
Abstract

Students experienced whole year’s volunteer works nearby their university；for example, 

they taught pupils in the elementary school or junior high scool, and others played with 

children in the child center. During their volunteer works, they were encouraged and 

helped by community child support association members, when they had anxieties about 

how they had to do with children. Their encouragement and praise to students let them feel 

themselves more capable and competent in their ordinary lives also.
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最近の青年について思うこと

　我々人間は、古代の哲学者アリストテレスが人を「社会的動物」という言葉で説明したよう

に、社会と関わることで人生を生きていくことができる。すなわち、自分が社会に自らの意思

で働きかけ、また社会からも自分に働きかけられることで、生きていくことが動機づけられ、

積極的に行動していくことができるのである。人はまず、この世に生まれ落ちた瞬間から（正

確には、母親の胎内にいるところから既にだが）、母親、父親、きょうだいなどの家族メンバ

ーとの間に、親しいコミュニケーションが始まる。そして成長するに従って、祖父母やおじお

ばなどの親族、近所づきあいのある隣人や同年代前後の子どもとその親というように関係は拡

大する。そして教育を受ける年齢になれば、教える立場にある学校の先生や習い事の先生、部

活のコーチなど、親以外の大人との積極的な関わりも増えてくる。子どもの同士の間でも、最

初は母親を介した近所の同年齢前後のともだちから始まるが、多くの学校友だちや、それを介

して生まれる他の地域の友だちなど、多くのそして様々な年齢の子どもたちとの付き合いが生
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まれ、拡がっていく。人は、以上のように様々な社会経験を積みながら、身体も心も大人とし

て育っていき、やがては一人の「大人」となって、家族を離れ、巣立っていく。

　しかしながら、昨今の子どもや青年を取り囲む環境には、上記のような社会的関わりの充実

や拡がりを保証することが困難な状況が、相次いで生まれている。その困難な状況としてまず、

人が赤ん坊として生まれた際に最も頼りとする母親の側での、育児不安という困難さが取り上

げられる。地域性が薄れ、年長者が育児をする様子を身近に見る機会も減り、育児文化が伝搬

されにくい上に、母親の育児不安を助け、支える側の父親も、男性の育児参加や育児協力への

社会の理解が思うように進まぬ中、時として夫婦間の信頼関係も揺らいでいく。それは、昨今

の離婚率の増加を見れば一目瞭然である。さらに、子どもは就学すれば、それにより学ぶ喜び

や友人を得る喜びを持つが、それに伴い友人間でのトラブルも起こることがあり、時にはいじ

めとなることもある。それが深刻化すれば被害者に大きな心の傷が残る。そして憂うことには、

たとえ直接の加害者被害者ではなくとも、誰の仲裁や介入もなくいじめを傍観せざるをえない

状況が発生することである。傍観する子どもたちの心の中には、「人はだれも他者を助けない」

「この眼前で起こっていることが自分にふりかかるかもしれない」という漠然とした恐れや不

安が生まれ、保障された環境の中で伸び伸びと自分を表現したり、力を試したりする機会や動

機が制限されることになりかねない。

　そういった中で家庭や学校を外側から見ていく中で、最近の子どもたちは、昔に比べ、イン

ターネットなどの普及により、とても効率よくスマートに学力を身につけてきたところはある

けれども、他者の意図を汲みそれに共感しながら、自分を思い切って表現して他者や社会と調

整していくという能力を身につけることについては、いまひとつ経験が足りなかったのでは、

またそもそもそのような経験ができる環境にも恵まれていなかったのではないかと思う例を、

大学生の中から、程度の大なり小なり異なるが、見かけるようになってきた。そのような学生

は、他者に対して自信があるように振舞ったり、元気に行動しているように見えるが、その奥

には他者に対する漠然とした不安感があったり、その反対に、初めからその不安感が表情や態

度に現れ、他者との親密な関係を最初から避ける傾向が時折見られる。そのような学生には、

「自分はだめだ。」「自分は罰せられる人間である。」「自分がここにいてはいけない。」というよ

うな、自己に対する否定感情が伴われる。そして彼らは、入学した大学で、学業においても学

友との交流の中でも、積極的な気持ちがある一方、落ち込んだときには容易に立ち直りにくく、

深刻な場合は、ドロップアウトの危機も起こってくる事例も見られる。

　古荘（2009）は、最近の子どもたちの自尊感情の低さの背景を以下のように説明している。

　①　親自身の自尊感情が低く、子どもを育てるとき、「お前はだめだな」などと否定的な

メッセージを送り続けてしまう。

　②　少子化による周囲からの過剰な期待があり、親自身が生活にピリピリしているため子

どもに心の居場所がなく、親の言動を敏感に捉えたり、あるいは脅迫や非難として受け
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止めてしまう。

