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はじめに

聖徳大学生涯学習研究所の研究計画「生涯学習の観点に立った『少子・

高齢社会の活性化｣に関する総合的な研究｣(平成15年度文部科学省の｢学
術フロンティア推進事業」採択）

も最終年度を迎えています。現在、生涯

学習社会貢献センターを拠点に、研究者プロジェクトでは5つの部門にわ

たりそれぞれのテーマをかかげて、研究に全力をあげているところです。
この研究の推進過程で、その時々に生起する様々な課題についても、研
究テーマに関するものについては、積極的に対応してきました。
毎年実施している聖徳大学生涯学習フォーラムもそのひとつです。
こんにち

今日、子どもはもちろんのこと、子どもをめぐる環境が急激に変化し、
少子高齢社会の波の中で様々なひずみが生まれてきています。そうした中

で、今回のテーマはこの基本的な課題の一つである

「子育てを一緒に考え

よう」に設定しました。
具体的に分科会を①父親の子育て参加一今こそ必要パパパワー！−
②子どもの育ちと生活空間一保育施設を中心に−③食育の取り組み−さ

まざまな現場から−④創年と子どもが輝くまちづくり

に設定し、検討

しました。

また、数学者で知られる秋山仁先生を特別講師として「こどもの数だけ

夢があり、夢の数だけ将来（あす）がある」

という、大会テーマにぴった

りの講演をいただきました。
この資料は、

この大会の研究協議の一部をまとめたものです。大会の全

てを収録することはできませんが、その成果の−部と雰囲気は十分に感じ
られるものと思います。

もちろん限られた時間での討議であり、

さらに収

録したものなので不充分ではありますが、今後の研究にとって、また参加

者にとっても、今後の研究・実践の手がかりは数多く得られたものと思い
ます。

この報告書がこれからの研究に貴重な資料としても幅広く活用され

ることを念願しております。

聖徳大学生涯学習研究所
所長福留強
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開催概要

テーマ

日

時

｢今、子育てを一緒に考えましよう ！ 」
平成19年6月24日

（日）
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場

所

：
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：

15

聖徳大学松戸キャンパス
聖徳大学生涯学習社会貢献センター(10号館）

参加対象

●教育行政担当者●自治体生涯学習推進担当者
●社会教育関係団体関係者●学校教育関係者

●PTA関係者●まちづくりボランティア
●学生●一般市民など

主

催

聖徳大学生涯学習研究所学術フロンティア推進事業

後

援

文部科学省千葉県教育委員会松戸市松戸市教育委員会
おやじ日本社団法人全国幼児教育研究協会

社団法人全国子ども会連合会松戸商工会議所
松戸市PTA連絡協議会
NPO法人全国生涯学習まちづくり協会
全国生涯学習まちづくり研究会
協

力

聖徳大学附属幼稚園聖徳大学生涯教育文化学科
聖徳大学児童学科生涯学習指導者コース
聖徳大学レジャー。レクリエーション学研究室

聖徳大学生涯学習研究同好会「りり−ず」
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聖徳大学レクリエーション同好会
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聖徳大学生涯学習研究同好会「りり−ず」
アトラクションパイプオルガン
水垣玲子

（聖徳大学音楽文化学科教授、
聖徳大学大学院音楽文化研究科教授）
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生涯教育文化学科長）
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聖徳大学生涯学習研究同好会「りり−ず」による踊り
＝演目

よさこいソーラン
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水垣玲子

（聖徳大学音楽文化学科教授
聖徳大学大学院音楽文化研究科教授）
オランダ･フレントロープ社製の世界でも珍しいボ
フレントロープ社製の世界でも珍しい移動式のパイプオルガンに
よる演奏

雲

曲目

トランペット・ヴオランタリー
アヴェ・ヴェルム・コルブス
トッカータ二短調
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H. パーセル作曲
W. A・モーツァルト作曲
J.

S.バッハ作曲

特別講演

特別講演
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東海大学教育開発研究所所長
東海大学理学研究科教授

毛
●

迅

●●■戸■■■■■■■凸■■■■■■

つぐＤＪ″Ｊごｒ鰹︒

ど

■■■■■

■G■●■■■■●■●●■■｡D■●■●■凸□■●

卑●

−経歴‑

上智大学大学院数学科を終了後、 ミシガン大学数学客員研究員、米国AT&
Tベル研究所科学コンサルタント(非常勤)、

日本医科大学助教授、東京理科

大学教授、科学技術庁参与、文部省教育課程審議会委員などを経て、現在に
至る。
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特別講演

講演要旨
「こどもの数だけ夢があり、夢の数だけ将来(あす)がある」 というタイ￨､ルで、 「幼児教

育の重要性」について、学生をはじめ、保護者、教育関係者を対象に、ご講演いただいた。

まず、教育論では、

磯

秋山先生の幼少期の具体的
な事例をあげ、人間の根幹
は幼児教育で育つことを話

‑号

一

され、教育者や親たちが、

、
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貢

,
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「子どもたちへ達成の体験
を多く伝えること」の大切
さを説かれた。
P。

ユ︑可

口

雪
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註
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次に、数学を分かりやすく伝える仕掛けのある「オホーツク数学ワンダーランド」の映

像を流され、子どもが夢中になって遊んでいる様子から、 「子どもの心に好奇心の灯をとも
すこと」の重要性を目の当たりにすることが出来た。

また、海外では「徳育・体育・知

力をバランス良く育み成功している」 という、国際的な視野に立った教育論にも話が及ん
だ。
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特別講演

第2部として、豚の14面体の模型、キタキツネのひし形12面体の模型が益場し、難し
い多面体の体積の計算を簡単に分かりやすく、パフォーマンスされた。
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子どもを馬鹿にすると.引っ込み瞳あんな手になる
親が他久署羨A斑ばかりいると､手ど毛走》人を蔑むようになる

叱りつけ裁競かりいると､子どもは『自黛は馨い子戴んj2I し
理。てし玄う
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最後に、苦手な音楽にも挑戦されている秋山先生が、アコーディオンの弾き語りをして
くださり、 「挑戦することを若者に伝えて下さいIそのためには、あなたが範を垂れて下さ
い!」を自ら実践しておられる講演であった。
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第1分科会
父親の子育て参加一今こそ必要パパパワー1−

第1分科会
「父親の子育て参加‑今こそ必要パパパワー !−」

問

題

提起

吉田佐治子（聖徳大学短期大学部保育科准教授）

パネ

リ

ス

ト

伊藤一義

（前・柏幼稚園父母の会会長）

パネ

リ

ス

ト

前田純一

（おやじ日本副会長）

パネ

リ

ス

ト

沖真貴

（聖徳大学附属幼稚園父母の会会長）

塩美佐枝

（聖徳大学人文学部児童学科教授）

コーディネーター

◆はじめに

まず、 これがお父様方からいただいたデー

塩：この分科会は、参加者の方々のご意見を

タです。子どもが幼稚園、保育園に通ってい

うかがいながら、全体で勉強してまいりたい

る場合は幼稚園と同じ世代、

と思いますので、

子どもさんですけれども、｢お子様が小さかっ

どうぞよろしくお願いいた

3〜5歳の年の

た時に充分に関わったと思いますか？」 とい

します。

それでは、はじめに本学の吉田から問題提

う質問です（図1）。

起をさせていただきます。先生、 自己紹介も

「はい」 と回答した方が6割、 「いいえ」と

兼ねてよろしくお願いいたします。

いう、充分関われなかったというお父様が大

体4割でした。

◆問題提起：データに見る父親の育児
参加の実態
吉田：本学保育科の吉出と申します。今日は

いい
39％

お休みのところ、多くの方に、お父様方もい

らしてくださりどうもありがとうございます。
まい

よろしくお願いいたします。

1％

（拍手）

では早速。問題提起ということで父親の育
児参加ということに関して、データを示しな

図1

がら見ていきたいと思います。私ども学術フ

か？

ロンティアのグループは、塩がチーフをして

こどもが小さかったときに充分に関われた

（本学調査（未発表）

調査実施時期： 2005）

おりますけれども、そのグループでお父様方
にアンケート調査をお願いしたことがござい

では、 「今はどうですか？」ということを聞き

ます。お父様方196希の方からご回答をいた

ましたのがこちらです（図2)。

「今､お子様と充分接触できていますか(関

だきました。幼稚圏と保育園を通してお願い
いたしましたので、そのお父様方のご回答を

わっていますか）

紹介しながら、 また、他のいろいろな調査の

と 「いいえ」がちょうど半分ずつになりまし

結果も引用しながらお話しをしていきます。

た。つまり、子どもさんが小さかった時には

−ワー
I

？」 という問いに「はい」

第1分科会
父親の子育て参加一今こそ必要パパパワー1−

それなりに関われたお父様方も、現在、少し

それから、 とても大きな質問だったんです

子どもさんが大きくなるとちょっとその関わ

けれども、｢子どもがいることはあなたの人生

り方が減ってしまっている。ただ、それはお

にとってどのような意味を持ちますか？」

父様方の年齢ということとも関係してくるか

いう質問です（図4)。

と思います。

と

これはすごく大まかにプラスかマイナスか、

で答えていただいたのですが、 さすがに「マ
イナス」 と答えた方はいらっしゃいませんで

一
／

した。
︑

どちらともいえな

どちらかといえ
‐ ・ｰ

たいへんマイナ

ス0，

どちらかとし

︑︽﹄

50％

し仏
よ
０
１５

いいえ

／ＩＩＩｌｌｌ︑

／

ス0，

ばプラス1

、

｜

｜

たいへんプラス

〜−

85＄

図2現在、こどもとの接触は充分か？
（本学調査（未発表）

調査実施時期: 2005)

職場との関わりも調べましたので、 こんな

図4

ことも聞いてみました｡｢職場でお子様の話を
したり￨司僚の方と話をしたりしますか」

こどもがいることは、人生にどのような意

味を持つか

とい

（本学調査（未発表）

調査実施時期： 2005）

うことですが、結構お話をしていらっしやる

（図3)。
余りしない

「大変プラスになった」 と答えたのが8割
全くしない

3%

を超えたお父様方です。ただ、 「どちらともい

よくする

えない」 と答えた方が2％ほど。 これを多い
と見るか少ないと見るか、だと思いますけれ

ども。こういう結果が出ております。

すも

る一

朧兜一

ｌｊ

Ｐ

◆子どものために有給休暇を取りたい
お父様方が、先ほどの「あまり関われてい
ない」

どうしてもお仕事との関

連があるかと思います。それでこのような質

図3職場でこどもの話をするか？
（本学調査（未発表）

ということ、

問をしてみました｡｢お子様のために有給休暇

調査実施時期： 2005）

を取りたいと思いますか？」 という質問です
たぶんこれは一つには職場のコミュニケー

（図5)。
9割近い方が「はい」 とお答えになりまし

ション、子どもの話をすると何となく￨司僚と
のコミュケーションがうまくいく、
とと、あと単純に、

というこ

た。

自分の子どものことを人

では､ ｢休暇を取りたいときはどのような時

に話したい、というような。 「そういえば昨日

ですか」 という質問です（図6)。

うちの子どもがね ･」 というような、そうい
ったような形で子どもの話をしたい、

という

ことではないかなと弩えておﾚﾉます。

−8−
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父親の子育て参加一今こそ必要パパパワー！−

みたいという方も少数ながらいらっしやいま
した。

有給休暇を取りたい、子どもさんのために
休暇を取りたいというのが、今のようにかな
︑

１８

し８
淵
ま

りの数でいらっしやるんですけれども､では、

実際取れましたか？先ほどお見せしたのは希
望です。取れたかどうか、ですが実際取れた

方は9割くらいいらっしやいます。ですが、
図5

残念ながら取れなかったという方が1割ほど

こどものために、有給休暇などを取りたい

か

いらっしゃいます（図7)。

（本学調査（未発表）

調査実施時期； 2005）
いし

２｜

捗

〆

が
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︾
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余
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翫■画︒少

一

祁Ⅱ

趣

一詠一

測二

封

綴
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、89％

図7実際に取ったか？
（本学調査（未発表）

図6

調査実施時期: 2005)

どのようなときに取りたいか

（本学調査（未発表）

調査実施時期: 2005)

その1割の方にどうして取れなかったので

すか？ということをうかがってみました。そ
子どもさんの学校、幼稚園保育園の行事

の結果がこちらです。 （図8)。
−１１

U

２
２
２

た子どもの行事はやはり圧倒的でした。それ

２

いったものがございますけれども、そういっ

33．3

一２
２
□

があったり、あるいは入園式、卒園式、そう

33．3

i 27,8

一一

日があったりですとかお遊戯会のようなもの

一一

ｊ３
５３
０２
５２
０１
５１
０５０
Ｇ

がある時、例えば運動会ですとか平日に参観

■■■■I

侭、ず 灘●綴｡′

から、家族旅行とか子どもが病気をしてしま
った時、怪我をしてしまった時、そういう時

ざ

には休みを取りたいというお父様方がいらつ
しやいます。また、数としては少数ですけれ

図8

ども、 「その他」の項目。 「その他」には奥様

なぜ取れなかったのか？

（本学調査（未発表）

調査実施時期:2005)

といいますか、子どもさんのお母様のため、
お母様がリフレッシュできるように、平日に

休暇を取りたい、けれども取れない、それ

休みを取って「子どもは僕が見るから」 とい

はなぜですか？

う方がいらっしゃいました。それから、やは

多いのが｢雰囲気｣とありましたけれども、

りお母様がちょっと体調が悪い時、疲れてい

職場は「子どもの用事があるので明日休みま

るように見える時、そういう時にはやはり体

す」 ということを言い出しにくい雰囲気だ、

−−9
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ということです。それから「迷惑をかける｣。

てしまうのではないかという、不安というか

仕事上のことです。一人休むということは、

心配。それで休めないという意見もありまし

その方のお仕事をどなたかがやらなければな

た。

らない、あるいは一日休んだら一日分の仕事

◆早く帰りたいけれども…

が滞ってしまいます。その分、職場に迷惑が
かかる、仕事が止まってしまう、そのような

「平日は仕事の日だ」というお父様がいら

ことで取れないという方がいらっしゃいまし

っしゃるという話をいたしました。では普段

た、

どのくらいの時間にお家に帰れているのか、

帰宅時間を聞きました。その前に、一般論と
しての意見です‑.｢子どもが小さい時には父親
は早く帰宅した方がよいと思いますか」 （図
9)。
いいえ9L

はい91、

吉田佐治子先生による問題提起

また、 「制度｣。そもそも職場にそういった

休暇の制度がない、 といった答えもありまし
た。その他の回巻もあります。 「その他」には

図9

こどもが小さいとき、父親は早く帰宅した

割り切った考えの方がいらっしゃいました。

ほうがいいか？

（本学調査（未発表）

「平日は仕事の日と決めている。平日に仕事

調査実施時期：2005）

を頑張って終わらせて土日や休みの日は子ど

もに空ける。休みの日に仕事を入れたり、持

「はい｣が9割、「いいえ｣が1割ほどです。

ち帰らなくて済むように必ず平日に仕上げる。

小さい時とは何歳くらいの時ですか、よく
子育てに手がかからなくなった、といいます

そのために休暇は取らない｡」という方。

けれども、何歳くらいまで早く帰った方がよ

また、これは職場のことになると思うので

いですか（図10)。

すが、人数が少なくて迷惑をかけるというこ

ｊ
５０５０５０５０
も
く ３３２２１１

とと絡んでくるかと思いますが、休みたくて

も休んでしまうと大変だ、人数が少ないと休
むに休めない、 というようなこともありまし
た。

それからここでは「許されない」というの
はゼロでしたけれども、キャリア上のマイナ

32.1
一＝F−−輯一

27．6

15．8

9』2

■

■P

識織蕊需

スということも。 「休暇をください」と申請し
て「いいですよ。どうぞ、お休みください」
と言われたとしても、後々いろいろなことに

図10いつまで？
（本学調査（未発表）

不利になるのではないのか、キャリア上に限
ったことではなくても何かとマイナスになっ

−10−
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多いのは小学校入学まで。それから中学校入

1位です。 とにかく仕事が終わらない。それ

学まで早く帰った方がよい､というお父様方、

と関連すると思うのですが「今日は早く帰り

中学校入学まで、 という方まで含めますと、

ます」 というと、その方の担当分はストップ

7割近いお父様が、子どもが義務教育の間は

してしまって職場に迷惑をかけてしまう、 ど

なるべく早く帰った方がよいとお考えのよう

こかにしわよせがいってしまうから帰るに帰

です。

れない。

先ほどもありました有給休暇に関してです

ですが、現実はどうか、実際にはどうか、

が、何となくそう言える雰囲気、 「お先に」と

というのが次です（図11)｡

言える職場ではないということがありました。

日

「その他」には、やはり制度として自分より
I
−も

ない

48､／

年下の､後輩が帰ってしまわないと帰れない、

日
４

３０
こ１

ほとんど帰れ

ちょうど子育て中のお父様というのは少し上
の年齢の方が多いものですから、部下が帰ら

、

1

、

図11

−−

早く

仕事の都合で取引先が海外、つまり時差の関

25、

一

、〜

−−

’

