 70.0% 5
１歳児クラス 201X 年５月 Y+1日  23 13 56.5% 7
２歳児クラス 201X 年５月 Y+2日  19  8 42.1% 4
３歳児クラス 201X 年５月 Y+5日  21 10 47.6% 3
４歳児クラス 201X 年５月 Y+6日  19 10 52.6% 2
５歳児クラス 201X 年５月 Y+7日  17 11 64.7% 2

計 109 59 54.1%
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（10.0％）、５歳児（0.0％）の親の発言数が低い一方
で、「気付き・悩み」は３歳以上のクラスがすべて
100％となるなど、クラスによって親の発言数に差
異があることが看取できる。（図１）
「帰宅後の生活」の内訳としては、「家庭での生活

の様子」（86.7％）が最も多く、「家庭での遊び」
（55.0％）、「登降園の準備・様子」（48.3％）と続い
た。クラス間での発言数を比較すると、「家庭での生
活の様子」では０歳児（57.1％）が、「家庭での遊
び」は２歳児（37.5％）が著しく少ないことが見て
取れる。また、「登降園の準備・様子」では４歳児

（80.0％）、５歳児（81.8％）で多くなる一方、「排泄」

や「着脱」に関する発言は１歳児（30.8％）、２歳児
（37.5％）、３歳児（40.0％）で多いという傾向が示
された。（図２）
「気付き・悩み」の内訳をみると、「子どもの成長」

（51.7%）、「親子の関わり」（50.0%）、「食事」（51.7%）
については、いずれも半数程度の親が発言してい
た。また、「子どもの成長」では３歳児（90.0％）、
４歳児（60.0％）、５歳児（63.6％）で多く語られる
ものの、「食事」では５歳児（18.2％）が、「起床・
就寝」では４歳児（20.0％）、５歳児（18.2％）で少
なくなるなど、クラスごとに語られる内容に差異が
あることも確認された。（図３）
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これらの結果から、クラス別保護者懇談会におい
て親から語られる発言内容には、懇談会の冒頭に園
側から提示される項目について、基本的には多くの
親は応答する意思をもちつつも、各年齢児クラス間
での差異があることが確認できた。クラス・対象児
の年齢等において差異が発生する背景には、日常に
おける子どもの姿をもとに語られることから、子ど
もの発達状況や生活課題との関連があるとともに、
親自身の子育て観や意識が「語り」に関与している
ことが推察される。

ただ、これらは、あくまでも発言内容について量
的に把握したに過ぎず、内容を検討したものではな
い。５歳児クラスの親の発言数は、他クラスより少
ないものの、実際の発言内容や懇談会の時間として
は長く、一つの話題が具体的に語られていた。した
がって、「語り」の考察については量的側面だけでな
く、内容等の質的側面からの検討も求められる。

（2）親の子育てに関する「語り」の事例と考察
ここでは「語り」にみる親の子ども・子育てに対

する想いと認識という質的な側面を捉えるため、実
際の親の「語り」の内容について考察する。

親の発言としては、特に、親自身の子どもや自身
の子育て、生活状況等がより表出しやすいであろう

「気付き・悩み」に着目し、①子どもの育ちに関する
「語り」、②自身の子育てに対する「語り」の２つの
観点から考察した。なお、事例中の「語り」の内容

については、　　：問題状況等に関する発言、　　：
問題状況への対応に関する発言、　　：親自身の想
いや認識の変容に関する発言の３種に分けて下線で
示した。また、人名は、子どもは小文字、大人は大
文字で表記した。

１）子どもの育ちに関する「語り」
事例１は、入所してすぐの子どもの食事に関する

「語り」である。ここでは、入園前は子どもが泣いて
いたため食事はペースト状で与えていたが、入園後
の子どもの様子を保育者から伝えられたことを契機
に、家庭でも固形物を与えるようになった事例であ
る。この事例に対して母親は、それまで自身が見て
いた子どもの姿とは異なる食事の様子に、「すごい
びっくりした」と驚嘆している様子がうかがえる。

入所間もない子どもの母親にとっては、これまで
自身の経験や情報等をもとに対応していた子育てか
ら、他者に子育てを委ねたことによって、自身が見
たことがない子どもの姿が保育者によって引き出さ
れ、自身の女児ａに対する食事のイメージや固定概
念を覆し、新しい方法や子どもが有する可能性に気
付く契機となる。この経験をもとに、「固い物も大好
き」、「ポリポリ食べちゃう」と女児ａに対する見方
も変容しており、「上の子は逆に固いものは食べな
いので、すごい上の子と違うな」という女児ａの特
性の理解にもつながっている。園ならびに保育者に
よって引き出された子どもの具体的な姿を伝えられ
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たことが、親自身の行動を変える契機となり、結果
的に、子ども自身の家庭での食事の様子と親の子ど
も理解が変化する。離乳食が始まる時期の子どもの
食事について悩みを抱く親は女児ａの母親だけでな
く、多くの親が直面する。食事という日常的で、「口
に入れる」という具体的な行為が伴うため、困りと
しても顕在化しやすい。ゆえに女児ａの変化は、よ
り大きなインパクトをもって母親に受け入れられ、
自身の行動変化につながったのであろう。

事例２は、５歳児クラスの男児ｂの友人関係に関
する母親の「語り」である。この事例では、母親が
男児ｂに誰と遊んだかを尋ねた際に、同じ年長クラ
スの子どもの名前が出てこないこと、遊ばない理由
として「強い人しか遊ばん」という発言に不安を感
じ、懇談会の場で相談する。男児ｂの母親は、「自分
はやっぱり強いって思っている。『俺強いけん』みた
いな。負けんとか強いとか、自分の中でそういう一
番強いっていうのが、思いがあるんかな」と男児ｂ
の発言の真意を推察するとともに、それに対する保
育者の意見を自ら尋ねている。

事例２において、まず着目したいのは、親自身の
「語り」が詳細かつ具体的に語られている点である。
他の年齢児クラスとして比較して、５歳児クラスの

「語り」は、発言数は少ないが、一つの内容がより詳
細に語られる事例が多いことが「語り」の特徴とし
て捉えられる。詳細に子どもの姿を語るためには、
懇談会前に事前に話す内容を考え、準備するだけで
なく、日頃から子どもの生活の様子を観察し、記憶
し、理解することが求められる。これは保育用語で

「見取り」と表現される行為と類似した行動と理解
でき、親自身は、子どもの姿を実際に見たり、懇談
会で子どもの姿を話したりすることを繰り返す中
で、身に付けていったものと推察される。

２点目は、子どもの友人関係を取り上げている点
である。園における子どもの友人関係が広がるとと
もに社会性や協調性等が高まる中で、それまでは親
や家族と重なっていた人間関係が、親では把握でき
ない関係性が構築されてくる。また、友人とのイザ
コザがあったとしても、親や保育者にすべて話すわ
けでなく、自身もしくは当事者間で解決することが
できるようにもなっていく。そうした子どもの社会
性の育ちは、親にとっては嬉しい半面、自身が知ら
ない子どもの姿や友人関係に不安も感じるようにな
る。実際、男児ｂの母親も、自分なりの「見取り」
は持ちつつも、保育者に尋ねることで、なんとか子
どもの発言の真意と実際の保育における友人関係を
把握したいという意図が看取できる。

３点目に、この事例の最後には、「強いとか弱いと
かそういうのじゃなくて、みんな同じ。いいところ
はいいって褒めてあげられるような人になって欲し
い」と子どもの育ちに対する親の願いを語っている
点である。その願いは、「年長児クラスの友だちと一
緒に遊んで欲しい」といったような短期的な視点で
はなく、他者の良さや個性を認めることできるとい
う長期的な視点に立った子どもの育ちに対する願い
が述べられている。保護者懇談会の場で、子どもの
心配な言動を他者の前で語ることで、相談できる環
境・機会としてだけでなく、親は自分なりの見方や
子どもの成長の見通しを得ていると見ることができ
よう。

懇談会で語られる子どもや子育てに関する悩み
は、必ずしも親自ら解決に向けた見通しや方策を有

⃝事例１：０歳児クラス
　　　　　女児ａ母親　17P002f［食事］
　生活面では、食事の方も入園前は本当にちょっと
口に固い物、形がある物が入っただけで、「わー」っ
て泣いたり、吐いたりして、なかなかごっくんでき
ないような状態が続いて、ずっとペースト状であげ
ていたんですけど、保育園で初めての食事の時に
「手づかみで食べましたよ」って聞いて、ずっとそ
れまですりつぶしたりペーストにしてあげていた
ものを、スティックであげたら自分からばーって食
べ始めて、その変化にすごいびっくりしたんです。
今でも食事は大好きで、すっごい勢いで、もうもの
の何分であげている物すべて無くなるくらいに、す
ぐにペロッと食べてしまって。
　ただ、あまり噛まないで丸呑みにしているような
感じがあって、もうちょっとカミカミを覚えてくれ
るといいなっていうのは思っています。固い物も大
好きで、レンコンがすごく大好きです。きゅうりも
スティックであげたらポリポリ食べていました。
ちょっと茹でてはいるんですけど、ポリポリ食べ
ちゃうような感じで、上の子は逆に固いものは食べ
ないので、すごい上の子と違うなってっていうよう
な感じはあります。
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する事例ばかりではない。事例３は、４歳児クラス
の女児ｃの食事に関する母親の悩みを述べている

「語り」である。母親は、「ｃが食べるようなのを作
らないで、やっぱり自分たちが食べるようなものを
作ってしまうので、ちょっとなんかしないとなと
思っています」、「今は一緒なんですけど、作ったの
を食べないんです。（中略）子ども用の味付けにして
いるんですけど」と自分なりに工夫してはいるもの
の、改善が見られず、どのように対応してよいか分
からないという親自身の悩みにもつながっている。

「食べるといったらお菓子、アイスというのばっか

りで。『ご飯食べんと、お菓子やらんよ』って言って
も、『もういらん。お菓子食べる』って自分で取って
きて開けて食べます」と子どもが食べない様子を具
体的事例から語り、自分なりの工夫は考えているも
のの、改善しない現状にどのように対応したらよい
のか見通しを持つことができていないことは親自身
も認識している。

懇談会における親の「語り」は、親としての対応・
改善方策が見いだせない悩みも、赤裸々に語られる
ことが散見される。また、対応・改善方策が見いだ
せない悩みは、親自身の感情とともに語られる場面
が多く、基本的に聞き役に徹する園長や保育者も、
状況確認や親自身の感情を落ち着かせる、もしくは
より表出しやすくするような言葉かけを行う。事例
３においても、園長は「じゃあ、おかずもご飯も全
然食べない？」という状況確認の問いかけを行って
いる。この応答によって、最後に一言ではあるが、

「Ｈ（クラス担当保育者：筆者）が『一個食べた』っ
て言っていました」と、この事例では唯一、子ども
に対する肯定的な見方による発言が親から引き出さ
れている。懇談会の場において親が語ることは、子
どもの生活の様子を園側が把握するだけでなく、親
にとっては自身の子育てに関する悩みを表出させる
場ともなっており、自身が抱える悩みを「語り」を
通して自覚する機会ともなっているのである。

⃝事例２：５歳児クラス
　　　　　男児ｂ母親　17P503f　［子どもの成長］
　最近、あんまり思ってなかったけど、お風呂に
入った時に、誰と遊んだとか何したとか聞くんです
けど、最近、年長さんの名前が出てこなくて、「青
ちゃん（年中クラス：筆者）と」っていうのが多い
んですよ。ずっと考えよって、「今日、いじわるせ
んかったんよなあ」みたいな話を今日していて、
「年長さんでは誰と遊びよんの？」って言ったら、
「強い人しか遊ばん」って言ったんですよ。自分が、
多分、強いと思っていて。子分じゃないけど。だか
ら、青ちゃんと遊ぶんかなって。年長さんの名前が
全然出てこなくって、最近。ｒと遊んだとかが多く
て、「年長さんと遊ばんの？」って言ったら、「遊ば
ん」とか言って。だから、こう引き連れているのか
なとかって思ったりするんですけど。ふと、そうお
風呂の中で、私はそう思ったんですけど。最近、名
前が、全然出てこなくて。なんでかなって思いよっ
たら、そうなんかなって思って。自分はやっぱり強
いって思っている。「俺強いけん」みたいな。負け
んとか強いとか、自分の中でそういう一番強いって
いうのが、思いがあるんかなって思って。だから、
こう引き連れるっていうか、命令するじゃないけ
ど、下を面倒みてやるじゃないけど、そういう感じ
なんかなって今日ふと思いました。が、どうでしょ
うか。
（中略）「強い人しか遊ばん」って言うから、「強い
人って誰なん？強い人とかないよね」って言ったん
だけど、なんかそういうのがあるんかなって思っ
て。ちょっとこうなんていうかな、強いとか弱いと
かそういうのじゃなくて、みんな同じ、いいところ
はいいって褒めてあげられるような人になって欲
しいなっていうか、認めてあげるっていうか。そう
思いました。

⃝事例３：４歳児クラス
　　　　　女児ｃ母親　17P406f　［食事］
　ご飯も遊びながらというか、ほとんど食べないで
す、夜も朝も。ほんとにここの給食だけで育ってい
るような。本当に食べないです。食べるといったら
お菓子、アイスというのばっかりで。「ご飯食べん
と、お菓子やらんよ」って言っても、「もういらん。
お菓子食べる」って自分で取ってきて開けて食べま
す。（中略）やっぱりご飯がちょっと…。こっちも
作っても、ダメやな、食べないなってなったら作ら
ないので、どうかしないといけないかなって思うけ
ど、自分たちの食べる分だけ作ってというか、ｃが
食べるようなのを作らないで、やっぱり自分たちが
食べるようなものを作ってしまうので、ちょっとな
んかしないとなと思っています。
（園長：そんなにお母さんとｃちゃんのメニューが
違うの？）
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女児ｃの母親の「語り」の後、園長は、「今日も最
後まで残っていましたけど、しっかりお口に自分で
入れて食べるっていうことができるので、食べられ
るんですよね。おうちでは食べないってことなの
で、そこで食べないっていうので済ませて、ずっと
いくのかっていうところがとても心配ですよね」と
母親の想いに共感しつつも、女児ｃが園ではご飯を
食べることができていることを伝える。その上で、
園長は、女児ｃの行動の要因は、料理のメニュー等
ではなく、親の関わりと、その背景にある親自身の
子育て観や意識にあることを指摘する。

お母さんが、子どもが「食べない」って言った
ら、「もう、食べなくていい」に諦めちゃうんで
しょ。そこをｃちゃんは賢いから、しっかり見抜
いているんですよ。だから、お菓子やアイスク
リームを食べて、ご飯は食べないっていうことで
あれば、それはお菓子やアイスクリームをおうち
に置かない。どんなに泣いて騒いでも、お菓子は
ないっていう環境を整えて、泣いても暴れても

「無いよ」って、それで通すしかない。「これしか
食べるものは無いんだよ」って。そして、食べる
時は「一緒に食べようね」って。やっぱりそこか
らじゃないかなと思います。

この園長の発言は、一見、親自身の子育てを批
判・否定し、子どもに対して厳しい対応を親に強い
ているように捉えられるが、子どものワガママに対
応する親としての行動や意識・姿勢のモデルを提示

するための発言であったと推察される。その上で、
なぜこうした対応が必要なのかという理由を子ども
の成長発達という視点から具体的に述べ、女児ｃの
育ちの可能性を信じながら、園も寄り添って一緒に
取り組んでいくことを伝える。

卒園して、小学校に行って、やっぱり給食だけ
でいくのかって。ｃちゃん自身の食生活、お母さ
んになった時に、子どもを育てる時にもそうだ
し、本人の体をつくるっていうところにも、お母
さんもすごく心配しているだろうなってお話聞き
ながら思うので。だから、まず、そこから始めて
みて、またＨ君（クラス担当保育者：筆者）と園
ではどうかなっていう話もしながら、園と家庭と
一緒に。ｃちゃんは、やっぱり食べられるから。
だから、そこはわがままよね。そのわがままを通
させないっていうのを、大人の責任で、一緒にｃ
ちゃんが食べるっていうことを育ててもらいたい
なって思います。

お母さんも、よく、ここでそのことを話してく
れたなって思って。私すごく嬉しい。ありがとう
ございます。一緒に頑張りましょうね。

この事例３における女児ｃの母親は、自身では抱
えきれない、どうしたらよいかが見いだせない問題
事例に対して、保育者に助言を求めて語る。そこに
は、「語る」という表出行為を通して、自己の感情を
落ち着かせたい、自分なりに整理したいという想い
も潜在していたのだろう。この点は、保護者懇談会
が有する重要な意義であるとともに、その前提とし
て、子どもの問題や親自身の弱さを保育者や他の親
の前で語ることができる信頼感や安心感が基盤とし
て存在していることも看過できない。