　③　学校でわからない授業を毎日経験することによって生じる無力感や、低い成績評価か

らストレスを感じる。

　④　「KY（空気が読めない）」と非難されることを恐れて自分自身を自由に表現できない。

　以上の背景は、幼少期からの家族や学校の中でのトラブル等の個人的環境要因、人口構成の

変化や教育システムの変化などから個人や家族が影響を受ける社会的要因など、さらに検討さ

れるべき問題を多く含んでいる。

学生が学外実習を体験することで得る利点

　以上のことから著者は、大学生の健全な精神的発達を促進するための環境を整備することの

必要性がある一方、その環境を整えることの難しさという現状を打破し、学生がこれまでの発

達の過程で育ち切れなかった、もしくは育ってきていても定着しきれていない、他者とのコミ

ュニケーション力やその他の社会的能力を、今一度、大学という場でしっかりと学びなおし、

定着させ、その力を持って社会に羽ばたいていってほしいという思いを持ち、それが実践でき

る場を模索していた。そして、そのような機会は、大学内での学生同士の交流の中でも実現可

能であるが、学生が大学の外で直接地域に入り、かつて自分たちが幼い頃から大人に見守られ

て育ってきたことと同じ体験をし、信頼関係の「復習（おさらい）」をすることが望ましいと

思った。そしてその学生の地域活動では、少なくとも 1年間という長丁場で、持続的に、濃密

な人との交流体験が行われる方がよいと思った。なぜならば、このようなことは、一歩一歩踏

みしめて歩くようなじっくりとした関わりの中で行われるべきであり、そのことで人と人との

信頼関係が築き上げられると思われたからである。

　学生は、地域の場では、2つの関わり方を体験できる。ひとつは、自分が「子ども」として

地域の大人から見守ってもらったり、励ましたりほめてもらうことで、「人への信頼感」や「自

己信頼感」を形成する幼少期に擬似的に立ち返り、それらをさらに望ましい形に整える機会

を持つことができることである。もうひとつは、自分たちが、地域の子どもたちに、指導的立

場で関わることで、子どもたちの無邪気さや時にはわがままな態度にも根気よくつきあうこと

で、自分の生育史の中でも、このように見守られ、時には辛抱強く関わってもらってきたのだ

という過去のふりかえりをもつことができることである。以下に、学生たちが地域活動を通し

て経験できることをまとめた。

　①　地域の大人といっしょに地域行事の準備し本番を手伝うことで、青年期を生きる自分

が、大人から頼られ、それに応じることで感謝される頼もしい存在であることに気づく

ことができる。また、自分たちもかつて小さい頃に、地域の大人たちから、大事に育て

られたことを再確認し、たとえ自分が孤独な存在として生きてきたと思っていていも、

そっと見守る大人がそばにいたのではと思うことができる。そしてこれからの自分たち
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の生き方を、見守り見守られるという相互関係の中で捉えていくことができるようにな