ない限りは帰れないというようなこと､また、

′／

//週に'〜2 日

係で無理という方もいらっしゃいました。

（定時で）帰宅できるか？

（本学調査（未発表）

◆日本のお父さんの帰宅は遅い

調査実施時期:2005)

いまお見せしたのは先ほど申し上げた私ど
これは、 「早く」というのは定時で、という

もの調査ですが、帰宅時間に関してはベネッ

形にしていますけれども、実際に定時で帰れ

セが大規模な調査を行っております。それを

ていますか、

ご紹介します｡ベネッセが2005年､私どもの

と聞いたのがこちらです。

半数の方が定時で帰れることがほとんどな

調査と同じ年なのですが、対象者が首都圏の

い、 というお答えです。週に1日か2日くら

0歳6ヶ月〜就学前の乳幼児のお母様なんで

いでしたら早く帰れる日もあるという方が4

すけれども「お宅のお父様はいかがですか」

分の1です。

という質問項目です（図13)｡

では、なぜ帰れないのですか？という質問
(%）
18

です（図12)。
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図13父親の帰宅時間
（ベネッセ教育研究開発センター2006第3回
図12定時で帰宅できない理由
（本学調査（未発表）

幼児の生活アンケート報告書・国内調査）

調査実施時期:2005)

やはり0歳から就学前の子どもさんを持つ
｢仕事が終わらない」

保護者3,000名ほどです。

というのが断トツで

‑11‑
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かなり大規模なんですけれども。配偶者の

を聞いてみました（図14)。

す。お父さんの帰宅時間、一番多いのが21
時台、午後9時台です。

ヨーロッパでは、

7

時までに帰れる人たちがこんな感じです（表

図14

父親の帰宅時間国際比較

ストックホルム

8割

ハンブルグ

6割

パリ

5割

東京

2割

（永井(2006)

［

2

穆
織逗韓:鶏くぎ談

1）。

表1

36.2

１
５

をしたものがあります。

50

２

これは別の人の調査なんですが、海外比較

81 ．6

６
２

１９
０８
０７
０６
０５
０４
０３
０２
０１
００
代

いる母親、 2,846名に聞いた結果がこちらで

こどもからどのように思われていると思う

か？

（本学調査（未発表）

調査実施時期：2005）

好かれている、 8割です。頼りにされてい
る、

一山口(2006)から作成

5割。恐い、 と思われているのではない

ワーク・ライフ・バランスと妻

か、 という方が3割ほどいらっしゃいます。

の結婚満足度：少子化対策の欠かせない視点

やはり子どもさんは自分のことを好きだし、

RIETI経済産業研究所コラム198

頼りにもしている、とお考えのようです。 「そ

http://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01̲0198.html)

の他」には、友だち、遊び相手と思われてい

山口一男2006

るだろう、尊敬されている、楽しい人だと思
われている。また、ちょっと悲しくなります

東アジアに限った調査、これもやはり2006

年のベネッセなんですけれども11時以降に

が「家にいない人」 と思われているだろう、

帰ってくるお父さんがどれくらいいらっしゃ

ということをお父様ご自身がおつしやってい

るのか、

るんです。車に乗せてくれる人、

日本がやはり断トツでケタが一つ違

うな回答もありました。

うほど多いです（表2)。
表2

といったよ

◆子どもは父親をどう見ているか

父親の帰宅時間国際比較（東アジア）

東京

25.2％

上海

2. 1％

ソウル

9.9％

台北

5.0％

北京

2.0％

では、子どもさんの方はお父さんをどう見
ているのか、

これは少し古いんですが1996

年の深谷という人のデータです。上と下でお
父様方が比較的家事や育児に参加しているお

（ベネッセ教育研究開発センター2006幼児の

家のお子様、それからあまり家事、育児をや

生活アンケート・東アジア5都市調査）

っていないお家のお子様に聞くとこのような
東アジアのそれぞれの地域、現在経済的に

差がありました（図15)。

発展しているところですけれども、それと比

全体的にいいまして、家事ですとか育児で

べても東京、首都圏のお父様方は夜遅くまで

すとか積極的に参加しているお父様方の方が

お仕事をしていらっしやいます。

評価が高い。

では、お仕事を頑張っているお父様方は、
子どもさんにどう思われているか、
きっとこう思われているだろう、

ご自分は

ということ
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第1分科会
父親の子育て参加一今こそ必要パパパワー1−

96．5

1

、−･

‐〜‑.90. 8

96.2

‑. .̲̲̲ 79. ,

80.0

、

家喉・mILを｡』･ろ父親刷
.』

，@.r十

−−型･』

m6
勺、

57．5

59 0
､'､'･‑

･

.･ 41.4
41．4

凸､

｡

家事・育児をしない父親8W

．

43． 4

39．3

36，9

０
呼幻００００００
び印か恥茸廿勺Ⅱザ品﹂１凸

心

％,

I

l

l
母

1 1． 1 仁

一二

父

一

nn

!

きょうだい

両1性友人異性友人その他

0

が{1：
ん事

や
さ

をい
ヌl】ろ

ぱを

し

．》い

い

もお
う金

イt人
噸の

が伽
いや

けを

を上

いス

てる

､ｿ

てた

しに

夕

て
1 ，

いfK
ろこ

が
棚

いく
ろさ

て立
いつ

ィ
ル

ろ

と

息

ん

つ

図15

ス
：11

ろ

こどもは父親をどうみているか？

柏木惠子2001

を理解してほしいのか

（柏木惠子2001

子どもという価値一少子化時

代の女性の心理一中央公論新社）

−柏木（2001）より引用

０
年ぬ︒０００００
膜四声こひやもＪや﹄１４

（深谷（1996）

図16気持ちが落ち込んでいるとき、誰に気持ち

子どもという価値一少子化時代

の女性の心理一中央公論新社）

私どもの調査でも､父親の役割というのは、
こういった言い方はなんですが､｢まずお金を

母

稼いできて子ども、家族を養うことだ、その

父

きょうだい同性友人異性友人その他

ために仕事を頑張っている」 というような方

図17その人のことを思い出すだけで、心がやす

がいらしたんです。そういった方からすると

まる思いがするのは誰か？

ちょっとショックかなと思うのが、一番こち

（柏木惠子2001

ら側の「仕事をがんばっている」ですとか、

子どもという価値一少子化時

代の女性の心理一中央公論新社）

「お金をたくさんもうけている」 という頭目
です。仕事で忙しくてあまりお家にいないお

こちらはお母さんが1位ですが、残念なが

父さんよりも、お家で自分と一緒に過ごした

らお父さんはこのような数字です。

りお母さんを手伝って家事をしているお父さ

ですから、お父さんというのは、思春期、

んの方が「仕事ができる」 「仕事をがんばって

青年期の子どもたちから見てあまり子どもの

いる」

支えにはなっていないようです。

と思われています。少し面白い結果だ

と思います。

◆父親の育児参加の状況によって母親

同じような調査なのですが､｢気持ちが落ち

の見方が変わる

込んでいるとき、誰に気持ちを理解してほし
いのか」

（図16)､

では、今度はお母様方です。お母様方がど

同性の友人が多いのはお分かりいただける

う見ているか､こちらはベネッセです(図18),

と思います。

父親の育児参加に満足しているか。まあ満

そして、お母さんは次にありますが、お父

足している、 とても満足している、合わせて

さんがほとんどないのです。対象は大学生で

6割ほどです。

す。男女の大学生です。

ですが、父親にもっと育児に参加してほしい

同じ調査ですが、その人のことを思い出す

かと聞きますと、 とても、が3割。まあ、

5

だけで心が休まる思いがするのは誰か（図

割。 8割のお母様方がまあ満足していながら

17)。

も、 もっと、 という風に考えておいでのよう
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です（図19)。
し斑

「

ぜんぜんそ

無回答0％
もそう

I

28％

あまり満
ていな

まあそう思う
50％

足して
いる

47＄

図19父親にもっと育児に参加してほしいか？

図18父親の育児参加に満足しているか？

（ベネッセ(2006)を改変

（ベネッセ（2006）を改変

ベネッセ教育研究開発センター2006第3回幼

ベネッセ教育研究開発センター2006第3回幼

児の生活アンケート報告書・国内調査）

児の生活アンケート報告書・国内調査）
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親の子育て意識と父親の育児参加に対する満足度
図20母親の子育て意識と父親の育児参加に対する満足度
（ベネッセ(2006)を改変
ベネッセ教育研究開発センター2006第3回幼児の生活アンケート報告書・国内調査）

それから、いわゆる育児ノイローゼ、育児

フです。黒い方が不満足、育児参加に満足し

不安ということが、 よくお母様方のことで言

ていないお母さんです。 白い方が満足してい

われていますけれども、それとお父様の育児

るお母さんです（図20)。

そうしますと、 自分は子どもを育てるのに

参加についての関係を見たのがこちらのグラ
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我慢ばかりしている、それが−番上なんです

お父様の方はますます妻を愛し、結婚に満足

けれども、こんなに差があります｡それから、

しているのですけれども。

子どもに八つ当たりしたくなる、 これも2つ

なぜ、妻が結婚に対して失望してしまうの

目ですが、 これもやはり逆転しています。不

か。別の統計の分析では、要因として「育児」

満足の方が多くなっています。

3番目、子ど

というのがあります。まず、第1子が産まれ

ものことでどうしたらよいのかわからなくな

た時にがくんと下がるといわれています。そ

る。子どもが煩わしくてイライラする、それ

れから先ほどの育児参加、夫がちっとも育児

から、子どもが将来うまく育っていくか心配

に協力してくれない、そういうようなものも

だ。ここまでがまあ、どちらかというと子ど

結婚の満足度を下げていく、 というようなデ

もに対してマイナスの考えですけれども、黒

ータが出ております。先ほど帰宅時間の話を

い方が､不満足の方が高いですcそれから下、

しましたけれども、お父様が早く帰って来ら

白い方が高くなっていくのは、 自分の子ども

れないといくらその気持ちはあってもなかな

は結構うまく育っている、子育てによって自

か物理的に手を出せない、そういった状況も

分も成長していると感じる。子どもと遊ぶの

同時にあるかと思います。以上です。

はとても面白い。子どもを育てるのは楽しく

（拍手）

て幸せだ、子どもがかわいくてたまらない。
子育てに対してプラスの評価というのはやは

◆育児参加に積極的なお父さんの紹介

りお父様が積極的に育児に参加してくださっ

塩：では、ご登壇いただく方、前の方にお越

ている、

しください（パネリストを前に)。

という方が多いようです。

それでは最後に。

これもお母様方に聞きま

−パネリスト登壇一

した｡どのくらい結婚に満足していますか(図

第1分科会「父親の育児参加一いまこそ必

21)。

要パパパワー1−」 ということで、いまご提

案いただきました。私どもは学術フロンティ
アで第1部門に属しておりまして、私どもの

ｎＵ伝﹄ｎＵＥＪ

結婚満足度得占

１人ｎＵｎＵＱ︺
１
１１

1 15

グループ（第1部門）がお父さんの子育て参
加をもう少し進めていくためにワークライフ

バランスといいますか､子育てと仕事の両立、

０５
９８

調和をはかるためにはどうしたらよいかとい

うことでずっと関わってまいりました。はじ

℃

結婚後5年以内

図21

6〜14年

15年以上

め、個人は熱心にいろいろ意識があって考え
ているのですけれども、社会全体がなかなか

どのくらい結婚に満足しているか？

（菅原ら （1997）
柏木惠子2001

個人の意識を実現するような状態になってい

→柏木（2001）より引用
子どもという価値一少子化時代

ないのではないかということで、子育て支援
に熱心だといわれている大手の企業に働きか

の女性の心理一中央公論新社）

けまして、職場環境づくりの取り組みをやっ
似たようなデータはあちらこちらで出てい

てくれないか、 という風に働きかけたんです

ますのでご覧になった方もいらっしやると思

ね。

います。結婚した時が100ですけれども、お

それで、かなりいろいろな賞を取っている

父様方、大変残念ながら、妻側は結婚して年

ような有名企業で、子育てにやさしい、ファ

月が経てば経つほどがっかりしていきます。

ミリーフレンドリー企業といわれているよう

−15−
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な企業に働きかけ、足を運んで働きかけまし

いろんな見方もできると思います。パネリス

たけれど、 「何を言っているんだ」 と。 「ばか

トの皆さんに、 自己紹介とこの問題提起に対

なこと言うんじゃないよ」 と言われました。

するご感想でもいいですし世の中全体に対す

それで、 このアンケートを、吉田先生が中心

るご感想でもよろしいのでお願いします。

になって取りました時にもこういうアンケー

では前田さんからお願いします。

トを出した段階で「こんな甘いことを言って
いて、

前田：こんにちは。 「おやじ日本｣。大それた

この不況の時代に子育てのことを考え

ろ、なんてことを言うなんてあんたたちは甘

名前の組織ですが、

いよ」

と言われて、

副知事の竹花豊さんの呼びかけでできました、

めだ」

というような言われ方もたくさんされ

さらに「だから学者はだ

4年くらい前、東京都前

おやじの会。今年で4年目ですけれども、

目

てしまいました。企業としては「会社はきち

的趣旨は、おやじが子どもの子育てにきちん

んと制度を整えています。取らないのは個人

と参加しようじやないか、子どもに対しても

の勝手で個人が悪いんです｡」ということだそ

っと意識を持とうじやないか、

うです。

呼びかけを全国に広めていきたい。いろいろ

ということの

な所におやじの会というのはありますけれど

も、そんな会をどんどん作っていてネットワ
端1クバ･I灸

87 :'咄''彼 都

ークを作って皆で意見交換しながら活発にや

｢父馴の
子育て参加」

っていこうじやないか､という会なんですね。

今こそ必製パバパワート
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＝■

h

一

I

｡

■
卓

互食W

一・

ロ

唾

﹄ど

﹄口寿

．↑§

1 .1

塚

q

「,唾＝

｜

辰＝

｜
』

塩I？
■

芋

畢・ｵ

孔

コーディネーター塩美佐枝先生
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.一

それでこの問題を考えていくために、個人
函

としてどういう風に考えていったらよいのか、
社会全体としてどう考えていったらよいのか、

量

パネリスト前田純一氏

考えていくことにしました。そこでおやじの
会で活発に活動していらっしゃる方々にパネ

実際私はこの会で活動しているのはそう

ラーとして来ていただきました。ご意見をい

あまり日はないのですが、おやじ（父親）が

ただきながら、後に皆さんからもご意見をい

子育てに対して意識を持つ必要があると思っ

ただいて協議を深めたいと思っております。

たのは、子どもの小学校のPTA会長を5年

今日の特別講演もございましたし、先ほど

やったことからです。

PTA会長をやってい

の問題提起データは一つのデータをクローズ

ますと､役員の方はほとんど女性なんですね。

アップしている面もあって、ちょっとショッ

女性、お母さんたちと一緒にPTA活動をし

クな所もありますけれども、データというの

ながらPTAとはどうあるべきか、

はすべて真実を映しているわけでもないので、

とを常に考えながら活動しています。だけれ

−16−
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どなかなか皆さん意識を持ってくれない。特

ますと、実際、育児の休暇を取るためにお父

にお父さんたちが持ってくれない。その部分

さんは苦労していると思います。取りたいけ

でどうしたらもっと改浮できるか。お父さん

れども取れない現状です｡率直に言いますと、

の子どもに対する意識の改'111,二、そういったも

原因は職場の雰囲気ですね。また、仕事に対

のを具体的に取り組んでいこうと考え活動を

する責任感の強さが出てくるのではないか、

すすめています。

とも思いました。実￨際、 自分のことを考えま

PTAをやりながら一番感じたことは、お

すと、私も勤め人で、会社も商社をやってお

母さんたちはなかなかP'I､A活動に参加しな

りまして、遅くなることもありますし、出張

い.まして役員なんて､という人もあります。

が多いという状況ですね。それをどのように

なかなか参加してくれないわけですよね。

穴埋めしていくか､ということも考えますと、

と

ころが、いざ参加寸一るとおIﾘ:さんたちはとに

やはりその職場のL￨｣で休みを取る時間を作る、

かく一生懸命です。

というのはちょっと難しいような今の社会的

しかし、 この一生懸命さ

な状況というのが一つあります。

というのが、子どもに対して111荷になったり

行く場合がある、そういう時というのは、本
二

当に子どもをどうして〃)げたらよいのか、何

ｒ﹄︽

当■頁Ｊ１

向に行けばいいんですけれども、悪い方向に

﹁一一凌卓︼

負担になったりすることも〃)ります。良い方

かしてあげないととんでもないことになると
思うこともあります。
では、

、

どうしたらよいのかというと、

ここ

母

はお父さんの出番ではないのかと思いました
つまり、

！

子どもとお父さんとの関係で何が大

切かということ、夫AI}lll1の関係、お父さんと
お母さんとの役割、お父さんとお母さんとの
間でどういうコミュニケーションがあるか、

.j

『」
幕＝

一

パネリスト伊藤一義氏

というところに今の了‑育ての現状というもの
があるのではないのかな、

これをどう変えていくかというと、塩先生

ということを感じ

ました。

もおっしゃっているように、環境を変えてい

問題提起のデータを兄て、非常にさみしく

くということに関しては、客観的にみますと

なって、ちょっと落ち込んでおりますけれど

非常に労力がかかるような気がします｡では、

も、

1時間くらい噸張っていきたいと思いま

それをどういう風に穴埋めしていくか、 とい

す。

どうぞよろしくお願いいたします。

う風に考えますと、行政はしっかりとした対

（拍手）

応をしている、 という話も聞いていますし、
取れる雰匪￨気というのは会社ごとに違うと思

伊藤： こんにちは。杣幼樅￨劇保識者の伊藤と

います。

申します。

休みを取りづらいでしょう。

よろしくお願いいたします。先ほ

ましてや小規模な職場になりますと

どの問題提起のことでいえば、確かに大手の

私が一緒に活動しております、活動、 とい

企業とか官公庁などは子育て支援ということ

う言い方は好きではないのですが、おやじの

でいろいろな福祉￨腱l係を燗やしながら充実さ

会をやっております。おやじの会というもの

せてきていると思います。

は一緒に遊んでいるわけなのですが、その一

しかし、 Iﾉ1容をみ
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緒に遊んでいる同僚の人たちも￨n]じような環

