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The effect of helps and advices from community’s childrearing support 
organization and some educational facilities in student’s volunteer program: 

The students’ reports about participations in the childrearing activities 
of the community nearby the university ③

Kazuyo Shintani

Abstract

Students attended at several activities in the community nearby their university,

and assisted children’s plays and other activities. Students had many kinds of their

feelings arisen by children’s behaviors, for example, satisfaction, confidence, anger,

sadness, crying and so on. Students wrote their case reports involved their pleasure

and/or worry that they experienced in their interaction with children, held the case

conferences several times and have a talk about the way to solve their problems

with their teacher. Community members, junior high school teacher and the child

center staffs advised to them and guided them to their problem’s solutions.
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1．はじめに

子どもたちを、養育者のみでなく、地域で協力して育てていこうという、地域の「子育て支

援活動」が注目されている。その活動では、様々な年齢の子どもたちや親たち、そして地域活

動に関心のある地域住民が、お祭りや伝統行事、運動会などの行事を企画して運営し、行事に

参加する。子どもたちはこれらの行事の中で、ゲームや模擬店を楽しみ、また、いつも遊ぶ同

級生の他に、上級生に面倒を見てもらったり、下級生や幼い子どもたちの面倒を見ることで、

年齢や立場の違う他者とのコミュニケーションが生まれ、学びあいや社会的能力が育っていく。

また親の方も、我が子が地域の中で友だちと遊ぶ様子など、我が子の日常の姿に触れること

ができる。その場には、学校での教育的評価や学習場面での競争とは異なる世界があり、子ど

もが飾らない「自分」を出す機会が存在する。たとえば親は、日ごろ学業やスポーツが得意で

はない我が子が、行事の中で友だちや下級生に対してさりげない気配りや思いやり行動を示す

姿を見かけるならば、そのような我が子を心から誇らしくまた愛しいと思う機会となるであろ

う。また、日ごろおとなしく友だちから一人遠ざかっている我が子が、行事の中で生き生きと

友だちと行動している場面に出会えば、心は温かくなり、我が子への心配が楽しみのある見守

りに変わっていくきっかけにもなることもあるであろう。

さらに親は、行事の準備や後片付けなどの場面で、同年齢異年齢の親たちと交流する機会が

ある。親たちは、子育てを始めたばかりの若い親であったり、逆に子どもが成人して就職もし

ているようなベテランの親であったりする。さまざまな年齢の親たちから語られる、子育ての

苦労話やそれを乗り越えた話は、わが子の現在の成長を、長い時間や広い視野を持って見つめ

ていくことの大切さに気づく機会となる。すなわち我が子の今の成長を、同年齢の子どもとの

相対的な評価とは異なる、人間の長い成長の一過程と見定めて、その成長を「ありのまま」に

受け入れるようになるきっかけとなる。以上のような地域の中での子どもの自然な成長過程や

親の自然な成長過程は、「子育ち・親育ち」と言い換えられ研究されてきている。繁多（2009）

は、人間の子育て行動（養育行動）は、本能ではなく、観察学習による行動であると明言して

いる。そうであるならば、親がこのように他の親の行動を自然な場面で観察したり、気軽に相

談に乗ってもらい、援助を受けることは、自分の子育てを良好に進める好機のひとつであるこ

とはまちがいない。

筆者は2007年度より、心理学科3年必修授業である「心理学特殊実験演習」において、「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」というテーマにより、学生を地域

子育て支援団体にボランティア参加させ、上記のような「子育ち・親育ち」の過程を参与観察

させてきた。この授業の目的は、学生が1年間の地域行事に関わる学外実習活動を通じて、地

域の子どもたちや大人との、様々な場面でのじっくりとした付き合いの中で、自分自身の社会

性や柔軟性を磨いていくことであった。学生実習を引き受けていただいた地域の子育て支援組
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織は、地域住民と、小中学校とそのPTA、児童館、駐在所等の機関により構成されており、学

