
地域活動を通した青年の自己の成長について
――地域子育て支援組織への学外実習報告②――

新谷和代

Young adults’ development of identities through the experiences 
among various events in the community: 

The reports of students as participants in the childrearing activities 
nearby the university  ②

Kazuyo Shintani

Abstract

University students participated in various events held by a childrearing

association, organized by public schools , police, child center, and community

members including parents a whole year. They had various experiences through

activities and meetings, and learned an importance of community power in order to

protect children’s safety from harm and help children to glow up healthily. They

also make up reports after interviewing parents, a staff of child center, and a

policeman. In their reports, they expressed their gratitudes to the encouragements

and advices from members of community, whenever they helped community’s

activities and interacted with children in the community. Such experiences seems

to influence their future’s parent-images and childrearing behaviors.
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１．はじめに

近年、質的研究やフィールドワークについての関心が高まり、これまでの量的な研究を重視

したものから、質的な研究の重要性が取り上げられるようになっている。やまだ（2004）によ

れば、「質的研究では、具体的な事例が重要であり、…（中略）…やむをえず量を犠牲にして

少数事例とていねいにつきあう方向へ行くのは、『多様性』と『深さ』を求めるゆえである。

それは、人が生きる文脈や存在のしかたの多元性、多声性、そしてそこからなお導き出せる深

い統合の感覚に鋭敏になることである。」とある。また、「私たちが実際に生きる世界には、多

様な差異と複雑な文脈に満ちている。単純な一般化を犠牲にしてでも、腰を据えて具体的な事

例に丁寧に取り組む他はない。」という。

一方、質的研究のフィールドに入っていく流れでは、一つの典型的な過程があるようである。

石井（2007）は、フィールド観察についての過程を次のように述べている。「ある人にじっく

り話を聞かせてもらう作業にとりかかる前に、その人のなじみの場所に身を置いてみる。日ご

ろ扱い慣れたものごとに向かう姿を脇で見させてもらいながら、生活の現場に込められた意味

をひとつひとつ学ぶ。こうして共にできるものごとが増えてくると、それらを媒介にして相手

の経験世界に少しずつ近づけるようになる。この過程で、問い、語るというインタビューは掛

け合いとなって流れはじめる」。つまり、フィールドワークとは、まず興味関心が向いた現場

に身を置き、そこから立ち上ってくる様々な人々の生き様や息遣いを直接見聞きし、さらに寄

り添い心を響かせあう中で、人の生き方の広さ奥深さに共感し、自分が既に持っている価値観

や人生観を問い直すことであるといえよう。

さて青年は思春期以降、「自己とは何か」を考え始め、これまでよしとしてきた自分なりの

枠組みを、様々な段階を経て変化させていく。その過程では、枠組みを再検討させてくれる多

くの人との出会いや経験が存在する。その中でも子どもの存在は、大人同士の交流にはない、

独自の影響を、青年に与えるであろう。麻生（2007）によれば、大人は一般に次のような「快

（喜び）」を子どもから得ることができるという。

①　容姿　子どもの知覚的な愛らしさから感じ取る快。

②　身体接触　子どもとの身体接触による快（子どもは大人ほど身体的接触を避けない）

③　愛される　子どもに認められ愛される喜び（子どもは大人よりはるかに簡単に見つめ笑いか

け、なついてくれる）

④　コミュニケーション　子どもとさまざまなコミュニケーションゲームを楽しむことができる。

子どもは飽きずに喜んでゲームに参加してくれる。

⑤　喜びの共有　子どもが感じている喜びや気持ちよさに共感し、その気分を共有しあう楽しさ。

子どもはすぐ喜んでくれるので、こちらもそれを共有し一緒に遊ぶことができる（例えば、

金魚をうまくすくえて喜ぶ子どもの側にいるとこちらもうれしくなる）

18



⑥　世界の新鮮さ　子どもの体験している世界を追体験する喜び。子どもの目を通してみる世界

は驚くほど新鮮である。

⑦　成長　子どもという日々生成する生命体に接している喜び。赤ん坊の成長ぶりをみるだけで

感動させられる。

⑧　先導者　子どもを導く楽しさ。自分たち大人が子どものあこがれの対象、価値ある存在とし

て尊敬されている心地よさ。子どもにできないこの多さを考えてほしい。字が読めること、

時刻がわかること、はさみが上手に使えること、これらも大人の価値を高めている。

⑨　優位　大人であることの優越感。子どもに対する支配欲の満足。どんなに足が遅く、相撲に

弱い人でも、就学前の子どもと競争してまず負けることはない。

⑩　未熟な言動のおもしろさ　子どもの未熟な言動が引き起こすユーモア・おかしさ・おもしろ

さ。子どもという他者の失敗は、大人たちの笑いを呼ぶ。例えば、口のまわりに口紅を塗り

たくっている子ども。

⑪　創造的破壊力　子どもの周囲には、大人の常識をひっくり返す｢生成｣と｢逸脱｣が数多く存在

している。子どものしぐさや言動は、｢王様が裸である｣ことを示すパワーを秘めている。子

どもには常識をカッコに入れてしまう力、それを揺らす力がある。そのような力に接するこ

とができるのは大人の喜びである。

⑫　他界を生み出す力　子どもが大人の語る物語を信じることで、大人の周囲にも｢他界｣が発生

する。例えば、サンタクロースは子どもが信じてくれるから、大人もサンタクロースで楽し

めるのである。

⑬　子どもの発想　子どもの見立てやごっこのおもしろさ、またユーモアやジョークのおもしろ

さ。例えば、月を見て｢お月様にも電気がついたよ｣と言ったり。

⑭　子ども時代を想起させる力　大人もかつてはこどもであった。大人たちに彼らの子ども時代

を想起させる記憶装置が、子どもたちである。子どもによって、大人は自分たちもかつては

初々しく世界に対する不安や好奇心や夢を抱いていたことを想起させる。

すなわち青年にとっての子どもとのふれあいは、過ぎ去った子ども時代に立ち返り、「子ど

も」となって素直にふるまうことができる場であり、それと同時に、「大人」として子どもの

前で少し背伸びをしてふるまえる場でもある。そして青年は、子どもとふれあうことで、想像

力を高め、自分の様々な能力を発揮させていくことができると考えられる。

また一方、質的研究という分野には、困難も生じる。本山（2004）によれば、フィールドに

行けば、今まで気づかれなかった問題が見つかると言うわけではない。調査者は自らのからだ

をセンサーにして、見えないことにとまどい、見たことにとまどい、見たことの意味を現場で

考え、自らの問いの有効性に悩む、そういった省察の反復と、現場や学問の世界との絶え間な

い対話を通して、やっと｢問題｣らしきことが現場で立ち上がってくるという。つまり、ただそ

の場に居て、何かが起こるのを待つのではなく、自分の感性のアンテナを張りめぐらせながら
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出会いを求め、出会いの中では自ら変化していくことが求められている。