２）自身の子育てに対する「語り」
保護者懇談会では、子どもの日常生活での様子や

気になる点にとどまらず、親自身の子育てや日常生
活の悩みについても語られる。

事例４は、０歳児クラス男児ｄの食事場面におけ
る母親自身の認識や関わりの変化について語った事
例である。男児ｄ母親は、入園前までは「食べる時
に今までは汚されるのがいや」という親の意識から

　今は一緒なんですけど、作ったのを食べないんで
す。甘口カレーとかも。煮つけとかも甘口という
か。大人はやっぱり辛い方がいいですけど、子ども
用の味付けにしているんですけど、ダメなんですよ
ね。
（園長：じゃあ、おかずもご飯も全然食べない？）
食べないですね。うどんとか麺類も、ほんのちょ
こっとしか食べないんですよ。「保育園では食べる
の？」って言ったら、「保育園では食べている」っ
て言うんですけど、自分の嫌いな魚とかが出たら食
べない。Ｈ（クラス担当保育者：筆者）が「一個食
べた」って言っていました。
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「新聞紙を敷く」、「スプーンであげる」、「被害の少な
いものだけ掴ませる」という対応を行っており、親
中心の視点からの対応であったことが読み取れる。

しかし、入園等を契機として、「夜だけ。あたしの
気持ちの余裕と時間の余裕がある時だけ」ではある
ものの、自分で掴ませて食べるという対応に変化し
た。この食事の変化の背景には、「汚されたくない」
という親側の視点に立った想いから、「子どもの成
長のために」という子ども側への視点の変化があ
り、子育てにおける親自身の関わりにとって大きな

「学び」の一歩であったと捉えられよう。こうした変
化をもたらした要因には、入園を契機に、他の子ど
もの生活や発育の様子を見る機会が生まれたことや
園便り等を通じて、これまでとは異なる情報・視点
を得る機会が生まれたことなどがあったと推察でき
る。男児ｄ母親に対して、園や保育者から変容を促
す直接的・意図的な関わりがあったとまでは言い切
れないものの、就園を契機に、親自身が子育て観や
意識を変容させた事例である。

次に事例５は、上に二人のきょうだい児がいる女
児ｅの子どもの様子について語られた事例である。
１歳児クラス女児ｅの母親は、「どっちの椅子で食
べさせても立つんで、座ってって言ったら座るけ
ど、立っちゃう。立って、イヤイヤなったら、後ろ
にひっくり返る感じで。でも、食べたい。でも、や
らなかったら怒る。でも、相性が悪かったら出す」
と子どもの食事場面での立ち歩きを困りとして発言
した。その困りに対する対応として、他の親であれ
ば、いかに立ち歩きをさせないようにするかという

点を自分なりに考えたり、保育者に助言を求めたり
するのが通常であろうが、「ちょっと好きなものを。

『これは食べそうだな』っていうのを敢えて。ごめん
なさい。やっています」と先に謝罪の言葉を述べて
おり、親自身も望ましくない、保育者からも認めら
れないだろうということを認識していることがうか
がわれる。その上で、自立心の芽生えや手先の感覚
を養うための手づかみ食べについても、「頑張りま
すって言ったんですけど、一週間に一回あるかない
かで、家では食べさせる方がほんとにちょっと多い
ですね」と現状を正直に述べている。この「語り」
の事例からは、上の二人のきょうだい児の子育て経
験を有することから、食事中の立ち歩きは認めずに
親が対応すべきであるということ、手づかみ食べも
成長発達の上で重要であることは認識しつつも、実
際にはできていない現状と、自ら「頑張ります」と
述べたものの取り組むことができていない自身への
想いが混在した発言であったと読み取れる。

実際に、０歳児、１歳児の子どもの親からは、こ
うした自身の仕事や生活と子育てとの両立に関する

「語り」の事例が散見される。これは５月の保護者懇

⃝事例４：０歳児クラス
　　　　　男児ｄ母親　17P003f　［食事］
　食べる時に今までは汚されるのがいやだったん
で、全部新聞をひいてしまってから、スプーンとか
であげたり、掴むものは被害の少ないものだけ掴ん
でもらうように、ｄの目の前において、汁物とかは
自分でやるみたいな感じで、分けてやっていたんで
すけど。最近ちょっと勇気を出して全部自分で掴ま
せてやってみたら、ものすごいことになったので、
夜だけ。あたしの気持ちの余裕と時間の余裕がある
時だけ。そういうふうにして、それ以外、朝とか、
ちょっとゆとりがない時は、そういう風に分けてや
るようにしています。

⃝事例５：１歳児クラス
　　　　　女児ｅ母親　17P110f　［食事］
　あとは座って食べているんですけど、立ちグセが
すごくあって、足がつくやつ。下の置く椅子がある
じゃないですか。あれで食べさせようが、リビング
に備え付けの足がプラプラするようなあっちの椅
子もあるんですけど。どっちの椅子で食べさせても
立つんで、座ってって言ったら座るけど、立っちゃ
う。立って、イヤイヤなったら、後ろにひっくり返
る感じで。でも、食べたい。でも、やらなかったら
怒る。でも、相性が悪かったら出すみたいな。だか
ら、ちょっと好きなものを。「これは食べそうだ
な」っていうのを敢えて。ごめんなさい。やってい
ます。手づかみ食べも、前、言ったように、頑張り
ますって言ったんですけど、一週間に一回あるかな
いかで、家では食べさせる方がほんとにちょっと多
いですね。ましてやお父さんなんかはお姫様のよう
に育てているから、もうちょっとでも手で触ろうも
んなら「ばっちい、ばっちい」とか言ってすぐ拭い
て食べさせて、どっか行こうもんなら抱っこして。
ほんとに可愛く。正直可愛いんですけどね。可愛く
ほんとに育っています。
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談会という入園・職場復帰して間もない時期である
という要因も存在するが、それだけでなく、子育て
と仕事・生活の両立や家族関係の変化というどの家
庭・家族にも共通する悩みでもある。子どもにどの
ように関わるべきなのかを知識・情報や規範として
は理解できていても、それを実際に行動することが
できないというジレンマと、忙しさを背景とした親
自身の日常生活における物理的・心理的な余裕のな
さが、この「語り」となって表出したのではないだ
ろうか。この女児ｅの母親は、起床・就寝に関する
気付き・悩みとしても、「ほんと子育てにいっぱい
いっぱいで、正直、早寝早起き朝ごはん、ほんとに
それだけを目標にしかしてないので、ちょっと余計
なことは何もできてないので。ほんとに。丁寧な育
児はほんとに、多分、絶対できてないんですけど」
と述べており、自身の余裕のなさと子育てのジレン
マを自覚しているものの、明確な対応策までは見い
だせない状況にいる。ただ、こうしたジレンマを抱
える現状を自己が認識できていること、そして、望
ましくないと理解しつつも、ありのままの自分を

「語り」として開示することができている姿は、子育
てにおける親の「学び」の芽生えとも捉えられよう。

子育て中の親のジレンマ・悩みに対して、園長は
この日の懇談会の最後に、「忙しくて構えないって
さっきありましたけども、スキンシップは量より質
です。一緒に何時間いても、触れ合わなかったら一
緒。テレビを一緒に見ていたら全然意味がない。そ
れよりもお母さんと目を合わせて、一緒に遊ぶ。一
緒にコチョコチョしたり、絵本読んだり。そういっ
たスキンシップの質をあげてもらいたいなと思いま
す」と述べ、時間や手間といった子育てにおける親
のかかわりの量だけでなく、質への着目を助言し
た。親の子育てに対するジレンマと「関わりの質を
いかに高めるか」という課題は、他クラスの懇談会
でも繰り返し取り上げられるほど、親にとっては重
要な課題である。また、親自身が抱えるジレンマも、
親が子どもの育ちにしっかり関わらなければならな
いというステレオタイプ的に刷り込まれた子育てイ
メージに起因するものであり、親の教育意識の高ま
りの裏返しによって生じたものである。だからこ
そ、量の増加を求めるのでなく、質への着目を提示
することは、親自身にとっては就労や生活の現状を

受け止めつつ、いかに関わるかという発想の転換に
つながり、子育てを前向きに捉える視点ともなろ
う。

最後に、事例６は、５歳児クラス男児ｆの母親の
出産等に伴う子どもの変化に対する母親の想いを
語った事例である。男児ｆは年長になったことで意
欲を持って課題に取り組もうとしていたが、母親は
きょうだい児の出産・育児の時期と重なり「ｆの熱
意にどうしてもついていけない」ことで、男児ｆは
言葉遣いが荒くなったり、乱暴な言動が見られるよ
うになった。こうした男児ｆの言動を、母親は「自
分がやっぱり下の子にかかりっきりで、ｆの方に向
いてなかった」と振り返り、自己の関わりを反省す
る。ただ、男児ｆにどのように関わるかについては、

「どうしてやっていいのかっていうのも、まだ
ちょっと分かんない」と自己の対応に自信がもてな
いままであるものの、「ｆの方に体操とかもしてあ
げたいなって一応やっている」と登園時にできるだ
けｆとの関わりをもつように試みている。

⃝事例６：５歳児クラス
　　　　　男児ｆ母親　17P509f　［親子の関わり］
　年長に上がったころは、雑巾縫いとかでなかなか
糸が通らなかったので、家ではりきって「練習す
る」とか、体操とかも最初の頃は「頑張る」って張
り切っていたんですけど、ちょっと私もついてやれ
ばよかったんですけど、ｆの熱意にどうしてもつい
ていけない部分があって、見てやれてなかったなっ
て正直思うところがあったんですけど。（泣きなが
ら話しだす：筆者）その後に、ちょっと家でも激し
い時期があって、言葉遣いもそうですし、人を蹴っ
たり叩いたりっていうのが多い時期があったんで
す。けど、自分がやっぱり下の子にかかりっきり
で、ｆの方に向いてなかったんで、ちょっとそうい
う部分が出てきたのかなって思って、今ちょっと反
省しているんですけど。すいません。ここ最近です
かね、言いたいことを本人言ってこないので、どう
してやっていいのかっていうのも、まだちょっと分
かんないんですけど、今まで突き放していた分、夜
一緒に寝てみたりとか、なるべくｆの方の時間を持
つようにして、今生活しているんですけど。保育園
では結構妹の方を見て、可愛がったりとかあるんで
すけど、家に帰ると、「ちょっと面倒みとってね」っ
て言うと、なんていうんですかね、存在が今ちょっ
と嫌みたいで、近づくけど面倒を見てくれないって



36 日本生活体験学習学会誌　第19号

この事例６は、母親の出産・育児を契機に、子ど
もが「赤ちゃん返り」によって甘えが強くなったり、
荒れた行動をとることで親の気を引こうとしたりす
る行動に、いかに対処していくかという親の困りの
事例である。「赤ちゃん返り」は、幼児によく見られ
る行動ではあるものの、親にとっては出産という大
仕事を終え、まだ体調も充分に戻らず、新生児の授
乳等で睡眠もままならない状況の中では大きな困り
となり、家族が増えた喜びを実感することもできな
いほど受け入れにくい子どもの言動となる。

この事例において注目するのは、男児ｆの母親が
家庭ではなく、園での関わりを増やそうと発想した
点である。もちろん、家庭の中では、母親が新生児
の対応に追われ、手が離せない状況であることは想
像に難くない。だが、園という場を選択した根底に
は、「園に行けば、下の子の面倒を保育者や他の親が
見てくれるだろう」という母親なりの信頼や安心感
があったからであろう。実際、この後、クラス懇談
会では男児ｆの事例を取り上げ、親同士で「赤ちゃ
ん返り」の様子と対処方法について意見を出し合
い、涙を流しつつ話す男児ｆの母親を慰め、励ます
姿が見られた。加えて、園長からは、男児ｆだけの
事例として捉えるのではなく、クラス全員に共通す
る課題でもあることを伝えた上で、「その子のその
ままの気持ちだったり、頑張っている姿、その子の
気持ちを言葉にして、または抱きしめたりといった
行為で、しっかり気持ちの基盤を大事にしてもらい
たい」という助言が全員に示された。この事例から
は、親の子育てに対する困りや悩みを支え、協力し
て解決していく場として園が位置づいており、子育
ての社会化の入口としての役割も果たしていると言
えよう。

本研究では、「子育て」を「生活をつくる」教育的
営為として捉え、Ａ園でのクラス別保護者懇談会に
おける親59名の「語り」から、家庭における生活と
子どもに対する親の理解と関わりに着目し、そこか
ら子育てにおける親自身の「学び」の様相について
考察した。

本研究を通して明らかになったこととしては、以
下の３点である。

第１に、親の「語り」は、日常における子どもの
姿をもとに語られることから、発達状況や生活課題
との関連があるとともに、親自身の「見取り」によ
る子ども理解を前提とした意識的・意図的な選択が
行われているという点である。親の「語り」では、
親たちは基本的には園からの問いに応答する意思を
もちつつも、子どもの発達状況や生活課題をもと
に、自身の子育て観や想いなどが介在して再構成し
た発言をしていることが確認できた。その上で、３
歳未満児であれば食事場面（事例１・事例４・事例
５）、３歳以上児であれば友人関係（事例２）やきょ
うだい児を含めた親子関係（事例６）といった人間
関係といったエピソードが、親の「気付き・悩み」
として懇談会で多く語られている。

第２に、保護者懇談会は、日頃感じている子ども
の気になる姿について、親自身なりの子どもの「見
取り」を確認する場であるとともに、保育者の見解
や助言から自らが抱く悩みの改善を図る機会となっ
ている点である。事例２・事例３のように、自らの

「見取り」を述べた上で、保育者の見解や助言を求め
ることで、子どもを理解し、信頼する他者の視点か
らの子どもの見方や対応方策を得ようとする姿がう
かがわれた。こうした姿は、幼児理解の多視的・多
角的アプローチによる妥当性の確認プロセスとし
て、保護者懇談会が存在していると捉えられよう。
換言するならば、保護者懇談会は、親にとって保育
者の助言や今後の育ちの見通しを踏まえて、子育て
の課題を再検討し、自らが子どもにどのように関わ
るかを模索し、改善する機会となっているのであ
る。

第３に、保護者懇談会は、親自身の子育てに関す

いうのが、正直今ちょっと困っているところがあっ
て。とりあえず、今、朝、一時期ぐずぐずぐずぐず
しよったんですけど、とりあえず下の子をここに連
れてきて全部終わらせて、すぐｆの方に体操とかも
してあげたいなって一応やっているんですけど、
ちょっとどうなるかわかりませんが、一年間やって
いきたいなと思っています。

４．�親の「語り」を通した子育てにおける「学
び」
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る悩みを表出する自己開示の場であるとともに、同
様の悩みや経験を有する「仲間」としての共感や連
帯を生み出す場となっている点である。実際に、ク
ラス別懇談会では、仕事や生活と子育てとの両立の
難しさや余裕のなさをありのままに語る場面（事例
４・事例５・事例６）のように、必ずしも望ましい
とは言えない子どもや親自身の姿を、時には感情的
になり涙を流しながら、ありのままに語り、自身の
子育てに関する悩みを開示する。そして、その姿を
園長や保育者、親は、課題を指摘しながらも、想い
に寄り添う姿勢や同様の経験からの共感を示すとと
もに、一緒に改善方策について考えたり、子育てに
関する困りや悩みを共に協力し合ったりすることで
乗り越えようとする想いが看取された。家庭という
個別的・私的な営みとして捉えられがちな子育て
を、保育という場を介すことで、保育者や親といっ
た子どもの育ちに関わる当事者同士の共感・連帯や
つながりを創出する過程として存在しており、親の
子育てにおける「学び」を実現する基盤を形成して
いるのではないだろうか。そして、親と園・保育者、
親同士の信頼や連帯の形成の広がりは、子育ての悩
みを相互に助け合いながら解決するとともに、経験
の蓄積を他者に引き継ぐ「子育てコミュニティ」の
創出にもつながるものであろう。

したがって、上記３点の親の「語り」の考察を通
して、保護者懇談会は、幼児の育ちを理解し、自ら
の子どもへの関わりを振り返る機会として位置づく
とともに、保育実践の中で親の経験的な「学び」が
生活の連続性のもとに幼児の「育ち」へと連関する

「生活をつくる」教育的営為としての可能性が示唆
された。園ならびに家庭において幼児の「育ち」を
日常生活の中で「形成」する過程において、「親の保
育参加」は幼児にとって望ましい環境を構成するた
めの視点や子ども理解の深化を図り、それらをもと
に保護者懇談会などの機会に親同士や保育者間で対
話する中で、育ちを「統御」する意図的な働きかけ
となっていると見ることができよう。個別的な変容
の経験の蓄積を共通要素として、信頼や連帯の教育
基盤を集団的に形成することで、幼児と親の生活が
結合していく働きかけが、保育と家庭養育の共同に
よる「子育て」には潜在しているのである。

ただ、本稿は５月の懇談会での「語り」に限定し

た分析であるため、親の「学び」が、その後の懇談
会での「語り」や子どもへの関わりの変容へとどの
ようにつながったかは検討できていない。したがっ
て、年間３回予定される懇談会において、親の「語
り」がどのように変化していくかを検討するととも
に、子どもの成長に応じて、親の子ども理解や課題
関心がどのような変容を辿るかを精緻に分析してい
くことが今後の課題である。
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注
１）南里は、平成17年度～平成18年度科研費研究基盤研究Ｃ
（1）「幼児・学童期の家庭・地域における生活過程分析と
大人の教育的役割についての研究」において、課題関心を
引き継ぎつつ、日常生活の把握を幼児から児童まで対象を
広げ、保護者への質問紙調査を実施した。

２）調査研究の成果については、酒匂・南里（1984）、南里
（1999）（2001）（2008）に詳述されている。

３）日本における子どもと子育て家庭の貧困に関しては、阿
部（2008）などを参照。

４）子育てのサービス化については、大日向（2005）などを
参照のこと。また、現代における若い世代の子育ての意識
や価値意識に関しては本田（2008）、「教育家族」や「パー
フェクト・ペアレンツ」といった家族像や子育て意識の歴
史的変遷については広田（1999）などに詳しい。

５）ECEC の詳細や理論的・政策的背景については、OECD

（2011）ならびに首藤（2009）を参照。
６）OECD（2011）、pp.239-262.