生たちは、その組織が開催する宿泊交流会や、地域夏祭り、どんど焼きなどの地域行事を手伝

ったり、時には、その行事全体運営を任されたりした。そして学生は、行事の中で子どもたち

と遊んだり、小中学校の先生や保護者、地域の大人と交流することで、子どもが地域の見守り

の中で育っていくことや、養育者も地域の中で学んでいくことについて理解を深めていくことが

できた（2008，2009 新谷）。

今回報告する2年目の学外実習では、まずは初年度の地域子育て支援団体への行事手伝いや

参加を、引き続き実習の主たる活動と位置づけた。そして同時に今回の実習では、同地域の公

立中学校の放課後補習授業補助ボランティアと、地域児童館のプレイルームでの遊びのボラン

ティアという実習を、どちらか追加実習させることとした。

子どもたちにとって中学校は、家庭と並ぶ主な生活の場のひとつであり、同年代を中心とし

た毎日の集団生活の中で、仲間との競争や協力を通して、決められた教育課程を修めていく

日々を過ごす。その中学校の補習授業へのボランティアは、楽しい交流と同時に思春期特有の

心の揺れによる子どもたち自身の様々な悩みやいらだちにも接し、実習生自身がそれに共感し

たり共に悩んだりすることで、より一層子どもの内面に関わることができると思われた。

一方児童館は、小中学校のような決められたスケジュールのない、開放された時間の中で、

子どもたちの「そのまま」の行動を見ることができる場である。その中では、たくさんの子ど

もたちが自由気ままに動き回る中で、子どもたちとの楽しく心温かい触れ合い場面も多いが、

子ども同士のケンカなど思わぬ事態も発生し、それを制止したり仲裁したりするなど迅速に対

処しなければならないこともある。また時には、子どもたちから自分たちに対して、遠慮のな

い言葉や乱暴な行動を受けながらも、毅然とこどもたちを指導しなければならないこともある。

そのような体験の中で、自分の弱い部分とも向き合い、克服することができれば、自分を変化

させられるきっかけになると思われた。

このように実習学生は、地域・中学校・児童館という3つの実習機関の中で、その実習機

関・組織ならではの体験を積み、その機関・組織の役員や先生たちに見守ってもらい、またア

ドバイスも受けた。また地域子育て支援団体の活動には、中学校や児童館の先生もメンバーと

して参加するので、学生の様子を、組織同士がつながって見守る形をとっていただくことがで

きた。学生はこれらの活動と見守りにより、子どもの様々な発達段階について理解を深めるこ

とができると思われた。また学生自身においても、自分の長所、そしてまだ成長途上であるこ

とからくる自分の課題をよく知り、さらに自分を成長させていくことができると思われた。

（図1）

実習にあたっては、まず事前準備として、フィールドの心構えや質的研究方法などについて

学ぶため、質的研究関連の文献講読を行った（鯨岡，2005）。そして学生は、年間を通して実

習の度に実習報告書を提出し、行事で地域の大人から指導してもらったことや励ましてもらっ

新谷：地域子育て支援活動と教育機関を組み合わせた学外実習の効果について

77



たこと、自ら気付いたこと、自分が出会った子どもたちとのエピソードについて深く掘り下げ

て考え、自分の意見を教員に報告した。教員は内容をチェックし、アドバイスを書き入れて学

生に返却した。またさらに後期には、週一回のペースで、教員と実習生によるケース検討会を

開き、各自が子どもたちとのエピソードを紹介し、そこで感じた楽しさやうれしさの他、悩み

や疑問点なども出し合い、意見交換を行った。

本研究では、このような1年間の学外実習で、自分を成長させることができた学生たちの成

長過程を、個人の実習報告書資料とケース検討会資料から報告するものである。なお、実習内

容の記述については、プライバシーへの配慮の点から、内容の論点に支障がない程度に変更を

加えていることをご了承いただきたい。
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2．実習の概要

（実習学生）

心理学科3年必修科目である「心理学特殊実験演習ⅠⅡ」を履修する大学生10名（男子学生

2名、女子学生8名）は、「フィールドワーク：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」というテーマにより、2008年5月～2009年3月まで、地域の子育て支援団体

を主な実習先として、その他同じ地区にある公立中学校または児童館において、幼児や小中学

生、地域の大人まで幅広い人々と関わり、子どもの発達や親の発達を学んでいった。

（実習受け入れ組織）

実習先の中心は、前年度と同様に、大学周辺の子育て支援組織「T市青少年問題協議会N地

区委員会（略称：青少協N地区委員会）」である。この組織は、行政補助金（多摩市）を受け

ながら、お祭りやどんど焼きなど、親子や地域の人々が楽しめる様々な行事を開催する他、講

演や学習会など、青少年の健全発達やそれを見守る保護者に向けた、様々な啓発活動も行って

いる。また各地区委員会会長は、市長が議長とする会議を年に数回開催し、青少年健全育成方

針について、行政に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する活動を行

っている。（詳細は、帝京大学心理学科紀要第13号を参照。）

また学生は、実習先の子育て支援団体の活動エリアにある公立中学校と児童館で、ボランテ

ィア活動を行った。前期中には数回、後期には両実習先のどちらかを1つ選択し、週1回のペ

ースでボランティア参加した。

（実習内容）

（1）青少協N地区委員会主催の子育て支援関連行事への参加

①防犯活動

・T市青少協が全体で主催する、防犯についての講演会に出席した。

・小学校PTCA（PTA）と共に、防犯についての寸劇を企画し、学期末の終了式で子ども

たちに披露することで、防犯啓発活動を行った。

②青少協N地区委員会主催事業への参加手伝い

・宿泊交流会（8月の1泊2日）･･･千葉への宿泊旅行への参加。スタッフとして参加した

中学生と一緒に、バス内やキャンプファイヤーでのレクリエーションを考えたり、それ

を実行する中学生を援助した。また、常に子どもたちと行動を共にし、活動の補助をし

たり、就寝の監督や、食事の世話をした。

・こども夏まつり･･･会場セッティング、模擬店実施、後片付けの手伝いを行った。

・地域スポーツ大会･･･幼児から大人まで参加するスポーツ大会を、学生が中心となって

地域の大人と共に企画し、実施した。

・どんど焼き（正月のお飾り等の焚き上げ行事）･･･篠竹や大竹取り、やぐら組み、トン
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汁やお汁粉、お団子の調理、配膳等の手伝いを行った。

③行政との連携

・あいさつ運動･･･T市青少年問題協議会がT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といっしょに、救急絆創膏を配布しながら挨拶の声掛けをした。

④地域の情報交換

・定例会への参加手伝い･･･青少協西落合地区委員会の定例会に参加した（年7回開催）。

会場のセッティングやお茶出しなどを手伝い、会議中は、健全育成についての様々な議

題についての意見交換があり、求めに応じて意見を述べた。

（2）公立中学校および児童館へのボランティア参加

学生は、5月から7月にかけて、中学校の放課後補習学習教室の補助ボランティアと児童館

での子どもたちの遊び相手のボランティアを、何度か体験した。その内容については下の①②

を参照されたい。そして後期では、本人の希望を聞いたり、中学校の副校長先生や児童館の指

導員の先生からも意見を聞きながら、学生をどちらかの実習先に割り振り、9月から翌年1月

まで、週1回のペースでボランティアを体験させた。

①中学校放課後学習教室

年度初めに参加の希望を出した生徒たちが、ほぼ週1回のペースで1時間半程度の自主勉

強を行い、学生は、ピアティーチャーの先生方と一緒にドリルの採点と指導を行った。数

学と英語の教科によって2教室に分かれた。

②児童館ボランティア

学生は、子どもたちが小中学校から帰宅して児童館にやってくる午後1時から6時閉館ま

での間に、プレイルームや園庭で遊ぶ子どもたちの遊び相手をしたり、見守る役を行った。

児童館に来館する子どもたちは、乳幼児から高校生までで、保護者も含まれる。来館人数

は、50名から、行事がある時は100名近くにもなった。また学生は、児童館が主催する夏

のキャンプや秋の児童館のお祭りにも、ボランティアとして任意参加した。

3．実習成果　－実習レポートとケース検討会から

（1）青少協N地区委員会行事から

N地区委員会の地域行事への学外実習は、2年目ということもあり、実習学生を迎える役

員の方々も、余裕を持っていただくことができた。そのような中で役員が話し合い、大学生

はまだ社会性を獲得する途中であることから、子どもとの関わり方も遠慮をしないよう、大

人が学生の背中を押してあげる必要性があるのではという方向性が示された。そして、今年

度は秋のお楽しみ行事である地域スポーツ大会の大部分を、実習学生に任せてみようという
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ことになった。以下は、その責任者になった実習生のAさんの、緊張の中にもしっかりした