3年間していました。いまは幼稚園を子ども

境の職場におります。 ！'ﾘlは5時、 6時から家

が卒園しましたが、それでも幼稚園と関わり

を出て､会社に行って'I,}りはいつも終電帰り、

ながら、 これからもいろんなお父さんと知り

もしくはそのまま11:1まる、

合い、 このおやじの会というものを通して遊

すけれども、

というような方で

んでいきたいと思っています。

この時間というのはなかなか変

伊藤一義と申します、一日よろしくお願い

えるのは難しいだろうということです。
ではどうするか、

というとやはり子育てに

します。

関連する時間をどれだけ作れるかといった時

（拍手）

に、それはその先の了･どもとの関係、そうい
った場面でお話しできればいいんですけれど

沖：皆さん、 こんにちは。聖徳犬学附属幼稚

も現状としてはアンケートの辿りではないか

園の沖とll'します。現在、幼稚園の父母の会

な、

の会長をさせていただいております。

と思います。私なども、先ほどありまし

3人子

た帰宅時間になりますと、早くて夜8時、遅

どもがおりまして、

3人とも附属幼稚園にお

いと夜中の12時を過ぎてしまっています｡た

世話になっており、現在は3番目の子が在園

またま早く帰れる場合は、仕事先が家の近く

しております。

父親の子育て参加という中に母親が一人、

で､また､用事が早く終わってしまったから、

という時で、本人は早く帰りたい気持ちもあ

ということでちょっとパワー不足かな、

りますけれども、職場の雰囲気というのは非

いますが、今旧は母親の立場からお父様方に

常に影響します。

お願いしたいことや、要の言い分など少しで
もお父様方に分かっていただければと思って

それからlﾘ親との育児との関係、妻との関

参加をさせていただきました。

係ですね。非常に興味深いものがありまして
我々のようなお父さんはだんだん嫌われてい
ってしまうと、

と思

少

という結果が出ていました。

｜

ある時、皆と集まった時にお話を聞いて、

F

一■■考

戸

家で奥さんと会話の時lHjはどれくらいありま
＝

すか、

ということを￨H1きました。大体その中

■F

で2時間近くあるというのは我々の仲間の中

r

では長い方ですね。 ｜ﾉ､l容は、なんでもかまわ
ないんですけれども、

子育てに関する時間は

念｡

詮

憩

非常に長いですわ。他には、 ま")夫婦の間と
いうのは、なかなか話題がなくて、子どもの

甲

ことか叱られるかどちらかですね。私の場合

.＝ 企呼.‑1Lj 』ぜ

パネリスト沖真貴氏

は後者で、それで2時￨H1くらいは話をしてい
るなあと感じます。

「妻の言い分」については、お友達のお母
さんからもたくさん聞いています。不満もあ

要はお母さんとの対話時間を増やしていく。
そういうところにも気を使いながらやってい

れば満足しているところもありますけれども、

くというのも一つの手で、夫婦関係の不満を

会場のお父様方にお話を聞いていただければ、

少なくするための一つの方式ではないかと思

と思います。よろしくお願いします。

うわけです。

（拍手）

私は4月まで柏幼稚園で父母の会の会長を
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◆子どもとのコミュニケーションとは

ところが、実際子どもを本当に理解して

塩：今日、あらかじめどんな話をしてもらう

いるか、また、子どもとの信頼関係がそこに

か、お願いはしてありますが、打ち合わせに

あるかというと、むしろそれからではないの

関係なく話をしていただいた方がよいように

かな、 という気がしますね。だから小学校に

思えます。

よろしくお願いします。

自分たちで通うようになったから子育てはい

いま妻の言い分というお話がありましたけ

いの、そういうような勘違いが多いんじやな

れど、母親としてのそういうものと、奥様と

いのかな。それはお父さんもお母さんもだと

して、妻の言い分というのでしょうか、そう

思うんです。実際私も本当にどうしようもな

いうものもあると思うのですが、先ほどの問

いおやじだったんです。それども、こうやっ

題提起の中で、 「ええっ」と思う数字もありま

て皆さんの前でしやくれるのも、 PTA会長

したよね。けれども「まあだいたいそうだろ

をやったからかな、

うな」 と思われたような印象でした。驚くほ

ました。

と思います。本当に学び

ど意外なデータは出ていなかったような気が

PTA会長になった。それはなぜかという

するのですが、みなさんうなずけるようなも

と、家で子どもと関わって、子どもがこうい

のでしたか。

う子だ、ああいう子だという理解と、外で見
た子どもとは決して同じではなかった、

「帰ってくる時間が遅い」 というのは特に

とい

クローズアップしてとりあげましたけれども、

うことですね。本当に子どもを理解するため

時間が取れないということで、お父さんと子

には、外での子どもをやはり知らなければい

どもとの関係はどうなっているのかもっと伺

けない。それと、 ここにも書いてあります。

いたいように思います。お父さんと子どもの

子どもの友達とか学校とか環境、先生たち、

コミュニケーションの現状、 コマーシャルで

そういったものを総合的に知って子どもを知

「お父さん、子どものことどのくらい知って

らなければ、子どもの元の姿は見えてこない

いますか」

のではないでしょうか。家ではおとなしい子

というのがありましたよね。現状

はどうでしょうか、お父さんの立場では。

どもも、もしかしたら外では活発なのかもし

PTAの会長さん。全国の会長さんをなさ

れない、家ではおとなしい子が外では結構い

っていますので、お話はご自分のことでなく

たずらをしているのかもしれない、その逆も

ても結構ですが、いかがでしょうか。

あるわけですよね。そのへんで本当に理解す
るためには、もっともっと子どもを知るとい

◆家での子どもと外での子どもは違う

うことが、幼稚園だけではなく小学校までは

前田：そうですね。結構、勘違いしていらっ

最低でも必要な気がします。その時に子ども

しゃる方が多いんじゃないかと。つまり、デ

との信頼関係というものが吉くまれて、中学

ータにも出てきたのは､｢子どもに対する関わ

生になって手が離れても何となく子どものや

りは小学校、中学校まで」

というデータ（回

っていることは理解できる、信用できる、 と

答）がありましたね。確かに、幼稚園の頃と

いうところになっていくのではないかと思い

いうのは手をつないで、

ます。

これはお父さんだけ

ではなくてお母さんも一緒なのではないか、

つまり幼稚園に連れて行くには母親は手を引

塩：伊藤さんどうですか。

いて連れて行かなければいけない、だけれど

小学校に入ると自分たちだけで小学校に通え

伊藤：そうですね、帰宅時間が遅くなって子

るようになっていくわけですよね。

どもと接する時間が少ないということが、理
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由というか、結果として出てきますね。確か