７）宮原（1949）、pp.7-8.

８）宮原の「形成と教育」について、宮崎（2001）は「教育
再分肢論は、教育概念を学校教育から社会のあらゆる機会
における教育に拡張する可能性を有するが、そのことはま
ず、教育の全体性とその中での学校教育の固有の位置をめ
ぐる問いを浮上させる。（中略）教育概念をこのように拡
張することによって、社会の発展あるいは変革と教育との
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かかわりをどのように考えるかという問題も設定される」
とし、社会教育学の範疇にとどまらず、教育全体に拡張さ
せて検討すべき概念であると評価する。

９）汐見（2016）、pp.17-18.

10）倉橋（1932）は、「家庭生活それ自軆の裡に自然に存す
る教育」を「本義的家庭教育」と呼び、家庭生活そのもの
のもつ教育性に着目するとともに、それらは「家庭員の純
人間交渉」「家庭生活の現實性」「家庭生活の限定性」に
よって行われるとした。

11）倉橋（1953）は、『幼稚園真諦』において「自己充実」
「充実指導」「誘導保育」「教導保育」の４階梯の保育論を
明確化した。

12）汐見（2016）、p.31.

13）汐見（2016）、p.32.

14）上野・永田・大村（2013）、pp.1-20.

15）参加者数は、きょうだい児が在園する親も含んでおり、
実質的な在園児の世帯数とは異なる。また、実質的な参加
者数は60名であったが、１名は親自身の語りがなかったた
め、今回の分析対象からは除外した。
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１．問題意識
現代は、子育てや子育ちが難しい時代だと言われ

ている。例えば、家族形態の多様化、複雑化により
これまでの子育て家庭の機能が維持しにくくなっ
たり、人や地域との接点の減少により孤立の子育て
に陥りやすくなったり、利便性や合理性を志向して
きた生活スタイルの変容から、体験不足が生じてし
まいやすくなったりしている。加えて近年では、

「子どもの貧困問題」など、子育て家庭の経済的困
窮やそこから起因する課題を抱える家庭の増加１）

も見られている。これらの課題に複合的に陥ってい
る家庭は、子どもや親の生存や生活を脅かす状況に
至ってしまうケースもある２）。

この状況で特に生活行動への影響をもたらしや
すいのは、保護者のケアを受けながら成長・発達す
る乳幼児期の子どもたちである。この乳幼児期の子

どもたちへの支援においては、虐待等の生命の危険
性から身を守られ、安心・安全に生存していくため
の発達支援とともに、同時に生きる主体として自立
した生活を営んでいくために必要な教育支援も視野
に入れていく必要がある。そのためには、子育てに
困難を抱える家庭への個別支援という発想に留まる
だけでなく、乳幼児に安心・安全な家庭や地域の環
境が保障されているか、乳幼児期の子どもの育ちに
ふさわしい生活を家庭や地域で営まれているか、ま
た、乳幼児期の子どもを育てる保護者のための学び
の場が地域に保障されているかなど地域ぐるみの子
育てや子育ちの環境醸成を行っていくことが重要な
鍵を握ると考える。

しかし、実際のところ複合的な子育て課題に陥っ
ている家庭が、地域で行われている一般的な子育て
支援事業へ積極的に参加することはそう多くない。

＊宮崎国際大学
連絡先：〒889-1605　宮崎市清武町加納丙1405番地　E-mail: haito@edu.miyazaki-mic.ac.jp

要旨　本稿は、低所得者層が多く暮らす団地の集会所で、月１回行われている子育て支援活動の２年９ヶ月の調
査から、そこに継続して参加する１組の親子の生活行動の変容をとらえることを試みたケース・スタディであ
る。そこでは、核家族化による孤立状況に加え、若年出産し、低所得世帯層の多い団地コミュニティ環境の中で
子育てしている親たちが、団地内で行われる子育て支援活動に参加・参画していくことによって、人との関係を
広げ、社会性を育み、わが子の接し方に変化が見られるなど、生活行動を変容させている一端をとらえることが
出来た。また、子どもの生活行動は、親の生活行動の変容とともに、子どもの人との関わり、文化資本の広がり
や深まりなどから、生活行動の変容の一端をみることが出来た。
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多くの子育て支援事業を担当する担い手は「来て欲
しい人 （家庭の親） が来てくれない。」という課題 ３）

を抱えている現状がある。
そこで、複合的な子育て問題を抱える家庭への支

援については、親や子どもが自らの意思で参加した
い、継続したいと思える活動であり、学習主体とし
て参加出来る子育て支援事業が前提になければなら
ない。今、求められているのは、親子が疎外から解
放され、自ら地域との関わりを豊かにする主体とな
り、結果として生活行動を変容させていくという親
子の主体形成を支える実践であり、それを実証して
いく研究ではないだろうか。

２．本研究の目的と方法
そこで本研究では、低所得者層が多く暮らす団地

の子育て家庭を対象に、団地敷地内の集会所を会場
に地域の子育て支援事業を実施し、そこに継続して
参加する親子の活動参加の様子から生活行動がどの
ように変容しているのかをとらえていく研究を試み
る。

なお「生活行動」という用語は定義が広いため、
本稿でとらえる「生活行動」とは、以下「表１」に
ある５つの視点を指標とする。

１つは、活動への参加の有無、参加した時間など
の「参加状況」、２つは、活動に参加した際の服装や
身なり、表情、ふるまい、態度、また一緒に参加し
た人の存在から見える「参加態度」、３つは、親同
士、子ども同士、支援者との関わりなど「人と関わ
る様子」、４つは、その時々の活動での遊びや食、体
験の活動など「活動内容に取り組む様子」、そして５
つは、活動中に見られるわが子に対するまなざしや
声掛けなどの「わが子への接し方」である。

研究の方法としては、この団地で行われている A

団地子育てサロンに参加する親子の様子を記録した
写真や動画、参与観察メモをもとに、生活行動の一
側面をとらえてみたい。そして、その記録を前述し
た５つの視点から分析し、活動参加にみる「生活行
動」がどのように変容しているのかについて分析を
行う。

３．�低所得者団地の子育て家庭が直面している
課題

A 団地の子育て家庭が直面している課題とは何だ
ろうか。長谷川（2014）４）らは低所得者集住地域の
実態調査において、まず教育の課題があらわれやす
いという特徴を指摘した。具体的には、親の中卒や
高校中退、不登校経験から、わが子を学校に行かせ
ないなど体験の分化が起こり、子どもの生活体験や
学習体験の「不足」の積み重ねを引き起こすという
悪循環が生じていること（福島，2014）５）、また、教
師や学校への不信感から、基本的生活習慣や学力に
関心を持たない保護者が多い（山崎，2014）６）傾向
がみられると述べられていた。A 団地においては
小・中学生の不登校が多いことから、親も子も体験
の分化や不足の積み重ねという問題意識を持たずに
広がり浸透していくことから、負のスパイラルが A

団地の教育課題をさらに複雑で困難なものにしてい
ると思われる。

また久冨（1993年）７）は、このような団地におい
ては時代の流れに伴い、ある種の伝統的な「共同性」
が解体することで、住民相互のコミュニケーション
レベルの低下により、さらに生活困難層の地域では
さまざまな事件や問題を引き起こす「公営住宅のス
ラム化」状況が存在しやすいことを指摘した。一方、
コミュニケーションは低下するにも関わらず、生活
困難層の団地という狭い社会空間の中で他者との序
列をつくるという階層化秩序というものが構造化さ
れやすく、それでしか自分の存在意義を実感できな
い関係性、すなわち孤立を敵対するメカニズムとし
ての「うわさの階層構造」が生み出されやすい状況
が生まれやすいことも指摘した。A 団地においても
入居者減少や隣人関係の希薄化に伴う自治会活動の
困難な状況、悪いうわさがすぐに広がる状況などに
より、子どもの育ちにおいて厳しい環境をみること

視　　点 具体的内容

参加状況 （子どもの年齢）、参加の有無、一緒に
参加した人の存在、参加した時間など

参加態度 服装や身なり、表情、ふるまい、態度
など

人と関わる様子 親同士、支援者、他の子どもとの関わ
りの様子など

活動に取り組む様子 遊びの活動、体験活動、ともに創る活
動に取り組む様子など

わが子への接し方 まなざしや声掛けの様子など

表１　活動に参加する親子の生活をとらえるための活行動
の５つの視点
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が出来る。
さらに、生活困難層の団地コミュニィネットワー

クの特徴として、「いびつな家族（親族）ネットワー
ク形成」の存在を指摘している。A 団地においても
同じ団地に祖父母や子や孫といった血縁のつながり
や親族と住み続けることによって、子育て家庭が家
族以外との人々と接点をもたなくても生きていける
状況が生まれたことから、まさに閉じられた関係性
の中で癒着し、依存し合ういびつな子育てネット
ワークが形成されている状況をみることが出来る。

これらの先行研究にみる低所得者層団地の子育て
家庭は、社会との関係に支障をきたしている結果、
子育て困難な生活に陥り、子どもの生活行動に影響
を及ぼしているのではないかと考えられる。そこ
で、本研究ではその生活行動をとらえていくことを
研究課題と位置づけ、低所得者層団地の子育て家庭
の内実をあきらかにしていく研究を試みる。そし
て、最終的には子育て課題の多い家庭に社会との切
片を創る実践を創造しながら支援のあり方や支援者
の関わりについて考えていきたい。

４．�結果と考察―地域子育て支援活動参加にみる
生活困窮家庭の親と子の生活行動について―

４－１　調査の概要とその調査実践について
本調査の実践は、「表１」に見られるように、もと

もと生活困窮家庭の子育て支援を研究するという
「活動目的」で立ち上げられてきたものであり、立ち
上げ時から調査実践として位置づけてきた経緯があ
る。具体的には、「活動名」は A 団地で原則月1回行
われている「A 団地子育てサロン」であり、「調査の
期間と回数」は、活動開始の2016年４月から2018年
12月までの２年９ヶ月に行われた31回の活動を指
す。「調査の時間」は月１回平日午前10時から12時
の時間、それに加えて９時30分頃の準備から13時頃
の約３時間30分を記録し分析を行ったものである。
活動参加者26組のうち10回以上の参加がある家庭
は６組あった。そのうち調査に協力すると了解が得
られた家庭は３組あった。文字数の限界から本稿で
は、最も参加の多かった１組を事例として取り上げ
ることとした。

その他、本調査実践の概要としては、「運営主体」
が団地住民、子育て支援 NPO 関係者、研究者の３
者による合同主体という特徴を持ち、「活動資金」も
主にこの３者によって担われている。そこでは、市
民ボランティア、専門職、行政、研究者など「多様
な活動支援者」が関わり、遊ぶ活動、子どもと大人
の体験活動、人との出会い・語り・ともに創る活動
という「主な活動の内容」が取り組まれている。ま

表２　A 団地子育て支援活動の調査の概要とその調査実践
について

項　目 内　　容
活動名 A 団地子育てサロン

活動の目的 生活困窮家庭の子育て支援のあり方を研究
するための実践。

調査の期間と
回数

活動を開始した2016（H28）年４月から2018
（H30）年12月の２年９ヶ月に行われた31回。

調査の時間
活動時間である月１回平日午前10時から12
時の活動から事前準備と後片付けの時間を
含めた、９時15分から概ね13時までの観察。

調査の対象

低所得者層が暮らす大規模公営住宅団地で、
乳幼児を育てている家庭の親と子（親以外
の保護者の場合もあり）のうち、A 団地子育
てサロンに参加したことのある26家庭のう
ち、10回以上の参加があり、調査協力の理
解が得られた１家庭。

その他
（実践の場所）

A 団地敷地内の以下の施設
・�大規模公営団集会室（約20畳のホール、

約12畳の和室、台所、トイレ）
・集会所前のグランド（約400平米）

その他
（実践の運営
主体）

・団地住民（自治会役員、住民有志）
・�子育て支援 NPO 団体のスタッフ（市地域

子育て支援センター受託事業の位置づけ）
・研究者（専門：社会教育・生涯学習）

その他
（活動資金）

・自治会費
・市事業費からの予算
・寄付

その他
（多様な活動
支援者）

・�市民ボランティア（子育て支援、読書、人
権のテーマなど）

・�専門職（保健師、助産師、小児科医、元教
諭や保育士）

・行政（保健師・社会教育関係者）
・研究者（専門：教育学）

その他
（主な活動の
内容）

○遊ぶ活動
・季節に応じた遊び、自由遊びなど
○子どもと大人の体験活動
・�子どもの文化に出会う体験活動（歌や音

楽、制作活動、自然体験、食づくりなど）
・�子育て文化に出会う体験活動（子どもと

の関わり方、しかり方、向き合い方を共同
で学びあう）

○人と出会い・語り・ともに創る活動
　�（親子自らが人に出会い、語り合い、活動

を創っていく主体になる活動。）
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た、毎月活動終了後は、運営主体や支援者による会
議を行い、その日の活動のふりかえりや参加した親
子についての状況整理、また次回の内容確認などに
取り組み活動の充実を図っている。

４－２　倫理的配慮
なお本研究は、取り扱うテーマの性格上、家族の

個人情報や生活状況に関する内容も含まれてしまう
ことがあることから、個人情報保護、プライバシー
保護の観点から、地域や個人を特定する情報は載せ
ないこと、また年齢なども大まかな区分での表記に
するなど、研究全体を通して人権的配慮に基づいた
表記や掲載を徹底する。

４－３　活動開始時の親子の状況
４－３－１　活動開始時の「親」の状況

調査を始めるにあたって、この活動に関わる主催
者や支援者との協議の内容をもとに、A 団地で子育
てをしている親や子どもが現在どのような状況があ
るのかを考え、「表３」のように活動開始時の「親」
の状況を書き出し、20項目について分類をおこなっ
た。そこでは、身なりや服装、言葉遣い、人への接
し方など、「親の態度や気質」に関すること、睡眠や
食事、後片付け、メディアとの接触状況など「親の
生活習慣」に関すること、またわが子に対する叱り
方など「わが子に対する接し方」、地域で子育てを応
援するしくみとしての制度やボランティア活動と
いった地域資源である「親の子育て支援ネットワー
クとその活用」に関すること、また学歴や就労、結
婚や出産といった「親を取り巻く状況」に関するこ
と、５つのカテゴリーから子育ての生活状況の一面
をとらえてみた。

本調査で事例として取り上げる親子は、２年９ヶ
月に渡って取り組んできた活動実践全31回のうち、
25回に渡って参加している20歳代前半の母親であ
り、2018年12月現在、３歳11ヶ月、３歳、２歳の子
どもである。母親名は仮称で「母親：なな」と記す。
また、「母親：なな」の子どもを「子 A、子 B、子 C」
と記す。

活動開始時の「母親：なな」に該当する状況を
「表３」から選び、該当する項目に下線をつけた。そ
こでは、「親の態度や気質」にあるすべての項目、

「親のわが子に対する接し方」は⑪、「親の子育て支
援ネットワークとその活動」すべての項目、「親を取
り巻く状況」は⑰⑳に該当し、全20項目中10項目に
該当している状況を伺うことが出来た。ここでは、
活動開始時の「母親：なな」の態度や気質から、人
との関係が円滑に取り結びにくい傾向が見られるこ
と、社会制度や地域社会とのつながりが少なく、若
年出産でもあることから孤立の子育て状況に陥りや
すい状況であることがわかった。