本研究は、大学学部生が、大学近隣の地域の子育て支援団体に1年間の実習に出かけ、そこ

で行われた行事や講演会に参加したり手伝いをする中で、地域の子どもたちや地域の大人と交

流を持ったことを報告するものである。様々な行事にかかわり、自分を成長させることができ

たという学生たちの報告を取り上げ、1年間という期間の中での変化という継時的な観点から、

またその行事が学生に与えたインパクトという観点から、青年が「自己」を高めていくことが

できた過程について報告する。また、地域で青年が活動することで、地域への理解や、将来親

になることについても理解が進んだことも報告する。

2．実習の概要

（実習学生）

帝京大学心理学科の「心理学特殊実験演習ⅠⅡ」を履修する大学学部生11名は、「地域子育

て支援活動を通して考える、子どもの発達・親の発達」というテーマによって、2007年5月～

2008年3月まで、学外実習を行った。

（受け入れ組織）

学外実習先は、大学周辺の子育て支援組織「多摩市青少年問題協議会西落合地区委員会（略

称：青少協西落合地区委員会）」である。青少年問題協議会とは、「青少年問題協議会法」に基

づき各市区町村に設置されている青少年健全育成機関であり、多摩市（東京都）では小学校区

を元に各地区に分かれて、多摩市からの補助金も受けながら、青少年の心身の健全育成につい

ての様々な活動を行っている。また各地区の会長は、市長を議長とする会議を年に数回開き、

青少年の健全育成方針について、多摩市に対して提案書を作成したり、健全育成に尽力する団

体や個人を表彰している。西落合地区委員会は、主に昭和50年代に開発されたいくつかの大

規模団地からなるニュータウン地域にある。この地域は近年、少子高齢化の影響から、学齢期

の児童生徒の減少化が進み、それに伴ってお祭りやお餅つきなど、地域の子ども行事を担う

「こども会」も減少していた。しかしこの数年は、子どもが犯罪に巻き込まれる事件が全国的

に多発し、また「キレる」子どもの増加など、子どもの社会的能力の低下が心配されている。

それに伴い、親や家庭だけでなく、地域で子どもたちを育てることに対する意識が活発化し、

西落合地区委員会の活動も、多くの地域の人たちの協力が得られるようになってきている。

（図1参照）

（実習内容）

学生は、青少協西落合地区委員会が主催したり、地域内の小中学校との共催や連携などの形

で開催した、以下の活動に関わった。
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①防犯活動

・地域防犯パトロール･･･地域の大人や警察官と一緒に小学校の通学路を回り、死角にな

っている場所や木が生い茂っている場所などがないかを点検した。

・防犯の講演会への参加･･･多摩市の青少協地区委員会全体が主催する、防犯についての

講演会に出席した。

・小学校での防犯劇の企画実施･･･青少協の役員や委員と共に、防犯についての寸劇を企

画し、終業式で子どもたちの前で演じた。

・小学校の防犯についての公開授業への参加や手伝い･･･立正大学小宮信夫教授が講師と

なった、子どもたちとの防犯マップ作り授業へ自主参加した。受付や会場セッティング

など準備も担当した。

②青少協西落合地区委員会主催事業への参加手伝い

・宿泊交流会･･･1泊2日の千葉への宿泊旅行へ参加した。参加した中学生と一緒に、バス

レクやキャンプファイヤーでのゲームを考え、それを中学生が主体となって行うことを

サポートした。
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・こども夏まつり･･･会場セッティング、模擬店やゲームコーナーの売子、後片付けを、

役員や委員といっしょに行った。

・地域スポーツ大会･･･幼児から大人まで参加する地域のスポーツ大会を、学生が中心と

なって役員や委員と共に企画し、実施した。

・どんど焼き･･･伝統行事への手伝いと参加。篠竹や大竹取り、やぐら組み、トン汁やお

汁粉の振る舞いなどを手伝ったり、子どもたちが火に近づきすぎないよう見守った。

③啓発活動

・あいさつ運動･･･多摩市青少年問題協議会が多摩市全域で実施するあいさつ運動に参加

した。地域の大人や子どもたちといっしょに、通交する人たちに挨拶の言葉かけをしな

がら救急絆創膏を配布した。

④地域の情報交換

・定例会（総会）への参加手伝い･･･年7回開催される青少協西落合地区委員会の定例会

や総会に参加した。会場のセッティングやお茶出しなどを手伝い、会議で話し合われる

健全育成についての様々な議題や話題を傾聴し、時には意見を求められ発表した。

以上の年間行事参加一覧を、表1に示す。

3．実習成果

実習学生たちは、年間を通じて、青少協主催の行事に参加する他、児童館や小学校の行事に

も自主的に参加し、その度実習レポートを作成し提出した。そして後半は、引き続きの活動に

参加しながら2グループに分かれ、青少協西落合地区委員会の活動に関わっている、様々な立

場や役職の方々に、活動への取り組みについてインタビュー調査を行った。グループのひとつ

は、地域行事に取り組む姿勢や気持ちについてインタビューをする「地域行事」研究班、もう

ひとつは、子どもたちを犯罪から守るために取り組む姿勢や気持ちについてインタビューする

「地域防犯」研究班である。各グループは話し合いを持ちながらインタビューする項目をまと

め、地域の大人や子どもたち、青少協の活動に委員として関わっている専門機関スタッフにイ

ンタビューを行った。そして、成果をパワーポイントやレポートとしてまとめ、授業内で最終

成果として発表した他、青少協西落合地区委員会の最終定例会でも発表させていただいた。

ここでは、学生個人が提出した実習レポートと、グループ活動でのインタビュー調査結果か

ら、学生自身が気づいたことや、青少協西落合地区委員会の役員や委員から、学生の行事手伝

いや子どもたちへのかかわり方についていただいた感想などを紹介し、学生が実習の積み重ね

とともに自分を成長させていった過程をたどっていく。
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＜学生の実習レポートから＞

5／12総会・・・新旧年度の役員委員が一同に会し、昨年度の活動報告と新年度の活動方針に

ついて話し合った。総会終了後は、懇親会も開かれた。

・　会長さんは、自分の子どもに負けないくらい、地域の子どもと仲良くしていくのが活動

の基盤と考えているという。初めての会議に参加して、最初は場の雰囲気に慣れなかっ

たが、話を聞いていくうちにだんだんと、委員の人たちが親切で接しやすそうだと思え

るようになった。これからいろんな行事に参加させてもらうので、迷惑をかけたり、足

を引っ張ったりしすぎないで、協力して楽しく参加していきたい。（A君　総会感想）
・　小学校の頃お母さんたちが出席したPTA会議に、自分たちも出席しているようで、不思
議な感覚になった。緊張もあったが、「自分たちもこうやって見守られてきたんだな」