責任が感じられるエピソード報告である。

また学生たちは、お正月の伝統行事であるどんど焼きにも参加し、準備日では竹の切り出

しや持ち運び、当日では地域のお母さんたちとのお団子作りや消防団立会いでの大きな焚き

上げなど、日常生活では味わえない体験をすることができた。以下は、実習生のBさんが、

準備の竹の切り出しに新鮮な驚きを感じたことや、当日のお団子作りの中で、地域のお母さ

んたちの何気ないおしゃべりの中に、親子の温かさを感じたエピソード報告である。

Aさんの地域スポーツ大会報告

Aさんは、他の実習生と同様、行事の手伝いにまじめに取り組みながらも、大学生としてき

ちんとしなければならないという気持ちの中で、自分のあるがままの個性を出すことに戸惑い

や遠慮があったようであった。しかし彼女は、様々な行事の中で子どもたちや地域の人たちと

交流したり、中学校での学習教室で、他実習生と助け合いながら、自分を表現する経験を着実

に積んでいった。そして実習後期では、地域スポーツ大会という子どもたちや親たちが参加す

るお楽しみ会の行事の中で企画や進行の責任を任され、ゲーム感覚で楽しみながらできる体力

測定や、異年齢でチームを組んでの助け合いが勝敗を決める団体ゲームの内容決めや進行を、

他の学生と一緒に考えて準備を進めていった。そして当日も的確に司会をつとめることができた。

他者としっかりと関わることでの様々な気づき

・今回は、実習生を代表して、事前の企画会議にも参加させていただき、また当日の司会

までやらせていただいた。特に印象に残った出来事が2つある。まずは大勢を相手にし

ていると、細かなところまで目が届かず、できないので嫌がったり、ちょっとしたケガ

をした子どもたちがいて、それに手を差し伸べられなかったことだ。少し悔いは残ったが、

他の仲間実習生がカバーしてくれたので、問題なく進められた。もうひとつは、司会の

私が、場合に応じて段取りを変更していると、その意思や考えが、フォローに入ってい

る仲間実習生に伝わらず、混乱を招くことが何度かあったことである。もっと綿密な打

ち合わせがあってもよかったと思った。（Aさん　10月18日地域スポーツ大会）

彼女は実習学生の代表として、そしてこの行事の責任者として、自分の親やそれ以上の年齢

の地域役員の方々と一緒に打ち合わせをする機会があり、その時の彼女の様子に、しっかりと

準備をしなければという大きな緊張感が感じられた。しかし当日は、皆が楽しくゲームを行う

ことができるような乗りのよいきびきびした司会進行ができた。そしてさらに自分が気づかな

かった準備不足の点もある中、仲間に自分の気持ちを伝えることの大切さや、仲間からの助け

に感謝する場面も体験し、持ち前のしっかりと準備をする視点と共に、当日の思わぬ出来事に

も仲間に助けを求め、対応できるような柔軟性の視点にも気づき、達成感と共に、自分を成長

させることができた。
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Aさんの報告文にあるケガをした子への対処については、Aさんの補助に入っていた2名の

学生が以下のように報告している。いずれも丁寧な対応だったが、ケガをした原因やケガの程

度、子どもに同伴者がいたかどうかなどが、その子の気持ちの立ち直りに影響を与えていた。

ケガをした子への対応

・団体ゲームの大縄跳びでは、練習のときに、ある男の子が縄に当たってしまって、それ

が相当痛かったらしく、泣いてしまった。「縄が早いんだよ。」「痛いって言っているの

にやめてくれなかった。」と訴え、完全にもうやりたくなくなってしまった。同じチー

ムの大人の男性が、「参加しよう！」と声をかけてくれたし、私も途中までその子の側

にいたが、大縄跳びの記録係に行かなければならず、そばを離れなければならなかった。

その後は、その子が団体ゲームに戻ることがなかったことが残念だった。（Cさん　10

月18日地域スポーツ大会）

・大縄跳びの本番のときに、同じチームの1年生の男の子がおしりから床に「どずん」と

落ちてしまった。彼は泣き出し、うずくまってしまった。外に連れ出し、「もう大丈夫

だよ」と背中をさすった。落ち着いたので、「どこか痛いところある？」と聞くと、右

手の指が痛いと言った。突き指を心配し、「じゃあ冷やしてもらいに行こうね」という

と、「ううん、大丈夫」と答えた。指の様子を見ると、腫れている様子がなかったので、

「痛くなったらすぐに言ってね」とさらに声かけをした。その子がお姉ちゃんと一緒に

来ていたことを思い出して、「お姉ちゃんのところへいく？」と聞くと、「いい、大丈夫」

と答えた。「じゃあ、チームに戻ってみんなといる？」というと、うんとうなずいた。

「リレーもやれる？」と聞くと、「うん」とうなずいたので、一安心した。（Dさん　10

月18日地域スポーツ大会）

Bさんのどんど焼き報告

以下のBさんのエピソード報告には、どんど焼きという素朴な伝統行事に参加することへの

わくわくした気持ちと、地域の住民の方々が、気さくに声をかけてくれたことへのうれしさが

表現されている。また、子どもたちとの1年間の関わりの中で子どもの発達の早さに驚く一方、

内面ではまだまだ小さな子どもであることが、その子のお母さんの話から明らかになり、ほほ

えましい気分になったエピソードが紹介されている。

地域交流の楽しさへの気づき

・（篠竹と大竹を切り出す作業に参加）流れ作業で篠竹を取る人、枝払いをする人と仕事

をこなしていく。作業をするという時にいつも思うのが、行事の前の準備をこなすたび

に、みんなが上達していくことである。人間は、要領よくできるようになるものなんだ

と実感する。これは毎度毎度見ていておもしろい。みんなが見守る中、大竹を伐採。豪

快な様を見ることができ、得した気分だった。大変なのはその後で、小学校まで竹を担
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いで運ぶことになった。運びながら学校へ到着するまでに、保護者の方と話すことがで