つ頃としているかといいますと、ひとまず子

にそれは一つの理由になりますけれども、や

どもさんがほぼ成人近くなってから、 自分一

はり先ほども申しましたけれども、私と一緒

人でも大丈夫、あるいは子どもにもう相手に

におやじの会をされている人は当然帰宅時間

されなくなっている、そういう方もいらっし

も遅いですし、子どもとも接する時間が少な

ゃるんですけれども、そういう人たちから子

い中で、週末にある時間をできるだけ作って

どもを育てた時のいろいろな体験話を聞ける、

費やすことを考えると、それを子育てだけに

聞けるといいますか、相談相手ですね、よう

使うということは、例えば子育てということ

するに。そういう環境ができてくる、そうい

だけが非常に持ち上げられてしまう、重々し

うことはすごいですね。

くなってしまうということがあります。です

ただ、 これがどこでもできるといいのです

から、それを子育てということは仕事的なも

が、そうでなく、お父さんによってはそうい

のではなく、

うところに出られない、休みの日は家族だけ

自分の生活の中に、生活の中に

あるのは当然ですが、違った意味で趣味と一

で一緒にいたいという考えの人もいるし、

緒に子育てを楽しむとか、夫婦とのコミュニ

分一人で静かになりたい､という人もいます。

ケーションの中に必ず子育てが入るとなりま

子どもと一緒に、先ほども秋山先生もおつし

すと、子どもと一緒にとにかく動こう、

とい

やっていた､「うちの子どもだけ一緒にいられ

うことになります。ひょっとしたらお父さん

ればそれでよい」 という考え方をやはり変え

の用事で、例えば週末にどこか仕事に行く、

ていった方がよいと思いますし、そういう人

仕事でなくても例えば会社に行く時でも子ど

たちがいる中で、本当はこういうところに入

もも一緒に行って子どもはそばに置いておく、

るとすごくいいんだよ、

隣でおとなしくさせて自分は脇で仕事をする、

いのです。

というのも一つの方法かもしれません。私た

自

ということを言いた

けれども、小さくても組織の形になります

ちがよくやっているのは、おやじの会で知り

と、変な所に勧誘されるんじゃないかな、

と

合った忙しいお父さんなのですが、週末には

か思われる節があります。そういう警戒心を

一緒に会おう､遊ぼう、としているのですが、

なくすようなことができれば非常にこの辺も

そういう時もやはり子どもを一緒に連れてく

変わっていくのではないかと思います。

ということ

前田さんなどは大きな組織でいろいろなも

で、まあみんなが'司じような趣味をもつよう

のを見ておりますし、そういうことも感じま

な形を作り上げるとよいですよね。

す。同じような考え方をしている人が全国に

る、奥さんも一緒に連れてくる、

大きな組織になってきますと非常に難しく

いっぱいいる、何かの形でそれがつなぎあわ

なってくると思いますが、大きくなってもそ

せられるといい結果が出てくるんじやないか

の中の趣味があう者同士でひとつのコンビネ

な、 という風に思います。ただ、現状として

ーションをつくっていくというのが核になっ

はやはり結果通りで残念だなあと思います。

て、また家族が、家族ぐるみで付き合う、そ

こでは家族ぐるみなんですけれども、付き合

塩：このフォーラムは1万枚くらいチラシを

いをしながら子育てをしていくということで

配布しました。それで、地元の広報にも載せ

す｡これをするとどうなるか､といいますと、

てもらったり、いろいろな新聞にも少しずつ

私もその中で経験したことと思うことは、子

出ているんですよ。でも、 ここにいらしてい

育ての先輩後輩ができる、ということですね。

る方はお願いしている方が多いんですね、本

既に子育てを終えた、終えた、 というのはい

当のところは。 ということは、
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しているのですが、

日曜日なのにこんなもの

ですか、

と言われて、いいえ、皆さん好きで

という人がほとんどだったと

来ているという話をするんですが、 とにかく

いうことですよね。それで、行ってみようか

そこでコミュニティとして、先ほどおつしや

な､という気持ちが起きない､自分は充分だ、

っていたみたいにつながっていくことが大事

と考えているのか、子育ては女の仕事だろう

なのではないかと思うのですが、そこまでい

とか、母親がまあ頑張っているから大丈夫だ

きません。それ以上の発展は何割くらいです

よとか、ぼくは仕事さえすれば大丈夫だよな

かね、

に行かないよ、

1割くらいかと思います。

ど、考えている一般市民が多いということで
しょうか。 ここにいる方はとても意識が高い

塩：ということは、たとえば100人いれば10

方ですから、参加者の皆さんに伺いたいので

人の方、というくらいですね。あとの90人の

すが、お父様と子どもとの関わりとの現状は

方はどのような親子関係か、

というと。

いかがでしょうか。充分に行われていると感

じていらっしやるのでしょうか。園長先生が

参加者A(某幼稚園園長) :ちょっと見えにく

いらっしやるようなので…。

いですね。見えるのは、 自分たちの家庭だけ

園長先生､広く一般のお父様方を見ていて、

で…。

何年も経験された幼稚園を通してのお父さん
と子どもの関係というのを見て何か感じると

塩：どうですか、せっかく参加していらっし

ころはおありですか。

ゃっていますので、他の方のご意見も伺いた
いのですが（会場に呼びかける)。

◆家族のみでの子育てになりがち
参加者A(某幼稚園園長) :先ほど出たように、

◆父親もネットワークを欲しがってい

やはり自分の家で自分の家族だけで、 という

る

のが非常に多い印象を受けるんですよ。

参加者B(男性) :私も朝6時くらいにはやは

り電車に乗って帰りは早くても夜の8時、遅
塩：濃密だということですか、親子関係が？

ければ10時くらいになってしまうので､平日

は割り切っています。ただ、休みは取りたい
参加者A(某幼稚園閏長) :はい。結構それで

と思っていますのでそこは上司と相談します

子どもに対して一生懸命な姿はある、全部か

それでも、平日に早く帰るのは自分の中では

どうかは分からないですよ。けれども運動会

無理だな、 と思っています。その分、土日は

などの行事ではビデオを持っています。お母

集中して、僕自身の特性かもしれませんが、

さんに命令されているかどうか分からないで

どちらかというとあまり重荷に感じていない

すが。本当に撮りたくて撮っているのか、お

ところがありますし、授かった自分の子ども

母さんに頼まれて撮っているのかはわからな

ですから、積極的に接していきたいという思

いですが、どれだけお父さんが楽しんでいる

いもあります。

かな、 というのが一つあります。

それこそあと10年、 10数年経てば子ども

あともう一つは自分たちだけでやっている

たちも普通に独立してしまいますから、それ

ことが非常に多いのではないかな、 と思いま

はもったいないという気もします。今の時間

す。幼稚園ではできるだけ親御さんにたくさ

がもったいない、貴重です。帰ってこない時

ん園に来てもらうようにしていまして、平日

間だと思っています。そういうつもりでやっ

でも自転車が多く並んでいます。今1̲1は参観

ています。
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他には、僕も僕の友人などに話を聞いたり

沖：何人かのお母さんたちからお話を聞いて

すると、おやじの会ではないですが、幼稚園

みると、今のお父さんと子どもたちの関わり

の、特にお父さんだけが集まる会があって、

方というのはいろいろな形があって、お父さ

そこで飲み会もしているようで、それを聞く

んの中にはおむつ交換やお風呂の世話などす

ととてもうらやましいなと思います。僕の子

ることが育児参加、子育ての参加だと思って

どもが聖徳の幼稚園に通っているんですけれ

いる方もいれば、子どもたちと遊ぶことと思

ども、そういうのがあると、 もちろん1割く

っている方もいると思います。全くそういう

らいかもしれませんけれども、その中の一人

ことはなくて、経済的な面だけで関わる、 自

として参加してみたいという気持ちはありま

分は家族を養っていることが参加だ、 と、い

すし、人生の先輩、子育ての先輩方にいろい

ろいろな方々がいると思います。

ろな意見をもらうことで、よりよいものにし

個人的な意見ですが、子どもと父親は一緒

たいなと思いますので、そういうのがたくさ

に遊んでほしい、子どもともっと関わりを持

んできてくるといいですね。

ってほしい、スキンシップをとってほしい、
そういうことが見えてくるといいですね。お

◆妻（母親）が夫（父親）に期待する

父さんと子どもの中でそういったコミュニケ

こと

ーションが取れているのが見えるとよいと、

塩：子育ての場面で相談できるネッl､ワーク

とても感じます。

実際、私の家庭では主人は子育てに意欲的

が必要だというのは、母親がネットワーク必
要だとよく言われていて、お母さんが孤立し

に参加をしてくれていまして、

ないためにネットワークを作りましょうとい

いるということもありますが、お風呂なども

うのはずいぶん全国的に進んできましたけれ

l1寺間を見計らってどんどん入れてくれる、休

ど、父親のネッ￨､ワークはやっぱりね、おや

日には一緒に遊んでくれます。 ここにいらっ

じの会というのがそれにあたるのかもしれま

しゃる方は子育てに興味があって参加されて

せんね

3人子どもが

いるので、きっと皆さん関わっていらっしゃ

ところで。沖さんに伺いたいのですが、最

ると思います。ですがそういった関わりがな

近のデータを見ていて、父親の年齢が若けれ

く不満を漏らしていらっしゃるお母様も多い

ば若くなるほど、お風呂に入れたり子どもの

というのも現実ですね。

世話をしたりする数字が高くなっているんで

すね。実際に、お父さんと子どもが関わる、

塩：そこのところお父さん方はどうでしょう

育児参加というのはそういうもののことを言

か。実際に遊ぶとかお風呂に入れるとかそう

っているのでしょうか。

いうことが中心の子育て参加でしょうか。

もう少し年齢が高くなっても子どもが大き

私の父のイメージですと、一緒にご飯を食

くなるにつれて寄り添うという育児参加とい

べるとかそういう感じのコミュニケーション

うのは、その年齢によって中身が変わってく

はありましたが、一緒に遊んでもらったとい

ると思うんですけれども。ここは幼児の問題

うことはあまり記憶にありませんし、お風呂

に限定して取り上げるとしたら、お母さんと

なども入れてもらったようなことは、まあ、

してはどういうことをお父さんに期待してい

子どもでしたから忘れてしまったのかもしれ

るのか、妻としてはどうなのか。お話しして

ませんが、私の父ならしないだろうな、 とい

ください。

う感じですね。ご飯を食べたり、釣りにも行
きました。そんなコミュニケーションの取り
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方でした。今のお父さんお母さんはそれ以上

今の皆さんの問題と私たちの時代の問題はず

のことを求められているのでしょうか。実質

いぶん違いますよね。

的に一緒にいる時間が短いから、昔は何もし
ないでいたという感じでしょうか、どうなん

塩：そうかもしれません。社会が違ってきま

でしょう。

したからね。

◆男親の役割とは

参加者C(男性) ;ただ一つ、男親の役割とい

参加者C(男性) :私は、今日は本当に勉強に

うのはあるわけですから、それは私は自信が

来ました。東北の宮城県から来たんです。ま

ありました。

ち研(NPO法人まちづくり協会：略してま

自信を持って送り出しました。娘は「お父さ

ち研）のメンバーなものですから本当はこの

んに3回殴られた」

分科会でなく第4分科会に行かなくちやいけ

も､全部の子どもたちを殴ってはいるんです。

ないんでしょうけれど。あえてこちらに来ま

女房は殴りません、 口だけですから。だから

した。

口やかましいお袋とおっかない親父というの

というのは結婚する娘を、私は

と言っていましたね。で

が、うちの親の役割だったかなと思いまして、

1

その辺はそれでよかったと思っていますが、

ただ、男親と女親の違いはどこにあるかと、
考えていました。

塩：ありがとうございました。吉田先生、何
かありますか？

吉田：たぶん私の父くらいの、父の方がもう

少し年は上だと思うのですが、父のことを考
えておりました。私の父はいい父だと思って

会場より盛んな意見の数々

いるのですけれども、いい父だと思えている

のはなぜなんだろうなということを、今お話

それで、興味があるのはなぜかといいます

をうかがいながら考えておりました。

と、私自身3人の子どもを育てあげました。
子どもが独立した時に自分の子育てをずっと

先ほど、 「いい親父だったと思う」とおっし

考えていたのですが、 自分では「俺はいいお

ゃっていたんですが、いい父親像というのは

やじだなあ」

何だろうな、 と考えます、私にも小4の息子

と自負していました。

しかも社

会教育の企画を仕事にしてきた人間ですので、

がおりますが、子どもにとってのいい父親と

それに関わる人間として立場があります。で

は何なんだと思っております。良かれと思っ

すから、

自信を持ってやってきましたが、今

てやっていても、実は、 というのがあるかも

の皆さん方のお話を聞いて、 もう私などはま

しれないと自分のことを振り返りながら聞い

るっきりおやじ失格でしたね。おむつも換え

ておりました。

ることはありませんでした。哺乳瓶は温めた
ものを飲ませたことはありますが。社会教育

塩：子どもにとっていい父親、 という話が出

の仕事をしていますと土日もなく、夜遅くて

ましたが、いい親子の関わりというのはどう

あまり会うこともありません。

いうことなのかというのを、問題として考え

といいますと
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てきました。もしかして、いい親子の関わり

すと、結局そういうところになると思うんで

は子どもによって同じではないかもしれない

すよ。それはやはり、 自分の子どもをよく知

とも思います。具体的にはいろいろ皆さん工

ること、 自分の家族がどのようなコミュニケ

夫していらっしやるんですよね。先ほどから

ーションが取れているのかと知ることが必要

いろいろなお話がありましたけれども、

だと思います。

もう

少しずつ､社会も環境も変わっていきます。

少しお話してください。

結果的にどちらがいいのか、 というのはもっ

◆社会の変化で子育ても変化する

と先にならないと分かりません。でも少なく

伊藤:そうですね｡お子さんと関わることと、

ともお母さんたちの考え方もお父さんの考え

子育て、 という言葉と、子どもと関わるとい

方も少しずつ変わっていきますし、子どもた

うことも考えて、お父さんですね、先ほど言

ちの体も心も少しづつ変わってきていますの

ったような男親としての役割ということと母

で、それをフォローするために、家族も社会

親としての役割ということは確かにそれはあ

もそれに対応していく動きをすることが大事

ると思います。

ですね。

例えば芸能人の子どもの頃のお話を皆さん

僕などはおやじの会の中でキーワードは

聞くことがあると思いますけれど、おやじは

「コミュニケーション｣｡家族のコミュニケー

何も言わずに殴られただけだとか、よく聞き

ション、個人のコミュニケーション、柏市の

ます。でもいざという時になると、 自分の今

全員がお知り合いになりましょうよ、

後の進路のことに対してとても重い言葉、重

ような考え方ですね、そういうコミュニケー

要な､参考になる言葉を言ってくれたりした、

ションをとって、子どもさんにも、誰がいて

というのが昔のお父さんのイメージされた像

も同じように接することができる、それが理

でしたよね｡ただ､今もそうなんですけれど、

想だなと思っています。そういう中でやるべ

実際に今幼稚園保育園にお子さんが通って

き事とは小さい時からそれに携わっていくこ

いるお父さんに子育てに参加しましよう、子

とが必要だなあと思います。

という

どもたちは喜びますよ、と､確かに言います．
言いますけれど、僕もそうですけれどその頃

◆日常生活の中でも親子関係の確立を

のことを覚えている子どもはほとんどいない

塩：いろいろな考え方が出てきましたけれど

ですね。それで僕も幼稚園でそれをお母さん

も、前田さんにも同じ視点でお話していただ

方に言いますと､そうなんだけれど､だけど、

きたいと思います。

だからこそみんなは自分の子どもがこの時期
にどんなことをしてきたのか、どんな風にお

前田：先ほどのお話を聞いてですね、年齢と

母さんと接したのか、お父さんと接したのか

か時代とか、そういうことはあまり関係ない

ということを後でしっかりとお話ができる、

と私は思いますね｡まだ子どもが小さい頃は、

そういう子にしましょうよ、

何にも面倒見なかったなあというのがあって、

というのも一つ

女房が最近よく言うことは「私のおかげ、私

の方法なんです｡

環境が昔と変わってきております。今は、

のおかげ」 というんですね。子どもが何かよ

子どもたちにとっても心のストレスはたまり

いことをしたり成績がよかったりすると 「私

やすい状態になっています。そこでやはりそ

のおかげ｣と言うんですよ｡確かにそうかな、

れを癒していくことをもっと考えていかなけ

と思うんですね。子どもが産まれた時もたぶ

ればならないと思います。その方法といいま

ん接待か何かでゴルフに行っていましたし、
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おむつを換えたこともお風呂に入れたことも

前田：はい

記憶にありません。だけれども娘が二人で高
1と中2ですが、

とにかく今の段階では非常

参加者C(男性) :ちょっとよろしいでしょう

にまっすぐ成長している。それはなぜかとい

か。あのう、今お父さんの姿が見えない、 と

いますと、生活様式にあったのではないのか

いうことなんですけれども、

と思うんですね。

ういうことはご存じないですけれども、港町

には、船員さんがいらっしやるでしょう。船

最近は子どもたちにちょっと個室を持たせ
て、すぐ一人つきりにしてしまう．

ここら辺ではそ

員さんというのは漁に出たら1年、あるいは

この間、

家を建て替えたんですが、建て替える前の家

2年も帰ってこないんですよ。

では、食べることも寝ることも、生活の殆ど

を大体ひとつの部屋でしていました｡それで、

塩：そうですね。

建て替えた家も扉は一つもありません。それ
でも子どもは構わない、 と言っています。子

参加者C(男性) :そうすると、結局父親の子

どもも含め、家中で「うちは昭和の家族だよ

育てというのは成り立たないわけですよね。

ね」

でも、それは姿が見えないということが物理

とよく言っていますけれど、そんな毎日

があったから、何かこう子どもが傷ついてい

的に見えないだけであって、

たりさみしがっていたりしたら、それをダイ

てきて3か月休んだらまた出ていくという、

レクトに感じられたし、子どもにひと声掛け

そういうサイクルの家庭もお父さんというの

ることもできたし、そっとしておいてやれた

は実に威厳があるんですよ。そこの家の子ど

り、

もたちは、本当に男親を大切にしてうらやま

ということが今もできるからなのかな、

1年に1回帰っ

しいなあと、あるいはお金を稼いで帰ってく

と思うわけですね。
ということは特

るんだから敬うんだということですよね。実

にないんですけれども、でもいつもご飯を一

際そうであって、そこのところが問題なんで

緒に食べたり、一緒に寝たり、そういった毎

すよね。ですから男親の姿が見える．見えな

日の生活の中から一つずつ､親も学んでいく、

い、 というのは男親にとって悲しい性だと思

そうして家族ができていくのではないかと思

いますね

特別に何かをしてあげた、

います、

塩：なるほど。

塩：なるほど。

しかし、特別なことをしなく

てもいいけれども、お父さんの姿を見たこと

参加者C(男性) :時間がなくなって申し訳な

もない、

いんですけれども、男親が子育てに参加する

というようではまず問題ですよね。

のは何のためにこういうテーマが出てきたの

かと考えますと、ちょっと短絡的に言うと奥

前田；ええ。

さんが大変だから手を貸そうか、また、世の
塩：ですから、いつも仕事をしているらしい

中が大変だから男親ももっとしっかりしろと

けれど、全然自分の目にはお父さんの姿は見

お灸をすえるために参加しろと言われている

えないのは問題です。けれども、前田さんの

のか､そういうことがいっぱい出てきますと、

お家の場合には特別なことはしていないけれ

私のようにひねくれた考えの者も出てきます

ど、

ね。

日常生活の「場」 として接触が多いよう

なそういう生活だった、

ということですね。
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塩：それでは、お母様方はその辺のいろいろ

の男性の関わりが少ない中で子どもたちが育

なご意見をお話しください。いかがでしょう

っていく、 というのは子どもたちにはとても

か。会場から、 どうですか。

問題ではないのか、 と思います。今、おやじ
の会ということをおつしやっていましたけれ

◆母親の孤独感をわかってほしい

ども、たくさんの人と、お父さん、男性、そ

参加者D(女性) :松戸で子どもの遊び場、遊

れから地域のお年寄りの方とか赤ちやんとか、

びの広場を運営しているものですから、参加

そういう方たちと触れ合う場所や機会がとて

をしました。子育ての経験がないお母さん方

も大切なのではないかと思います。

が、初めてご自分の子育てをするということ
で、 とても不安だと、昔とあまり状況は変わ

塩：そうですね。ありがとうございます。先

らないということはお話にありました。かつ

ほどの船に乗っている父親の例もありました

てはきょうだいや、身近に子育ての経験がで

けれども、そういうこともありましたでしょ

きる場があって、誰かのお子さんなど周りに

うけれど、前に、別のデータで仕事が終わっ

子どもがいてその子が育てられるのを身近で

てからお酒を飲みに行く、 というのがありま

見て覚えていったと思うんですね。それが今

したよね。要するに、 もう帰ってもいい時間

はなくて､お母さんが子育てをする不安とか、

なのに、家に帰らず飲みに行くという状況が

あるいは孤独とか、そういうものをまず、そ

かなり見られる。お父さんのライフスタイル

ばにいるお父さんが受け止めてあげてほしい、

での家族、子どもとか奥様とか家庭の生活と

ということです。ですから、先ほど出た、お

いうものの占める割合が低いのではないかと

むつを替えるとかミルクをやるとかではなく

思ってしまいます。ですから、飲みに行くの

て､前田さんも伊藤さんもおっしゃっていた、

はやめられないとか、趣味、 自分のための時

奥さんとのコミュニケーションの時間そこが

間としてゴルフに行きたい、その時は家族と

一番大事なところなのかな、 と考えるんです

は切り離されたい、

ね。だから、いま、お父さんの子育て参加、

ったような気がするんですよ。やむなく仕事

と言われてきた一番は、何が必要か、

という

でどうしても帰れないで、おやじの姿が見え

ことよりも、まずそのお母さんが幸せに子育

にくいといってもね、でもそれは意識の違い

てをするぞ、 という気持ちになれるように身

というか、何かありそうな気がします。私は

近な大切な伴侶がそういう気持ちでいられる

母親の立場として、お母さんが一生懸命子育

ようなことが一番大切なんじゃないかな、 と

てしている時に少しでもそばにいてお父さん

思うんですね。伊藤さんも前田さんもおつし

の姿を子どもに見せてやってほしいなあと思

やっていた、お父さんが外につながりを求め

ってしまうんですが。

というようなデータがあ

妻の立場として、沖さん、何か。

ること、それはしばらく前は子ども会とかい

うことがありましたが、家族で、父親も子ど
も会について行っていろんなイベントに参加

沖：先ほどの方（参加者Dさん）がおつしや

したような気がしたんですね。今、 自分の父

っていたように、私もやはり主人に何をして

親でさえも子どもとなかなかふれあえない、

ほしいか、 ということで一番に思うことは子

というようなことと、それから、よそのお父

どものことについて相談相手になってほしい

さんとおそらく話したこともないという子ど

ということ。話を聞いてほしいと思っていま

もたちが増えている、という気がいたします。

すね。それだけでも充分な関わりで、本当に

ですから、いろいろな人と出会う、特に大人

小さいことでも、お友達にもおじいちやんお
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と言いたいこと