と思うと嬉しくなった。（Bさん　総会感想）
・　総会という会議で、堅苦しいイメージがあったが、中学校の先生や警察官の方の話の中

で笑いがあったりして、自分がイメージしていた会議とは違っていた。（C君　総会感想）

6／12西落合地区パトロール・・・役員や保護者、児童館職員、警官の方々とグループに分か

新谷：地域活動を通した青年の自己の成長について

23

日にち 曜日 時間 行事名 主催 実施場所 内容 学生参加/
出席

5月12日 土 午後 総会 西落合地区委員会 西落合小学校 会合（年間計画の発表と情報交換） 全員

6月9日 土 午後 定例会 西落合地区委員会 西落合小学校 会合（行事計画および実施報告と地域情報交換） 分担出席

6月12日 火 15：30～ 地域パトロール 西落合地区委員会 西落合小学校校区 校区の安全確認とパトロール 全員

6月23日 土 午前 委員研修会 多摩市青少協全体 永山駅前公民館
防犯についての講演会

（今年度はガーディアンエンジェルズ）
全員

7月14日 土 午後 定例会 西落合地区委員会 西落合小学校 会合（行事計画および実施報告と地域情報交換） 分担出席

7月16日 月(祝） 午前 社会を明るくする運動 多摩市/法務省 多摩センター駅前 啓発（パレード） 参加なし

7月20日 金 朝8時～ ミニセーフティ教室
西落合地区委員会/

西落合小学校
西落合小学校 防犯についての劇 分担担当

7月20日 金 20時～ 合同夜間パトロール 多摩市青少協 多摩センター駅前 駅前パトロール 参加なし

8月5日 日

8月6日 月

8月25日 土 終日 こども夏まつり 西落合地区委員会 西落合小学校 準備および実施 全員

9月2日 日 午前 あいさつ運動キャンペーン 多摩市/青少協 多摩センター駅前 啓発（絆創膏の街頭配布） 全員

9月8日 土 午後 定例会 西落合地区委員会 西落合小学校 会合（行事計画および実施報告と地域情報交換） 分担出席

10月4日 木 午後 セーフティ教室 西落合地区委員会/
西落合小学校

西落合小学校 保護者･地域の情報交換会 参加なし

10月6日 土 午前 地域スポーツ大会 西落合地区委員会 西落合小学校 準備および実施 全員

11月10日 土 19時～ 地域パトロール 西落合地区委員会/
地域

西落合小学校校区 地域夜間パトロール 参加なし

11月17日 土 午後 定例会 西落合地区委員会 西落合小学校 会合（行事計画および実施報告と地域情報交換） 分担出席

12月20日 木 終日 合同講演会 西落合地区委員会/

落合地区委員会 落合中学校
小学5,6年生と中学校全学年対象の講演会

（演題：ホスピスについて）
全員

12月25日 火 朝8時～ ミニセーフティ教室 西落合地区委員会/
西落合小学校

西落合小学校 防犯についての劇 分担担当

1月12日 土 終日 どんど焼き 西落合地区委員会 西落合小学校 実施のお手伝い（やぐら組み･調理） 全員

1月19日 土 午後 定例会 西落合地区委員会 西落合小学校 会合（行事計画および実施報告と地域情報交換） 分担担当

3月1日 土 午前 環境浄化キャンペーン 多摩市 多摩センター駅前 有害チラシ撤去 参加なし

3月8日 土 午後 定例会 西落合地区委員会 西落合小学校 会合（行事計画および実施報告と地域情報交換） 有志参加

3月24日 月 朝8時～ ミニセーフティ教室
西落合地区委員会/
西落合小学校 西落合小学校 防犯についての劇 参加なし

全員1泊2日 宿泊交流会 西落合地区委員会 準備および実施
西落合小学校⇔千葉/

銚子

表１　青少協西落合地区委員会活動への実習学生の参加　（2007年度）



れて、児童の通学路の安全点検を行った。

・　街灯の少ない場所だったり、見通しの悪い十字路などを積極的に発見した。疑問があれ

ば同行した警官の方に質問して、お互いに情報交換をする姿が見受けられた。ヘルメッ

トをしないで運転しようとする運転者を偶然発見し注意を促したり、下校中の子どもに

話しかけ、挨拶をする場面が見られた。（D君　地域パトロール参加感想）

6／23 地区委員会合同委員研修会・・・都心を中心として活動する自主防犯組織「ガーディア

ンエンジェルズ」代表の講演。演題は「あなたのことばで子どものココロは開かれる」。

・　オープンチャンネルの双方型コミュニケーションが大切。我々大人たちが若者に対して

壁を作ってしまっているのではないか。とにかくこちらのことを話し、心を開いてくれ

るようであればしっかりと話を聞いて、喋らせてあげることが大事とのこと。自分がど

ういう人となりなのかを伝える、自分が相手を気にしているということを伝える、相手

の目線に立って話すという3点が重要。地域コミュニティで活動を維持するために大事
なのはモチベーションの維持。個人個人でも何か目標を立てるなどして楽しくやる方が

良い。自主性を引き出さないと、人に言われただけでは長続きはしない。地域全体で人

や事物に対して関心を持っていれば、犯罪を容易に寄せ付けなくなるので、積極的に他

地域とも相互に連携をしていくことも重要である。「とにかく相手に関心を持っている

ことを伝えろ」というのは、小学生のときに自分が学校の先生から同様のことを言われ

たことを思い出した。（E君　合同委員研修会感想）
・　開会時に、子どもの教育やしつけが、家庭、学校のどちらかに傾かないようにする、地

域は家庭を助け、家庭は地域の助けを借り、暖かな家庭を作るよう努力をするという内

容の話があった。そのとおりだという思いと、ひとつの家庭で閉鎖的にならず、オープ

ンなイメージで交流を持ち、支えあえる関係が成立することが理想だと思った。（Fさ
ん　合同委員研修会感想）

・　両手を広げた円の中には、家族・友だち・先生以外入れてはいけないという講師の方の

言葉を聞いて、自分は子どもの頃、本当に無防備だったなと思い、自分に子どもができ

た時にはしっかり教えようと思った。（Gさん　合同委員研修会感想）

7／13定例会・・・こども110番協力家庭、ラジオ体操、防犯（「夜の住宅傍のベンチでの塾帰

りの子どもたちの話し声へのクレーム等）、小中学校内の様子（サマースクールの参加率、校

舎の壁面の補修の必要性等）、警察から（自転車の無灯火で事故が多いので、大人の方もぜひ

一緒の交通ルールを守ってほしいとのこと等）、中学校からの報告（副校長先生より、縦横の

関係だけでなく、斜めの関係という地域の関係が今はとても重要であるとのお話等）

・　団地の中にはたくさんベンチがあって、こどもたちが集まるにはとてもいい場所になっ

てしまっているのだと思った。しかし遠くに離れた公園ではなく、大人の目の届く団地

の中なので、その点ではいい場所なのではと思った。（Bさん　定例会感想）
・　中学校からの報告に、携帯電話の被害が多いということ。誰でも簡単に使えてかつ匿名

性がある。よく使えば便利なものでも、悪用されやすいものでもあるので、特に中学生

くらいの子は多感な時期なので、大変だなと感じた。（Hさん　7／13定例会感想）
・　ガーディアンエンジェルズの講演会でもあったように、全てはあいさつから始まると思
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うので、中学校であいさつが増えてきたというのを聞いたとき、あきらめずに伝えてい

けば、ちゃんと子どもたちに伝わるんだなと感じた。（Hさん　7／13定例会感想）
・　地区委員会合同研修会講演会の感想を求められたとき、緊張して自分の言いたい内容が