きた。公園や緑は多いけれど、かえって死角を作ってしまって防犯にはよくないという

こと。考えることがたくさんあると切に思った。子どもの頃、学校や地域の行事がある

ことは当たり前だった。準備をしてくれる過程あってこそ存在していたものだと、今に

なって気づいた。（Bさん1月10日どんど焼き準備日）

・（どんど焼き本番）お母さんたちと料理をしながらの会話は、得るものがたくさんある。

普段作るはずもない量の料理を作るのだから、こうしたらいいとか、どうしようとか、

そこから自分たちで作り出していくものが楽しい。料理を完成させる以外にも、コミュ

ニケーションあってこそ、作れるものがある。それは、その場の良い雰囲気であったり、

何かを誰かと作り出すことに、感慨深さを感じることであると思う。今回は、子どもた

ちとずっといることよりも、楽しむ場を提供してあげることに重点が置けたように思う。

大きなスペースがなくては実現しないどんど焼きで、みんなでおしるこやお団子を一斉

にわいわい言いながら食べられることは、そこまでの過程があってこそだと思う。日々

成長していく子どもたちにたまに会うと、追いつかないことがたくさんあって、少し大

人びた対応をされるたびに、「可愛くはしゃいでいたあの時はどこへ」という気持ちに

なる。しかし、その子のお母さんから、「外では手もつながないって言うけれど、布団

に入ってきて甘えるのよ。内緒ね。」と聞くことができるのも醍醐味だと思う。（Bさん

1月17日どんど焼き当日）

（2）児童館実習から

児童館には、様々な年齢の子どもたちが集まり、様々な遊びを自由に行っている。その遊

びには、実習生も見ていて楽しく、自分たちも参加したくなる場面もあれば、逆に子ども同

士トラブルとなり、どうしようか途方にくれる場面もある。前者場面での報告書は、実習学

生の心のぬくもりやわくわく感が感じられる。後者場面では、学生はけんかをしているどの

子も了解してもらえる解決方法を模索するが、すぐには見出せず悩むこともある。しかし学

生は、そんなときでも状況をしっかりと把握しようとし、その解決に向けて努力を重ねてい

た。Eさんは、子どもを可愛いと思う気持ちを素直に表現していた。しかし同時に、自分を

遊び相手として独占したいと思ってしまう子どもの言動に戸惑い、解決方法がなかなか見出

せないこともあった。そしてFさんもそれと同様なトラブルを経験したが、児童館の先生に

ひとつの手本を示していただいたことで、子ども同士のトラブル解決には毅然とした態度が

必要であることを学んだ。またDさんは、自己中心的になりがちな低学年の子どもたちに対

して、時間をとって丁寧に見守り、粘り強く子どもたちの成長を待っていた。そして、その

成長を見る機会に恵まれた。またG君は、自分の日ごろの、世話や見守りを主とする子ども

たちとの関わり方に加え、直接子どもと触れ合うことの楽しさや充実感に気付くきっかけを
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となったエピソードを報告した。

Eさんの子どもとのあそび場面

Eさんは、児童館で子どもたちから慕われることが多く、また子どもたちが真剣に遊ぶ様子

を上手に記述することができた。また子ども同士のトラブルについても、的確に調整をするこ

とができた。しかし、子どもたちの間で自分と遊びたいという気持ちがぶつかる時には、自分

の意思を明確に表現することが難しい場面もあった。そのような課題は、短い実習の間では解

決していくことが難しいが、彼女は自分の課題に逃げ出さずに取り組んだ。

子どもたちを可愛いと思う気持ち

・1年生のEくん、Fくん、Gくん、Hくんの4人が、こちらから話しかけると、何だかん

だ憎まれ口を叩きながらもにこにこしながら応答してくれるので、とても可愛かったで

す。（Eさん10/31 児童館）

・4年生の Iちゃん、1年生の Jちゃん、Kちゃんがいっしょにジェスチャーゲームをして

いました。Iちゃんはお姉さんという雰囲気で、自分がジェスチャーゲームに飽きても、

年下であるJちゃんとKちゃんがジェスチャーゲームを続けたがっていると分ると、最

後まで付き合ってあげていました。（Eさん10/31 児童館）

・ 1 年生のLくん、Mくん、Nくんがブロックでアスレチックをつくっていました。私が

ひとりの子を「凄いねえ！」とほめると、「俺なんてもっと凄いのできるよ！！みて

て！」といって、さらに難易度の高いアスレチックを作り、それをやってみせてくれる

のが一生懸命で、とてもかわいいと思いました。（Eさん10月31日児童館）

泣いてしまった女の子へのフォロー

・4年生の女の子たち5人と人生ゲームをしているときに、Pちゃんが2回泣いてしまいま

した。1回目は、金庫番の役割を他の友だちと取り合ったためです。その友だちに、傷

つけてしまったならあやまらなければならないと諭すと、友だちはきちんと謝り、Pち

ゃんは泣きやみました。2回目は、他の友だちが道具を取りに席を立った間に一人ぼっ

ちになってしまい、置いていかれたときです。でも他のお友だちは、何故Pちゃんが泣

いていたのかわからないようでした。（Eさん11月7日児童館）

「お姉さん」の奪い合いと戸惑い

・みんなで遊んでいるところへやってきた2年生のOちゃんは、私を見つけるなり、「い

っしょに遊ぼう！」といって、私の手を引っ張りました。Oちゃんと折り紙をしたり漫

画を読んでいるところへ他の子どもが私を呼びに来たので行こうとすると、「行っちゃ

ダメ！」と言って、私を離してくれませんでした。今日は児童館には自分の友だちがい

ないので、寂しくて私に側にいてほしいのかもしれないと思ったので、Oちゃんが家に帰

るまでずっと側にいました。 （Eさん10月31日児童館）
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Fさんが児童館の先生から学んだこと