る。

　②　自分たちより小さな子ども、それも幼児期から学童期、そして思春期までの年齢とい

う様々な子どもたちと遊んだり面倒をみることにより、自分たちが辿ってきた発達過程

を再体験し、子どもの躍動感や生命力を肌で感じることで、自分の中にある生き生きと

した生命のエネルギーに気付き、積極的に生きることに前向きになることができる。

青少協西落合地区委員会の中での学生のボランティア活動とその効果

　さて、そのような中で著者は、自分の子育ての中でかつて関わった、地域子育て支援団体

の「子育て人育て」の温みのある実践に感銘を受け、この実践活動を学生たちに体験させるこ

とで、前述の効果が期待できるのではないかとの期待を持ち、この活動への実習参加を、2007

年度より 3年生のゼミ授業の一環に組み入れてみた。その団体である、「多摩市青少協西落合

地区委員会（青少協西落合地区委員会）」のメンバーは、子育てを一通り終えた、または子育

て中の地域の大人が役員の中心となり、小中学校や児童館の先生や PTA、民生児童委員や青

少年委員、駐在所警察官などの地域子育て支援組織の委員から構成されている。その役職の多

くは、学生にとっては、幼少期から思春期にかけて自分の日常生活で身近に存在したものであ

る。その実習の場で学生は、週に 1回のペースで、小中学校で子どもたちの学習の補助をした

り、児童館のプレイルームで子どもたちと一緒に遊んだ。そして、それを基本の活動としなが

ら更に、青少協西落合地区委員会が季節ごとに行う行事、たとえば地域の子どもたちを連れて

宿泊し異年齢の交流を行う宿泊交流会、小中学校と地域が総出で企画し実施する大掛かりな夏

祭り、そして正月明けに火を焚いて無病息災を願う伝統行事であるどんど焼きなどに、積極的

に準備活動や本番の手伝いを行った。その実習活動日の年間合計は、小中学校や児童館への実

習が 20 回以上、青少協西落合地区委員会への実習が 15 回以上で、合計 30 ～ 40 回にもなる。

注目すべきことは、これらの活動をほとんどの実習生が達成できているということである。そ

して、実習が楽しいという理由で自ら実習回数を増やす学生もおり、その場合は実習回数合計

は 50 回以上にも及ぶ。すなわち、その活動が学生に与えた効果は、著者の予想を大きく上回

るものであり、それは初年度の実習活動から 4年目を迎えた今も、順調に成果を収めている。

さらに 4年次においても、3年次のこの実習を継続させて卒論を書く学生が増えており、4年

生は、3年生の実習相談にも応じ、3、4年生が協力して実習を進める体制が生まれつつある。（初

年度および 2年目の活動とそれが学生に与えた効果の詳細については、新谷（2008、2009）を

参照されたい）。

　以下の文章は、この活動の 3回生のゼミ実習生による、実習後に提出した実習報告書や、1

年間の実習を終えた後に提出したまとめの感想レポートを抜き出したものである。それを読む

と、この地域ボランティア実習が、これまでの人生のとらえなおしや、自分の性格と思い切っ
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て直面する勇気や、これからの生き方の展望など様々な面で学生に効果をもたらしたことが明