伝えられず、残念だった。夏休みには子ども夏まつりもあり、子どもと接する機会が増

えるので、楽しんでいきたい。（D君　7／13定例会感想）
・　情報交換で、最近の小中学生は自分の時代と変わってきていると思った。衣替えを自分

自身に任せている点や二学期制など。なぜ変えたかそのメリットやデメリットを知りた

いと思った。（A君　7／13定例会感想）

8／5・6宿泊交流会（一泊二日）・・・小中学校の子どもたちや地域の大人と共に、千葉県の

歴史博物館見学や銚子観光をしながら、交流を深めた。図2・図3参照。

・　最初はバスの着席も子どもたちと大学生は別々に固まって座っていて、途中までその距

離は縮まらなかった。宿泊先に着いてザリガニ釣りをしたところ、子どもたちは嬉しそ

うに話しかけてくれるようになった。2日目になると、バスの座席も子どもと学生の距
離が縮まり、子どもも学生も名前やあだ名で呼ぶようになり、会話が増えた。子どもと

学生との距離は、ほんの小さなきっかけであったように感じた。子どもとの距離は、小

学生や就学前児とは、キッカケがつかめば比較的どうにか縮まるものの、中学生はなか

なか難しく、どこかあきらめの感情ができてしまったことは今後の反省点である。（ I
君　宿泊交流会感想）

・　宿泊交流会に参加した中学生のお母さんから「子どもが帰ってきてからしばらく、宿泊

交流会のときの学生さんの話を楽しそうにしていたのです」という嬉しい言葉をいただ

いた。学生は、子どもに近い立場で子どもに接し、それを通して大人に近い立場で親と

接することができる。親と子どもの立場は動かせないので、学生という存在によって、

少しでも手助けができるとよいと思う。（ J 君　宿泊交流会感想）
・　学生の名前をほとんど覚えている児童がいて、自分も自分から話しかけて名前を覚えて

もらった。次からその名前で読んでくれるようになって、とても嬉しかった。それがき

っかけとなって、学生同士も名前やあだ名で呼び合うようになって、距離が縮まったと

感じられて嬉しかった。仲良くなってくると、何をするにもやり易くなる。交流会二日

目は、新しい児童と話しながら歩いた。子どもはいろいろな視点から見たりしたことを

話してくれるので、話を聞いているととても新鮮な感じがした。（Kさん　宿泊交流会
感想）

学生は、実習開始から夏になって、ようやく宿泊交流会で子どもたちと直接接する機会を持

った。しかし、初日はかわいらしいと思う気持ちと恥ずかしさが交錯しているようだった。

だが翌日には、子どもたちの素直さによって、自分たちも心を開き積極的に関われるように

なった。レポートにはそれに対する子どもたちへの感謝の気持ちが述べられていた。

実習が始まったばかりの頃の学生たちのレポートには、小中学校以来、久しぶりに接する地

域の大人や学校の先生たちに対する素朴な関心が感じられ、緊張感と同時に実習意欲や希望

が表明されていた。また、地域の人たちの、防犯や子どもたちの安全に対する関心の高さに

も驚きを示していた。

新谷：地域活動を通した青年の自己の成長について
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宿泊交流会�
スケジ�ュ�ール�
１�日目�
落合駐在所前集合�→�出発�
国立歴史博物館見学�
千葉市少年�の�家�到着�
ザ�リ�ガニ�釣�り�、�キ�ャ�ンプ�フ�ァ�イ�ヤー�
２�日目�
少年自然�の�家出発�
地球�の�丸�く�見�える�丘展望台見学�
銚子電鉄乗車�
ヤ�マサ�醤油工場見学�
落合駐在所前到着�→�解散�

国立歴史博物館では子供と学生5～6人のグ
ループで回った。殆んどの学生が子供と別れ
て回っていた（中には気にしている学生もい
た）。�
見学終了後、ロビーで待機中に女子学生に子
どもたちから話しかけてくれた。この時を境
に、女子学生は自分からも子どもたちに、よ
く話しかけるようになった。�
ザリガニ釣りでは、男子学生が手本を見せた
りポイントを教えたりすることで、子どもと
の距離が近くなったようだった。�
�
バスの席順は、学生が率先して子どもの近く
に座るようにした。長時間隣に座って、バス
レクを楽しむことで、更に仲良くなった。�
男子学生Cは、小学生女子2人を相手に長い
時間遊んでいた（ちょっかいを出されてい
た）。男子学生Fは中３女子と、共通の趣味
の話題を弾ませていた。�
役員が注意しても小学生がなかなか席にちゃ
んと座らないとき、隣、前後にいる学生が何
度か注意をしていたが、あまり強く言えず、
役員と子どもの間であたふたした。�

図２　成果発表パワーポイントより（Fさん）

図３　宿泊交流会に参加した子どもたちや大人と共に



8／25こども夏まつり・・・地域の小学校の校庭で、役員委員や保護者が中心となって、模擬

店やゲームコーナーなどのお店が出され、多くの地域の人たちが来場し楽しんだ。また、地域

の中学校の吹奏楽部や地域団体の太鼓の演奏、花火大会が行われた。

・　（前日準備に参加しての感想） 前日から役員さんは、明日のお祭りを楽しみにしてい

るように感じた。賞品や店の名前書き等、学生の力があって助かったと言っていただき、

ありがたかった。それほど大きなイベントであると感じ、自分も本番までがんばろうと

思った。（A君　子ども夏まつり感想）
・　スーパーボールに、人が途切れることなく押し寄せてきた。担当のお母さんたちと役割

をそれぞれ分けて、待っている子どもにも並ばせることで、人がうまくはけるようにな

ると思った。あと2、3回やれば、もっと効率よくすることができると思う。（ J 君　子
ども夏まつり感想）

・　子どもたちの喜ぶ姿を想像しながら、朝からワクワクした。一つ一つの作業を丁寧にや

った。忙しくなかったら、もう少し宿泊交流会で出会った子どもたちとしゃべれたのに

と思った。忙しすぎてわけがわからなくなった。しかし楽しんで作業できたことが、何

よりもよかったことだと思う。（Kさん　子ども夏まつり感想）
・　自分から自主的に仕事を探していこうと思ったが、実際は手持ち無沙汰になってしまう

時間が長かったように思う。物怖じせずにどんどん話しかけていけばよかったと思う。

人がいっぱい来て目の前のことを処理するのに一杯一杯だったが、子どもたちが可愛く

て可愛くて、とても癒された。童心に返ってはしゃげたことが、とてもよい経験になっ

た。（Gさん　子ども夏まつり感想）
・　お祭りをたくさんの人たちで作り上げていく様子を見て、それに参加することで、大き

な達成感を感じることができた。小さな子どもからお年寄りまで、幅広い年齢の人たち

と話すことができ、普段はなかなか接することのできない人たちとお話ができたことは、

とてもよい経験になった。お客さんとは逆の立場から参加することができ、違った楽し

み方ができた。（Bさん　子ども夏まつり感想）
・　とにかく人手不足で、現状の把握もままならず、うまくさばききれなかった。全体の動

きを本部で把握できるようにしているとよかったと思う。ゲームのために何度も列に並

んでくれた子が気さくに話しかけてきたり、一喜一憂している様子を見ていると、苦労

の甲斐もあったと思われた。（E君　子ども夏まつり感想）
・　じゃがバタやフランクフルトはお皿が必要。熱い方がおいしいが、熱いままでは危険で

渡せないと思う。スーパーボールすくいでは、ルールを守らない子がいる。チケットも

出さず、横から割り込んでスーパーボールを持っていってしまったという話があった。

宿泊交流会でいっしょになった子たちと、あまり接することができなかったのが心残り

だった。でもお祭りは、とても楽しかった。（Hさん　子ども夏まつり感想）

お祭りのような大がかりな地域行事の手伝いは、身体的にも精神的にも大きな負担がかかるが、学

生はそのような大変さの中でも、先の宿泊交流会で仲良くなった子どもたちと再会し、交流を楽し

んだようであった。また、学生の視点だからこそ見えてくる、行事運営についての今後の課題等に

ついても、率直に意見表明することができた。地域の方々に支えていただいているという信頼の気

持ちや、期待に応えたいという前向きな気持ちが背景にある。

新谷：地域活動を通した青年の自己の成長について
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以下は、夏祭りについての学生の感想を読んでもらった後の、役員や委員の方々からの、学