Fさんの以下の子ども同士のけんかについてのエピソード報告には、その時に児童館の先生

がトラブルをしっかりと仲裁する様子を目の当たりにし、子どもたちの気持ちに沿いながらも

自分の気持ちを伝えることの難しさを実感した過程が記されている。小学生、特に低学年の児

童にとってはボランティアの学生は憧れの「お姉さん」であり、前述のEさんのエピソード報

告からも明らかなように、時として自分が独占したいという気持ちが起り、それがぶつかりあ

ってケンカになる。そのような時の対処は、自分が双方の子どもから慕われていることがわか

るからこそ大変難しい。けんかの仲裁には、両者に対して公平で毅然とした態度が求められる。

しかし、学生の日常生活ではそのような態度を示す機会はあまりなく、どの学生も悩むところ

である。

子どもたちのケンカをなだめることの難しさ

・小学1年生の女の子2人と遊んでいる中で、マット運動が始まった。2人は、ポーズを取

ったりでんぐり返しをしたりと自分の技を競い合いながら、絶えずケンカをしていた。

私は、「仲良くしようね」と言っても言うことを聴かない2人に対して、「すごいね～」

と平等にほめることに徹していた。すると、Mちゃんが、背中をマットにつけて、足と

腰を上に上げたポーズを取って、「みてみて～」と言った。私が「すごい、すごーい」

と言うと、Jちゃんは、「そんなのすごくないし」と言って、ドンとMちゃんの足を押し

てしまった。「あ、危ない！」と反射的に手を出したものの、間に合わず、Mちゃんは

バランスをくずしてマットに倒れてしまい、その衝撃で足の指を床にぶつけてしまった。

Mちゃんは泣いてしまった。

J ちゃん：「え～、今の痛くないし」

私　　　：「Mちゃん痛いって泣いてるよ。ちゃんと謝ろう」

J ちゃん：「・・・ごめんね（小声）・・・でもねー、痛くないはず」

私　　　：「もう一回謝ろう」

J ちゃん：「もう謝った」

児童館の先生が来てくれて、そっぽを向いて謝るという悪い謝り方を例にして、「こん

な謝り方されたらどう思う？」と言った。すると、反抗していたJちゃんも先生のことば

に耳を傾けるようになった。結局先生が対応してくれて、ただ謝らせてもだめなことがわ

かった。児童館で子どもと接するとき、言葉選びにとても苦労する。実際こう思っている

けど、それをどう伝えるか、伝えていいものなのか、どう言ったらいいのかなど戸惑うこ

とがある。（Fさん　9月20日の児童館実習からのケース検討会報告）

Dさんの子どもとのあそび場面

Dさんは、日ごろアルバイトで子どもたちと接することが多く、実習においても、子どもた
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ちとよい関係を結ぶことができていた。前述の地域スポーツ大会でも、転んで泣いてしまった

子どもに温かく声かけをして、子どもの気持ちを収めることができた。このように子どもと上

手に遊ぶことができるDさんであるが、その背景には子どもたちに対する誠実で辛抱強い働き

かけと、子どもたちの成長をしっかりと待つ姿勢がある。以下はそのことを物語るエピソード

報告である。

子どもの成長過程をいっしょに歩んでいくことの嬉しさ

・1年生のQくんは、私と遊ぶときは、いつも彼が中心で、ゲームでは必ず勝たないと気

がすまないようで、少しでも相手が有利になるとそれはダメと怒り出したり、ダメとい

ってとめようとしました。しかし、前回素直な一面がありました。一緒にゲームをして

いたときに、あまりにもフェアでなく、自分が勝つために何でもするので、「お姉さん

にもっと優しくしてよ。じゃないとお姉さんつまらないな。」と気持ちを伝えると、「わ

かった」と答えてくれたのです。今回も、誘われた電車のカードゲームのやり方がわか

らなかったので、「教えて」といったのですが、そのままカードを適当に分けて「じゃ

あぼくからね」と言ってはじめてしまったので、見よう見まねではじめたのですが、以

前と違っていたのは、私に得点が入るのを許せるようになっていたことです。また、別

の人生ゲームでも、「まだ？早くやってよ」と言っていましたが、自分の番まで待てて

いました。以前は、好きなようにやらせてあげていたのが、今回は初めて一緒に楽しめ

たという感じでした。 （Dさん 12月13日児童館）

G君の子どもと関わる際の心理的距離の変化

G君は、子どもたちを対象とした様々なボランティア活動に参加してきた経験から、どの行

事にも積極的に関わってくれた一方、日常の実習では、温かく微笑みながら子どもたちを静か

に見守る立場を取り、他の実習生に比べれば、子どもに遠慮しているような印象も感じられた。

彼は、実習仲間と教員によるケース検討会で、児童館実習で子どもたちと遊ぶ際の自分のスタ

ンスについて報告した（以下の前半エピソード）。その意見交換の中で、実習仲間や教員から、

自分たちにはマネのできない、G君ならではの温かさが伝わってきたとの感想をもらったこと

や、自分の子どもへの関わり方の中のためらいや不安を、まさに「自分の感情」として気づく

機会があり、それをきっかけに、子どもたちともっと近くで関わろうとする気持ちの変化につ

ながっていったことを年度末のレポートで報告してくれた。

自分の子どもたちを「見守る」スタンス

・ある日、1年生の男の子たちと女の子たちが、「地獄迷路」という遊びをしていた。児童

館の遊技場に様々な色や形のブロックを使ってコースを作り、ブロックの上だけを渡っ

てゴールを目指し、落ちたらスタートからやり直すというゲームである。落とし穴のイ

メージやシーソーのような仕掛け、無造作に積み上げられたブロック、急な傾斜などを
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自分のバランス感覚と、どうすればこの道を落ちることなく進めるかという頭脳の両方