の教育も大事です。秋山先生の話の中の「ア

がたまっているお母さんがいますね｡それを、

イデンティテーの確立」の話がどこも出てこ

忙しいから、疲れているからと払いのけられ

なくて、今も話をしていて、子どもをめぐる

てしまうと、またここでご主人に対しての母

親､という考え方になってしまっているから、

親の自己満足度がどんどん下がっていく、

親自身がアイデンティティーをきちんと確立

ばあちゃんにも話せないし、

さ

っきのデータではないですが、そうなってい

していて、

ってしまうのかなと思います。ちょっとした

れば、別に父親は留守でも生き方を子どもは

ことでもいいから聞いてほしい、

見ていますよ。だから、先ほどの船に乗って

ということ

自分の生き方をしっかり持ってい

いる例の話は、

が無理であれば、一言「ありがとう」 とか、

1年に3ケ月しか家にいない

「いつも遅くて申し訳ないね」 とか、ちょっ

といっても、子どもはきちんとわかっていま

とした言葉をかけてもらえるだけでも、育児

すから、そこは汲んでいきます。ですから表

に関わろうとしてくれているんだな、

という

面的なおむつ替えとか、確かに大変で物理的

気持ちが分かると思うんですね。そういった

には時間を取られますよね。お父さんに助け

ことでも、充分お父さんの子育て参加になる

てほしい、けれどもそれ以上に子どもに手間

と思うのですが、

を取られているという意識の人が結構多いか

ら、だめなんだと思います。

自分の生き方の

問題だと思うんですね。それがあまりにもあ

やふやだから少子化になってしまったり、子
育て不安が横行して、薪い人たちが子どもを
産みたくなくなっちゃったりするわけです。
父親の子育て参加、喪を返せば地域で子ども
を育てなくなった、各家族の問題だったりす
るわけです。ですから母親が孤立してしまっ

て子育て不安になってしまう。根本的な問題
が全然ここで論じられなかったのが…。
パネリストの方々

塩:やっとここまで来た､という感じですね。
塩：子育てにお父さんが参加するということ

でお母さんをサポート、支えて、で、そのこ

参加者E (女性) :はい。

とによってお母さんが元気良くなって、子ど
もに接することが生き生き楽しくできるとい

塩：そうですね。 どうでしょうか。

うことですね。

前田：私も、母親のご機嫌取りのために父親
沖：はい。

が子育てに参加をするということではなくて、
この世の中はうまくならない、 ということを

塩：では、子どもはお父さんに何を求めてい

もっと知るべきなのではないのかなと思いま

るのでしょうか。

す。子育てに対しても。
例えば昔は嫁と姑とおばあちやんがいて、

参加者E(女性) :やっとここまで話が来たと

腰をしながらもこっそりおばあちやんが飴玉

思いました。父親、母親になる前の人たちへ

をやったりしながら、 「おばあちゃん、何やつ
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ているの」って。母親がうまく子育てできな

ということのお話がありましたけれども。母

いそういう世の中、家庭ってあったわけです

親のサポートは非常に大事だと思います。

よね。反対に、今は母親がこう思ってしまう

けれども、私も子育てをしておりまして、

と、その通りに子どもを育てようとしてしま

子育てに参加していろいろ思ったのですが、

う、 というところに大きな問題があるんじや

実は楽しいな、本当は子育てというものは楽

ないかなと思えるわけです。そのような時に

しいものなんだ、 と思いました。なんでお母

価値観の違う父親男が価値観の違う同士で

さんだけにさせておくのか、おれたちがやつ

ぶつかりあいながら、あっち行ったりこっち

たっていいじやないか、 というような考えが

行ったりしながら子どもを育てていく、 とい

出てくると思いますね。私はそういうように

うことが今一番大切なのではないか、今、子

考えます。それは、子どもを育てる時に楽し

どもって非常に優しいです。優しいから母親

いと思うこともありますし難しいと思うこと

に対して絶対に逆らわなかったり、いい子で

もあります。これを全部ひっくるめて、それ

いたいという気持ちがある。だから、いじめ

が一つの楽しみになっていくのではないでし

問題にしても、いじめられているということ

ょうか。このような考えはどこからわいてく

を親には言えない。親のことを子どもたちは

るのかわからないですけれども、でもそれに

ものすごく大好きなんです。だからこういう

携わるということは非常に大事だと、携わら

自分を言えない、

ないとわからない、 と思います。これを社会

という優しさがあって、

自

殺をしてしまうとか、あとはある年齢に達す

の中で広げられれば、 もっと理解されれば、

ると暴力をふるいだして親に抵抗しだすとか、

会社の中での意識が変わると思います。 「私、

というのもやはりお母さんがあんなに一生懸

子どもを迎えにいかなければいけないんで

命頑張っているから、だからおれも頑張らな

す」

きゃ、

というストレスみたいなものがたまり

し、子育てということに対しては大変ではあ

にたまって最後には爆発してしまう。母親も

るけれど、楽しめる場でもある、 という風に

子どもが少ないですから、

感じます。

この子にかける、

と気軽に言えるようになるかと思います

というと、何をかけたらよいか、一所懸命パ

ですから私なども皆さんにお話しする時に

ートしながらでも、いい学校とか塾に入れて

は子育てを一緒に楽しみましよう、 といって

やったりとか、そういう形で子どもに、子ど

います。結構共感してくれる方もいますし、

ものため、 というのがそういう方向にしかい

そんな環境になるようにできたらいいと思い

かない時期があります。そんな時にもっと違

ます。

う価値観で母親とぶつかり合う、 ということ
が今一番大切だという意味での、私は父親の

沖：お話を伺ってちょっと思ったのですが、

子育て参加だというところにあると思います。

父親の背中を見て子どもたちは育っているの
で、確かにその時は何も関わらなくても、や

◆おわりに
塩：時間が来てしまいましたので、

っていることを通して、生きている、

1，

2分

という

ことを見せるだけでも充分子育て参加に値す
るんだな、 ということを思いました。お父さ

ですけれども、お一人ずつお願いします。

んの役割、子どもの手本となってほしいこと
伊藤：今のお話のなかで個人的なお話もちょ

と、その中で余裕があれば奥様に「ありがと

っとさせてもらいたいんですが、母親の子育

う」の一言でもいいので、声をかけてあげて

ての役割と父親がどういう風に入っていくか、

ほしいと思います。言葉だけでも充分参加し
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ていると思いますので、そのようなことから

塩：ありがとうございました。皆様のいい意

でもお父さんたちに参加していってほしいと

見が登壇者からもフロアからも出ましたので、

思います。

結論をひとつの方向にまとめることはいたし
ません。

塩：では、吉田先生、あと2分ですが。

お父さんの育児参加となっていますけれど
も、どういう意味の参加なのか、子どもにと

吉田：私事になりますけれども、妊娠期間の

ってお父さんはどういう存在なのか、 という

間はとても楽しかったんですね

ことを考えていかなければならない、 という

この世の中

にこんなに面白いものがあるのか、 というく

ことがとらえられたと思います。

らい妊娠中はいろいろ楽しませてもらいまし

ここにいらしている方々はごく少数ですよ

た。その時に、男の人がとても気の毒だった

ね。皆様がお帰りになった時にお友達や会社

んです。

の方々や、影響を及ぼせるような方々に働き

こんな面白いことを経験できない、

と。それで、ちょっと偉そうな言い方なんで

かけてくださって、子どもとお父さんお母さ

すが、せめて子どもが産まれたらお父さん、

ん、周囲の人の生き方の問題をもう一回考え

男の人も手を出せるのだから、ちょっと分け

てみるような､そういう仲間を作りましょう。

てあげてもいいかな、 と。偉そうな言い方に

ここで、なるほどね、

とお思いになった方

なってしまうんですが、独り占めしたいけれ

も、反対にそんなこと言ったってやっぱり駄

ども、ちょっとさせてあげるよ、

目だよ、

という気持

とお感じの方もいらっしゃるかもし

ちでした。先程、お父様からも「楽しい」 と

れませんが、 これを機会に親と子の問題とい

いうお話がありましたが、本当に楽しいこと

うのを深く考えていただけるようなきっかけ

だと思うんです。

になればと思います。

それと、データの提示でわざと出さなかっ

今日はどうもありがとうございました。

たんですが、結婚満足度、何がマイナスの要
素か、

(拍手）

ということで、一番はたらく要因で、

しかもプラスに転じる要因は、早く帰ってき
てくれる、生活の時間を一緒に過ごす、おし
ゃべりしたり朝ごはんを食べたりテレビを見
る、そういったようなことなのです。それか

らこれも出さなかったんですけれども､育児、
子育てサポートというのが実￨際におむつを替
えたりする世話もありますけれど、精神的な

サポート、先ほどの話にもあった「がんばっ
てるね」 とか、 「相談に乗るよ」とか、愚痴を
聞くとか、そういったようなことが実はかな
り大きい、具体的な世話したくても物理的に
できないお父さんの話も出ましたけれども、
そういったような場合でも精神的なサポート

ということが大変大きい、

ということを補足

して終りにしたいと思います
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第2分科会
「こどもの育ちと生活空間」

発

表

者：小川信子（日本女子大学名誉教授）

発

表

者：藤森平司（新宿せいが保育園園長
保育環境研究所ギビングツリー）

発

表

者：大竹節子（二葉すこやか園（二葉幼稚園・つぼみ保育園）園長）

コーディネーター：前典子

（聖徳大学人文学部児童学科教授）

コーディネーター：田口康明（聖徳大学短期大学部保育科准教授）
司

会：岡田耕一（聖徳大学短期大学部保育科教授）

挨

拶：加藤敏子（聖徳大学人文学部児童学科教授）
＝一ー一

−

◆パネリスト､コーディネーター紹介

おります。今日も先生の実践を詳しくお話い

岡田：本日発炎される3才'1の先生方をご紹介

ただけるかと'13､います。それから、先生の実

いたします。

践の成果がこのような形で『子どもの生活と

まず、小川信子先生です。小川先生は日本

保育施設』というご本にまとめられておりま

女子大学家政学部住I(学科の教授をされ、現

す。後で皆様にお回しします。参考になるか

在は矛1誉教授で、工学博士でいらっしゃいま

と思いますのでご覧ください。
統きまして、藤森平司先生です。

す←

藤森：こんにちは。

岡田：藤森先生は「新宿せいが保育園」園長
でございます。先生のご経歴は非常にユニー

クでございまして、大学で建築学を学び、そ
の後、別の大学で小学校教諭の資格を取られ
ました。そして、小学校の先生になりました

が､それでは満足されず､理想の保育所を次々
に開園されて保育実践をされているという先

発表者の先生方

ご専門は幼児、商齢者環境の研究に従事さ

生でございます。今日は先生の精力的な保育

れています。最近ではスウェーデンでの保育

実践について興味深いお話をうかがえるかと

施設のことについて、先'1も本学でご講演い

思います。

ただきました。大変貴敢なお話をいただいて

岐後に、大竹節子先生です。
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かという事に絞りましてこの第2分科会を進

大竹：みなさまこんにちは。

めてまいりたいと思います。どうぞ皆様活発
岡田：大竹先生は、品川区にございます「二

に意見をご用意ください。よろしくお願いい

葉すこやか園｣､いわゆる幼保一体型施設でご

たします。

ざいますけれども、そちらで園長先生をされ
ていらっしゃいます。私ども研究員は、たい

田口；それではプログラムに従いまして、最

へん大竹先生にお世話になっておりまして、

初に小川先生、お願いいたします。

先生の一元化施設にも何度かお伺いし、素晴

らしい保育実践を拝見させていただきした。

《発表1》保育施設の空間の活用方法

今日はそのことをお話しいただきたいと思い

◆保育の環境としての建物

ます。それから先ほど申し忘れましたが、藤

小jl l :みなさまこんにちは。ただいまご紹介

森先生にも先日本学でご講演をしていただい

いただきました、小川信子と申します。私の

ております。

専門はどちらかといいますと、教育保育の内

こういった、保育環境についても素晴らし

容よりもその内容を支えている環境、建物な

い権威の先生方にご参加いただいたことを、

どですので、そのことをお話しさせていただ

心より感謝申し上げます。

こうと思います。時間が余りないようなので
できるだけ写真などを見ていただこうと思い

続きまして今日の分科会のコーディネータ

用意してあります。

ーといたしまして、本学の教員をご紹介させ

ていただきます。最初に前典子先生です。

､譽 鱒.→, 宣一

前：前でございます。

岡田：本学児童学科教授です。
続きまして冊口康明先生です

田口：よろしくお願いいたします。

岡田：本学短期大学部保育科の准教授をして

小川信子先生

おります。 この先生方にコーディネーターと
して進行をお願いいたします。よろしくお願

私は建築と生活環境の勉強をしていたわけ

いいたします。

です。建築の中でも特に、幼稚園や保育園を

中心として仕事をしてまいりました。今日お
前

それでは本日の第2分科会のテーマ、た

見せする写真は私が設計して建てたものです。

だいま岡田先生から大変ご丁寧にパネラーの

また、皆様のお手元にはスウェーデンの幼児

先生、それから第二分科会の主旨の説明があ

教育施設のパンフレットを入れてあります。

りました。重複いたしますけれども、子ども

時間があれば写真を見ていただきます。

たち、幼児の保育が長時間化する中で、 どの

幼児にとって社会的な施設とはどのような

ような生活空間が了‑どもたちを支えていくの

ものであるか。これは皆様、先生方からお間
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きになっているかと思いますけれども、私の

ろ、本を読むところなど、用途に合った空間

とらえ方といたしましてはまず、第一として

を計画します。現在はひとつの空間で行って

はここに出てくるかと思いますけれども子ど

いる場合が多いですが、それぞれに一番ふさ

もにとって遊びとは何かということ。これは

わしい空間を用意することです。

家族の中での遊びと違った集団での遊びの中

それから小集団から広がりのある人間関係

で子どもは成長していくということがまずひ

を作れるような空間へと開かれるように、保

とつ。

育室から遊戯室に広がっていって一人で生活

第二に子どもの権利に基づく保育。私は子

する、二人で交流する、それから小さいグル

どもが成長していく上で3つの権利をもって

ープを作る、そのグループが一緒になって合

いると考えています。 「生活をする権利」 「生

わさって大きな積み木の遊びをしたり、遊戯

存する権利」そして「教育を受ける権利」 と

をしたり流れるように自然と広がっていくよ

いうこの3つの権利が保障されるということ

うな計画が必要なのです。

が大切です。

◆地域とのつながり

それから第三には子どもの全面発達を保障

するということですね。全面発達とは心身と

一番最後は地域との繋がりが持てる施設。

もにそれから友達の中で発達していくという

結局これがとっても難しいですね。地域に開

ことです。

放するといろいろな事件が起きたりしていま

第四には未来への創造的な営みのために、

すね｡事件が起きるほうがおかしいのですが、

親から離れて最初に社会的活動をする場所と

そうは言っていられませんので。どうしても

して幼児施設は大切な役割をもっています。

今は、閉鎖してしまうという傾向です。どう
にかして開放できて地域の人々と交流できる

◆幼児施設の設計計画にあたって

場所になる工夫が必要と思っています。

次にそれを建築に移す時にどのように考え

◆役割をもった空間を共用する施設

るかといいますと、個人の自立を尊重する拠

点というものが必要であると。集団教育であ

以上の点から次のように図式化してみまし

りますがやはり一人一人の子どもの個人の生

た。

活が守られる、 自由な行動ができるという場
所の確保。皆で一緒に一斉に保育するという
こともありますけれども一日の長い時間を自
ノ

分で好きなところで好きな遊びができるとい

1

1

うことを考えてあげなくてはならないでしょ

う。小さな部屋とかその子どもが好きな場所
ができるということを考えてあげたいもので
す。
1

さらに施設における保育内容を行為別に受

0

J

ノ

け止める空間。行為別に受け止めるというの
、

、

は少し難しいかもしれませんが、例えば遊戯

〆

q

するところ、昼寝するところ、絵を描くとこ

空間を共有する見取り図
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ひとつのグループのI{｣に小さな子どもから