生たちへのメッセージである。

・　ご苦労頂いたことが、夏まつりに参加した全ての人たちに伝わったことと思います。

・　学生さんたちが明るく楽しそうに作業してくださり、何よりのパワーになりました。

・　働きづめでお疲れ様でした。楽しくできたという感想が聞けて嬉しく思いました。

・　2つのお店の手伝いお疲れ様でした。一つのお店を店じまいし、次の輪投げのお手伝い

まで気がついてもらって、本当に嬉しかったです。

・　子どもたちは、お姉さんたちとの触れ合いが何より嬉しかったと思います。このよう

な交流から、子どもはお互いを思いやること、信頼することを学ぶのだと思います。

・　周りを見るゆとりが、ご自身の中にも少しずつ出てきましたね。たくさんの異年齢の方

と交流することは、学校では学べない心の栄養が養われることと思います。

・　セーフティ教室（小学校終了式での学生たちの防犯劇）や宿泊交流会で、子どもたちは

（学生さんたちを）身近な優しいお姉さんとして受け止めたと思います。気持ちが通う

ということはステキなことですね。

9／2 あいさつ運動・・・駅前で、「こんにちは。青少協です。」と通行者に挨拶をしながら、

救急絆創膏を配布した。西落合地区委員会の他、多摩市の他の地区委員会からの参加もあり、

時間は小1時間であったが、にぎやかな行事であった。

・　実際に挨拶をしても、返してくれる人返してくれない人様々であったが、返してくれる

人の中には、話しかけてくれる人や、激励してくれる人も多々見受けられた。全体的に

高齢者や子ども連れの保護者の方が挨拶を返す傾向にあった。（D君　あいさつ運動感
想）

9／8定例会・・・宿泊交流会と夏まつりの反省と小中学校の様子などが報告された。
・　夏祭りでの役員委員さんの動きを見て、今までの積み重ねてきたものや経験を、垣間見

た気がした。そしてまた、よい方向へ進むための反省を生かす方法も考えられていた。

こうやって来年の行事へとつながり、積み重なっていくのだと感じた。（ J 君　定例会
感想）

・　行事報告の場面では、そのときの状況が思い出されたのか、笑顔で和気あいあいといっ

た雰囲気になる場面もあった。私たちにも感想を求められる場面があったが、とっさの

地域で活動する大人の役員は、困っている人や、助けてもらうことでよりスムーズに事が運

ぶ状況を察して、積極的に行動することができるので、夏まつりでの学生たちの未熟な部分

は、いろいろな場面で気がつかれたことと思われる。しかしそれを了解しながらも、自然な

形で学生たちを人手の足りない場所へと誘導し、終わってからは、「お疲れ様。ありがとう。」

というねぎらいの言葉をかけていただいたり、学生の成長に焦点を当てた評価をしていただ

けたことは、学生たちの今後の活動の励みになった。
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ことで意見がまとまらず、「参加している」という意識がまだ足りないかなと思った。

（Gさん　定例会感想）

10／6児童館TOMまつり（自主参加）・・・お菓子販売やゲームなど、子どもたちが自主的

に行うお店の補助。子どもたちとのコミュニケーションを楽しみ、他大学のボランティア学生

とも交流した。（図4参照）

・　分担を決めたり、景品の補充をしたりと、スタッフとしてどこまで手を貸して、どこま

で児童にやらせるかを悩みつつ、楽しんで参加できた。（ I 君　児童館TOMハウスまつ
り感想）

・　プレッシャーでうまくいかず泣いてしまう子どももいたが、子どもたちは一生懸命仕事

をこなしていた。児童館職員の方が、（子どもたちを）敢えて助けようとはせず、それ

は厳しい一面にも捉えられた。（D君　児童館TOMハウスまつり感想）

10／13 地域スポーツ大会・・・準備から当日運営までを、実習学生全員で企画し実施した。

役員委員は補助に回った。地域の大人や子どもが参加し、個人競技（チャレンジコーナー）と

団体競技を行い、表彰式で参加賞や賞品を配布した。

・　競技を始める前は恥ずかしそうにしていた子どもたちも、競技が始まった瞬間に目の色

を変えたように一生懸命取り組んでいて、私も体を動かしたくなった。（Bさん　スポ
ーツ大会感想）

・　見ていて、まだ小学生～中学生の子どもたちは、本当に負けず嫌いだと感じた。大縄跳

びでは、私がサポートしたグループは練習不足で不満足そうだったけれども、本番では

10回以上跳ぶ記録が出て、みんなの嬉しそうな顔が見られてよかった。（Fさん　スポ
ーツ大会感想）

・　子どもたちと触れ合う機会が増えていくにつれて、すぐに打ち解けられるようになり、

新谷：地域活動を通した青年の自己の成長について
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図４　落合児童館TOM ハウス祭りの手伝い