を使って乗り越えていく感じである。試しに自分でもやってみたが、すぐに落ちてしま

って、同じ遊びをやる者としての関わりはできなかった。従って子どもが安全に遊べる

ように見守るという関わりになる。しかし子どもたちが、どのようなコースにすればな

かなかクリアできず面白いかなど考え、いろいろ試行錯誤している顔や、安全面に考慮

して、こうしたほうがいいんじゃないかとこちらが提案したときの、「そっかぁ」と納

得した顔や、「それは違う」と言いたげな嫌々といった顔、また、子どもたちの「ここ

から先はどうやっていくんだろう」と思案し困った顔、危なくなってびっくりした顔、

先の失敗を生かして今度こそ難所をクリアしようとする顔、そして何より、このゲーム

をクリアしたときに、それをアピールし、自分に「見た？」と嬉しそうに聞いてきて、

「見てたよ。すごいじゃん！」と返したときの、達成感に満ちた誇らしい顔を見ること

ができるのはとてもすばらしいことだった。また、例えば明らかに危ない積み方をして

いるときに、直そうとすると、「イヤ！これでいいの」という顔をする。そういう時は、

直さずにそっと自分が支えることによって、安全を確保するという場面もあった。（G

君　12月21日の児童館実習からのケース検討会報告）

新しい関わり方への気づき

・自分が今まで児童館や青少年問題協議会に関わってきて感じたことは、子どもたちとの

繋がりです。自分は、高校時代は市のキャンプの方に関わらせて頂いたりもしたのです

が、その時は、裏方に回り子どもとあまり関わらず、食事を作ったり見えないところで

働いていました。自分は子どもの楽しそうな笑顔が好きで、子どもたちが友達同士で安

全に楽しそうな時間を過ごし、いい思い出になればいいなぁと思いながらやっていまし

た。その思いは大学に入っても変わらず、子どもと関わるサークルに入ってからも、児

童館のキャンプでは、子どもを怖がらせるお化け屋敷の配置やデザインなどを作ったり、

スーパーボールすくいを祭りのおっちゃんみたいにやったりと、子どもと（直接）関わ

るというよりは、子どもを楽しませる環境づくりの方に力を入れてきましたし、子ども

たちが驚いたり楽しそうにしているのが大好きでした。しかし、青少協でのサマーキャ

ンプ、児童館実習、お祭り、ミニセーフティー教室、どんど焼きなど、いろいろなイベ

ントに参加するようになり、その先々で知り合った子どもたちが声をかけてきてくれる

のは、今までにはなくとてもうれしいことだと感じました。今までのように、ただ見守

るという関わり方も大事だと思いますが、子どもたちと会話をし、一緒に遊び、違うイ

ベントでも声をかけてくれるようになるという人と人との繋がりは、今までの自分の関

わり方を考えるいい機会となりました。これから子どもたちと関わる機会は減っていき

ますが、この実習を通して学んだ子どもたちとの繋がりは、きっとこの先の自分の人生

を変えていくようなものだと思います。 （G君　2月12日最終レポートから）
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（3）中学校での放課後学習教室から

放課後学習教室に来る中学生は、自分の学習課題を認識してまじめに学習に取り組む生徒

もいれば、親に勧められて参加したが、意欲が今ひとつの生徒もいる。さらに思春期真只中

で心も不安定であり、人間関係の悩みも多い。Hさんは、ある生徒との関わりの中で、その

生徒の課題と向き合い、自分ができることは何かを模索していった。Iさんは、クラスに溶

け込むことについてある生徒の相談相手になったり、学習の不安を克服するのためのアイデ

ィアを考え実践した。J君は、よくない学習態度を思い切って注意をする決断をし、それを

実行したが、気まずさが残ってしまったようであった。思春期の子どもたちに対して決断し

て叱る勇気と、辛抱をして子どもたちの様子を見ていくことのバランスの難しさを経験し

た。

Hさんが学習が進まない状況の打開に向けて行動したこと

Hさんは、声かけや励ましを重ねてもなかなか学習に集中できない生徒との関わりの中で、

その状況の打開に悩んでいた。そして思い切って、その苦しさを指導教員の筆者に報告し、筆

者が中学校の副校長先生と話し合う中で、Hさんと生徒の担任の先生との面談が実現した。H

さんは、その先生から貴重なアドバイスや励ましを受けて、その生徒と心をつなげていくこと

をさらに考えていった。

学習意欲を高める援助をすることの難しさ

・F君には、「こんにちは」というところから始めた。F君には、時間いっぱい（1時間半）

傍に付いて勉強を見たが、やっぱりお話6割、勉強4割になってしまったように思う。

しかし私は、それでもいいんだと考えることにした。もちろん学習することが目的であ

るので、それをずらしてはいけないのだが、話をしながらであっても、確実に1問ずつ

こなしていくほうが、F君の勉強には合っていると考えた。（Hさん　9月24日中学校学

習教室）

・今日初めて、F君が、プリントを直接私にくれて「よろしく」といった感じであった。

それは私がF君が私を認めてくれたのだと思い、漸進した気持ちになった。しかし私に

任されっぱなしというのも戸惑う。（Hさん　中学校学習教室　10月8日）

・F君の担任の先生と、F君の授業での様子を聞くことができ、学習教室に戻る。F君が

「先生と何話してたの？」と聞いたので、「F君がどんな勉強をしているのか話してたん

だよ」と言うと、「先生、僕のこと、悪い子って言ってたでしょ？僕まじめじゃないから。」

と言い出した。私は「そんなことないよ。ここではいつもまじめにやってくれてるって

いってたら、ほめていたよ」と言った。（Hさん　10月29日中学校学習教室）

・再びF君の担任の先生と話す。F君にとっては、1時間半という決められた時間は長すぎ

て、元々学習教室に「あまり来たくないな」と思っているF君にとっては、苦痛に感じ
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るかもしれない、1時間とかプリントの枚数をきめるなどして進めるほうがよいとのア