風の強いところですから、風がスーツと通

大きな子ども､すなわち0〜2", 1〜2歳、

り抜けてしまうように屋根に抵抗がないよう

2〜4歳、 5〜6歳というように各々の年齢

に作ってあります。

別の部屋ができて、それが共通のキッチンと

写真内の四角に囲まれて出ているところが

かダイニング、皆で一緒に遊ぶところなどに

保育室で年少〜年中〜年長の部屋になってい

空間が広がります。こういうグループがいく

ます。真ん中は皆が集まる遊戯室です。各々

つかあって、またひとつの全体の中で統合し

のお部屋から出てきて集まって皆でお遊戯が

ていくという考え方です。ちょうど一個の住

できるように計画を立てました。

居が集まって一つの施設になるようなイメー

保育室の基本は保育室の中には椅子が入っ

ジです。スウェーデンではだいたいこのシス

ていません。椅子、机をほかの空間に出して

テムです。ひとつの球が機能別に使える部屋

あります。保育室というのは生活の拠点です

を2〜3室持っていて、さらに、それが2〜

からここで昼寝などいたしますので床面の広

3集まって一つの園になっています。私は日

い方が使い勝手が良いということでした。子

本の制約された条件の中で機能別な考え方を

どもたちの調査をいたしましたら、小学校の

導入しました。

授業と違いまして机というのを一日中あまり

使っていないのです。床の面を使って楽しむ

◆事例の紹介

ほうが多い。それで保育室の中に机はいらな

これからご紹介するのは6つの園でありま

いのではないかというのが私の考え方です。

すが、大急ぎで全部ご紹介していこうと思い

それで、食堂や絵画制作の部屋を計画してそ

ます。『風の子保育園』『本荘』は秋田県にあ

ちらに机と椅子を入れています。そうすると

ります。『杉の木』『柏井』は千葉県です。「厚

わりあい開放されて自由に行動できる。長く

生館｣が東京都､『るんびいに』が新潟県です。

寝ていたい子はそこで長く寝ていられる。食

いろいろな地方の保育園の紹介です。それぞ

事は食事室で食べますし、おやつも食事室を

れの風土に合ったように計画して作っていっ

利用します。ある保育園で調査をしたところ

たのですが、果たしてどうでしょうか。

食事の遅い子はもう終わりにしましようとい
って切り上げているのを見て、私はそのよう

◆事例1

『風の子保育園』

な悲しい子達を見ているのでそれがないよう

『風の子保育園」は鉄筋コンクリートの壁

にするにはどうしたらよいかと思った解決の

構造で、屋根を支えるトラスは秋田杉を使い

ひとつの方法として生活の場所を機能別にい

ました。

たしました。
ａ ｆ Ｅ ら ︑

これは『本荘保育園」といって、「風の子保

Ⅱ

1

1

育園』ときょうだい保育園です。鉄筋コンク
リートで作られていて少し大きな保育園です

けれどもやはり屋根がアーチになっています。

基本的には『風の子保育園」と同じ造りで、
基本的空間としては遊戯室と保育室がある。
ここの遊戯室には床に高低差があり、階段を
風の子保育園全景

上がっていくと中二階がありまして、中二階
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のところにL作室があります。そしてまた少

図書室も遊戯室の横にあります。上の写真

しあがっていくと自分の保育室、下がってい

は遊戯索なのですが、商低差があることによ

くとまた違う保育室。

ってここは遊戯室で暴れてもいいけれどちょ

というように遊戯室を

っとあがって小さな部屋に入ったら静かにし

中心にして上がり下がりしている。
遊戯室から上がったところに食堂があって

てね、 というお約束事ができるという、皆で

その向こう側に給食の準備をするおばさんた

一

ちがいます。そうすると子どもたちが食べて

■

いる様子がわかるし、給食も盛ったきりでは

なくて食べたいだけ食べさせることができる
自分で持っていって「おかわり」 ということ
ができるようにしたわけです。ちょっと複雑
四J

ｑ

閃︐ゞ

全﹃０Ｆ

声

や一

夕凸

①

一一．

一

■﹄

一

る食堂を作ってそして、その先に給食室を作

一︻一︾

なようですけれども遊戯室の広い空間に繋が

るという考え方をしました。
杉の木保育園の段差の遊戯室

口で言わないで空間の使い分けでもって注意
ができる。

『柏井保育園」も大体同じような考え方で
規模も同じくらいです。

これも似ておりまし

て、ここは机が並べてあります。 ここが食堂
です｡後はこれが遊戯室でそれぞれの保育室。
遊戯室と食堂はちょっと段差をつけて一体化
してあるのでいざという時は机を片付けて広

く使うことができるというように多目的に使
えます。

本荘保育園誌戯宰

これはこちらの反対側から見たとこ

ろです。

保育室は床座で生活できるようにしました。
皆が先生を囲んで話を聞けるようになってい
ます。積み木も床にずっと広げているという

ような遊びが広がるような割合に自由に使え
るようにしました。

これは『杉の木保育園｣｡割合小さな施設で
すと保育室、そして、食事の空間に机が並べ
てあります。

それぞれの保育室というのは大変小さくこ
じんまりとしているということで皆がその真

ん中にある共同空間に出てきて遊べるように

柏井保育園の食堂

なっているのです。
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これは『厚生館保育園』といいまして、墨

−トで密集した地域ですと完全に防災になっ

田区にあります。母了寮と一緒になっていま

ています。軒下は自由に雨の日でもちょっと

す。今の日本では本当に稀有な状況になった

出て遊べるようになっています。遊び場が非

のですが、構造は鉄筋コンクリートになって

常に小さいのでいろんな工夫をしました。

いてこちらに母子寮があります。母子寮の子

これは『るんびいに』という新潟にある保

どもたちが保育園に直接行き来できる入口が

育園です。ここは敷地が広くてのびのびとし

あります。病気の子どももお母さんたちが働

ていますので平屋建てでだいたい120人くら

きに行っていても見守れるようになっている。

いの子どもが入れるようにしてあります。広

い庭には高低差をつくり、一隅に読書室があ
ります。建物の中央に遊戯室がありまして、
遊戯室をはさんで保育室を計画し、年長さん
と年少さんというように分けてあります。こ
の場合はひとつづつ独立しないで移動する扉、

引き込める扉でもって各保育室が年齢別に独
立します。 しかし、仕切りの戸を開けますと
すっと通るようになっていますし、先生方が
お休みなさった時でも二つのクラスを一緒に

して保育ができるように配慮しました。保育
室の一部に一段下がったコーナーがあり、 こ
こに先生が座って子どもたちがこの縁にぐる

っと座ると、お話コーナーになります。子ど
もが座ると少しよりかかれるような深さにな

厚生館保育園の吹き抜け誌戯幸

っています。そうするととてもリラックスし

た雰囲気になります。

遊戯室は、やはり前例と同じように机の食
堂のスペースがある。厨房でとります。図書
室があって接続しています。個々の保育室が
あります。遊戯室の真ん中は二階に吹き抜け
になっています。小さい子どもたちの遊戯室

I

に抜けております。非常に狭い敷地ですので

有効に使うためにいろいろな工夫をしました。
前頁の写真は遊戯室で吹き抜けの様子が見
ていただけます。上の方から小さい子どもた

鷺z且ﾆヨ

wlIr

ちが大きいお兄ちゃんたちを見られる、 この

I
氏

保育園るんびいに食事室

ような上下の交流が生まれるように考えてい

ここは保育室が広いので椅子も入れてみま

ます。遊戯室と保育室の中をす−と通ってい

した。本当は椅子も要らないくらいなのです

けるように通過動線になってもいいように広

が、椅子スペースと床スペースが両立できる

がりのある空間です。外回りは鉄筋コンクリ

広さがあるのでこのように使い分けができる
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ようにしました。

括してご意見ご質問をお受けしたいと思いま

遊戯室の後部の廊下を回ると年少組。 これ

すので、まずは発表者の先生方のお話をお聞

のちょうど後ろ側に食事室のコーナー。 これ

きください。それでは藤森先生どうぞ。

は机のスペース。食事コーナーなのですが、
字を書きたい、絵を描きたいという時は自分

《発表2》空間のゾーニング計画

の保育室よりもこちらのほうが広々と机が使

◆動線計画

えるので製作のときに活用しています。

藤森：皆さんこんにちは。時間が少ないので
早口になるかもしれません｡聞いてください。

以上のような空間計画をしたのは､幼稚園、

保育園の調査をした結果、保育室の使い方を

最初に少しお話をします。

みると、様々な行為が重なっていることが解
り生活機能別に使える部屋及び、アルコーブ
を計画してきました。

◆地域との関わりを持った保育施設に
現在の社会生活の中では地域において、保
育園だけが、幼稚園だけが独立していられる
ものではありません。どうしても地域の人達

の協力が必要になってきます。特に防災、防
犯の問題については子ども達を守りきれない

ゾーニング計画の説明をする藤森平司先生

場合があります。地域の方々と連携する必要
もあります。 さらに子育ての支援の施設とし

私は保育園を設計というか計画する上で今

ても役に立つ、お母さん方の相談施設として

のように設計士の方、設計をしている先生が

も役に立つということがどうしても必要にな

計画すること、後は現場の保育士さんがそれ

ってきます。地域施設の中での多目的施設と

をどう変えていくかということを、まあ両方

どういう方法を作りださねばならないでしょ

あると思うのですが、本当はそれを摺り合わ

う。特に子育て支援の施設として位置づける

せていくといいと思うのですが、それについ

場合は大人の空間と応接空間、お母さんがお

ての考え方をお話しします。

話できる空間を計画します。

私は計画する上で二つ大きなポイントがあ

以上のようなわけでこれからの施設計画に

ると思っています。ひとつは動線計画です。

は社会的な要求を取り入れなければなりませ

子どもがどう動き、訪れる人たちがどう動く

んが、子どもたちができるだけ自由に行動で

かということです。動く線です。動線計画を

きるというような広がりのある幼稚園や保育

します。この計画によって子どもの動きがス

園ができたらいいなというのが私の希望です。

ムーズになったり、活動と活動がぶつからな

どうもありがとうございます。以上です。

かったり、地域の人たちと園の中がぶつから

（拍手）

なかったりそういう計画を立てます。ですか
ら一日のタイムテーブルを考えながら子ども

田口：先ほど申し忘れましたが、発表者の先

たちが朝登園してきてお道具をどこにしまっ

生方からのご発表、ご提案が終了した後に−

て次にどこに行って、
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時にはどこで食器を賢い、 どこで食券をもら

いけないということがひとつです。

い、席についてそれをまたどういうふうに戻

それからもうひとつはいわゆる学力感、何

すかそういうように考えると子どもの落ち着

が子どもにとっての学力なのかということが

きが違います。ガチヤガチヤしているところ

今世界で大きく変わりつつあります。これは

でこの動線は絡まっていることが多いです。

学力調査ではっきりしていますけれどもかつ

それについては今日は時間がないのでお話し

ての認知的なもの、何を知っているか、何を

できませんが、ひとつは動線計画です。

覚えているかということは次第に価値を持た
なくなりはじめている。それ以上にコミュニ

◆ゾーニング計画
もうひとつはゾーニング計画です。

ケーション能力とか問題解決能力だとか、そ
これは

ういうことは人と関わることで発達してくる、

子どもの活動を空間的に意図を持ってその活

いわゆる関係性発達ということなのでこれを

動を増幅させる、その活動をより活発にする

促すような環境を用意しなくてはならないと

のにその空間を利用していくという、ゾーン

いうことですね。都市社会は地域、家庭の中

分けをしていくという、先ほどの小川先生の

に子どもが沢山いてがさがさがさがさしてい

などは生活行為によって受け止められるとい

た中で学んでいた。それが今はマンションの

うこともそういうことですね。それぞれの子

一室でお母さんと子どもしかいない。そうい

どもの行為をよりスムーズにさせ、増幅させ

う環境の中で唯一子ども集団をもっている幼

促すためにそういう空間を用意するという計

稚￨詞、保育園がマンションの一室のような所

画です。 これを中心に写真でお話します。

を保育園の施設にしてしまうとどうしても発
達に偏りができてしまうということなので、

◆子どもの発達が棯じ曲げられる

かつての家での、がさがさしていても落ち着

それから保育というもののボイン￨､ですが、

いた空間、子どもが充分関わって充分と会話

私は今こそ保育を変えるべきだと,'ll､っていま

をするという空間から子ども同士がいろんな

す，大きく変えなくてばいけないし、教育を

経験から学びあう空間に変えないといけない

変えないといけないと思っていますですか

と思っていますこの二つが大きく変わって

ら当然空間も変えないといけないと思ってい

きたところです,それを踏まえて発達論の最

るのは二つあります、ひとつは子どもの発達

近の大きなポイントがあります。 これも空間

を今、捻じ曲げてしまっているもの、子ども

でかなり違ってきます。

の発達には方向性とかがあるのですが、それ
を捻じ曲げてしまっている原因のひとつに少

◆関係性発達論と発達の連続性促す環境

子社会になったということがあります。子ど

ひとつは先ほど言った関係性発達論、子ど

もたちが地域社会の中に、家庭の中に少ない

もが誰とどう関わったかが発達を促していく。

ということですハどうも集団が少なくなって

誰とどうかかわってきたかということは人的

いるという、そして、大人と子どもの距離が

環境ですねcひとつは保育者と子どもの関係、

近づきすぎているということか環境的にあり

それから子ども同士の関係。特に異年齢の関

ます。ですから私たちはもう一度それを環境

係をどう演出するか、促すかが環境によって

として取り戻し、子どもたちの発達をきちん

意図できるかということが関係性発達論。 も

と取り戻すために環境を変えていかなくては

うひとつ、 これは日本の唯一、

−37−
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の欠点、世界ではこのようなことはないので

青の先取りではありません。

すが発達の連続性を見ていくための環境。 こ

◆具体的体験に結びつく学力とは

れが日本では生年月日別に年度別にクラスを

それをどう環境の中に入れ込むかという。

分けている。 このことが日本の教育の発達の

私は先ほど紹介されましたけれども、小学校

連続性を損なっていると思うのです。世界で

教諭をしていたことがあります。ほとんど1

はもう8歳ぐらいまで、小学校の低学年くら

年生でした。

いまで連続的に見ていこうという観点から連

とで1年生が多かったのですが、 1年生を教

続的に見ていくということが主流です。脳の

えていましてどのような子どもたちが伸びる

臨界値のあたりですね。それを連続的に見て

かといいますと、 これははっきりしています

いこうという。それを私たちは年度別に切り

ね。授業という学校教育というは日本ではバ

取っていくという保育をしているということ

ーチャルの世界です。教科書を使って仮想空

です。

間の中でいろいろなことを学びます。ですけ

1年生の指導が上手だというこ

れどもそのときに学力が伸びるかということ

◆プレスクールの認識の違い

は例えば皆さんは算数、数学が苦手な人が多

先ほどあまりお聞きできなかったので是非

いと思うのですが、数学が苦手な方はですね

聞いてみたいのですが、 これはプレスクール

よくいう応用問題が苦手という。何故応用問

という考え方、就学前教育ということが世界

題が苦手かというと具体的な体験に結びつか

でかなり論議されていてその中で米語圏のプ

ないからです。数式に結び付けようとしてし

レスクールの考え方と北欧を中心にしてヨー

まうのです。具体的体験に結びつくと学力と

ロッパ圏のプレスクールの考え方と二分され

いうのは良くのびます。その体験を就学前に

ています。で私は北欧圏型、 ヨーロッパ型が

するということが多いのです。

良いと思っています。なぜかというと米語圏

遊びの中、生活の中に出てくる。これはで

型プレスクールは小学校の前倒しです。早く

すね、子どもは楽しく遊び、楽しく生活すれ

小学校教育を始めようということが主です。

ばいいのですが私からすると専門性を持った

ヨーロッパ型は幼児教育時代は人間形成を

保育士なり、幼稚園教諭がきちんと理解して

主にしていこうということです。これはOECD

きちんと意図して空間の中に入れ込んでいか

がECCという乳幼児期における調査をして

なければいけないと思っています。例えば数

2001年に出したときから2006年昨年出した

のふほん、 ということは指針には数のふほん

時までの調査結果を米語圏型のプレスクール

を理解させることと書いてありますが、数の

からは、かえって子どもたちの学力が低下す

ふほんなどは明らかに一番難しい数概念とい

るという結果を出しています。北欧型のほう

われて理解させるといっても難しい概念を本

が将来の学力が高まるというような結果を出

当に保育者は理解させているのだろうかと思

しています｡

しかし残念ながら日本はヨーロ

うことがあるのですが、やはりこういうこと

ッパ型よりも米語圏型を目指そうとしていま

は勉強しているうちに入るのではないかと思

す。私はそこを是非考え直して欲しいと思っ

うのです。それを空間に入れています。

ています。 このプレスクール、就学前教育の

◆保育園の実例

考え方はとても環境に影響します。なぜかと
いうと人格形成と就学前というのは就学後教

ということで私の現場の保育園を見ていた
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だきます。私の園は4月から新宿で開園しま
したけれどそれまでは多摩ニュータウンで保