児童館スタッフジャンパー姿の実習学生。お菓子や手作りおもちゃの

実演コーナーなど、子どもたちが主体となって行うお店をサポートした。



最初の方にあった自分の中の壁が、子どもたちを通してなくなった気がしている。（H
さん　スポーツ大会感想）

・　知っている顔も来て、とても楽しかった。競技の明確なルールがわからず、人によって

判定がばらばらになってしまったことが反省。（Gさん　スポーツ大会感想）
・　進行係だけでなく、自分が団体競技で実際にボール運びに参加することになったときは

戸惑ったが、楽しめた。（Kさん　スポーツ大会感想）
・　チャレンジコーナーでは子どもたちと開けっぴろげにやり取りができたと思われるが、

団体競技などでは、もう少し一緒に参加した方がよかったように思える。（E君　スポ
ーツ大会感想）

・　親子で参加している家族もいて、よいコミュニケーションが取れていたと感じた。自分

が担当している｢集中力（ペットボトルの口に、胸の辺りから割り箸を落として、入れ

る本数を競うゲーム）｣にも、自分自身熱中した。（ J 君　スポーツ大会感想）
・　自分の変化として、以前は大勢の人の前で話すことは非常に苦痛だった。しかしスポー

ツ大会のときのチーム分けで、｢猛獣狩り｣の歌を誰がやるのかを決めていなかったとき、

自分が率先して歌ったことをきっかけに、人の前で話すことに苦手意識がなくなった。

（C君　スポーツ大会感想）

11／17定例会・・・地域スポーツ大会の反省や、どんど焼きの案内があった。中学校からは、

義足の走り幅跳び選手の講演会の案内、特別支援教室の生徒たちの入試の面接練習、チェーン

メールのいじめの指導等の報告があった。小学校では、コミュニケーションを大切にするため

のノーテレビデーの実施等が報告された。1月のどんど焼きの案内の中で委員の中から、火で

あぶるお団子は自分の家で作って持ってきた方が、家族も参加するようになるし、自分たちで

作り上げる意識を高めるためによいのではないかとの意見も出された。

・　定例会の準備がスムーズにできるようになってきた。（Bさん　定例会感想）
・　定例会では、前回の出席の時よりも周りの話を聞く余裕ができた。学校や駐在所や児童

館など、地域が連携して情報を交換することによって、よりよい関係が築くことができ

ることがわかった。（ I 君　定例会感想）
・　携帯電話は便利で気軽な情報を得られるツールだが、その反面、子どもが持つのは危険

だと感じた。（ K さん　定例会感想）
・　携帯電話やパソコンを使ってのいじめが多くなってきていると聞いている。見る権利ば

かり主張しないで、子どもが見てはいけないものは規制していくべきだと思うのだが、

難しいとのことだ。また何かあったときのために、携帯電話は親の名義で買った方がよ

いし、親のお金で携帯を使うのだから、｢お母さんも見るよ｣と、買うときに子どもに予

め言ったり、時にはチェックを入れたりするなど、よいアドバイスをもらうことができ

学生たちは、子どもたちの様子や地域の大人が子どもたちを見守る様子を、柔軟に対応することの

できる大人の役員への憧れや、子どもへのかわいいと思う気持ちからだけでなく、現実に即して、

起こっている状況とこれから取る行動をしっかり把握することができるようになってきた。経験も積ん

で地域にとけ込み始めた中で、自分自身が未だ成長途上の面と、大きく成長した面の両方を把握し、

それをこれからの実習の中での自分の課題として、しっかり見据えられるようになっていた。
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た。（Bさん　定例会感想）
・　地域スポーツ大会について、学生の協力があって大変よくできたとの言葉をもらった。

今後も何か活動があれば参加して、地域に協力していきたいと思う。（ I 君　定例会感
想）

・　無灯火による自転車が増加しているとのこと、自転車に乗る人のマナーが悪いなと感じ

ることがよくあるので、私も気をつけようと思った。（Kさん　定例会感想）

10／26西落合小学校での｢地域安全マップ作り｣公開モデル授業（自主参加）・・・6年生は、

地域の防犯についての専門的な授業を受け、それを基に実際に地域を散策し、危険な場所を写

真に撮ったり通行人にインタビューをした。そして学校に戻った後、地図に危険な場所をマー

クするなどして、地域安全マップを作成した。実習学生は受付などの手伝いをした他、授業に

加わり、地域散策や地域安全マップ作りに参加した。（図5・図6参照）

・　単なる散策にならないよう、事前に「見えにくい場所（閉鎖的な場所は犯罪が起きやす

い）」や「見えやすい場所（開放的な場所は犯罪が起きにくい）」について授業を行う必

要性があるのだと思った。また、変質者が出たから危ないのだという単純な話にならな

いようにすることも学んだ。地域の人のインタビューは、大人の意識を聞くこともある

が、地域が児童を守っていることを児童に理解させるという点もあることを聞いて、改

めて今回のモデル授業の意味を知ることができた。現役の先生方といっしょに指導案の

話を聞くこともできた他、子どもたちは、楽しみながら危険箇所を把握し、それを下級

生に教えてあげることで、学校全体の危険意識が高まるよい機会になるのだろうと思っ

た。（ I 君　防犯公開授業感想）

12／25西落合小学校ミニセーフティ教室（7/20にも実施）・・・学生たちは、役員委員と共

に防犯の付劇のシナリオを作成し、終業式で演じた。内容は、携帯電話への架空請求への注意

呼びかけと、知らない人に声をかけられたときの対処の合言葉「イカノオスシ」をテーマにし

た。児童にわかりやすい設定や表現を心がけ、役員委員の方々や小学校の先生にも見てもらい

ながら完成させた。

・　司会担当だったので、子どもたちの反応を見る余裕があったが、児童はみんな劇をよく

見ていてくれていて、クイズに対しても大きな声で返答してくれ、行う側としては嬉し

いことだった。子どもたちが、先生や地域から教えられた｢イカノオスシ｣の内容をしっ

かりと覚えていることに感心した。積極性をもって防犯に臨めば、必ず役に立つと感じ

た。（ I 君　ミニセーフティ教室感想）

実習学生は、子どものための防犯や安全について学ぶため、地域パトロール、定例会毎の情

報交換、夏冬の終業式での防犯の付劇発表、防犯マップ授業参加など、さまざまな活動に取

り組んだ。そしてそれらの活動を通して、子どもたちの安全を守るためには、学校、地域、

家庭が協力して防犯活動に取り組む必要があることを体験的に学んだ。

新谷：地域活動を通した青年の自己の成長について
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防犯�マ�ップ�の�意義�
危険を見分けるための従来とは違ったアプローチ。�
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図５　成果発表パワーポイントより（E君他）