ドバイスをいただいた。先生と話していて、少し安心したというか、一人で抱え込むこ

とはないんだなと改めて感じることができた。（Hさん　11月26日中学校学習教室）

Iさんが受けた生徒からの相談

I さんは、学習指導教室で出会ったある女子生徒との授業後の何気ない会話の中で、クラス

に溶け込むことが難しい状況を、さりげなく告白された。そしてその後も、その生徒と会話を

重ねながら、辛い気持ちを共有していった。また I さんは、学習場面での不安傾向にも気づき、

その生徒を励ましていった。 I さんは最初にその子から悩みの話を聞いたとき、強く心を揺さ

ぶられ、指導教員の筆者に相談した。筆者は、その子が I さんを信頼してくれているからこそ

話すのであり、話を聞いてもらう中で、本人が強くまた柔軟に生きていく力を身につけるお手

伝いをしていけばよいのではと励ました。 I さんは、生徒の不安に寄り沿い、生徒がそれを乗

り越えるきっかけを共に模索し、努力を重ねていった。

学校生活での困難の告白とその辛さの共有

・授業が終わり、同じ実習生と話をしていると、Lさんが話しに入ってきて、「私は、普

段の授業の休み時間もとてもおとなしく、一人でいることが多い。」「友達の輪に入りた

いんだけれども勇気が出ない」と言ってきた。その子の顔は、悲しんでいるわけでもな

く、どちらかというと笑顔で、そんなことは気にならないというような顔をしていた。

そのときはその子はすぐに帰ってしまったので、それ以上のことは話せなかった。その

子とは今まで話したことはなかったが、それなのに私に相談してきたということは、特

別な意味があったのかもしれない。私を信頼してくれているのかもしれない。もっと仲

良くなれたらいいと思う。そして、普段の学校生活のことを聞いて、相談に乗ってあげ

たい。（ I さん　10月8日中学校学習教室）

・Lさんは、問題を解くとき、間違うことを恐れているようで、私の反応を見ながら答え

を書いていた。なので、「間違ってもいいじゃん。自分で考えた答えを思い切って書い

てごらん。」と言ってみたのだが、それでも恐る恐る書き、私が無反応でいると、「やっ

ぱ違うかも」と正しい答えにもかかわらず、消してしまう。Lさんが間違うことを恐れ

ないようにするにはどうしたらいいだろうか。間違いを恐れないようになったら、強く

なれるのではないかと思う。（Iさん　11月19日中学校学習教室）

・Lさんは元気そうで、問題を解きつつも、歌手の○○くんが好きという話題を笑顔で話

してくれた。ただ、問題を解くときは、やはり恐る恐る書く傾向にあった。なので、自

分はLさんが1ページ解き終わるまで他のところに行き、それまで自分で書かせるよう

にした。受験の話をして、「超緊張するね！でもきっと合格するよ！結果教えてね！」

と励ました。Lさんは笑顔で「はい！」と答えてくれたので、少しは元気づけられたの
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ではないかと思う。（ I さん　11月26日中学校学習教室）

J君の「叱る」ことの実践

多感な中学生時代の子どもたちは、親や先生の言うことをただ素直にきいていた小学校時代

とは違い、よいことと悪いこととの境界線があいまいになり、そんな苛立ちを、社会的に認め

られない態度で示してくることもある。そんな中学生に対して、大人も揺さぶられることが多

い。実習学生が生徒に示す正義感は、時としてその場を緊張させ、学生が生徒に伝えたいこと

がうまく伝わらないことにもなる。以下のJ君のケースでは、叱った本人も複雑な心境になっ

たことが報告されている。

正義を伝えることの難しさ

・私は、1年男子の数学を担当していた。私は、生徒から丸付けに呼ばれれば行き、また

丸付けに呼ばれるというように、生徒たちとあまり会話ができていなかった。ふと振り

返ると、Wくんが、どうも答えの丸写しをしているようだった。すぐ止めようと思った

が、どういうふうに来るか、敢えて放っておいた。2, 3ページ終わったところで、「先生

丸付け。」と言ってきた。私はW君と机を挟んで向かい合った。

私　：「君はひきょうだね。君は答えを自分で解いたかのようにどうだって言ってくる。」

W君：「やってないよ。早く丸つけてよ。」

私　：「君のは答えしか書いていないし、まだ習ってないはずのとこも解いているっ

て気づかないのか。このページの途中式をやってごらん。正解だったら君の

こと認めるよ。」

W君：「（答え写しは）他（のやつ）だってやってるよ。」

私　：「そうかもしれないけれども。僕は今、君に怒っている。他人を巻き込むな。」

W君：「わけわかんない」

しかし、私から目線をそらし、声も弱い。

私　：「わかる。君は逃げたいけど逃げられないからそんなことを言ってるだけ。謝

りもしないでそんなことを言っていることが許せないし、君のしたことも許

せない。」

W君：「もういいじゃん。」 （顔を下に向けたり横を見たりしている）

私　：「よくない。君は謝っていない。」

とさらに、言った。2人の間に沈黙が続き、私は少し冷静さを取り戻した。ふと周りを見

ると、1年男子が全員だまってしまい、目をそらしている。卑怯なことが嫌いな私は、言

うことは言ったと達成感を感じた。私はその場を離れ、W君の答えはその後、別のボラン

ティアが見た。

W君は、怒られても自分からは折れないし、自分の受けるダメージは極力少なくしたい
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のではという印象が頭をかすめた。このくらいの年頃は、大人になろうもしくは良くなろ

うとする子と、小学生から抜け出せ切れないようないたずらをする子に分かれるのかなと

思う。しかし、1週間に1度しか関わらない状況ではわからないこともあるはずで、W君

もまじめに取り組む時間もあるのだろうと思う。自分の反省点は、W君が謝らないことに

ムキになりすぎたことである。このケースは、答えを丸写しすることに対して、他の生徒

に釘を刺すことにはなったかもしれないが、それと同時に空気を重くさせてしまった。今

回のことは仕方ないが、他者まで巻き込んでしまったことは申し訳なく、もっと別の穏や

かな方法もあったと思う。（J君　9月24日の中学校学習教室実習からのケース検討会報

告）

（4）その他実習から（児童館キャンプ参加）

Cさんは、任意参加として実習生たちに薦めた夏の児童館館内キャンプにボランティアとし

て参加し、その中で出会った一人の女の子と深く関わった。女の子の時として赤ちゃんのよう

な甘えはCさんを当惑させたが、子どもたちの監督者としてスケジュールをこなす忙しさもあ

り、Cさんはその理由を図りかねていた。しかし後日エピソード記録を起こし、筆者と一緒に

その内容について検討したことで、子どもに関わるときには発達的な視点を持ち、子どもの発

達途上の面に目を向け、特別な行事など、日常とは違う環境におかれた場合には子どもは緊張

し、時には小さな子どものようにふるまうこともあることを認識していった。

子どもの言動を発達的観点から理解することの大切さへの気づき

・私は夏の児童館館内キャンプにボランティアとして参加し、10人の小学生の班のリーダ

ーとして関わった。メンバーの小学3年生のA子ちゃんは、絶対私に隣にいてほしいと

いう感じで、他の子たちのところを行っていても、すぐに「早く戻ってきて！」と言っ

た。大人にすごく甘えるところがあるなあと思った。

カレーの夕飯作りがはじまり、A子ちゃんは最初から、「私が肉を切る！」と張り切っ

ており、他の子が野菜を切るのをうれしそうに待っていた。しかし肉の袋を開けると、

最初から細かく切られていたことがわかった。A子ちゃんは、「何でお肉切れないの？

切りたかったのに！」と言って、調理室の隅に横になって丸まってしまった。先生が側

に行ってなだめてくださっていたが、先生に申し訳ないという気持ちと、A子ちゃん大

丈夫かなという気持ちが交互していた。

外のかまどでは火を燃やしていて、カレーを煮込むのだが、みんながかまどに集まる中

でA子ちゃんだけ一人かまどに寄らず、ベンチに座っていた。カレーを煮込む間、仕事

のない子どもたちは遊び始めた。しかしA子ちゃんは、じっとベンチに座っていた。普

段のA子ちゃんは、活発に動いたり気の強いことを言ったりするが、そのときは全然し

ゃべらず、何かじっと我慢しているようだった。ふと目をやると、いつの間にかA子ち
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ゃんはベンチで寝てしまっていた。そしてまた、カレーができる頃いつの間にか起きて