らかになる。

（子どもに頼られることの喜び）

　宿泊交流会に参加してきたやんちゃな男の子たちが、肝だめしをした夜に、さらに怖

い話を喜んで聞くだけ聞いたところ眠れなくなり、夜中の豪雨も手伝って、「一緒に寝

て」と自分の腕を掴んできて、「やっぱり子どもだな、かわいいな」と感じました。（A君）

　私は中学校実習だったので、小学生と長い時間遊んだりしたこともほとんどなく、顔

がわかる子がほとんどいません。しかしどんど焼きのときに、「あっ、○○ちゃんだ！」

「一緒に遊ぼうよ」「○○ちゃんおんぶして～」などと甘えてきてくれました。私が憶え

ていなくても、子どもたちは私のことを見てくれていたり、私の実習時のニックネーム

ではなく、子どもが独自に考えた○○ちゃんというあだ名で憶えてくれていたことに、

これまで地域行事に参加してきてよかったなと嬉しく思いました。（Bさん）

（自分の不安と立ち向かい、積極的になる気持ちが芽生えたこと）

　年齢なんて関係なく肝試しをしたり料理をしたりして、壁を作っていたのは自分だっ

たと気付きました。それからは、年齢は違えど、気持ちを素直に表現できるようになり、

自然と子どもたちや地域の方々と、自然に触れ合えるようになりました。また、何があ

っても動じなくなりました。たとえば、今までは計画の順序よくいかなかったりすると、

心配になって気をもみましたが、大勢で一つのことを作る機会が増えてからは、多少ペ

ースが乱れたり、アクシデントがあっても「何とかなるかな」とポジティブに考えるこ

とが、多くなったと感じます。（Cさん）

　この一年間の活動を通して、たくさんの人と関わることができた。私は、人と打ち解

けるのが苦手で、あまり自分を他人に知ってもらうことをしようと思わないところがあ

るのだが、そんなことでいちいち考えている余裕もないくらいだった。自分から周りの

人たちと深く関わっていこうと積極的になるにはもう少しかかるかもしれないが、その

ためにどうしたらいいか、ということを以前よりも考えられるようになったと思う。（D

さん）

　実習を始めたばかりのときは、子どもとどのように接していけばいいかわからずすご

く不安だった。初めは、自分から話しかけに行くことができなかったが、子どもの方か

ら声をかけてきてくれていたので、少し不安が和らいだ。中学校の特別支援教室に実習

にいける機会があったが、その教室の子どもたちは、自分のペースで、自分ができるこ

とを一生懸命に取り組んでいて、その姿を見て、自分ももっと頑張らなくてはいけない

と思うようになった。（Eさん）

　人間は一人ではいきてはいけない。自分で考える能力も必要だが、決して独りよがり

になってもいけない。ではどうすればいいか。それは、誰かに助けを求めることだと思
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う。チームワーク・連携プレイというのは、皆で一緒に考えるからこそ成り立つ。私は