図６　小学校「地域安全マップ作り」公開モデル授業への参加

参観の青少協西落合地区委員会会長さんとともに。子どもたちや親と地域を歩きながら危険箇

所を確認したり、子どもたちの地域安全マップ作りのサポートを行った。



1／13どんど焼き・・・カヤでやぐらを組み、地域から持ち寄られた正月のお飾りを飾って燃

し、火が鎮まった頃に、篠竹にお団子を刺してあぶって食べる伝統行事である。トン汁やお汁

粉もふるまわれる。実習学生は朝から準備に関わり、子どもたちや地域の人たちといっしょに

行事を楽しんだ。

・　やぐら作りやカヤ運びなど力仕事が多く、男性が一丸となって準備に取り組んだ。消防

の方がやってきて、子どもに危険が及ばぬよう細心の注意を払っていた。（D君　どん
ど焼き感想）

・　都会であるのに、このような伝統的な行事を行っているので新鮮だった。戸外で行い自

然と触れ合うものでもあるので、印象が強い行事だと思った。中学生から準備にも参加

させて、どういうものなのかを理解してもらうのはいい経験になるのではないかと思っ

た。篠竹が危険なので、悪ふざけをして振り回している小学生低学年の子どもたちに注

意をしたが、最初はなかなか聞いてくれず、苦戦した。しかし仲良くなると、その子ど

もたちがとてもかわいらしく感じた。（A君　どんど焼き感想）
・　男性役員さんと共にやぐらを組んだり、カヤの運搬をしたり、穴掘りをしたり大変だっ

たが、穴掘りの時には、役員さんや小学校の副校長先生と話をしながら活動できた。休

憩時には、女性役員さんが作ったお汁粉やトン汁などを食べながら話をし、地域の一員

になったような感じがして、楽しく参加できた。火をつけた後は、児童の安全に配慮し

たり、篠竹を振り回して遊んでいる児童に注意したりと気を使う場面が多かった。中に

は夏の宿泊交流会で出会った子や、ミニセーフティ教室で防犯の劇を見ていた子が声を

かけてくれたりしたので、子どもはよく覚えているものだと感心した。また、親子での

参加も見られた。親と子がこうした地域行事に参加するのは地域に関わるよい機会だと

思うし、みんながこうした行事に参加していけば、地域の力も大きくなるし、防犯にも

つながっていくだろうと感じた。（ I 君　どんど焼き感想）

1／19定例会・・・どんど焼きの反省が行われた。役員委員より、顔見知りが増えて調理がし

やすかった、やぐらの組み方がうまくいかなかった、カヤが湿っていて燃えにくかったので管

理をしっかりしたい等の感想や、お祭りゴミの有料化についての話があった。防犯の情報交換

もあり、児童が遅くまで遊んでいるので、注意を呼びかけることや、防犯プレートを保護者や

地域の方の自転車のかごにつけてもらうこと、また地域内で発生した通り魔事件の情報が錯綜

したので、正確な情報伝達が必要であることが話しあわれた。小学校では新入生の人数が減少

傾向にあること等が報告された。

・　通り魔や不審者の情報があり、安全面ではまだ安心できない箇所があるようだ。地域の

大人がしっかりと情報交換をして、児童の安全に注意してほしい。（ I 君　定例会感想）

実習学生は、どんど焼きという伝統行事に関わり、手作りの温かさに触れることで、地域の

様子や子どもたちの様子、そして地域や学校の中で起こっていることに、さらに関心を寄せ

ていった。そして地域の一員のように迎え入れてくれるこの地域に対して、より愛着を感じ

ていったようであった。

新谷：地域活動を通した青年の自己の成長について
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＜グループ研究から＞

① 地域行事研究班の報告：行事への取り組みについて

（役員へのインタビュー：会長へのインタビュー）

1. 青少協の役割とは？

・ 青少協の活動目的は教育ではなく交流であり、子どもでも大人でもみんながコミュニ

ケーションを取れるようになることである。例えば夕方に、買い物帰りに子どもを見か

けたら、普段交流のない子どもであっても、声をかけて早く帰るように促している。誰

もが、場合によって子どもに注意ができるような関係を築くことが目的である。

・ うれしいことは、何より子どものうれしそうな表情を見ること。日常生活でも、他の

家の子どもと触れ合ったり、話す機会が増えた。

・ 年々行事に参加する地域の人は増えている。青少協が地域に定着してきている証拠だ

ろう。人によっては無関心な人もいるが、回数を重ねることによって、楽しんでくれる

し責任を持ってくれている。

2. 行事を成功させるためや子どもたちに楽しんでもらうための工夫とは？

・ スタッフも楽しむこと。子どもだけにやらせないで、一緒に楽しむよう心がける。子

どもと大人との距離を縮められるよう、心がけている。

・ 参加している子どもに対しては、分け隔てなく子どもを見ている。宿泊交流会は、仲

のよい子ども同士で参加してくるので、一人だけの参加はない。子どもには少し緊張も

見られるので、大人の気配りが特に大事だと思う。

3. 一番印象に残る出来事や行事とは？

・ 宿泊交流会は1泊2日で行い、行事自体の時間が長いし、保護的な面でも緊張する時

間が長い。大変ではあるが、終了時の充実感も高い。また一昨年の夏まつりでは、途中

で雨が降ってきたとき、暗黙のうちに役員委員の全員が、ブルーシートを敷いたり、ゴ

ミ箱を移動したり、全員が一致して動いた。役員の間には、統一感、仲間意識がある。

・ 大変なことは、スタッフの人数確保。若い保護者の方にぜひ参加してほしい。自分の

子どもだけでなく、子どもが生活している社会についても知ってほしい。保護者間の連

絡の仕方も難しい。周囲とのよい関係があり、協力し合ってこそ全員で行える。

4. 実習学生の最初の印象とその後の変化は？

・ 最初の宿泊交流会への学生参加は、感謝の気持ちでいっぱいだった。自分たちより子

どもたちに近い存在だからこそ取れるコミュニケーションがある。学生にとっても、子

どもに対する関わり方の転機だったのではないか。初日集合と2日目解散時では、学生

さんたちにかなりの成長が見られた。

・ 地域スポーツ大会で準備体操をした時に、「体操のお兄さん」をしてくれたことが印

象的だった。男子学生はシャイなイメージだが、やるときはやるという感じがある。そ
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の他、技術習得や自分たちで考える能力、応用力、役員との距離などが変化として感じ

られる。学生は今まで子どもと関わる機会が少なかったが、このゼミに参加したという

ことは、少なからず事前に子どもたちに興味を持っていたということなので、子どもた

ちとのかかわりを通して変わろうとする意欲は元々あるのだろう。学生同士も最初は繋

がりがなさそうだったが、今となっては、その関係も変わってきているのではないか。

・ 子どもは慣れすぎると、いたずらや危険行為をする恐れがある。注意や指導をして、

家庭外のルールも教えていく。学生には想像力を発達させてほしい。実際に危険な目に

あっていなくても、想定して行動できることが理想である。ぜひ大人との関わりあいの

中で、成長してほしい。

・ 子どもが家で親に、学生との会話や遊んでもらったことを話す。すると保護者は役員

に話す。これは役員にとっては喜ばしいことである。子どもは学生に対して背伸びをし

て会話をしているように見えるが、憧れからかもしれない。役員も普段関わることのな

い年代の学生と協力し合うことができて、嬉しかった。

・ 役員にとっては、自分の子どもとは違う若い人との関わり合いはありがたかった。学

生にも変化が見られたので、これを社会に出た後でも活かしてほしい。

・ インタビューを申し出るメールにしても、とてもよくできていた。実習の場を借りて、

いろいろ試してほしいし、恥かしい思いをするかもしれないが、いざ社会に出たときに

は、この失敗を活かしてほしい。

（実習学生へのインタビュー：J君へのインタビュー）

・ 自分の地域は田舎なので、昔からの行事が多い。閉鎖的な組織かもと思っていたので、

自分の意見が受け入れられるか不安だった。しかし宿泊交流会の後、中学生の保護者の

方から、自分の名前を出して楽しかったと言われ、うれしかった。行事や定例会で、自

分たちがうまく動けなかったことは反省する。それと同時に、自分たちがどのくらい地

域や行事に入っていってよいのか悩む。

・ 毎回同じ子どもたちには会わないので、会ったときに、がんばって話した方がよいと

思う。自分たちが小学生の時には、大学生とは触れ合いがなかったと思う。学生たちは

子どもの視点、大人の視点の両方が持てる。

学生は、役員へのインタビューを通して、行事参加や手伝いというさまざまな実習体験をふりかえり、達

成感を持つことができた。また、役員の活動への関わり方と、自分たちの活動への関わり方を重ね合わ

せ、将来自分が親になった時の、子どもや地域への関わり方についても目を向けはじめた。つまり学生

は、この活動を通して、ひとりの親として、また地域の大人として子どもたちに関わる「望ましい大人」のモ

デルに出会い、自分のものとして取り込もうと思うきっかけを得ることができたように思われた。

新谷：地域活動を通した青年の自己の成長について
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② 地域防犯研究班：子どもたちの安全を守るための地域住民・専門機関の活動について