４－３－２　活動開始時の「子ども」の状況
親に続き、A 団地で暮らす乳幼児が現在どのよう

な状況があるのか、「表４」では活動開始時の「子ど
も」の状況を書き出し、20項目の内容について分類
分けをおこなった。そこでは、身なりや服装、言葉
遣い、動作、人との関わりなど「子どもの態度や気
質」に関すること、子どもの行動や言葉、身体発育
など「子どもの発達」に関すること、また、睡眠、
食、電子メディア接触など「子どもの生活習慣」に
関すること、そして、保育所や幼稚園に行けない子

表３　活動開始時の「親」の状況

■親の態度や気質など
①　ふてくされているような態度
②　疲れている様子の時が多い
③　言葉遣い乱暴な時がある
④　表情が乏しい
⑤　人を寄せ付けないような雰囲気
■親の生活習慣について
⑥　朝や昼寝ていることが多い
⑦　生活リズムの乱れ
⑧　食生活が乱れている可能性がある
⑨　片付けが苦手な様子が見受けられる
■親のわが子に対する接し方
⑩　強い口調でしかることがある
⑪　まなざしがきつい時がある
⑫　育児放棄のような傾向
⑬　過保護・過干渉の傾向
⑭　身だしなみの乱れ
■親の子育て支援ネットワークとその活用
⑮　親族や知人が頼れない、または頼らない。
⑯　�子育て支援センターやファミリーサポート制度など地

域の子育て支援を利用しない。
■親を取り巻く状況
⑰　中卒や高校中退や不登校歴がある
⑱　希望する就労につけない
⑲　ひとり親、未婚、外国人
⑳　若年出産による子育て

※下線の項目は「母親：なな」が該当する項目
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ども、子どもの文化に触れ合う機会がない、地域の
活動に参加していないといった「子どもを取り巻く
状況」に関することなど４つのカテゴリーから、子
どもの生活状況の一面をみていくことが出来た。

本事例で取り上げる「母親：なな」の子ども「子
A、子 B、子 C」に該当する状況を「表４」から選
び、該当する項目に下線をつけた。活動開始時の

「子の態度や気質」は②④⑤⑥⑦、「子どもを取り巻
く状況」はすべての項目があてはまると考え、全20
項目中８項目が該当した。３人の子どもは、２歳、
３歳、３歳11ヶ月とほぼ１歳違いの年子で生まれて
いる状況がにより、年齢発達的にひとくくりにする
ことが出来ないが、ここでは活動開始時に出生して
いた子 A と子 B の様子について、言葉遣い、おも
ちゃの使い方、怒る態度、聞く態度、甘える態度に
ついて問題行動と思われる内容が含まれていたこ
と、また子どもを取り巻く環境は、主に親や家庭の
判断で、就学前施設に通わず、子どもの文化体験に
触れ合う機会が少なく、地域の子育て支援活動にも
参加していない状況であることから、子どもが日常

的に親以外の人との関わりが極端に少ないという課
題をみることが出来る。

４－４　活動に参加する親子の生活行動
「表５」は、2016年７月から2018年12月の２年

５ヶ月に渡って団地の子育て支援活動に参加した
「母親：なな」と「子ども」の様子を記録した一覧で
ある。ここでは、参加開始時の子どもは２人である
ため子 A、B とし、途中で３人目を出産した後は、
子 C と表記している。
「参加状況」については、活動が始まった2016年

の４～６月は参加せず、７月から参加しているこ
と、且つ遅れて参加することが続いていたことか
ら、最初は不安や戸惑いが大きく気後れしていて出
足が遅くなっていた様子が伺える。一方、行き始め
て半年が経過した2017年の１月頃からは徐々に開
始時間に間に合うように参加し始め、休まず参加す
る状況に変わってきた。

次に「参加態度」をみると、初参加の７月は時間
も遅れての参加であったが、集会室に入れなかった
様子から、参加した時間にもあらわれていたように
活動参加の初めの一歩はかなり不安やためらいが
あったことが伺えた。また、参加態度に記録されて
いたいつも一緒に参加、不参加をしていた先輩の存
在が、2017年８月以降はそれぞれ別行動をしている
ことがわかる。ここでは、二人の間に何があったの
か、なかったのかはわからないが、二人は団地での
唯一の子育て仲間と言っていたことから、この別行
動は親同士や子ども同士の関係についても大きな影
響をもたらした出来事だったことは確かである。ち
なみに、2018年２月を最後に、先輩は活動参加をし
ていない。2018年12月現在まで10ヶ月不参加の状
態が続いていることから、先輩については活動に参
加出来ない、またはしたくない状態が続いているこ
とがわかる。一方、「母親：なな」の様子からは、先
輩がいるとき、いない時、また別行動を始めた時な
ど、会場で一人で過ごすことが多かったことから、
気軽に会話が交わせる人の存在が出来るまで１年近
くの年月が必要だったことがわかった。そして「母
親：なな」は、2017年８月前後を境に活動で顔見知
りになった子育て仲と話が出来るようになるなど先
輩以外の母親との関係に広がりが見られたり、支援

表４　活動開始時の「子ども」の状況

■子の態度や気質など
①　身なりや服装の乱れ
②　乱暴な言葉遣い
③　乱暴な動作（暴力行為）
④　おもちゃなど極端に独り占めすることが多い
⑤　ちょっとしたことでかんしゃくを起こす
⑥　言う事を聞かないことが多い
⑦　極端に甘えたり、逆に甘えなかったりする
⑧　目つきが鋭い
■子どもの発達に関する傾向
⑨　落ち着きがなく他動傾向の様子が伺える
⑩　言葉の遅れ
⑪　身体の発育が遅いところが見受けられる
■子どもの生活習慣について
⑫　朝や昼寝ていることが多い
⑬　生活リズムが乱れている
⑭　食事をとっていないことがある
⑮　偏食の傾向が見られる
⑯　電子メディア漬けの生活
⑰　片付けが苦手な様子が見受けられる
■子どもを取り巻く状況
⑱　就学前施設に通っていない
⑲　�子どもの文化（絵本や音楽など）に触れ合う機会が少

ない
⑳　地域の子ども支援の活動に参加していない

※�下線の項目は、「母親：なな」の「子 A、子 B、子 C」が
該当する項目
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表５　活動に参加する「母親：なな」と「子 A. B. C」の様子

年月 生活行動をとらえる５つの視点
参加状況 参加態度 人と関わる様子 活動に取り組む様子 わが子への接し方

2016年
７月
９月
10月

○参加
子 A：１歳６～９ヶ月
子 B：０歳７～10ヶ月
・11時頃からの参加。

・�長髪、半袖、短パン。
・�表情に喜怒哀楽を出さ

ない。
・�仲良しの先輩と参加。
・�２人して集会室になか

なか入らない。

・�口数が少なく、一緒に
来た先輩の側を離れ
ず、見知らぬ支援者を
警戒し、周囲と距離を
置いているような雰囲
気。

・�子どもの水遊びを楽し
む。

・�ベビーマッサージを
誘ったがしなかった。

・�読み聞かせは親も子も
背を向け関心を示さな
かった。

・�喜怒哀楽や表情をほと
んど出さず、言葉掛け
もほぼなかった。

８月 × 不参加（先輩も不参加。）
11月 ○参加

子 A：１歳10ヶ月
子 B：０歳11ヶ月

（子 C：妊娠臨月）
・�送迎車に時間通り乗

車。

・�長髪束ね、上下ジャー
ジ。

・�表情に喜怒哀楽を出さ
ない。

・�初めて先輩いなくても
参加。

・�孤立しているような様
子。

・�（市社会教育施設での
活動）

・�一人で子A, Bの体験や
食事を世話し、周囲に
助けを求めない様子。

・�表情は少ないものの、
バスハイクで訪問した
自然体験を行う施設で
は、子どもに芋掘り体
験をさせるため、子 B
を抱っこしたり、ス
コップを持たせたりし
ていた。

・�慣れない場所で緊張し
ているせいか子 A、B
は、親の側を離れな
かったが、「母親：な
な」は、言葉をかける
姿はほとんど見られな
かったものの、そばに
い続けることをいやが
ることはなかった。

12月 × 不参加（出産のため不参加。先輩も不参加）
2017年

１月
２月
３月
４月

○参加
子 A：２歳～２歳３ヶ月
子 B：１歳１～４ヶ月
子 C：０歳１～４ヶ月
・�10時過ぎから12時過

ぎまで参加。

・�長髪束ね、パーカー、
ズボン。

・�少しずつ喜怒哀楽の表
情が。

・�仲良しの先輩と参加。
（２月のみ先輩不参
加。）

・�先輩の側に親子で座
る。

・�支援者からの子ども C
出産お祝いの言葉を照
れながら喜ぶ。

・�徐々に子ども C を支援
者が抱っこするのを嫌
がらなくなった。

・�先輩が出産時が病院ま
で連れて行ってくれた
エピソードを話した。

・�支援者の遊び「坊主め
くり」に先輩と付き合
う姿。

・�子 C の世話をしつつ、
子 A、B に目配り、気
配りしている様子。

５月 ○参加
子 A：２歳４ヶ月
子 B：１歳５ヶ月
子 C：０歳５ヶ月

・�長 髪、 長 袖 シ ャ ツ、
ジーンズ。

・�少しずつ喜怒哀楽の表
情が。

・�先輩は遅れて参加。

・�他の親との交流は相変
わらず少ない。

・�先輩の側にいない時間
あり。

・�子 A が砂遊びを楽し
む。

・�読み聞かせは、子 A は
見ていたが親が背を向
けていた。

・�子 B を肩車して遊ぶ
姿。

６～７月 × 開催なし（自治会の事情でサロンが開催出来ず）
８月

～
2018年

３月

○参加
子 A：２歳７ヶ月
� ～３歳２ヶ月
子 B：１歳８ヶ月
� ～２歳３ヶ月
子 C：０歳８ヶ月
� ～１歳３ヶ月
・�10時 か ら12時30分 ま

で残って参加。

・�長髪束ね、T シャツ、
ジーンズ（破れ模様）

・�喜怒哀楽の表情が増え
る。

・�2017年８月から12月、
そして２月までは先輩
は参加したが別行動。

・�先輩がいる日はあえて
遠い会場の隅に座るこ
とが多い。

・�子は少しずつ母親に
べったりがなくなる。

・�母親は安心して支援者
に託している様子が見
られた。

・�特定の母親ではある
が、話しかけられると
笑顔で談笑する場面
も。

・�徐々に先輩以外の特定
の母親と一緒に過ごす
時間が増えてきた。

・�2017年11月以降、子 A
が読み聞かせを一番前
で聞き始めた。

・�2017年12月、初めてベ
ビーマッサージに取り
組んだ。

・�2017年12月以降、食の
活動にも親子で熱心に
取り組み始める。

・�子 C を支援者が抱いて
くれるので、子 A、B
の目配りや気配りに専
念している様子。

・�たまに子 B がそばにき
たら抱きよせる様子が
あった。

４～12月 ○参加
子 A：３歳３～11ヶ月
子 B：２歳４ヶ月～３歳
子 C：１歳４ヶ月～２歳
・�10時前から来る日が増

え、帰りは12時30分ま
で残って参加。

・�長髪束ね、T シャツ、
ジーンズ

・�2018年３月から11月
まで先輩不参加。

・�2018年５月から子 A、
B、C の服装・身なり
が整う。

・�リラックスした態度の
喜怒哀楽の表情が増え
る。

・�４月の「話し合い」を
行う事前に疑問点を訴
える。

・�８月の活動で受付を
担ってくれた、お礼を
言うと笑顔を見せた。

・�７月は保健師、11月に
は大学教員と談笑する
姿が見られた。

・�12月「バルーンアー
ト」を提案し、照れな
がら講師を務めた。

・�読み聞かせを親子で注
目するようになり、子
A は正座して一番前で
聞く姿があった。

・�2018年８月、そうめん
流しを親子で楽しむ姿
があったが、子 A は、
お箸を正しく持つこと
が出来ていなかった。

・�子 B がおもちゃの取り
合いに大声で泣く場面
が見られ、時々親が少
し大きな声でなだめる
姿がある。

・�2018年７月のカレー
作りでは子 A が野菜を
切る時、親が一緒に手
を添えて切っている様
子が見られた。
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者や専門職との会話についても穏やかな表情で話が
出来るような態度に変わったり、また、人との関わ
りが円滑に穏やかに出来る生活行動の変化の一端を
みることが出来た。

次に「人と関わる様子」については、活動参加の
４～５ヶ月は、口数が少なく、先輩のそばを離れず、
支援者を警戒し、先輩以外の周囲の人に距離を置
き、近づけないような雰囲気をかもし出していた様
子が伺える。また、子どもの世話に追われても、支
援者が抱くことを嫌がり、ベビーマッサージなどの
誘いも拒否することが多かった。少し変化が見られ
たのは、2016年12月に子ども C が誕生し、３人の子
どもの母親になった１月の活動の頃からである。誕
生後１月もたたない2017年１月の活動では、生後
１ヶ月未満にも関わらず活動に参加し、支援者や周
りの親たちに、「おめでとう」や「抱っこしたい」と
次々言われることに、戸惑いながらも、笑顔を見せ、
支援者の数人に子どもを抱かせる様子が見られた。

「母親：なな」は、その後徐々に３人の子どもを抱く
ことを受け入れていくようになった。このように、
時間は掛かり、少しずつの変化ではあるものの、頑
なに拒絶したり、人を近づけなかったりする態度が
減ってくる様子をみることが出来た。また、特筆す
べき様子として、2018年４月の活動では、この活動
の事業計画を立てる「話し合い」活動を行った。話
し合いに参加した６人の親たちの前では意見や感想
を述べることはなかったが、活動に対する疑問やこ
れからの活動について支援スタッフに連絡をとり、
活動したいことを「伝える」という行動を起こして
いる姿をみることが出来た。具体的には「親子で参
加する活動なのに子どもだけ参加させる家庭がある
けど、それっていいんですか？それ認めると、みん
な親は来ないでいいって思いますよ？」など、ク
レームのような意見ではあった。しかし、ここでは、

「母親：なな」が自分の考えを伝えることによって、
支援者がそれを話し合いの議題にあげ、みんなで参
加のルールについて話し合いをし、みんなでルール
を作っていくという活動を行うことが出来た。「母
親：なな」は、「話し合い」の活動を通して、自分が
その話し合いに構成する一人であり、対等で自由に
意見を交し合える、すなわち民主的な会議の一場面
に出会う経験をすることが出来ていたと考えられ

る。そして、その話し合いの場で自分の問題意識を
みんなで話し合った経験から、自身の存在意義、か
けがえのない大切な存在であることを実感したので
はないだろうか。この後の活動では、10時の開始前
から集会所に来るようになり、2018年８月は忙しい
スタッフに代わって受付の役割を担当し、わが子を
みながら必死に役割を全うしようとする姿が見られ
るようになった。その後支援者からの感謝や労いの
言葉に、当初表情がまったくなかったとは思えない
ような、照れながらも笑顔を見せる姿があった。ま
た、役割を担うということでは、クリスマス会の活
動にもそのエピソードがある。2018年11月の活動
の最後に来月の日程と内容を確認していく中で、あ
らかじめ決まっていたクリスマス会の活動内容に、

「母親：なな」から「バルーンアート」の活動を加え
たいとの発言がなされた。「母親：なな」は、少し
作った経験があるとの話も出したことから、「母親：
なな」が「バルーンアート」の中心を担う担当とし
て、その遊びを行っていくことになった。翌12月の
活動では、開始１時間前に「母親：なな」は集会室
に現れ、会場設営から風船の準備など一緒に取り組
む姿があった。ここでは、「母親：なな」は、活動に
参加し始めた頃、10歳代後半という若年の親として
大人への不信感や他人への疎外感を持っていた様子
が見受けられていたが、子どもとともに２年９ヶ月
に渡って継続した活動に取り組んできたことによ
り、自分を応援したり受け止めてくれる人々、また
苦楽をともにしている子育て仲間との存在に気づ
き、徐々に自分を表現したり、行動を起すことが出
来ていったのではないかと考える。

次に「活動に取り組む様子」では、全体を通して、
人との関わりに苦手意識があり、人と一緒に行動し
たり、作ったりすることが苦手で、一人またはわが
子や先輩親子という特定の人にしか関わりを持つこ
とが出来なかった、いやしなかった様子が見受けら
れる。しかし、徐々に、支援者に心を開いていく時
期が訪れ、支援者が誘った遊びを一緒に付き合って
遊んだりする協調的な行動をみることが出来た。ま
た、読み聞かせや音楽といった子どもの文化に関す
る活動への興味関心の広がりが見られた。2016年
10月には親子で、2017年度５月頃まで「母親：な
な」はまったく見向きもしなかった絵本について、
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2017年11月以降、活動において読み聞かせに注目す
る姿が多く見られるようになった。そこでは、子ど
もAが一番前で熱心に聞く姿を頻繁に目にするよう
になって「母親：なな」も子どもの文化の魅力に気
づいたのではないだろうか。