それからつるしてあるものです。

0歳児は

育園をしていました。せいがの森保育園とい

ﾉ、イコントラストの物しか見えませんので3

う保育園で園長をしていたのですが、新宿の

原色を使ったものをつるしています。風が吹

ほうは民営化を受けたのでまだうちの園の園

くとゆれる、これは動くものを目で追うとい

児になっていません。

3月までのどうしても

う発達段階ですね。電気で動くものは目で追

まだそこの実践は発表できませんのでせいが

えませんのでゆったり動くものです。それか

の森のほうでのことで説明します。空間的環

らミラーボール。

境や自然環境は園によって違います。例えば

すけれど外国では保育教材に載っています。

今までの園はビオトープがあり川があり畑が

ゆっくりと光が動くことで子どもの情緒が発

あり田んぽがあり、ですが新宿の園はぜんぜ

達するといわれています。

1J本ではカラオケにありま

んそんなことはありません。そんなことはう

最近は軽度発達￨瞳害の子どもたちにも良い

らやんでも仕方ありませんのでその中で与え

といわれています。私にはカラオケバーのよ

られた環境の中でどういうふうに工夫するか

うなイメージがありますけれど。小さい子ど

ということを見てください。

もたちがちょっとさわって光が動くという。

これは食事のゾーンです。

◆o歳児のゾーニング計画

います。

3対1で食べて

3対1といっても平均ですので、

0

歳児タイプが3対1ということではないです。

では￨￨￨頁番に見ていきたいと思います。まず

0歳児から。ゾーンの考え方でこれは0歳児

先生との￨對わりが3対1くらいでちょうどよ

の遊びのゾーンです。

い子がここで食べます。 これも発達の連続性

0歳の遊び場のゾーン

はあまり表面的にいろんなものを置きません。

を言うので生年月日では判断しません。この

充分にハイハイや寝返りを打てるようにしま

3対1はとてもいいです。これは食事風景で

す。畳の部屋があってというようです。

す。

この写真はおもちゃの棚です。おもちゃ棚
はまた後でお見せします。

0歳児のおもちゃ

のところですが透明で中身が見えるようにな
っています。子どもたちには何が中に入って
いるかわかるようにしまってあります。

ご

0歳児の3対1の食事風景

3対1で子どもに食べさせると先生が口に

皇名FX

入れてあげると次の子にあげて、次の子にあ
げてもう一度この子にあげる、 この子にあげ

0歳児のおもちゃの棚

ることをして先生が食べる。次にここに来る
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と間がありますので思わず手づかみをはじめ

間には寝なくなるのでここが空いて二つくら

るとか自分で食べ始める。昔はきょうだいが

いのサークルになります。

多いと自然に起きた。今はきょうだいが少な

◆1歳児のゾーニング計画

いと親は全部口に入れてしまう。そして自分
で食べようとし始めた時に食べるモデルが前

1歳児のほうです。先ほどの壁です。最初

にいないといけないのでうちはできるだけ先

のころは後ろ側にベットサークルがありまし

生と一緒に食べます。ですから先生が多くて

た。 ここが1歳の遊びだったのですが、後期

も3対1は崩しません。それから手づかみを

になるとここはあけてしまってここが集中す

はじめるとぐちやぐちやになってひどくなる。

るゾーンです｡座り込んで何かをするという。

こぼれるので赤ちやんを床に下ろしません。

この後ろは動きのゾーンで先ほどのところが

それから自分で食べるためには椅子の高さと

先生と充分に関わるゾーンですね。 ここがお

足の位置と出の長さの3つの調整が必要です。

もちやですね。先ほど0歳児は透明で中身が

次に、お昼寝ゾーンです。これも0歳児と

見えました。子どもが何が入っているかがわ
かります。

書いてあるのですが、これは0歳児というこ

1歳になると写真になります。

とではなくて寝る時間がまだ一定になってい

ないころということです。 これも窓際にあっ

戯

ていろいろ考えたのですが、最近考えている
ことは空間による配慮はお昼寝というのは昼

間に眠るので暗くするべきではないという考

え方が最近あるのです。あまり暗くすると夜
と勘違いしてしまう。少し明るくて少しうる
さい中で寝る、で暗いのは夜です。寝る時間
がだんだん一定になると今度は床で寝る、
れは1歳児のほうで、

こ

とりあえず昼間に寝て

1歳児のおもちゃの棚

しまおうと。

先ほどここに壁があって、 ここにサークル

写真のものが中に入っています。少し抽象

これを後期になると

化してきます。絵本コーナーは遊びのゾーン

先ほどの子どもたち先ほどの部屋は伝い歩き

の中にちょっと独立します。ちょっと落ち着

までの場所になります。だんだん子どもが立

いて本を読みたいのでこのように分ける。こ

ち上がった、歩きだし、走りだしますと、途

れは1歳半から見た後期の部屋です。ここに

中入園の子どもたちは寝返りをうちます。そ

壁があったものをあけてしまってこの辺が動

の寝返りの周りをくるくる走り回るというの

きのゾーンでこちらが集中するゾーン。

が並んでいたのですが、

これは食事です。最初、 ここが扉が閉まっ

は同じ年齢としてもおかしい。それだったら
ここはあけてしまって広くしてしまって、

こが動きのゾーン、

ていた頃はここは普通は1歳児が食べます。

こ

椅子は3段高さが変えられます。牛乳パック

ここが集中するゾーンと

さきほどのところが伝い歩きまでのゾーンと

を足元と背中において子どもに合わせてい

いうように発達で子どものいる場所を作る、

ますのでそれぞれの写真が背もたれに貼って

生年月日ではなくて。

あります。今はそれ自体が変えられる低い椅

こちらにはほとんど昼
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子を開発したのでそれを使っていますが、 こ

す。

のときはこのようなものですここが調理室

◆2歳児のゾーニング計画
これは2歳の遊びのゾーンです。

です。調理室から食4『風景が良く見えます。

2歳は少

し分かれてきます。この丸いじゅうたんはお

集まりです。

2歳はとても重要で私は一生の

中で一番大小:だと思っていますので、

2歳だ

けは一クラスです。そのひとつが基本的に生
活するわけです。髄筋という筋肉が自分で動

かせるようになるからです。 もうひとつは集
団意識ができてくるころなのでお集まりから
何から全部￨ﾘ形で集合させます。
ｉ

1歳児の食事風景

野､可'1

一亭ノ
つ

房

ふ

そして子どもたちからも作っているのが見

院

える｡そしてこれが発達の連続性なのですが、

、ﾏレ

食事のときの先生の配腫が､0歳児は3対1 ，

1歳になると6対. 1 ，

、

5対1 、になる。それ

《

脈．

〆甦
I

｡

の変わり目が何かというと、3jl31旧と4月
1日に変わるというのは非常におかしなこと

＝ゆ

ですゞ一日たてば子どもが倍できるようにな

2歳児の遊びのゾーン

るわけがないのです。です‑から一年かけて￨ ￨頂
に先生との距離が開いていきますですから

そうすると全員の顔が見えます。遊びも−

3対1くらいで大丈夫になったら4対1人に

人遊びからつなげて遊ぶようになります。集

先生がつく、

団の楽しさを知らせる場所になります。 この

これになると6人に先生がつく

とい

辺がままごと。 これも役割分担をし始めるこ

うようにだんだん先生との関わりが疎遠にな

とが目的です。お父さんと子ども役とかレス

る。

トランとお客さんとか、それからこの辺は髄

と。

もう少し経つと8人に先生が一人

ここは食べているところですが、

この先生、

3人に

4人にこの先生、 ここは6人にこ

筋を促す手先をつかう所です。

これはままご

の先生、その2人はアレルギー食で食べてい

とのところ、役割分担というところです。こ

るのでこの年齢でも2対1です。

ここになる

こが手先を使う場､いわゆる髄筋を使う場所。

と8対1です。 といように子どもの発達で分

はさみとかのりとかパズルとかですね。ちょ

けている。大体この辺は1歳ですけれども、

っと先ほどと机が違うのですが、皆で集まる

0歳と1歳というわけ方ではなくてその子が

楽しさを2歳のころから教え始めるというこ

どのくらい自分で食べられるかということを

とです。おもちやが今度2歳になると写真か

連続してみています

らイラストに変わります。具体物から写真

これはお昼寝ゾーンで

す。先ほどの二の後ろにサークルがあって、

写真からイラス￨､へ段々抽象化したものが3

ここにお布団を敷きます㈲段々と違ってきま

〜5歳になると文字だけになります。文字と
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いうものは中身をあらわしているということ

遊びによって違う。それが保育なのです。パ

と、それから形を抽象化したものが文字だと

ズルとかやっている場合もありますし、

いうことをいわゆる文字の埜礎のひとつので

ように2人でオセロなんかをやっている時は

すね。

同年齢でしょうね。

この

2歳は先ほど言っ

ではどのような効果がゾーンの中にあるか

たように集団を意識させるということなので

という。きっかけは動線です。朝、子どもが

皆でいるということ。

来て、 ここへ来てお支度をしてここへ来て自

これは2歳の食事です。

分のおたより帳にシールを貼っておたより帳

小さいうちからだんだん子どもは社会が広

をここへしまいます。これはおたより帳のし

がっていくので2歳児は皆で。

まい方、上下左右と苫いてあるのは座標の概

P一

念です．子どもがここにしまう場合は上から
2段目、右から3つI]というように、位置を
知らせるという時の表現です。

2歳児の食事ゾーン

ある意味では￨両l感党で食べる。それからこ
ちら側で3〜5歳児が食べているのを見る。
見て学ぶという場所になっています。

これは

お昼寝のところです．今度は3，

5歳の

4，

3,4,5歳児おたより帳おきば

5歳は基本的には部屋と

そうしたら子どもは今度自分の写真を書く

しては1クラスです。ただこれは異年齢時保

コーナーがあるのですが、 自分は朝来て今日

育ですかといわれるのですが、普通の場合の

どこで遊ぶのですよというようなことを自分

異年齢ではありません。課題保育なので異年

で意識決定します。そしてそこに貼って遊び

齢ということはないのですが、例えば朝、こ

にいきます。遊びの意図が強くて早く遊びに

こで3，

5歳で遊んでいます。異年齢で

行きたいというとき、 これは義務ではありま

遊んでいいですねといわれますけれどもそれ

せん。基本的に迷う子はここに来ます。そし

は違います。 よく見ると子どもは発達の近い

てパズルとか、パズルというよりは関わりコ

子と遊ぶことが多いです。ゲームをやったり

ーナー、人と関わるコーナーですね。これは

子どもが相手を選んだ場合はほとんど同じ年

ひとつのカードパズルなのですが、このパズ

齢で遊びます。それをただ大人が決めないと

ルは形が3種類、色が3種類、大きさが3種

いうことです。子どもがこの遊びを誰とやる

類あって、子どもはこれはたぶん形で集めて

と一番おもしろいかという回答なので、必ず

いるのでと思います。そして色で集めたりと

しも異年齢ですごすといった評価は子どもの

いうような感覚が遊びの中で入ってきます。

部屋です。

4，

3，

4，
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このような棚から自分で出して、 自分でしま

で例えば楽器コーナーで、夏バージョン限定

います。絵本コーナーですね。これは給食前

コーナーでとか少ない人数で入り込んで遊べ

で人がいっぱいいますけれども、子どもたち

るコーナーです｡これは食事のスペースです。

は絵本を見ています。

調理室は先ほど1歳児のコーナーの前にあっ

1歳児から絵本のコー

ナーがあるので子どもたちは暇があると絵本

て作っているところが見えるのですが、

を良く見ます。大人がいてもいなくても。今

は見えないので2階のこの窓から下の作って

度はブロックコーナーです。ブロックはここ

いるところが見えるようになっています。こ

で遊びます。例えば物を作ったりします。ブ

こでは子どもがクッキングをしたり配膳した

ロックのしまい方としては色と形で、モノブ

りしています。

ロックの赤、モノブロックの青、モノブロッ

2階

順番に量などを注文したりして配膳しても

クの丸い形というようにしまってあります。

らっています。後、

ドイツの話は時間がない

遊ぶ時はぐちゃぐちゃにしますけれどもしま

のでうちの園だけにしたいと思います。

うときは子どもが分けてしまいます。これは
集合の概念をつけるだけではなくて子どもた
ちがしまいやすいです．細かく分かれていま

す。 こういう環境を用意するだけでかなりち
ゃんとしまえますゞ
今度はごっこですロールブレイングです。
ここのしまい方は､これは冷蔵庫なのですが、

大根6本で6のドットで世く°ケーキは何分
の一ずつしまうとか、そうやってしまうとき
3〜5歳児食事

はしまう。一番難しい場所です。ですから3
歳児がよく判らなくてかなりきょとんとして

いると5歳児が来て数えてあげたりしていま

中途半端ですけれども、私が皆さんにお配

す。ままごとも1歳のままごとは見た目遊び

りしたもので、結果的にこのような保育をし

なのでブロックをお皿に乗っけたりしていま

始めて外国へ行ってどの外国も皆こんな感じ

す。

なのです。びっくりしました。

2歳になると、できたものを目玉焼きと
5

日本の、一斉に何かを教える、一斉に何か

歳になると調理過程がなくてはできないもの

をやらせる。生年月日別にクラスを分けると

の素材などを台に乗せます。そしてここで調

いうのは、現在、基本的に日本と北朝鮮しか

理をして出す。同じままを出さない。製作コ

ありません。他の国ではそんなことはあまり

ーナーですね。製作コーナーは誰かが作った

ありません。もっと日本は世界と一緒にやっ

モデルを置いてあったり作りかけを示してお

ていかなくてはいけないということで、皆さ

いてあったり、あと、素材がいっぱいありま

んお手紙を渡したのはドイツのミュンヘンで

す。子どもたちはこうやって自分たちで、 こ

ブリッチェさんという統括ドクターをお呼び

れは朝の自発的遊びの時間だけですのでこの

して講演を企画しています。 これは四谷区民

中で課題を見つけてやっていく、一日ここで

ホールでやります。時間がある方は来てくだ

過ごすわけではないので。その他のコーナー

さい。ドイツの保育室の写真のCDなどを資料

かﾉ、ンバーグだとかを乗せます。

3，

4，
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代としてお渡しできますので。 これで私のお

様たちは最初にわが子を幼稚園に通わせてい

話を終わりたいと思います。ありがとうござ

たと思っていたのに途中から保育園ができる

いました。

なんて1になってしまって「何でだろう」

（拍手）

と

私は思ったのですが、やはり保護者の皆様に

とっては教育それから福祉、大変に大きな壁
田口：藤森先生、 どうもありがとうございま

を持っているようでそんなことは、今このテ

した。それでは大竹先生お願いします。

ーマがあって、子どもの育ちと生活空間の中
で子どもが育っていくのですよという時間を

《発表3》幼保一体型施設

かけて見せていくことでようやく3年くらい

◆幼保一体型施設設立の経緯

たって保育が落ち着いてきたというところで

大竹：皆様こんにちは。それではかわりまし

す。そういう意味では保護者の方々にも子ど

て私が最後でございます。

もは皆伸びる可能性を持っているし、その中

「二葉すこやか園」

「二葉幼稚園」そしてこの「つぼみ保育園」

でお友達を増やし、身近な環境に関わりを持

の園長をしております大竹です。皆様のお手

ちながら自分のよさを発揮していくというこ

元には園の環境案内図、今日は

子どもの育

となのですよということを伝えてまいりまし

ちと生活空間'， ということが題でしたのでこ

た。そういう意味ではちょっとこだわって考

ちらが一枚とそれから黄色いレジュメを作っ

えてこの環境を造っていきましょうと。何に

てまいりました。

こだわったかといいますと幼稚園の教員は4，

子どもの育ちと生活空間、

今子育てを一緒に考えよう，

ということでし

5時間の勤務時間の中で遊びの環境を作ると

たのでこの2枚をご用意させていただいてお

いうことに関しては大変大きな知恵を持って

りますが、映像を5つ、私たちの園をちょっ

いました。それから、保育園で勤務している

とナビゲイ卜してから映像をご覧いただこう

保育士の皆さんは長い保育時間、品川区は12

と思っております。今日の事前資料のA4版

時間から15， 6時間の保育時間の中で子ども

の資料の中､こちらをご覧になってください。

の生活動線を整えていくこと、遊ぶこと、食

今日は藤森先生のご高話の中にもあったよ

べること、寝ることそして子どもたちと一緒

うにやはり幼児教育は夢がなくてはやってら

に過ごすということにおいてとても大きなス

れないということがあったと思いますし、私

キルを持っていました。それから家庭支援を

たち幼児期の子どもたちに携わる保育者、教

していくということについては丸ごと家庭を

師も、子どもの可能性を信じてそして、毎日

受け止めていくという姿勢を持っていました

子どもたちと向かいあっていきます。そうい

ので、では、いいとこ取りをして子どものた

ったことを考えて私たち5年前に品川区で幼

めに一番良い幼児教育施設ができないかと、

稚園の余裕教室、いってみれば空き教室とい

考えてきたのです。

ってしまうのですが、そこに保育園を作ろう

◆幼稚園の空き教室を利用

という話になったのです。

それが今日皆様のお手元にお配りしてあり

◆開園までの試練と開園後の好転
ところが当時、

ます環境案内図というところに反映されてく

5年前はこれは大変な騒動

るわけなのです。

でした。なぜかというと幼稚園の保護者の皆

もうこれは結果になっているので、総合的
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にお話ししていきますが、私どもの施設は子