ここで感じた「一期一会」や、連携の大切さ、そして考えることの必要さを糧にして、

これからの人生に大きくつなげていきたいと思う。（F君）

　ボランティア活動の中で得た「ひとの気持ちを理解すること」は、生きていく上で大

切なことです。これは、家族や友達、社会に出てからも一番大事な要素です。いつ、ど

のような場所にいても、相手の表情や行動を気にかけ、相手目線になって考える、そし

て行動に移すということを心がけていきたいと思います。これからもたくさんの方に、

「この人は私の気持ちを分かってくれる」と思っていただけることを目標にしてがんば

っていこうと思います。（Gさん）

（子どもの前で「大人」として関わることの大事さ）

　私は、子どもと接することに対し、子どもだし余裕だろうと少し馬鹿にしていた部分

があったと思います。馬鹿にしていたから、子どもにきつい言葉や暴力を受けてショッ

クを受けてしまい、子どもが怖くなっていました。しかし先生からアドバイスをもらい、

また 4年の先輩たちの子どもに対してのよい接し方を学び、実践してみました。後期で

は心が軽くなり、子どもたちと遊ぶのが、心から楽しくて、そして大好きになりました。

心の底から楽しかったので、無意識のうちに笑顔になっていたと思います。（Hさん）

　児童館の実習では、子どもが苦手ながらも、少しずつ交流を進めてきました。今でも

実習を開始した当時と同じように、子どもへの接し方や対応が苦手です。当初は、子ど

もをどうやって楽しませようかと考えてばかりでした。また自分の苦手な子どもたちの

対応に精一杯で、変化に目が届いていませんでした。しかし今では、子どもと一緒に実

習を楽しめるようになり、子どもたちの友達の輪や、子どもたちの私への対応の変化を

感じ取ることができるようになりました。（I君）

　実習の初めの頃は、かわいいから何でも許せちゃうみたいなところもありましたが、

実習を重ねていくうちに、かわいいからだけでは我慢できないこともたくさんありまし

た。実習が本当に嫌になったときもあります。でも次第に慣れてきて、ちゃんと怒った

り注意ができるようになりました。実習を始める前よりも、もっと子どもたちといい関

係が築けるようになったと思います。（Jさん）

　3年生の少人数算数授業で、男の子が、最初のうちは、何でも自分のやり方を通して

いく様子だったが、だんだんと私の指摘も聞いてくれるようになり、何とか一緒に 1枚

のプリントを完成させることができた。もっと個人的に見てあげたかったなと思った。

（Dさん）

（子どもを見る新しい視点を獲得したこと）

　実習報告の中で、今日は○○君にこういうことがあって、こんなことをしていました、

そのことは結果的にこうなりました、そこから○○君はこんな特徴があるのではないか

58



と、より深くその子に入り込んだ報告ができるようになるほど、人を見る力が付きまし

た。それと同時に、子どもたちをより深い視点で、○○君にはこんな特徴がある、こん

な特徴をもった○○君なんだと、その子らしさを見つめることができるようになりまし

た。（Kくん）

　実習にでかけるまでは、子どもを今よりもずっと単純なものとしてとらえてしまって

いました。しかし実際に実習に行き、多くの子どもたちと触れ合ってみると、一人一人

に様々な考え方、性格、事情があり、子どもというものは大人と大差ない、ただ生きて

きた時間が短いだけであると考えるようになりました。そして、人をかたち作っていく

うえで、自分を取り巻く様々な環境からの刺激がとても大切なものであると感じまし

た。（L君）

（見守られ育ってきたことを知ったこと）

　自分の変化では、第一にコミュニケーション能力がこの実習全体を通じて、レベルア

ップできたことを実感しました。今までは、1組の親子関係は、塾講師のアルバイトで

何となくは理解できていました。しかし青少協の活動を通じて、地域から見守られてい

る温かさを感じることができ、地域活動においてのアットホームな雰囲気を初めて感じ

ることができました。そしてこのような環境で楽しみながら活動することの楽しさを知

ることができました。（M君）

　考え方が変化したのは、大人の方々を見る視点です。青少協の方々を見ていて、相互

扶助関係の大切さを学びました。青少協の方々は、どんな時も子どもたちのことを想っ

て真剣でした。子どもたちを安全に成長させるために、みんなで助け合っていました。

一人ではできないことでも、大勢で力を合わせれば、夏祭りやあいさつ運動、どんど焼

きなど、素晴らしい行事が成功しました。そう思うと、私も今までたくさんの人に支え

られてここまで育ったのだと思いました。改めて、世の中が相互扶助の関係で成り立っ

ていることを再確認することができたと思います。（Gさん）

　私は実習を通して、今までは特に考えていなかった、何かしら行事があったり、自分

が何かに招待される時には、実はその裏側に、表には出なくても、それに向けての様々

な準備があり、裏で、その行事を成功させよう、来てくれる人が楽しめるように、危険

がないようになど、真剣に考え、支えてくれる人がいるから、行事が成立することを、

意識し考えることができるようになりました。そして私自身、「伝え合う力」や「関わ

り合う力」が着実についたと思います。（Bさん）

（童心にかえって楽しめたこと）

　宿泊交流会・夏まつり・スポーツ大会などを振り返ると、やはり子どものころに戻っ

た感覚で、言葉では伝えられない感覚の楽しさがあった。そうやって大学生になってか

らでも昔を振り返ることができたことは、すごくいい経験だと思う。さらに、子どもを
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見守るという、子どもの頃の私とは異なる立場を 1年間経験したことで、どう対処した