しかし、食の活動では、子ども A がお箸をうまく
使えないなど、生活スキルが十分に獲得出来ていな
いという状況も見受けられ、活動に参加しても吸収
出来ることばかりではなく、内容によっては吸収が
難しいと思われることもあることがわかった。

最後は、「わが子への接し方」についてである。こ
こでは、活動参加当初、活動への不安や緊張感の影
響もあってが、わが子への接し方において、喜怒哀
楽などの表情はなく、言葉を掛けている様子もほと
んど見受けられなかった。しかし、活動に参加して
10ヶ月が経過した2017年５月には、子ども C を支援
者に抱いてもらい、子ども A が友だちと遊べる状況
があったとき、近づいてきた子ども B を抱き上げ、
肩車をしてにこやかに遊ぶ親子の様子が見受けられ
た。この頃には、「母親：なな」は活動参加の様子に
緊張した面持ちが消え、リラックスした表情が増え
ている様子があった。また、「母親：なな」の表情と
比例するように、３人の子どもの表情からも過度な
緊張の面持ちがなくなり、安心して素の自分を出す
ような場面が見られるようになった。2018年の秋に
は、子ども B が自己主張できる年齢となり、おも
ちゃの取り合いで泣き叫んだり、けんかをしたりす
る状況が始まっていたが、「母親：なな」において
も、子どもの状況に応じて声を出して子どもを叱っ
たりなだめたりするなど、試行錯誤しながらも子ど
もの反抗期に付き合う姿も見受けられた。

５．�総合考察―地域の子育て支援活動に参加す
る親子の生活行動の変容―

以上、２年９ヶ月に及ぶ地域の子育て支援活動に
参加する親子について記録し、生活行動の変容をと
らえることを試みてきた。

そこで、「表５」で示した５つの視点による生活行
動の記録の結果をもとに、２年９ヶ月に及ぶ「母
親：なな」と３人の子ども「子 A、子 B、子 C」の
生活行動がどのように変容してきたのかについて総
合考察を試みる。

５－１　参加状況からみえた生活行動の変容
「参加状況」については、2016年の事業を開始し

た４月から３ヶ月間は自治会からお誘いがあったに
も関わらず興味を示さず参加を拒んでいた。しか
し、同年７月から４ヶ月に渡って、10時の開始時間
には間に合わないことが多かったものの、参加する
ことが多くなった。その時点では主体的参加という
よりは、もともと人との関係が円滑に切り結べない

「母親：なな」にとって、唯一仲良くしていた先輩の
存在があったこと、また、団地敷地内で取り組まれ
ることから親子が楽しそうに参加する様子を遠めに
見ていたこと、そして、活動の様子を SNS で紹介し
たり、繰り返し団地内でお誘いの声掛けをする団地
役員と会話する機会が増えたりすることによって、
活動参加の初めの一歩を踏み出す勇気を得たり、後
押しになっていたと考えられる。その後は、第３子
出産を経て５ヶ月に渡ってほぼ10時の開始時間か
ら12時過ぎの活動時間いっぱいに毎月積極的に参
加する姿があった。その後２ヶ月の主催者である自
治会事情により開催出来なかった時期があったもの
の、2017年８月から８ヶ月間の活動では10時の開
始時間から12時終了後も子どもが遊び続けていた
こともあり、活動終了後も残って参加する姿が見受
けられた。そして2018年４月から現在に至る９ヶ月
間においては、開始時間10時前から12時半まで参加
するようになった。そこでは、開始前の会場設営や
受付名簿を付けるなど運営に関わる姿が見られた。
すなわち、「不参加（2016年４月～６月）３ヶ月→
客体的参加（2016年７月～12月）６ヶ月→主体的参
加（2017年１月～2018年３月）14ヶ月→主体的参画

（2018年４月～2018年12月現在に至る）９ヶ月～」
という参加状況にみる生活行動の変容をみることが
出来た。

５－２　参加態度からみえた生活行動の変容
次に「参加態度」においては、服装や身なりの面

から考察してみたい。この２年９ヶ月で「母親：な
な」の服装や身なりは長髪を束ねるなど清潔感が増
したという変容に留まった。しかし、前述した「参
加状況」が主体的参加以降になると、「子 A. 子 B. 子
C」にお揃いの洋服を着せたり、お揃いのお団子ヘ
アの髪型にしたりするなど活動参加に向けた子ども
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の身なりを整える時間や行動、投資が増えている様
子をみることが出来た。そこには、支援者による

「可愛いね。綺麗に結んでもらったね。」という親子
への声掛けや参加する他の親子からの声掛け、また

「子 A. 子 B. 子 C」自らが「可愛いでしょ。ママに結
んでもらった。」などを支援者や参加する他の親子
に見せたり話したりする姿が見られるようになって
きたことが、「母親：なな」にとって、３人の子育て
で忙しいながらも、時間を掛けて身なりを整えた自
分をほめてもらって嬉しい気持ちになったり、わが
子がより愛おしく思えたりしていった結果、生活行
動が変容していったと考えられる。そこには、表情、
ふるまい、態度が、服装や身なりの側面だけからと
らえても、行動変容していることが伺える。

しかし、ここでは「一緒に参加した人の存在」す
なわち、仲良しの先輩という特定の人間関係しか取
り結べなかった「母親：なな」が、先輩との距離、
葛藤、孤独を経て、新たな出会いや交流という、長
い時間を経て、人との関係構築による参加態度にも
着目していく必要がある。そこでは、人との関係が
うまくいかないことによる不安、不信の時期を経
て、少しずつ安心、自信に向かっていく生活行動の
への変容を遂げることが出来ていた。見方を変えれ
ば「母親：なな」がこの子育て支援活動の参加を通
して、支援者や参加者と子どもの身なりを整える自
分、また人間関係構築に葛藤している自分を承認や
受容してもらえる体験、またわが子の喜ぶ姿に勇気
をもらい、それら参加態度の生活行動の変容をみる
ことが出来たと考える。

５－３　人と関わる様子からみえた生活行動の変容
次に「人と関わる様子」の考察である。ここでも

主体的参加をし始めた頃から、わが子を抱っこして
もらうことを嫌がらなくなったり、特定の人にしか
心を開かなかった傾向の「母親：なな」が、徐々に
参加する親子と談笑したり、一緒に過ごすことが出
来るなど、特定の人だけではない関係性の広がりや
深まりをみることが出来た。また、主体的参画期で
は、活動参加者で自分たちの活動について話し合い
に取り組んだ際、最初から自分の意見をみんなの前
で述べるということは出来なかったものの、普段か
ら自分が疑問に思っていることを支援者に直接訴え

る行動を起こしていた。そこには、「母親：なな」が
２年以上の活動参加を経て、自分もその活動をつく
る一人であるという意識が芽生えていたと考えるこ
とが出来る。そこで、よりこの活動をよくしていき
たい、もしくは問題点は改善していきたいという問
題意識が芽生えていったと考えられる。話し合いで
は発言こそ出来なかったが、２年９ヶ月目に取り組
んだクリスマス会の前月には、自らバルーンアート
を行う提案を活動中に発言し、当日は、特に早く会
場に来て、バルーンを膨らませたり、見本を作った
りと講師的な役割、その事業を担当する主催として
の役割を誠実に担っている姿をみることが出来た。
すなわち、主体的参加を始めた「母親：なな」は自
ら活動の主体者でありことを自覚していき、調査後
半のクリスマス会では自ら役割を担う主体に行動変
容していたのである。

５－４　�活動に取り組む様子からみえた生活行動の
変容

次に「活動に取り組む様子」からの考察である。
活動開始前は、「子どもを取り巻く状況」でも把握

したように、家庭環境において日常的に子どもにふ
さわしい文化資本が十分ではない状況に陥ってい
た。団地では就学前施設に行っていない子どもが多
く、「母親：なな」の子どもたちも文化的な活動に触
れている状況ではなかった。しかし、毎月１回の活
動の２年９ヶ月の活動に継続して参加していく中
で、例えば、水遊びや砂遊び、また団地外に出掛け
て体験した芋ほり、毎月取り組んだ食べ物作り（軽
食やおやつ）、かるた（坊主めくり）やお正月遊び、
ハロウィンパーティ（収穫祭）やクリスマス会、雛
祭りなどの季節の行事、伝統文化、絵本や音楽活動
など、子どもの年齢発達に即した文化活動に継続し
て出会わせていくことを可能にし、活動を楽しむ様
子、道具の使い方を獲得している様子、遊び方を習
得している様子、食を作るスキルの獲得、手作りす
る楽しさや美味しさの実感、、絵本や音楽遊びを聞
く姿勢や楽しむ様子から、徐々に子どもの生活に文
化活動が取り入れられ、その活動をたしなむ生活行
動の変容、すなわち活動の意味理解、接し方、楽し
み方、作り方、必要な知識や技能の獲得につながっ
ている行動変容をみることが出来た。
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５－５　参加態度からみえた生活行動の変容
最後に「わが子への接し方」についての考察を行

う。ここでは、活動参加時にわが子に対して、声掛
けやまなざしが乏しかった「母親：なな」が、客体
的参加から主体的参加への移行の時期に、氷を溶か
すかのようにわが子への関わりの生活行動への変容
をみることが出来た。そこでは、誕生したばかりの

「子 C」の世話をしつつ、「子 A. 子 B」への目配り、
気配りをしたり、支援者に「子 A．子 C」を見ても
らっている間、「子 B」を肩車して遊んだり、抱き寄
せたりたりする関わりをみることが出来た。ここで
は、客体的参加の時期は、人も場所にも慣れておら
ず自分が活動に存在する意義を見出せないことから
緊張感や疎外を感じ、わが子への接し方も冷たい行
動が見られていたとするならば、徐々に、人や場に
慣れ、「母親：なな」が周囲の人との関係構築が深
まっていったことにより、緊張がほぐれ、自分自身
を疎外から解き放たせ、わが子を慈しむようなまな
ざしや声掛け、また、ふるまいが変容していったと
考えられる。もちろん、子どもの年齢発達段階で反
抗期や人見知りなど、状況に応じて大きな声でなだ
めるなどの接し方も見られるがそれも含めて、わが
子に対する発達に応じた接し方が出来てきた生活行
動の変容とみることが出来る。

以上の考察より、本研究で取り上げた低所得者層
団地で取り組まれている地域の子育て支援活動に参
加する親子の生活行動の変容を総合考察すると、不
参加だった親子が参加する契機を経たことが、最も
大切であったことがわかる。そして、そこからはじ
めの一歩を踏み出した親子は、客体的参加に留まっ
ていた時期に人との出会いや交流といった関わりの
広がりや深まりを通して、自身が承認されたり受容
されたりしていること実感するようになり、徐々に
自分の態度を変容させていくことにつながってい
た。そしてそれを実感した親は、より積極的に活動
に参加したり取り組んだりするようになっていっ
た。そして主体的参加が定着していって、その親は
活動の主体者としての意識が芽生え、その場に対す
る問題意識が芽生えたり、その活動の主体者として
の生活行動をふるまう生活行動の変容をみたりする
ことが出来ていた。

おわりに
本研究を終えて、２つの研究課題を記しておきた

い。
一つは、地域の子育て支援活動に参加する親子の

生活行動の変容というタイトルにも関わらず親の生
活行動の変容が中心になってしまったことである。
しかし、あえて親の生活行動の変容と焦点化した
テーマにしなかったのは、一例として親が子どもの
文化活動への理解することが子どもの生活行動の変
容にもつながっている側面を垣間見ることが出来た
からである。本稿では、それを十分論じることが出
来なかったが、今後はいかにその親と子どもの両方
への生活行動の変容をとらえ論じていくことを課題
とした。

もう一つは、地域の子育て支援活動に参加する親
子の生活行動の変容の考察が、低所得者層団地の事
例にみる特徴を明確に提起出来なかったことであ
る。そこには、安直に違うところを強調して抽出す
ることにより、普遍的に大切な生活行動の変容のプ
ロセスを見落としてしまうことになるのでなないか
という思いがあったからである。しかし現在、子ど
もの貧困問題などが大きな社会問題となる中、低所
得者層団地の事例に必要な子育て支援を検討してい
くためには、その側面からもとらえていく必要があ
ると考える。しかし、本稿ではその両面を整理して
提示するところまでは到達しなかった。

今後は、これらの研究課題も視野に入れながら研
究活動を継続していきたい。

注
１）朝日新聞、2015年４月３日朝刊に、1985年の子どもの貧

困率10.9％から2012年は過去最悪の16.3％となり、およそ
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２）宮崎日日新聞社「だれも知らない」取材班『だれも知ら
ない ― みやざき子どもの貧困』宮崎文化情報センター、
2015年。
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１．はじめに
遊びは子どもにとっての生活体験であり、保育内

容のねらいを達成するものである。幼稚園教育要領
では「発達の基礎を培う重要な学習」と位置づけら
れている１）。保育者には、遊びを通して子どもを総
合的に指導していく力が求められる。それゆえ、子
どもの遊びを理解することは極めて重要であり、保
育者を目指す学生にとって、遊びの理解は重要な学
習課題となる。また、子どもの遊びは多様性があ
り、〇〇遊びと単純に捉えられない遊びも数多く存
在する。はっきりとかたちにならない子どもの遊
び、いわば「名のない遊び」も子どもの育ちを支え
る遊びである２）。遊びの本質に気づき、子どもの自

発的で創造的な活動、自己の内面から湧き上がって
くるような活動を、「遊び」として子どもの姿から見
いだせるかという遊び理解の力もまた、保育者とし
ての資質であるといえる。そのため、保育者養成課
程では、保育者の資質として遊びへの理解と実践力
を育てることが求められるため、遊びの本質を理解
し、保育内容に関わって子どもの豊かな育ちを引き
出す遊びの技術を身につける学びもある。

その資質形成の過程を明らかにするための尺度が
必要であると考える。小学生を対象とした子ども自
身の遊び体験を問う尺度３）や、保育者の効力感へ保
育者自身が過去にどのような遊び経験を有するかが
影響するという研究４）などは散見されるが、保育者

要旨　本研究は、保育者養成課程の学生において、遊びに関わる資質を明らかにするための測定尺度を作成し、
その信頼性を検証するものである。乳幼児に関わる保育者には遊びを通して子どもを総合的に指導していく力が
求められるが、子ども期からの遊び体験が不足している学生も少なくない。保育者養成課程の課題として、遊び
の経験を伴う学習内容も必要だが、遊びを通して子どもと共感できる学習内容や遊び環境を構成するための教材
の選択や工夫などの力も求められている。
　以上のことから、測定尺度として保育活動に遊びを取り込み、遊びの援助者となる資質を問う内容になるよう
に44項目を採取した。項目内容は、対象者自身の遊び体験について問うもの、遊びの本質を理解する力として遊
び環境についての意識を問うもの、遊び環境を構成できる力として遊び環境への自己効力感を問うもの、遊びの
リーダーとしての能力である遊びに対する自己効力感を問うものに大別できる。この尺度を用いて保育者養成課
程を持つ２大学の学生157名に対し調査を行った。主成分分析を行った結果、16項目が抽出され、充分な信頼性
が確認された。主に「遊び環境への自己効力感を問うもの」「遊びに対する自己効力感を問うもの」の２つの側
面から構成された尺度となった。

キーワード　保育者養成　遊び　環境　尺度作成　幼児教育・保育
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を目指す学生の資質を形成する要因として子ども時
代の遊び経験や現在の遊びへの理解を測定する尺度
については、現段階では作成されていない。この尺
度が作成されることで、今後、遊びに関わる資質と
いう視点からの保育者養成課程における学習や教育
効果の客観的測定が可能になるのではと考える。

本研究は、保育者養成課程の学生において、遊び
に関わる資質を明らかにするための測定尺度を作成
するものである。ここでいう遊びに関わる資質と
は、遊び体験や生活体験の積み重ねに加えて、遊び
の本質を理解する力や、子どもの遊び環境を構成で
きる力、遊びの援助者・牽引者としての能力と捉え
る。

２．研究の背景と目的
現代的な環境の中、遊び環境や空間は減少してき

ており、子ども同士で遊ぶ経験も減少してきてい
る。南里ら（1997）が1990年代に福岡県内で小学校
５，６年生を対象に行った調査では、自然が残る地
域の子どもでさえ、地域内の子どもの数の少なさか
ら日常的な集団遊びが成立しづらく、ゲームなどの
室内遊びが主な遊びになっている実態が指摘されて
いる５）。その後20年以上が経過し、生活環境も大き
く変化した。携帯電話やスマートフォン、パソコン、
携帯ゲーム機が子どもの身近にあることが当たり前
となり、自分専用の機器を持ち、自由に使える環境
にある子どもも増えてきている６）。そのような生活
環境で、体を使う外遊びより室内遊びの時間が長
く、特にテレビゲームをはじめとしたメディアに依
拠した遊びの時間の割合は高い７）。