役員・児童館の先生・駐在所警察官の方々へのインタビュー

・ 子どもを預かるのが好き。家同士が仲良いと、買い物とか美容院に行くときなど、よ

く行う。怪我をしないように配慮している。近所では、おかずの交換など昔風の付き合

いをしている。（役員）

・ 児童館では、遅くならないように時間を知らせている。また、防犯の腕章をして外に

出たり、車にパトロール中の張り紙を貼ったり、児童館に盾とサスマタを用意している。

児童館のチラシに防犯の記事を載せたり、防犯教室を開いている。しかし子どもの安全

は、原則として本人や保護者が守るものである。（児童館）

・ 子どもたちがひとりで遊んでいないか、夜遅くなっていないか見回る。塾が終わる夜

10時以降は、犯罪に巻き込まれないように注意をしている。（駐在所）

また学生は、インタビューの他に最終の実習レポートの中でも、青少協の活動や行事への

役員委員の取り組みについて、感想を寄せていた。

・ 地域の連携を考える上で、欠かせない役割を担っているのが、定例会における各担当

からの情報交換であろう。青少協では会長を中心に、小中学校、児童館、PTCA（PTA）、
こども110番、街づくり委員会（地域有志ボランティア団体）、民生委員、駐在所とい
った地域に関わる多くの方が集まり、児童に関する情報を交換し、問題があれば対処す

るといった会議が行われていることが自分の認識を変えた。地域スポーツ大会やミニセ

ーフティ教室のように、地域の行事を行う場を学校が提供していたり、先生が実際に行

事の準備に参加したり、児童と活動したりすることはよかったと思う。地域と教育機関

の連携が存在していた。（ I 君）
・ 一つ一つの行事には、役員の方々が企画段階から参加して、実現するまでに膨大な時

間を費やし、学校、保護者、その他大勢の人たちの協力の上で成り立っている。立場は

違えども共通していることは、｢子どものため｣という信念である。子どもも、行事を通

してたくさんの人と出会い関わることで、人間として成長できると考える。自分の子ど

もでなくても地域を見守ることは、安全な地域づくりや、子どもを健やかに育てること

にいい影響を与える可能性があり、今後も継続していくべきである。ただ、地域には

様々な家庭があり、地域の活動に積極的でない場合もあるので、地域活動のよさを理解

していただくことが、今後の課題であると考える。（D君）

子どもを犯罪から守る取り組みへの理解については、自分の身をある程度守ることができる学

生にとっては、最初は明確なイメージを持つことは簡単ではなかったと思われる。しかし学生は、

インタビューや定例会の中での情報交換、防犯の寸劇の実施、そして行事の中で関わった子ど

もたちの様子を理解していく中で、次第に子どもの犯罪への巻き込まれやすさを認識し、地域

の連帯と見守りの中で防犯活動が成果となることを学んでいった。
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4．まとめ

実習学生は、1年間の実習の中で、大きく以下の3つの変化を遂げていったように思われる。

最初は、不安の中で「地域の大人とどのように関わるか？」と模索する段階である。青少協と

いう名前も聞いたことがなく、内容もあまりわからない団体にいきなり関わり、地域の大人や、

小中学校の先生、児童館の先生、警察官というような、今まで話をすることもなかった専門機

関の方々といっしょに、子どもの育成について意見を交換しあうことは、予想もつかなかった

ことであった。すなわち、子どもとの関わりが未だない段階だったので、知識や経験もないま

ま意見を求められても何を話していいのかもわからず、戸惑いや不安が大きかったと思われ

る。

次の段階は、子どもたちとの直接的な関わりの中での、｢子どもへの遠慮と心の開き｣である。

小中学生との最初の出会いが、夏の1泊2日の宿泊交流会の旅行であり、子どもたちの可愛ら

しさとやんちゃなところが同時に、逃れようもなく眼前で起こってきた。まずはそれに対する

驚きとともに、そのかわいらしさをどう受け止めるのか、また望ましくない行動にどう対処す

るのか戸惑い、時には体が動かなくなってしまったこともあった。しかし、子どもたちの方が

親しく話しかけてきたことで、学生の方も遠慮や戸惑いから解放され、心を開くことができた。

そして、それ以降の行事においても、地域の大人とのスムーズな協力や温かい見守りの中で、

子どもたちとの親しい交流を続けていくことができた。

そして実習後半での学生は、地域へいっそう溶け込みながら、自分の個性を思い切って子ど

もたちに表現し、子どもも顔馴染みとなったお兄さんお姉さんの個性を楽しんで受け取り、お

互いにより親しくなっていった。しかし中学生との交流は、発達段階的に同年代の仲間以外と

の交流を避ける傾向にあることから、心を開きあったと感じられることはなかなかなかったか

もしれない。しかし、それでも行事があるときには、以前の宿泊交流会で交流を持った中学生

が顔を出してくれ、学生と言葉を交わしている場面があり、中学生が大学生に対して、関心を

持ち続けてくれていることが推しはかられた。

また、行事に参加してくる親子の交流についても、学生たちは以下のように感想を寄せ、自

分の家庭との共通点や相違点を発見し、さまざまな親子関係のあり方を学んだようであった。

・ 行事に参加してくる中高校生の親子を観察すると、親子がいっしょになって料理を作

ったり、その後も何気ない会話を交わしたりと、思春期に見られるような親への毛嫌い

や反発などは見られず、お互いによく関わりを持っている光景が見受けられた。こうい

った行事に子どもが、親と行動し手伝う光景は予測しなかったので、感心した。中高校

生の子を持つ親に限らないが、子を持つ親同士が自分の子の話題を出したりして雑談し

ている場面が多く見受けられた。（ I 君）

今後に向けての反省点として、学生たちには子どもとたくさん関わりたい、また継続して関

わりたいという気持ちがあったが、後半にはインタビュー調査もあり、それを実現することが

新谷：地域活動を通した青年の自己の成長について
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難しかった。今後は、子どもとの関わりに比重を置いた学外実習も試みていく予定である。

学生の感想からは、将来の自分の親行動についての意見も見られた。「この活動をする前に

は、子どもと接する機会が極端に少なかったため、子どもとどう接していいかわからなかった。

しかし行事を行う毎に子どもたちと話すことが増え、どんなふうにするとよいか感じられるよ

うになった。自分が親になったときには、青少協のような活動団体があったらならば、必ず参

加しようと思う。やはり子どものために安全な地域である方がいいし、その為にはまず、自分

が行動しないといけないと思うからである。」（C君）という意見や、「この経験は自分が将来

子どもを育てるときに大きな糧となって必ず役に立つと思う。この1年間、青少協の活動に参

加させていただいて、人は知らないところで誰かに守られていることに改めて気づかされた。」

（D君）という言葉が印象深い。自分の将来の親イメージに対するこれらの積極的な姿勢は、

地域活動が青年の自己を、成熟した大人の段階に向けてさらに発達させることに、少なからぬ

影響を与えていることを示すものであり、学外実習の大きな成果のひとつと思われた。
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