いて、元気よくカレーライスの盛り付けに参加し、「○○やん（私のニックネーム）は

ここね」と私を呼び、私はA子ちゃんと並んで座った。班のみんなで丸く輪になって座

って、楽しくカレーライスを食べた。

A子ちゃんは、甘えん坊なところがあり、集団行動が苦手かなとも思った。でも、調理

室でお肉が切れなくて、その後の片づけなどをやらなかったのは、よほどショックだっ

たのかなとも思うし、自分の感情を素直に出していただけかもしれない。キャンプが終

わった帰りに、A子ちゃんは、「また児童館で会おうね。あと、これあげるね。」といっ

て、工作教室で作ったキーホルダーを渡してくれた。とてもうれしかった。（Cさん7月

18～19日児童館キャンプ）

4．まとめ

学生が実習で関わる子どもたちには、発達年齢、気質、親子関係、学習状況、仲間関係など

それぞれ異なる背景が存在し、学生はその背景を感じ取りながら、子どもを理解し、子どもと

自分との関係を築いていく。そしてその中で学生は、子ども自身が持つさまざまな課題に出会

い、解決や乗り越えの過程をいっしょに歩んでいく。そして時には不安にもさらされる。

学外実習をまとめた実習報告書や実習仲間や教員と行うケース検討会では、自分自身が実習

で経験したことを、正にその場にいるように教員や実習仲間に伝え、出席者と共感しあい、意

見や感想、アドバイスをもらいあう貴重な場となる。今回の実習学生は、その過程の中で、実

習中に起った対処が難しいエピソードを深く掘り下げ、結果として対象の子どもに対する見方

や考え方を必要に応じて修正したり変更したりすることができた。そして、自分自身について

も、これまでの自己イメージを再検討し、より現実的で積極的な自己イメージを再構築し、自

分のこれからの人生に対しても、自己の持つ課題を乗り越えていく勇気や希望、前向きな姿勢

を持つことができた。

また今回の実習は、前年度より実習場所が増え、そのため子どもの年齢も幼児から中学3年

生と幅が広くなり、また子どもと学生が出会う場所も、地域行事の中であったり、中学校とい

う教育機関であったり、子どもたちの生活日常場面である児童館であったりと様々で、それに

よって、学生が立ち向かう困難も、より多岐にわたっていた。たとえば、児童館での子どもた

ち同士のケンカや、中学校での生徒からの悩み相談は、地域行事に集まってくる子どもたちと

の約半日の関わりの中では、なかなか出会えないものである。しかしそれだからこそ、学生と

教員が一緒になって、起っている問題や課題を頭をつき合わせて考え、一緒に解決への方向性

を見出す過程に、様々な視点や観点を取り入れることができた。また実習中では、様々な出来

事に対して筆者自身が指導に迷うこともあったが、地域の人々が、学生の様子を地域行事や児
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童館などで見かけたり見守ってくれ、学生と交わしたあいさつや何気ない会話の中に、実習学

生の持ち味や課題を見つけていただき、それを機会ある毎に教員や学生本人に伝えていただい

た。学生自身も、自分の母親や父親のような年齢の人たちといっしょに、子どもたちを楽しま

せるための行事の企画を練る作業を共有する中で、自分のアイディアを認めてもらったりねぎ

らってもらったりすることで、自信を育むことができた。また同様に、専門的立場にある中学

校や児童館の先生たちからも、学生の様子をお聞きしたり直接学生本人たちにアドバイスをい

ただくことができた。例えば前述の中学校の放課後学習教室でのエピソード報告のように、学

生と生徒の担任教諭との話し合いがもたれ、今後の関わり方について貴重なアドバイスをいた

だけたことや、学生がその生徒と関わる際に、その担任が見守っており何かあったら相談する

ことができたという安心感は、学生を大いに元気づけた。また、児童館実実習においても、子

ども同士のトラブルにまきこまれた時の対応の際に、自ら手本を示して下さったことは、学生

にとっては大人の良識として、どのようにふるまうべきかを観察学習する重要な機会となった。

そしてこのように、学生が指導教員以外からも様々なアドバイスをいただけたことは、教員が

直接学生との関わりの中で、本人の持つ長所をさらに伸ばし、課題をより確実に解決できるよ

う指導していく大きな支えをいただけた。

松嵜（2009）は、「これからの家庭は共働きが主流となり、一人親家庭も増えていく。従っ

て様々な家族形態における育児について、研究と子育て支援が求められている。」という。こ

の言葉や現状を考えるならば、将来の養育者である実習学生にとって、子育てを一通り行って

きた年配の役員や専門職の方々からの、子どもに対する余裕のある行動や言葉かけ、また学生

に対する的確なアドバイスは、学生が理想の親像にとらわれず、より自分の個性に合った現実

的な親像を持つよいきっかけであったと思われる。これからもこの実習く予定であるが、この

ような様々な実習場面での様々な人々との出会いは、今後も実習学生たちが自分と向きあい、

課題を乗り越えていく貴重な場であるだろう。
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宏先生、三枝弘士先生、藤木紀子先生から格別のご配慮とご支援をいただきました。深く感謝

申し上げます。

そしてこの学外実習を通して自分を大きく成長させ、また実習機関からの信頼を得て次年度

の学外実習へとバトンをつなげていただいた、伊藤愛さん、井澤彩子さん、岡本真希さん、児

島愛さん、佐藤絵梨さん、下田慎平君、滝井ありささん、外山元樹君、橋本葵さん、守屋美樹

さんに、心より感謝致します。
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