文科省においても、2002年に「幼稚園等施設の教
員等の今日的課題」として、「近年は、幅広い生活体
験や自然体験を十分に積むことなく教員等になって
いる場合も見られるため、多様な体験を取り入れな
がら自ら具体的に保育を構想し、実践することがう
まくできない者、あるいは教職員同士や保護者との
良好な関係を構築することを苦手としている者も少
なからずいる。」と、保育者を目指す学生の体験不足
を指摘している８）。

こうした学生の遊び経験の不足を実感している養
成校教員も少なくないと考えられ、その課題性を明
らかにしようと、保育系の学生の幼少期の遊び経験

を調査した研究は、複数見受けられる。細井ら
（2007）の研究では、保育者養成課程に在学する学
生187名を対象に、幼児期の遊び経験について質問
紙を用いた調査を行っている。その結果、男子学生
より女子学生の方が室内・室外遊び共に多くの遊び
を覚えているという性差が見られた。特に室内遊び
ではその性差が大きく見られた。そこから、男子学
生よりも女子学生の方が多く室内遊びを経験してい
ることが示唆されたが、男女ともに全体的に記憶し
ている遊びの数が少ないということ、また学生たち
が保育者としての十分な遊び経験を持っているかと
いう点については疑問を呈し、遊び体験の少なさは
課題であると指摘している９）。今井・山西（2015）
は、保育・教育専攻の学生124名を対象に、子ども
の頃の遊び経験と遊び環境や自然に対する意識につ
いて質問紙を用いた調査を行っている10）。学生たち
の伝承遊びの経験が少ないこと、また、自然に対す
る興味が低い学生は幼少期に限定的な遊び体験しか
もたないということを明らかにし、こうした学生へ
の自然への興味を高める気づきへの指導が、養成課
程における課題であることを示している。いずれの
研究も、学生の子どもの頃の多様な遊びの経験の少
なさや質の乏しさを指摘し、保育者養成の課題とし
て養成教育の中で遊びの経験を伴う内容や、遊びを
通して子どもと共感できるような内容のプログラム
の必要性を示唆している。

そうした中で保育者を目指す学生には、子どもの
遊びを誘発する題材や教材を選択する能力を育成す
ることも求められる。碓井（2017）は、実習前に

「遊びの面白さを幼児の視点で考える」授業実践を
通した教材研究を行うことによって、限られた実習
時間でも学生が子どもの気持ちを感じ取れるように
なり、実践に余裕が持てるようになったという研究
報告を行っている11）。この結果から、子どもと遊び
の面白さを共有するための教材研究の重要性を明ら
かにした。子どもと遊びの面白さを共有し、子ども
に自分の保育が受け入れられれば、保育者としての
効力感を持つことができる。すなわち、子どもの遊
びへの共感性を持てるかどうかは、保育者の資質に
関わる要因である。

小薗江（2009）は、実習経験を通した自己効力感
の変化を捉えるために広い角度からの尺度形成を試
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みている。保育者養成校の学生210人を対象に60項
目の質問紙調査を実施し、因子分析の結果６因子を
抽出している。それぞれの因子は、「積極的な実習態
度」「ストレス対処」「事前準備」「保護者との関わ
り」「環境や教材の工夫」「子どもとの関わり」と命
名されている12）。この中で「環境や教材の工夫」と
いわれる因子は、保育場面における教材選択や遊び
を促す題材や素材への着目、さらに、環境への工夫
の効力や環境や教材の工夫について取り上げてい
る。この因子を本研究では、遊びを構成する力とそ
れに対する効力感として取り上げ検討していく。

さらに、遊び環境を構成する際には、乳幼児が遊
ぶ力を十分に発揮できる環境について理解し、環境
が持つリスクに気づき回避する力も必要である。木
村・井上（2018）は、豊かな外遊びを引き出す園庭
環境として「挑戦できる環境」「存分に試すことが出
来る・変化を感じ取ることが出来る環境」「かかわ
り合ってつくりだせる環境」「力を出し切れる・発
散できる環境」「ほっとできる・一息つける環境」と
５つの視点を提示している13）。外遊びを十分に経験
していない学生も少なくない昨今に、どのような環
境が子どもの挑戦する力や好奇心を育てるのか、実
習先などでの具体的な環境を観察し、この５つの視
点から学生が理解できるような学習プロセスが必要
であるだろう。

また、学生の実習経験によって、遊びのイメージ
が変化するという調査結果もある。毛利（2018）は、
保育者養成課程の学生138名への質問紙調査を、実
習前・第一回実習後・第二回実習後と３回に分けて
行った。その結果から、学生の子ども観は短期間の
実習によって変化しないが、遊びへのとらえ方は各
回で変化することが明らかとなった。学生が遊びを
通して子どもを理解する視点は実習の影響を受ける
ということであり、実習指導で遊びの観察や遊びの
中での子どもの気づきへの対応を指導することの必
要性を検討するよう指摘している14）。湯地（2012）
は、短期大学の保育学生99名に対して行った質問紙
調査で、具体的な遊びの場面を想定した調査から、
子ども観・保育観は短期間の実習でも大きく変わる
と指摘している15）。すなわち、短期間の実習におい
て、遊び場面の観察を取り上げて学生に意識させる
ことで子ども観や保育観を変容させることも可能で

あると考えられる。
以上のことから、自身の子ども時代に遊びを十分

に経験していない学生がいることを考慮しつつ、乳
幼児の遊びの援助者となれるような学習プロセスを
もち、遊びや遊び環境への効力感を育成していくこ
とが保育者養成には必要である。そのためには、身
近な自然や生活環境での子どもの遊びへの気づき
と、子どもの主体的な活動である遊びを引き出す環
境構成や教材を工夫する力を育成することが重要で
ある。しかし、それを評価できる適切な尺度が存在
しない。本研究ではそれを作成し、その尺度の信頼
性を検討することを目的としている。作成した尺度
を用いると保育者養成課程の初期から後期まで縦断
的に調査することが容易になる。これまでの研究で
明らかにされていない、幼少期の遊び体験の多少の
影響と養成課程での学びの影響の相互作用を捉える
ことが可能となると考えている。項目を採取する際
には先行研究の内容をふまえ、遊びに関わる資質
を、学生自身の遊び体験や生活体験、遊びの本質を
理解する力、子どもの遊び環境を構成できる力、遊
びのリーダーとしての能力という４つの側面から捉
えている。

３．方法
（1）対象

調査は、福岡県内にある保育者養成系短期大学の
２年生78名と保育者養成系大学で学ぶ３年生89名
の計167名に対して行った。回答したのは短期大学
74名、大学83名の計157名（回答率94.6%）であっ
た。なお、回答した学生は全員、幼稚園教諭免許・
保育士資格の取得のために学外実習を経験してい
る。

（2）測定尺度
小薗江（2009）の「環境や教材の工夫」12）に加え

て、湯地（2012）の遊び場面における保育観を問う
項目15）を参考に、遊びの支援者としての意識やこれ
までの学生自身の遊び体験を問う44項目を設定し
た。項目内容は、対象者自身の遊び体験について問
うもの（15項目）、遊びの本質を理解する力として
遊び環境についての意識を問うもの（４項目）、遊び
環境を構成できる力として遊び環境への自己効力感
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を問うもの（13項目） 、遊びのリーダーとしての能
力である遊びに対する自己効力感を問うもの（12項
目）の４種類に大別できる。それらの項目全体で、
保育活動に遊びを取り込み、遊びの援助者となる資
質を問う内容になるように設計した。それぞれの項
目について４件法での回答を求めた。

（3）手続き
2018年１月、専門科目の受講生を対象に、研究者

あるいは研究協力者である授業担当者が、授業終了
後に質問紙を配布し、その場で記入を依頼し回収し
た。回答は無記名とした。回答と授業評価とは関連
がないこと、回答内容と回答者個人が特定されるこ
とはなく、集計結果を保育者の資質向上のための研
究にもちいられることが文章と口頭で説明された。

分析では、４件法での回答を１～４に点数化し主
成分分析を実施した。信頼性の検証のために
Cronbach の α 係数を算出した。全ての分析は
SPSSver.17を使用し、欠損値は分析ごとに除外し
た。

４．結果
（1）項目の抽出

本尺度は、全体として一つの概念を測定するよう
に設計されていることから、主成分分析を実施し

た。第１主成分に .40以上の負荷量を示す項目を選
択したところ、16項目が抽出された（Table1）。

16項目のうち、遊び環境に対する効力感が10項
目、遊びに対する効力感が５項目と、ほとんどの項
目が効力感に関するものであった。保育者自身の遊
び体験について１項目抽出されたが、遊び環境につ
いての意識の項目は、抽出されなかった。

（2）信頼性の確認
抽出された16項目で構成される尺度の信頼性を

検証するために、Cronbach の α係数を算出したとこ
ろ .85であった。

５．考察
Cronbach の α係数が .85と充分に高い数値を示し

たことから、この尺度について信頼性は十分である
と判断できる。主成分分析の結果、先行研究から想
定していた４つの側面のうち、主に２つの側面から
構成された尺度となった。まず、最も多くの項目が
選択されたのが遊び環境に対する効力感であり、16
項目中10項目抽出された。項目内容をみると、「適
切な遊び環境を選択できる」「季節と生活に関わる
年中行事について、自分は子どもに伝えられると思
う」「保育活動に応じて、適切な道具や材料を判断し
準備することができる」というようなものであっ

番号 負荷量 種類 内　　　　　容
22 .647 環・効 適切な遊び環境を選択できる
15 .599 環・効 季節と生活に関わる年中行事について、自分は子どもに伝えられると思う
32 .582 環・効 いのちの大切さについて子どもに伝えることができる
12 .568 遊・効 一人一人の子どもに適切な遊びの指導や援助を行えると思う
20 .568 遊・効 遊びに消極的な子どもを、やる気にさせることができる
10 .562 遊・効 子どもが遊びで援助を求めてきた時、適切に対応できる
29 .537 環・効 保育活動に応じて、適切な道具や材料を判断し準備することができる
33 .535 環・効 子どもにわかりやすく指導することができる
4 .528 遊・効 子どもと遊ぶ時、遊びのリーダーシップを取ることができる
26 .522 環・効 身近な出来事を、保育活動の話題や教材として示すことができる
2 .498 環・効 子どもの活動を考慮し、適切な保育環境（人的、物的）を整えることに十分努力できる
5 .484 環・効 子どもが遊ぶ環境・安全な保育環境かどうかを見抜くことができる
28 .452 環・効 季節による自然の変化に気づくことができる
1 .451 遊・体 自分が子どもの頃に遊んだ遊びの中で、今の子どもたちに伝えたい遊びがある
8 .435 環・効 普段から保育活動に役立ちそうな題材や教材を探している
7 .407 遊・効 子どもと同じ目線で関わることができる

環・効�環境に対する効力感、遊・効�遊びに対する効力感、遊・体�保育者の遊び体験

Table 1　遊びや遊び環境への理解に関する尺度の主成分分析の結果
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た。これらの項目で測定できる学生の資質として、
以下の三点が挙げられる。一つには、乳幼児に相応
しい発達段階や時季に沿った遊び環境を見極める力
である。二つには、特別な活動を準備せずとも、身
近な自然や生活環境を遊び環境として子どもに提示
できる力である。三つには、リスクを回避し適切な
遊び環境を整えられる力である。

次に、遊びに対する効力感は５項目抽出された。
項目内容は、「一人一人の子どもに適切な遊びの指
導や援助を行えると思う」「子どもが遊びで援助を
求めてきた時、適切に対応できる」というように、
保育場面で遊びのリーダーとして活動できると認識
しているかどうかに関わるものであった。すなわ
ち、保育活動の軸として子どもの遊びを引き出し、
必要な場面で援助が出来る遊びの支援者としての効
力感を問う尺度である。遊びの主体として子どもを
捉え、子どもと遊びを共有できる資質が形成されて
いるかどうかを測定することが可能であると考え
る。

保育者自身の遊び体験についての項目は「自分が
子どもの頃に遊んだ遊びの中で、今の子どもたちに
伝えたい遊びがある」という１項目しか抽出されな
かった。

また今回、遊び環境についての意識の項目は抽出
されなかった。遊び環境の意識を測定するために準
備した項目は、「未満児は室内で遊んだ方が良いと
思う」「地域社会の環境を、保育に生かすことは重要
だと思う」などであり、遊びを豊かにする遊び空間
への意識を測定する内容であった。こういった内容
は、本研究で抽出された遊びにおけるリーダーシッ
プや遊び環境に働きかけることができるという効力
感とは質の違う物であり、一つの尺度として構成で
きなかったことが示されている。本研究では、遊び
の支援者として遊びの環境をどう理解しているかと
いうことを問うことのできる尺度を作成することが
目的であり、遊び環境について複数の側面から項目
を採取し、遊びを支援する資質という一つの側面を
抽出するための分析手法として主成分分析を採用し
た。そのため、遊び環境についての意識は、重要な
側面ではあるが効力感などとは質の違うものとして
今回の尺度には含まれなかったと考えられる。

一方で、学生が持つ遊び体験の少なさや遊びの質

が社会背景と共に変化し、学生の子どもの頃の生活
環境であれば日常的な集団遊びが成立しにくい状況
にあったと考えれば、調査の前提となる遊びの質や
種類を十分に検討した上で項目を立てるべきだった
ともいえる。

以上のように、本研究では遊びに関わる資質を測
るための信頼性の高い尺度を作成することができ
た。抽出された項目は主に「遊び環境への自己効力
感を問うもの」「遊びに対する自己効力感を問うも
の」の２つの側面から構成された尺度となった。今
回の調査は短大２年生と大学３年生の１月に実施し
たため、対象となった学生たちは保育に対する学び
をある程度経験した状態であった。今後、この尺度
を用いた調査を保育者養成課程に在籍する学生に定
期的に行うことで、保育を志す学生がその資質とし
て遊びを理解し、環境を構成する力をどのように持
ち得るのか、養成課程の学びによって資質形成が成
されるのか、それは実習経験によるものか、もしく
は元々持っている遊びの経験の違いなのかという過
程を明らかにできるであろう。

６．今後の課題

遊びは保育において重要なテーマであり、着目す
べき点も多岐にわたっている。本研究ではできるだ
け多くの側面から項目を採取し、尺度を作成するこ
とを重視した。そのため、44項目という分量となり
実施時間の制限から、他の尺度と併用して妥当性を
検証することができていない。また、これまで信頼
性と妥当性を備えた遊び環境への理解についての尺
度が存在していないことも、妥当性の検証を難しく
していた要因である。本研究の分析により16項目と
なり、実施時間が短縮できたことに加え、その内容
が遊びに対する効力感に重点を置いたものとなった
ことから、今後、項目内容の妥当性を検証すること
が可能であると考えている。

また、尺度の信頼性については、再検査法により
安定性を確認する必要がある。本尺度は、保育者養
成校において保育職を志す学生を対象として、保育
者としての資質が育成されているかを検証するため
に用いることが想定されており、縦断的調査での使
用が可能なものでなければならない。そのために、
尺度の安定性は重要な要素である。
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加えて、継続的に研究を行っていく上では、時代
と共に遊びの質も変化していることから、この尺度
が保育者の資質として不変的なものとなりうるの
か、もしくはその時々の社会背景から必要とされる
ものなのか、遊びの種類や質についても検討を重ね
ていくことも課題となるであろう。それにより、社
会状況に対応した子どもの育ちを引き出す遊びの援
助者の力量とはなにかについて考察できるかもしれ
ない。また、社会背景と援助者の質を同時に研究す
れば、遊びの支援環境の構造化にも展開することが
できると考える。

さらに、保育者として必要な資質は、遊びに対す
る効力感だけではない。子どもの発達や保育技術に
ついての知識をふまえた保育観や児童福祉としての
援助観、子どもたちに共感する力、対人援助職であ
る保育現場で活動するためのソーシャルスキルなど
様々な資質が求められる。これらの資質の育成と遊
びに対する効力感の育成がどのように関連している
のか分析することも今後の課題である。
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１　はじめに（絵本の読み聞かせについて）
幼稚園では、入園した幼児に、毎日絵本の読み聞

かせを行う。絵本を通して、お話の世界の楽しさ、
まだ経験していないたくさんのことを知る楽しさ、
教師への信頼等を感じとらせていく。入園前の幼児
の絵本経験には大きく差がある。読み聞かせをたく
さん味わってきた幼児と、そうでない幼児がいる
中、クラスの幼児の実態を十分に把握しながら、お
話の世界にひたる楽しさを味わわせていく。