らいいのか、この場面ではどうするべきなのかなどいろいろ考え、問題対処能力がつい

たような気がする。（A君）

青年期の課題解決と未来に向けて地域ボランティア活動が果たす役割

　青年期から成人期は、「達成の時期」とも呼ばれ、自分が出会う状況に、これまで身に着け

てきた知識をうまく活用する時期である。青年は長期的な見通し、すなわち何に関心を持つか、

どのような職業を選択するか、将来の結婚相手を探すなどの見通しを立てながら、眼前の課題

に対応していく（柏木 2005）。また、平石（2008）は、大学生に対し、①日常生活体験の中で

感情を育てること、②失敗を恐れず実体験をすること、③いわゆる「半知り」のような人々と

の間の日常会話能力を身につけること、④自分が信頼できるようになり他者も信頼できるよう

信頼する力を身につけること、⑤将来の夢を持つことの重要性を説いている。このようなこと

を青年が達成するためには、青年が自ら手の届く範囲内である学校やアルバイト先等の現場に

止まらず、家族、学校、地域が一体となって、身体は大人に達しているけれども、心の成長は

これからが完成期という青年を受け入れ、青年が勇気を出し、そして安心して、これらの最終

段階を学びきることのできる、柔軟で包容力があり、かつ構造もしっかりとした場を提供する

ことが求められる。

　また日本の昔の家族は、夫婦・親子で共同作業をする機会が多く、機会を通じて人同士の気

持ちや呼吸の合わせ方を学ぶことができた。しかし現代の家族生活では、そういった機会は、

正月行事、誕生祝い、旅行、クリスマスなど気楽に楽しむ行事が主で、人との交流の仕方を学

ぶ場とはなりにくい。よほどこころしないと、家族の共同作業の機会に結びついてゆかない時

代となっている（瓜生 2004）。そのような昨今の家族の状況の中、青年の中には、学童期から

思春期にかけて味わう様々な挫折や困難について、その辛さを家族に、うんうんと頷いて聞い

てもらうような「大きな存在に抱えられ守られた」という経験が少なく、逆に「頑張れ」や「な

んとかしなさい」という更なる叱咤激励を感じる経験が多いと聞く。それは、青年期の適切な

親子分離のためにだれもが経験する痛みとも取ることができるが、その過程を踏む中で必要と

される、その痛さ辛さを共有してくれる友人との絆が弱かったり、更には信頼関係が壊れたり

誤解されたりする体験をしたりそれを恐れたりした場合には、青年は、親との分離もままなら

ず、同世代を生きる友人たちとの絆も弱いまま、漠然とした不安を抱えたまま成長する。そし

て大学生活のみならず、それを通過した後の、就職や結婚や子育てという人生の次のステップ

に入っていくことに対しても、現実的な検討能力や未来を切り開いていく力が育ちにくく、不

安が継続されていく。晩婚化の背景については、社会学的にも経済学的にも様々な原因が語ら

れているが、臨床的場面でたびたび聞かれる青年の心の叫びは、「自分が結婚して親になった

時に、自分が親にされたときのように、結婚相手や子どもを傷つけたくない」という恐れが指
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摘されている。それほどまでに、現代の青年の不安や傷つきやすさは、以前よりも大きくなっ

ていると感じる。そのような中では、青少協西落合地区委員会のように、地域が青年を受け入

れて育て、また青年が自ら育っていく様子を見守るスタンスは、今後、各方面で求められ、広

まることを心より願う（図 1）。

今後の視点

　最後に、学生を指導する教員（著者）の側からの総括である。学生は、実習にでかけたあと

に、1週間をめどにその実習で起こったこと、経験したことを記述し、教員に提出し、教員が

それをチェックしてコメントを書き、返却した。記録をつけるメリットは、学生が日々の記録

をつけて振り返ることで、自分の行動を客観的に見直すことができることである。実習の最初

の頃は、慣れない環境で、自分が現場で子どもたちと何をしたかが思い出せないことが続くが、

それでも辛抱強く実習記録を付けていくと、だんだんと関わった行動が心に残り、再生が容易

になってくる。慣れてくれば、実習の休憩中にメモを取るなどの工夫もして、実習の記録の付

け方もうまくなってくる。そしてその日の自分の行動を時系列に書き出すことで、自分の行動

がその場では適切であったと思うことも、実習が終わって記録を書き読み返してみることで、

子どもたちに入り込み過ぎていたり、逆に子どもに対して遠慮していることが明らかになって

くる。実習報告書の提出は、書く側の学生も、読む側の教員も時間的精神的なタフさを求めら

れるが、実習の成功に大きな貢献をもたらすと確信し、今後も続けていきたい。

　また教員は、学生の実習現場に時折顔を出し、学生の実習の様子を見て子どもへの関わり方

をアドバイスするだけでなく、教員も現場で子どもと遊んだり、現場の先生たちとざっくばら

んな話の中で情報交換をする。また、現場の先生と学生と教員が参加するケース検討会も度々

図１　学生の地域学外実習についての協力体制
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（1、2週間に 1度のペースで）行う。子どもの事例を読み合わせする中で、子どもについての

理解がより深まり、共通部分も多くなる。そうやって教員が現場の視点からの子どもの見方や

接し方を知ることで、書籍や量的分析の結果からの学生指導のみならず、子どもの特徴に応じ

てじっくり関わることや、ルールを守って子どもを指導することの大切さを教員自身が肌で感

じ、それをより現場に合った形で学生に伝えていくことができる。これからもこの教員自らが

現場に関わり、大切にする立場は大事にしていきたいと考えている。
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