幼児は絵本の中の繰り返しの内容を好み、その場
面を覚え、そして、何度も教師に同じ絵本を読んで
ほしいと願うようになる。教師の話す繰り返しの場
面に期待をし、喜んだり笑ったりと、大きく反応を
示す。また、教師や友達と絵本の中の言葉を一緒に
言うことで、皆との一体感が生まれていく。

絵本の選択については、その年齢や発達を考慮
し、内容の簡単なものから、少しずつ複雑なものに
変化させていく。（絵・内容・言葉・表現等であ

る。）また、その他に、季節や行事に関するもの、幼
児が興味・関心をもったもの、今教師が伝えておき
たいもの、等が加わる。

２　絵本の楽しさがわかり、絵本の世界にひたる
この絵本の経験を毎日十分に楽しんだところで、

幼児は絵本の中に出てくる食べ物を食べるまねをし
たり、動物のまねをしたりするようになる。それは、
教師との言葉のかけあいであったり、みんなで同じ
動物に変身しての表現遊びだったりと、遊びはどん
どん広がっていく。この活動は、絵本の中にとどま
らず、集いの中での表現遊びや保育室や園庭での
ごっこ遊びへと変化していく。

３　劇遊びへの発展
では、どんな絵本が幼児の表現意欲をかきたてて

いくのか、今までの教育活動の経験から数点あげて
みる。

幼稚園における生活発表会の取り組み
～ 絵本の読み聞かせから劇遊びへ ～

川　﨑　德　子＊

Living Recital of Kindergarten

～ from Reading Picture Book to Play at Play ～

Kawasaki Tokuko＊

要旨　幼稚園では、毎日絵本の読み聞かせを行っている。クラスの中で、いくつかのお気に入りの絵本が出てき
て、皆で楽しさや面白さを共有するようになる。幼児は絵本の世界に浸り、その登場人物の気持ちになりきって
遊ぶようになる。皆で劇ごっこを楽しみ、遊びに必要なお面や小道具などを作り始める。劇ごっこをするうちに、
そのクラスならではのエピソードが加わり、お話はどんどん膨らんでいく。皆で作った劇を、今度はお客様に見
せたいという欲求が高まる。その対象は他学年であったり、保護者であったりと、広がっていく。この気持ちの
高まりが、生活発表会という行事につながっていく。取り組みの中で、幼児は自分の意見を言ったり、考えを出
し合ったり、相手を認めたりと、たくさんの経験をしていく。その中で、豊かな感性が育っていく。

＊那珂川市立南畑幼稚園主任教諭・西日本短期大学非常勤講師
連絡先：〒811-1232　那珂川市大字埋金811番地１　TEL 092-952-2095　FAX 092-952-2305
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〇おおきなかぶ１）

〇３びきのこぶた２）

〇３びきのやぎのがらがらどん３）

〇てぶくろ４）

〇あかずきん
〇おおかみと７ひきのこやぎ
〇ももたろう
〇一寸法師
〇泣いた赤鬼
〇エルマーのぼうけん５）

〇どうぞのいす６）� 等
これらの絵本（お話）の共通点は、内容が幼児に

わかりやすく、繰り返しがあり、楽しい、というこ
とである。特に昔話や童話が取り組みやすかったと
感じる。

２学期に行われる運動会で、幼児は体を思い切り
動かす心地よさ、発表や表現の楽しさを味わい、ま
た、皆で１つのことに取り組み、最後までがんばろ
うとする気持ちをもつようになる。この機会を逃さ
ず、さらに教師はいろいろな絵本を読み、お話やお
話を作る楽しさを感じ取らせていく。そこで、絵本
を通しての劇遊びが発展し、自分たちで好きな役を
決めたり、交代したり、いろいろな発想で言葉や動
き（動作）を作ったりし始める。年長児は昨年の年
長児の活動を見たり、招待されたりした経験から、
また年中児は、今年度の年長児からの刺激により、

「お客様を呼んで、劇を見せたい。」という欲求をも
つようになる。それまではクラスの集いの中で演じ
ていたものが、椅子を並べ、入り口やチケットを作
り、好きな遊びの時間に他クラスや他学年を招くな
どの活動に発展していく。また、お話に必要な小道
具や衣装を、自分たちで進んで作るようになる。ま
た、欲しい材料を教師や家庭に求めるようになる。
しかしまだこの段階では、役割は流動的で、誰がど
の役を演じてもよいし、たとえば一人の役であって
も何人で演じてもよい。また、役を演じる人がいな
くて、お話が進まない時には、そこで話し合いが行
われる。誰かが役を買って出ることもあり、或いは
その役割を省くこともあり、状況によっては教師が
役を務めることもある。幼児はその話し合いの中
で、折り合うことや譲ること、反対に意見を主張す
ることを学んでいく。

４　生活発表会に向けて
このように、幼児が十分に劇遊びを楽しんだ頃合

いを見計らい、教師は「（劇を）今度はお家の方やお
客様にも見せよう。」と提案していく。幼児の気持ち
が高まるのをみて、更に「生活発表会」を提案し、
この大きな行事に向けての取り組みを進めていく。

幼児が十分に好きな役割を楽しんだところで、最
終的にどの役割を演じるかを決定する。教師は幼児
の気持ちや願いをよく聞き、配役について、またそ
の役割の人数も、皆で納得のいくまで話し合うこと
を大切にする。それから劇遊びに必要な小道具やお
面等を作っていく。何度も遊ぶうちに小道具やお面
が壊れたり、修理の必要なものが出てきたりするの
で、その都度、幼児が自分で（難しいところは教師
が手伝いながら）作り直していく。劇に必要な木や
岩、草等の大道具作りも、幼児が参加し関われる部
分を用意することで、生活発表会への意欲や期待を
高めていくことができる。言葉（台詞）も、はじめ
は絵本の通りに言っているだけだが、幼児が互いに
アイデアを出し合い、話し合っていくことで、その
クラスならではの言葉に変わっていく。同様に、幼
児の今までの経験が加わり、劇の中での動作にもク
ラスの特色が表れてくる。この変化（成長）は生活
発表会当日まで、実はその後も続いていく。皆で
作った言葉（台詞）と動作（動き）は、皆で共有し
ているので、誰でもどの役割も演じられるように
なっている。その姿は、毎日降園時に保護者にも伝
え、教師と保護者でその成長を共有していく。また、
お話の内容へのよりよい理解を促すため、絵本を事
前に保護者に渡し、輪番で読んでいただくこともあ
る。こうして、生活発表会当日を迎えるのだが、各
家庭には、教師からの毎日の報告やクラスだより

（生活発表会だより）等で幼児の成長を詳しく伝え
ているので、保護者の理解を得ることができ、「ここ
がよかった」と具体的にたくさんほめてもらうこと
ができる。たとえ、当日幼児が緊張しても、これま
での過程が大切だと伝えてきているので、保護者は
幼児を温かく見守っている。たくさんのお客様の拍
手や保護者の褒め言葉が幼児に達成感を与え、大き
く成長させていく。
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５　生活発表会を終えて
この生活発表会の経験が大きな自信となった幼児

は、また、役割を交代しながら、翌日からもしばら
く劇遊びの余韻を楽しむことになり、その経験は、
その後の園生活にも良い影響を与えていく。他学年
が劇遊びに加わってみたり、互いの劇遊びの内容を
交代して演じてみたりする。教師がその後の機会

（お楽しみ会やお別れ会、誕生会等）に演じると、幼
児は喜んで、教師に「こうしたほうがよい」、などと
アドバイスをしたり、手本を見せたりして楽しむ。
保護者が幼児に内緒で劇の練習をして、我が子の演
じた役で劇を見せてくれたことがあった。幼児の驚
きと喜びは大きく、その後の家族の良い思い出と
なったようだ。このように、一つの活動が、どんど

ん膨らみ、成長していく。

６　終わりに

以上、絵本から劇遊びへの広がりについて述べた
が、昔話や童話の題材に加えて、幼児の生活の中か
ら題材（内容）を取り上げ、加えていくと、さらに
幼児に身近で楽しい劇遊びになると考える。幼児の
表現を広げる機会は、園生活の中にたくさんあり、
その機会をとらえて、幼児の健やかな成長につなげ
ていきたい。

注
１）～５）福音館書店版
６）チャイルド社版� （その他の絵本は各社から出版）



日本生活体験学習学会誌　第19号　63－66（2019）

『市民とともに歩み続ける�
� コミュニティ・スクール�
―「社会に開かれた教育課程」の推進―』
編著：春日市教育委員会・春日市立小中学校

「コミュニティ・スクール」、最近よく聞かれるよ
うになったのではないだろうか。本学会でも、2016
年熊本大会、2017年宮崎大会において、それぞれ

「コミュニティ・スクールにおける生活体験の可能
性」、「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」をテーマに公開シンポ
ジウムを開催したところである。

コミュニティ・スクールとは、地域住民や保護
者、学識経験者によって構成され、学校の管理運営
に関わる「学校運営協議会」が設置された学校のこ
とである。2004年３月、中央教育審議会は「今後の
学校の管理運営の在り方について」を答申、「地域運
営学校（コミュニティスクール）」制度の導入を次の
とおりうたった。
「公立学校の管理運営に保護者や地域住民が参画

することにより、学校の教育方針の決定や教育活動
の実践に、地域のニーズを的確かつ機動的に反映さ
せるとともに、地域の創意工夫を活かした、特色あ
る学校づくりが進むことが期待される。学校におい
ては、保護者や地域住民に対する説明責任の意識が

高まり、また、保護者や地域住民においては、学校
教育の成果について自分たち一人ひとりも責任を
負っているという自覚と意識が高まるなどの効果も
期待される。さらには、相互のコミュニケーション
の活発化を通じた学校と地域の連携・協力により、
学校を核とした新しい地域社会づくりが広がってい
くことも期待される。」

2004年９月には「地方教育行政の組織及び運営に
関する法律」の一部改正が施行され、「学校運営協議
会」の設置が法制化され、その主な役割について、

「校長の作成する学校運営の基本方針の承認」、「学
校運営について教育委員会または校長に意見具申」、

「教職員の任用に関し教育委員会に意見具申」を規
定している。

2004年11月９日には、東京都足立区立五反野小学
校（学校統廃合に伴い2013年３月廃止）が全国で初
めてコミュニティ・スクールの指定を受け、11月26
日には京都市立御所南小学校、同高倉小学校、同京
都御池中学校の３校が続いた。５年後の2009年４月
には475校であったものが、その後、2012年度1,183
校、2015年度には2,389校と2,000校を超えた。コ
ミュニティ・スクール導入が教育委員会の努力義務
とされた2017年４月には、前年度よりも794校増加
して3,600校に達し、公立小中学校の１割（約3,000
校）をコミュニティ・スクールにするという政府目
標を達成した。2018年４月には5,432校となり、こ
の１年間で設置校は1.5倍になった。コミュニティ・
スクールの広がりを見ていくうえで、2017年はきわ
めて重要な節目となり、それゆえ従来からの啓発・
普及の取組みの論理を一段とステップアップする必
要が生まれた転換期と認識すべきである。同年に
は、「地域学校協働活動推進事業」もスタートした。
そうした中、「『学校・家庭・地域による共育』の広
がり12年の軌跡」の取りまとめとして出版された本
書は、まさに時宜を得たものと評価できる。

図書紹介の前に、春日市の紹介をしておこう。
1889年の町村制施行に伴い５カ村の統廃合により

「春日村」が誕生、1953年に町制施行、1970年に
４万人を超え、1972年「春日市」となった。福岡市
の南東に隣接しており、福岡市の発展に伴いベッド
タウンとして都市化が進んだ。人口は1975年に
５万５千人、2000年には10万人に達し、2015年現
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在11万人となっている。春日市は市町村合併がな
く、「明治のむら」の範域がそのまま残っている。春
日市は、1971～1973 年にかけて、旧自治省が実施
した、おおむね小学校区を範囲とする地区を対象に

「近隣社会の生活環境の整備」を図る「モデル・コ
ミュニティ事業」の指定を受けていたかと記憶する
が、急激な都市化がもたらす新旧住民の「混住化」
の進展、伝統的な「ムラ秩序」の弛緩と新たな「市
民としての地域結合」の必要性など、当時のコミュ
ニティ状況を振り返ってみると、春日市が「コミュ
ニティ・スクールのまち」の推進を重要な政策課題
としている現在と重なって見えてくる。

さて、「九州最初のコミュニティ・スクールのま
ち」、これが春日市である。2005年４月、世田谷区
立５校、杉並区立４校、和歌山県新宮市立１校とと
もに、春日市立春日北小学校、日の出小学校、春日
北中学校の３校がコミュニティ・スクールの指定を
受けた。その後、2006年度小学校３校、中学校１校、
2007年度小学校２校と拡大し、2010年度春日南中
学校の指定をもって春日市立全小中学校がコミュニ
ティ・スクールとなった。

この推進プロセスを春日市教育委員会は「『学校・
家庭・地域による共育』の広がり12年の軌跡」と呼
び、その間、2008年に先行した春日北中学校、春日
北小学校、日の出小学校の取組みをまとめた『地域
運営学校の展開』（春日市教育委員会編、三光）を出
版して社会にその評価を求め、全校指定の翌年2011
年には、「子どもが育つ地域基盤形成につなぐ開か
れた学校」の副題を持つ『春日市発！コミュニ
ティ・スクールの魅力』（春日市教育委員会編著、
ぎょうせい）、2014年に『コミュニティ・スクール
の底力』（春日市教育委員会・春日市立小中学校編
著、北大路書房）を相次いで出版、３年ごとの情報
発信と自己評価につなげている。2017年に刊行され
た本書、『市民とともに歩み続けるコミュニティ・
スクール－「社会に開かれた教育課程」の推進』は、
その第４弾になる。その構成は次の通り。

第１部　コミュニティ・スクール
　　　　 ― すべてがわかるＱ＆Ａ14 ―

第２部　�コミュニティ・スクールの展開―『社会に
開かれた教育課程』 『各種連携』 の実際―

第３部　�コミュニティ・スクール推進の支援 ―

教育委員会、自治会、各種団体の取組
み・支援力 ―

第１部は、「コミュニティ・スクールのとらえ方」
と「コミュニティ・スクールを推進する上で留意し
たいこと」の２項目に整理して、14の基本的な「質
問」に対し春日市の取組みの実際を「回答」すると
いうスタイルで、中央教育審議会答申がうたう「学
校を核とした新しい地域社会づくり」をめざす、春
日市の考え方、進め方が丁寧に説明されている。こ
れから、コミュニティ・スクールに取り組もうとす
る市町村にとっては、手に入れがたい貴重な「政策
推進ハンドブック(理論・実践・評価)」の役割を果
たすものである。

その中でも「コミュニティ・スクールの背景及び
趣旨は何ですか。」という「Ｑ１」は、極めて重要で
ある。全国的な背景を述べた後で、春日市は次のよ
うに主張する。
「春日市のコミュニティ・スクールは地域・校区

において子供を、学校・家庭・地域三者で共に育て
る『共育基盤』の形成を目指しながら、それを『協
働のまちづくり』（地域の活性化）に結ぶという理念
を持っています。�子供と学校を『縁』として、保
護者や地域住民、学校が結び合い、関わり合う中で、
児童生徒の生きる力の育成を図っていくとともに協
働のまちづくりへとつないでいくことを目指してい
ます。まさに、コミュニティ・スクールは『社会総
がかりでの教育の実現』であります。そのためには、
学校、家庭、地域の三者が主体性・役割を発揮しな
がら各種活動（支援活動・協働活動）を展開するこ
と、そのことを通して三者が双方向の関係づくりに
努めることが大切になります。」

これを受けて、「Ｑ２」が「コミュニティ・スクー
ルの仕組みはどうなっていますか。」であるが、仕組
みの全体像を車の機能・役割（運転手、エンジン、
ガソリン・オイルなど）に例えた説明はわかりやす
い（表紙写真参照）。ここでは、「運転手」が「学校
運営協議会」、「エンジン」が「実働推進組織」、「エ
ンジン・オイル」が「教育委員会の活性化、学校の
活性化」とされており、さらに「ナビゲーター」と
して「学校、関係者の評価」が明記されていること
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に注意したい。コミュニティ・スクールに関心のあ
る方には必読のページである。

次に、「コミュニティ・スクールを推進する上で
留意したいこと」に関する「回答」をみておこう。
春日市の推進体制の大きな特徴は、学校運営協議会
の下に「実働推進組織」を設置したことである。春
日市では、それを市全体の統一的な運営方式として
提示せずに、地域の実情、児童生徒の課題に即して、
３つの組織タイプから選択できるようにしている。
具体的には、「Ａ．合同部会組織タイプ」は、「確か
な学び」づくり部会、「健康・安全」づくり部会な
ど、重点目標ごとに学校、保護者、地域三者で構成
される部会のタイプ（「三者の協働」）、「Ｂ．三部会
組織タイプ」は、「めざす家庭像」「めざす学校像」

「めざす地域像」という実行目標の具現化を目指し
て「学校」「保護者」「地域」がそれぞれ単独の部会

（「学校部会」等）を設置するタイプ（「各三者の役割
分担」）である。これに対し、「Ｃ．学校支援組織タ
イプ」は学校の重点目標に焦点を当てて組織的な学
校支援や円滑な連携活動の推進を中心にして進める
タイプ（「地域・家庭による学校支援」）となってい
る。

もう一つ、「PTA 組織との連携」についてみてみ
よう（「Ｑ９」）。どこのコミュニティ・スクールでも
言われることではあるが、春日市でも、「課題の一つ
に『地域の人に比べて、保護者の顔が見えにくい』
ということが共通して挙げられていました。現役世
代でなかなか休暇が取れにくいという現状がある
中、その解消に向けて PTA 組織改編を図る学校が出
てきました。」紹介されている、春日北小学校は、既
存の PTA 組織を生かして、実働部隊である「体力
アップコミュニティ」「安全力アップコミュニティ」

「学力アップコミュニティ」「生活力アップコミュニ
ティ」に PTA の各種委員会の委員を位置付けている
事例である。コミュニティ・スクールの設置がＰＴ
Ａ組織の活性化、役員負担のスリム化等につながる
創意工夫が求められている折、大いに参考になる具
体的な取組みが紹介されている。

第２部は、2016年12月の「中央教育審議会答申」
がうたった「社会に開かれた教育課程」がキーワー
ドであることはいうまでもない。春日市は従前から
その教育目標、教育内容を「地域連携カリキュラム」

として活用してきた。すなわち、「地域人材活用の教
育課程（地域を生かす）」、「地域を教材化した教育課
程（地域を学ぶ）」、「地域へ貢献・還元する教育課程

（地域に還す）」、「子供と大人との共学を取り入れた
教育課程（地域と学ぶ）」の４つの柱である。その教
育実践の蓄積は、まさに「春日スタンダード」と呼
ぶことができる。

春日市立の12小学校、６中学校で実践されてきた
取組みの紹介をみてみよう。児童生徒の実態、地
域・家庭の諸課題に対応した取組みは18通りの多
様さ、多彩さがみられる。いくつかテーマ ( 実践課
題 ) を紹介すると、2005年にスタートした春日北小
学校の「実働組織の推進～学力アップコミュニティ
～」、2006年開始の春日西小学校の「保護者自らが
家庭教育力を高める取組み」、2007年開始の春日小
学校の「子育てに連続性をもたせる15年共育プログ
ラム」、2010年開始の春日南中学校の「『南中カレッ
ジプロジェクト』～共学によるキャリア教育～」な
ど、「確かな学力」、「家庭教育支援」、「幼保小中連
携」、「キャリア教育」と、どれをとっても教育改革
の現在を貫くキーワードが並んでいる。なお、「最後
の導入校」となった南中学校であるが、2002年に

「南中カレッジ」（「生徒と大人が共に学ぶ土曜学
校」）の取組みを始めており、地域住民によって組織
された「南中カレッジ委員会」が学校と協働で実
施・運営を行ってきた。これに関しては、『地域で育
つ中学生～なんちゅうカレッジ15年の軌跡～』

（2017年）にまとめられている。
最後に、第３部をみてみよう。特に注目したいの

は「教育委員会のコミュニティ・スクール支援」の
在り方である。春日市は、これまでの「12年の軌跡」
を、「模索期（2005年～07年）」・「拡充期（2008年～
10年）」・「定着・充実期（2011年～）」の３期に区分、
それぞれの段階（進捗状況）に応じて教育委員会が

「総括による支援」、「評価・検証による支援」、「新た
な動きの誘導による支援」、「研修・指導による支
援」、「広報・啓発による支援」という「５つの支援」
を行ってきた。この中で「発想力・先見性の力が求
められる」という「新たな動きの誘導による支援」
が特に注目される。春日市がコミュニティ・スクー
ル推進において、全国のトップバッターを走り続け
てきた根拠は、この「新たな動きの誘導による支援」
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であり、それを保証してきた「教育委員会事務局」
の不断の自己革新の結果であったと思われるからで
ある。それが、「教育委員会自らの活性化の促進」と
いう目標につながっている。「市民の信頼に応える
教育の実現」、これがコミュニティ・スクール全小

中学校導入の後に見えてきた、地域の教育に責任を
持つ者の「志の高さ」といえよう。

� ［ぎょうせい、2017年、1,800円＋税］
� （放送大学熊本学習センター　古賀倫嗣）



日本生活体験学習学会誌　第19号　67－70（2019）

日本生活体験学習学会
事務局報告
2018年度

Ⅰ　理事会会議日程
第１回理事会　2017年９月１日
� （2017年度第６回理事会合同開催）
　　　　　　　宮崎市民プラザ
第２回理事会　2017年11月３日
　　　　　　　福岡市立大名公民館
第３回理事会　2018年１月28日
　　　　　　　福岡市立大名公民館
第４回理事会　2018年４月８日
　　　　　　　福岡市立大名公民館
第５回理事会　2018年７月１日
　　　　　　　福岡市立大名公民館
第６回理事会　2018年９月７日
　　　　　　　庄内生活体験学校

Ⅱ　会員実数
全86名（2018年７月31日　現在）
　個人会員　85名　　法人会員　１名

Ⅲ　これまでの活動
○第19回研究大会の開催
　2017年９月２日（土）－３日（日）
　於　南九州大学宮崎キャンパス
○学会誌第18号の発刊
　2018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年度に引き続き佐賀県教育委員会主催の
コミュニティ・スクール研究大会が開催されるこ
とになったため、協力との位置づけのもと、下記
の通り、実施した。
　日時：2018年８月23日（木）14：00～17：00
　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
○事務局だよりの発行
　2017年10月３日　第26号　発行
　2018年２月２日　第27号　発行
○研究会の開催

本年度も、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19回総会における決定事項
事務局より2017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、2017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。

上野選挙管理委員長より、2018－2019年度学会
理事選挙結果について報告が行われ、異議なく承認
された。その上で、事務局より、2018－2019年度役
員体制について、総会に先立って行われた理事会の
決定に基づいて提案が行われ、異議なく承認された。

次に、事務局より、学会設立20周年記念事業につ
いての理事会提案が行われ、異議なく承認された。
承認を受け、事務局より、学会設立20周年記念事業
に伴う学会会則の変更と規程の新設について提案さ
れ、協議の結果、一部修正の上、承認された。

その後、事務局より、2018年度予算について提案
され、異議なく承認された。

報告事項では、2018年度学会活動として、各部会
より、（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。

最後に、事務局より、次回研究大会は、学会20周
年記念大会と位置づけ、９月８日（土）・９日（日）
の２日間にわたり、福岡県飯塚市（旧庄内町）の庄
内生活体験学校にて開催する予定となっていること
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が報告された。また、次回研究大会は学会設立20周
年の記念大会となるため、理事会が主体となって庄
内生活体験学校と協議しながら企画を進め、担当理
事として古賀会長と相戸副会長が選任されたことも
報告された。

⑵　第１回理事会での決定事項
第１回理事会は、新旧理事の出席により、2017年

度第６回理事会との合同開催とし、2017年度決算及
び2018年度予算、総会議案等について協議され、協
議の結果、一部修正等の上、了承された。また、新
旧理事の顔合わせならびに互選による会長選出が行
われた。

加えて、学会誌第18号の発刊について、学会誌編
集規程等に基づき、2017年10月31日（火）（必着）に
て学会誌エントリーを行いたいことが提案され、異
議なく了承された。

また、事務局長より、研究大会終了後に、総会資
料ならびに学会誌第17号の送付に併せて「事務局だ
より第26号」の発行の提案があり、内容ならびに担
当については了承された。

⑶　第２回理事会での決定事項
第２回理事会では、以下の７点が協議ならびに確

認された。
①�　会務報告では、２名の入会について、協議の

上、承認された。
②�　総会議案の送付・承認について、総会は定足

数に至らなかったため、総会資料を会員に送付
し10月末日まで受け付け、期日までに異議申し
立てが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�　第19回研究大会決算報告が行われ、異議なく
承認された。

④�　2018-19年度理事会体制について、推薦理事
として、末崎雅美会員、山城千秋会員、大村綾
会員の３名とすることが提案され、承認され
た。推薦理事を加えた理事体制としては、以下
の通りである。

　　学会長：古賀倫嗣
　　副会長：上野景三、相戸晴子
　　理　事：相戸晴子、石村秀登、井上豊久、

　　　　　上野景三、大村綾、岡幸江、
　　　　　古賀倫嗣、末崎雅美、長尾秀吉、
　　　　　永田誠、山崎清男、山城千秋、
　　　　　横山正幸
　　会計監査：関弘紹、正平辰男
　　事務局：�（事務局長）永田誠・（事務局次長）

大村綾・（事務局補佐）菅原航平
⑤�　2018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。

⑥�　学会との共催事業（地方セミナー）について、
社会貢献部会の活動方針に基づき、2017年12
月１日に文書送付、2018年１月12日〆切にて
募集することが決定された。

⑦�　事務局より、学会誌第18号の発刊について10
月末日にエントリーを締め切り、論文５本と研
究ノート１本のエントリーがあったことが報告
された。すべて期日内に所定の手続きを経てい
るため、計６本のエントリーが異議なく了承さ
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６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、本年度は、①研究
大会に注力すること、②昨年度の継続として、
佐賀県教育委員会からの協力依頼があれば対応
することの２点が協議の上、確認された。

②�　学会誌第18号の発刊について、①これまでの
プロジェクト研究に関する議論の総括として特
集テーマを組むこと、②書評図書として、『持続
可能な地域づくりと学校』（添田祥史会員共著）
と『地方に生きる若者たち』（上野景三会員共
著）の２冊とすることが決定された。

③�　古賀会長より、学会20周年研究大会の協議内
容が報告され、学会20周年と生活体験学校30周
年の両方の位置づけにて開催することが確認さ
れた。また、自由研究発表も例年通り、実施す
ることが決定され、募集を下記の通り行うこと
が了承された。
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　●会員送付：2018年２月16日（金）
　●エントリー〆切：2018年３月31日（土）
　●発表要旨〆切：2018年７月31日（火）
④�　学会表彰候補者の募集について、事務局よ

り、学会表彰候補者の募集に関する日程ならび
に書類が提案され、下記の通り、了承された。

　●会員送付：2018年２月16日（金）
　●募集〆切：2018年３月31日（土）
⑤�　学会名誉会員の推薦について、学会名誉会員

選定に関する内規等を踏まえ、候補者条件を満
たす会員の選出・提案がなされ、協議の結果、
正平辰男会員、横山正幸会員の２名を候補者と
することが承認された。

⑥�　学会20周年記念資料集の作成・発行につい
て協議がなされ、学会設立から現在までの「学
会通信」「事務局だより」を電子ファイル化した
CD-ROM を作成し、次号の学会誌19号の付録と
して会員に配付することが了承された。

⑸　第４回理事会での決定事項
第４回理事会では、以下の５点が協議の上、承認

された。
①�　事務局より、１名の入会、２名の退会の申出

が報告され、それぞれ異議なく承認された。
②�　学会誌第18号の発刊について、相戸紀要編集

部会長より、論文４本の査読の結果、採択１本、
修正採択２本、実践ノートへの種別変更１本と
なったことが報告された。

③�　第20回研究大会（学会設立20周年記念大会）
について、事務局より、自由研究発表のエント
リーについて４本のエントリーがあった旨が報
告された。その上で、エントリー者の発表資格
の確認等が行われ、異議なく承認された。また、
①古賀会長より、研究大会シンポジウムを「学
会20周年記念シンポジウム」と位置づけるこ
と、②相戸研究大会担当理事より、懇親会場が
提案され、了承された。これらを踏まえ、研究
大会要項を作成し、５月中旬をめどに会員に送
付することが決定された。

④�　学会表彰候補者の募集の結果について、事務
局より、期限までに学会表彰候補者の会員から
の推薦がなかったことが報告された。それを踏

まえ、理事会にて協議を行い、「初めての取り組
みであり、表彰対象をどこまでとするかなどが
曖昧であった」などの指摘があり、議論の結果、
学会３役を中心に再検討を行い、次回理事会に
提案することとなった。

⑤�　学会名誉会員候補者への意思確認結果につい
て、古賀会長より、候補者の両名より、快諾が
得られた旨が報告された。学会名誉会員候補者
として、理事会より両名の推薦を総会に諮るこ
とが決定された。

⑥�　学会リーフレットの改訂について、修正案に
ついて協議を行い、掲載する写真については、
個人情報の取り扱いに十分に留意した上で、理
事等を中心に協力を仰いでいくことが確認され
た。その上で、リーフレットは、７月末日に納
品・支払完了とすることが了承された。

⑦�　学会20周年記念資料集（『学会通信』等の
アーカイブ化）について、事務局より、資料に
基づき説明がなされた。正式な見積等は、次年
度改めて業者に依頼するが、次年度予算とし
て、「Ⅳ紀要発行費　①紀要印刷費」に10万円
程度を増額して計上することが承認された。

⑹　第５回理事会での決定事項
第５回理事会では、以下の６点が協議の上、承認

された。
①�　事務局より、これまで様式がなかった法人会

員用の入会申込書について提案がなされた。法
人会員の定款などについて入会時の提出は必要
なしとすることが確認され、様式が承認され
た。今後は、法人用の入会申込書も HP に掲載
する。入会の問い合わせについては個人・法人
を事務局にて確認の上、対応することとなっ
た。

②�　学会誌第18号の特集テーマについて、長尾プ
ロジェクト研究担当理事より、シンポジウムの
目的と各登壇者からの事例報告の原稿はすでに
完成していることが報告された。

③�　第20回研究大会（学会設立20周年記念大会）
について、古賀会長より資料に基づき学会シン
ポジウム企画案について説明が行われた。シン
ポジウムは、生活体験をキーワードとして10年
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を目安にラウンドを区切りつつ、庄内生活体験
学校について正平会員に、実践交流大会やその
他の実践面を相戸副会長に、理論面を上野副会
長にお話しいただくように構成していることが
説明された。

④�　学会表彰候補者の選考結果について、事務局
より、前回理事会の決定内容を踏まえ、資料に
基づき、選考基準（申し合わせ）について確認
がなされた。その上で、古賀会長より、選考の
結果、井上豊久会員、桑原広治会員の２名を推
薦することが提案され、了承された。

⑤�　総会議案ならびに2019年度予算案について、
事務局より提案された。2019年度予算案につい
ては、①今年度増額されていた研究大会関係の
予算を通常額に戻すこと、②20周年記念の資料

等の掲載のため紀要関係予算を増額すること、
③理事選挙の年度となるため、それにかかる郵
送費を確保することの３点が提案され、異議な
く承認された。

⑥�　学会との共催事業（地方セミナー）について、
上野理事より地方セミナーとして佐賀県コミュ
ニティ・スクール研究大会への協力依頼があっ
たことが報告され、異議なく承認された。

⑺　第６回理事会での決定事項
第６回理事会では、2018年度決算及び2019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

� 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
� 2015（平成27）年２月１日　一部改正
� 2016（平成28）年９月10日　一部改正
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の内、自由投稿実践研究論文ならびに自由投稿理論研究論文は、著者全員が

当該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名程度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２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。なお、査読について評価が分かれた場合は、編集委員会の責任でその採否を
決定する。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う。

　　２．期限までに掲載料の納入が確認されない場合は、掲載の意思がないものとみなし、年報・学会誌編
集委員会の判断により、原稿の掲載を取りやめることができる。

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。



●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
はこの限りではない。

４．注（引用文献を含む）は文中の該当箇所に、⑴⑵�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　同一著書の同一年の文献については（Honda 1990a, 1990b）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．投稿原稿の締め切り日は１月31日とする。
　　なお、投稿スケジュールの変更等に伴い締め切り日の変更がある場合については、事前に事務局より会

員に通知する。
７．投稿論文の送付物は以下の通りとする。
　　本文中では、次のように表示する。

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
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１部
　　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、所属機関名を記載し

た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。
⑷　要旨（400～600字以内、名前、所属機関名、連絡先を記載しない）３部
⑸　上記の⑴～⑷を保存した記録用メディア（CD、USB メモリ等）１部

　　なお、送付物に不備のある場合は受理しない。
　　但し、依頼論文は上記の⑴⑶⑸を各１部送付する。
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（研究室）　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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