いけなかったのです。今までは4，

5時間の

どもの育ちと生活空間という事でお話をさせ

幼椛￨劇での幼児の生活が今度は朝の7時半か

ていただくとしたら、幼稚園の園舎だったと

ら夜の7時半までの生活を考えなくてはなら

ころ、もともと幼碓園が25年前にあって240

なくなったわけです。 さあどうしょうという

人くらいの4歳、5歳の子どもたちがいます。

ことで保育士と幼稚園の教師が知恵を出して
きたものがこちらの形になったわけです。そ

ＰＩｊ

こでは今となっては結果となってしまったわ
けなのですが、

とにかく自然といっぱい触れ

させるような経験をさせるにはどうするか、
知恵を出して考えましょうということになり

ました。それからせっかく0歳から5歳まで
の子どもたちがそろっているので異年齢の子
どもたちがいろいろな場所で出合えるように
｜
｜

匠一

樫

しましょう。そしてその中で感性が揺さぶら

‐Ⅲ
l̲竹

れるような経験や自然な交流ができるように

していきましょう。そして何よりも家庭に近

園の見取り図を説明する大竹節子先生

い環境の中で安心、安全、安定を基本にした
園生活を作り出すことを目指しましょうとい

ところが少子化でお子さんが少なくなって

きて140人くらいになったので余補教室がで

うふうに考えてきたわけです。

ということでこの一階部分に保育

幸いにこの私どもの教育施設の隣は中学校

園を0から3歳までの子どもたちを収容する

の敷地、校庭だったのです。そして斜め前が

ことになったのです。保育園ではやはり

12

小学校の校舎なので考えてみれば0歳から

時間の保育をしているので給食調理室には食

15歳までの子ども、児童、生徒たちの空間が

育ということが大きなテーマになっています

ひとつできてきました。そういったひとつの

が、調理室も必鍍でした。また、乳児に提供

教育空間が何か大きな渦を巻きだしてなんだ

する離乳食ももちろん作っていくということ

か地域が0歳から15歳までの人たちが渦を

になりました。でも、

巻いてスパイラルをしていくような子ども、

きました。

0から3歳までで、で

は4． 5歳になって長時間保育はどうなるの

大人、児童、生徒が通い合う場所になってい

かと言う事で本来ですと幼稚園というのは2

ます。そのことは幼保一元化などとそんなこ

時、

3時くらいに終わるので幼稚園でも7時

とを論議する以前に、地域の中に子どもが生

半まで保育をすることにしました。全てのご

き生きと通い合う場所があることは素晴らし

家庭ではないのですが預かり保育という形で

いことだなあと、今、振り返ったらそのよう

幼稚園のお子さんも就労世帯に関しては反い

に思っています。
では子どもの育ちを支える生活空間をどの

時間お預かりするという保育空間に変わって

ように作っているのか切り取ってきた場面だ

いかざるを得なくなったのです。

けを紹介するのでパワーポインI､をご覧にな

◆長時間保育に対応する生活空間の工夫

ってイメージしていただければと思います。

さあここでいろいろなことを考えなくては
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◆お庭での遊び

うになりました。これが食育ということに関

これは2歳児が泥のお山で水を使って存分

して今になって、お母さんたちの大変な関心

に遊んでいます。都会ではなかなか体験をす

事になっているというひとつにきっかけにも

ることができないので泥や砂を使って存分に

なったわけです。

昼間遊んでいます。

◆保育人数と保育空間

よく遊び、よく食べ、よく寝るということ
は子どもの生活の基本だと思います。これは

子どもたちはどのくらいいるでしょうか、

5歳の子どもたちが何か実験をしているので

とても多いです。ちょっと私は多すぎると思

すね。そしてその実験の中で回りに小さい子

っています。半年前にロンドンとベルリンに

も見ているわけなのですが、葉っぱをこすり

行って幼児教育施設を見てまいりましたけれ

だしてお茶を作っているわけです。そんな状

どもこんな180名もいる施設はありません。

今度は保育園のほうをご紹介します。保育

況が生まれています。

園はOから3歳まで合わせて43人の小さな

家庭的なスペースになっています。一方幼稚
園のほうは4． 5歳児合わせて127名。定員
を超えて入りたい、入りたいという保護者が
多いので公立なので皆入れてあげようという
ことで入っています。ですから合わせると
180人ですのでちょっとした小学校のような
賑わいがあります。すこやか園の一日です。
幼稚園だけだった時はこの時間帯だけ、 4，
5時間の教育時間でした。

ところが保育園を

併設しますと夜の9時半までになりますから、

2歳児の外遊び風景

すこやか園全体としては12時間の開園とな

◆二葉すこやか園の給食室

りました。そこで私たちは子どもの育ちと生
活空間の間というところに時間があるのだろ

「二葉すこやか園」は先ほども言いました

うと思って次のようなことを考えました。

ように2階建ての園舎で本当にたいしたこと
ないのです。特にお金をかけているわけでも

◆時間の流れに意識づけを

なく、何億円もかけて作ったのではなく一番

今まで保育園で子どもたちを預かっていた

この園舎の中で工夫、お金がかかったのはこ
の調理室です。

時は生活の流れで子どもの時間を考えていた、

ドライシステムキッチンで

0‑157対策をたてるためここでは5千万円以

というように保育士の皆さんがおつしやって

上かけて作ったのです。 もともとは中学校の

幼稚園と同じように生活するようになってか

体育倉庫だったもので、中学校の先生方が使

ら時間にはもう意味があるだろうと。子ども

わなくなったハードルや跳び箱を皆片付けて

の生活をよく考えてみたらまず、朝はおかあ

くれて調理室を作りました。それによって保

さんは早くしなさい、早くしなさいと子ども

育園の離乳食や2， 3歳児そして、幼稚園の

をせかすのですが、子どもにとっては「今日

4，

はいったいどんなことが起こるのだろうか」

5歳の子どもたちの給食も提供できるよ
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とわくわく思っている時IH1がいいなと思って

とを見て､感じたりするだろう｡そして4歳、

わくわくタイムという時間を兄つけました。

5歳になるとあれはどうだったのだろう、 自

それから真ん中の一人ひとりの一番いい姿が

分でもやってみたいな。そして小学生や中学

見れるだろう、眠くもなくおひさまや、風、

生と一緒に活動する中でもいろんな体験を深

空の下で充分に遊べる時間は子どもが一番生

めていくようなことをできるといいなという

き生きとできる時間、いきいきタイムと名づ

ことを考えています。そして子どもの生活空

けました。そしてお昼寝が終わり夕方のちょ

間そのものが新たな問いに出会えるような環

っと疲れが出た時間、 ここではおやつもいた

境づくりをしていこうと思ったわけです。

だいてのんびりと子どもが家庭的にすごす時

これからは具体的な例に移ってまいります。

間、そして、夕方7時半までは帰ってしまっ
た子どもさんたちもいる中で少ない保育士、

◆家庭的な空間を作る効果

そして少ない子どもたちでほのぼのとすごす

「家庭的な空間って何」 というようにずい

時間、 この時間の持つ意味をしっかりと抑え

ぶん論議してまいりました。半年ぐらいかけ

ようと考案しました。

ていろいろああでもない、

こうでもないと言

この時間の流れをしっかりと見つけたこと

って。家庭的とは何だろう。まず長時間働い

で何がよかったかといいますと保育者の意識

ている保護者にとって子どもがお父さん、お

が変わったことです。今はのびのびタイムな

母さんの顔を思い出しているのではないか、

のだから子どもにもそんな無理なことを言わ

家庭でスナップを撮ったりしたもの、それか

ないようにしようとか子どもの疲れた気持ち

ら家庭で大事にしているおもちや、家庭で大

を受け止めようとか、それからほのぼのタイ

事にしているタオル、そういうものを持って

ムなので家庭に返すということをゆっくりと

きて家庭のものを待ちこもうとしている。な

戻していく時間にしようとか意識付けができ

ので寂しくなると子どもたちはそこの場所に

たことがひとつの成果だと思います。

行ってみたりしています。そしてくつろぎの
ある空間とそれから家族との絆を築いていく

◆新たな問に出会える環境づくり

ということを用意してきたわけです。

それで皆で環境をデザインする時までやは
りコンセプトが大事ということで子ども自身

E壁−2−−−型

の遊びの中でモデルや刺激や交流があって、

､

何か子どもがおや、不思議だな、あれは何で
かなもつとやってみたいという気持ちを持つ

ように皆で環境プロジェクl､を作ろうという
I

ことでこれは保育者の共通の認識にするため

l
i

にカリキュラムをデザインしようということ

聖
賄■ベキご軸＝しP由も司一甲

｜

になりました。子どもは遊びの中でどんなこ
とを感じているのかとそのときは科学するこ

幽

個々の家庭的なスペース作り

とということで分析をしてみました。沢山の
体験、経験が必要だろうそれからいままでや

これは1歳の子どもたちが時々お母さんや

ってきた0歳のころは上の子がやっているこ

家族の写真を見て「ああ〜」 とかいって戻っ
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ているわけなのです。そしてこの後お友達と

「ん〜これは僕のパパだママだ」

くしをすくっているところです。ダンゴムシ

といったや

を見つけたよと3歳の子どもが4歳の女の子

り取りをします。 「これはね僕のパパでね、こ

に手渡しています。 この子は怖くてさわれな

れはママでね」

という話をちゃんと聞いてい

いからそばでおっかなびっくり見ているので

1歳から−番簡単なコミュニケー

す。 自然を呼び込むにはいくつか仕掛けを作

るのです。

ションのツールになってきます。で、

らなくては都会ではトンボも飛んでこないし、

この写

真が壁にも飾ってあるので親御さんたちは

蝶も、蝶の道プロジェク￨､というのを作って

「あっ、誰々ちやんのママとは○○○（スー

蝶を呼び込んでいます。中学生が一緒になっ

パー名）で会ったわ」 とかそんなことで思わ

てその柵をつくっています。

ぬつながりができてきたりしています。

いて蝶を採りに行っているところです。夏に

5歳児が手を引

は、預かり保育は夏休みもしているので夏に

◆狭い空間の外遊びの工夫

はセミを採っているところです。なかなかよ
くとれなかったりします｡これは0歳児です。

さて、外では沢山遊べるように、狭い園庭

なのですがいろいろな仕掛けを作りました。

0歳の子どもたちも全身で感じています。花

子どもたちが出会えると同時にいろいろな身

びらをちぎってみて、別に好ききらい、好き

近な素材を使いながら砂遊びをこれは0〜3

きらいとやっているわけではないのですが花

歳児がしているところです。オシロイバナを

びらをちぎってみては捨てちぎってみては捨

こすりだしてジュースを作っています。

て何だか一生懸命に集中しています。手で感
触を確かめていますね。そしてこの地域の人
の力がなくてはこのフィーリングロードもで

きなかったとおもいます。 この園舎の裏手の
道をちょっと皆でデザインをしていろいろな
歩いて楽しい道に変えてまいりました。 もう
狭いところなのですが名前をつけて森の道と

いう名前にしました。感触の違う散歩道をそ
れを作ってみたわけです。
今、都会では園外に出ることは逆に車が飛
び込んできたりして危ないので園内の中を散

歩できるように工夫をしました。前は￨劇舎の
オシロイバナの搾り出し

裏側でなんだか蚊が出て古くなった椅子や机
を放りこんでおきたいような場所だったのが

この子たちが遊んでいる反対側のほうでは

皆でちょっと知恵を出してデザインをするこ

100人近い子どもが遊んでいるのでそれぞれ

とによって子どもたちが歩いて草の香りやそ

の遊びを壊されないような安らぎのある空間

れから足元をいろいろな材料の上を歩くこと

を作っています。一方ビオトープでは、 これ

によって感覚を育てるという位置に変わりま

はヤゴを採ったりしているところでしょうか。

した。このような感じです。そういう基地や

体験の中から子どもにいろいろな経験をさせ

基点がなくてはつまらないので本当は物置に

ていこうと思っています。これはおたまじや

買った小屋なのですが何か小さなログハウス
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ございました

風にして1歳児だとこの中に10人くらい入

っています。おもしろいですね。はい次お願

(拍手）

いします。何かいろいろと色の違う石を混ぜ
てご飯を作っています。いろいろな発想をし

◆まとめ

ているようです。

5歳児はII]I遊できる楽しさ

田口：ただいま3人の先生方からお話をいた

でぐるぐる回っていろいろな発見をしている

だきました。小川先生は空間ですね。どう空

姿です。やはりこの道を歩くとおもしろいな

間を作るか。大きい空間、縦横の空間、ある

とそれぞれ一人づつの感覚なのでしょうね。

いは空間、空間と言う事で。

皆遠くを見て、隣は中学校なので中学生が運

先生方どうもありがとうございました。皆
様改めて拍手をお願いいたします。

動しているところを呆然と見ているのです。
何かイメージをもって遊んでいます。

5歳児

（拍手）

ここには保育の学生が沢山いますけれども

は何か工夫をしたり試行錯誤をしたりする空

先生方のお話を1時間分、

間が欲しいので何か色水遊びをしています。
ふたばけんきゆうじょ

などと先生方がも

2時間分お聞かせ

いただければもっといろいろなことがわかっ

っともらしい名前をつけています。夕方たそ

て良かったのではないかと思っています。

がれてきますね。子どもも疲れます。早くお

小川先生のほうからは空間の利用の仕方、

母さん来ないかなって廿えモードが子どもた

高い空間とちょっと段差をつけた空間あるい

ちの背中が語っています。 このことを保育者

は広い空間とそこに繋がっている狭い空間と

は忘れずにやはり、保frに癒しのﾂ剛1が必要

いろいろと子どもの関わり空間にメリハリを

だなと思っています。

つけながら保育￨人]容と保育時間の配分なども
そういった空￨IMでメリハリをつけている保育

園を紹介いただきました。
藤森先生からはゾーン、 ゾーニング計画と
言う躯でコーナー的な保育園の構成といいま
すか遊びの種類でいろんな形で構成されてい

る．保育空間というこれも空間なのですが作
り方、遊びと了・どもの関係、あるいは遊びか
ら子どもの苑迷性、関係性の発達論というこ
とについても少しお話をいただいたかと思い

ます。それからこれは本来は一つ一つのコー

ふたばけんきゆうじょ

ナーの櫛成ですとかそのコーナーコーナーへ

生活空間は保育者だけではできず、地域の

の配噛の仕方というように環境を構成してい

方々と一緒に作ってそのことを家庭に発信し

きながら遊びを充実させたものにといったこ

ていくことで時間をかけて子どもにとって良

とも写真の中でもっと何分かかけられれば￨随

い保育空間ができるのかなと思っています。

所に創意工夫が見つかるかなと感じます。 こ

まとめが充分ではありませんでしたけれども

れも時間が少なくて残念でした。

園の生活の様子を切り取ってご紹介をさせて

最後に大竹先生からは幼保一体化施設とい

いただきました。最後までご静聴ありがとう

う事で幼稚園と保育園を一体化した施設の中
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で保育としては時間の流れといったものに着

ただ、実￨際には子どもも朝やりたいことが

目して子どものいろいろないくつかの生活の

一人ひとり違っていますので狭い一部屋の中

流れをいくつかの考え方で考えている。その

でやりたいことを全部コーナーに分けるとい

中でのびのびタイムですとかそういったよう

うことはなかなか難しいと思うのですが、例

な時間の流れを考えていく。そういう時間の

えば一部屋だった場合はどのようにしてコー

流れと保育の空間が空間になられたかとお思

ナーを分けていけば理想的に子どもがのびの

います。

びと遊べるのかアドバイスいただけますでし

それでは会場の皆さんから、学生さんも多

ょうか。

いようなので何か質問ですとかもう少し詳し
く聞いてみたいとかあれば、出してもらいた

藤森：はい。 とても良い質問ですね。いろい

いと思います。それでは学科と学年と名前を

ろな方法があるのですが、まずひとつは、

言ってください。マイクが必要ならばマイク

ちがよくコーナー保育といわれますが、コー

をお貸しします。では挙手で、手を上げてく

ナー保育ではないのです。 というのは朝の自

ださい。どうぞ自由に手を上げてください。

発的な時間だけあそこを使うわけなので、そ

う

のあと課題保育といって課題によって子ども

《質問1》狭い空間のゾーニング

を保育するのであそこで遊ぶわけではありま

せん。ですからいわゆるコーナーを作っての

〜ある公立保育園にて〜
参加者A:学生でなくてもよろしいですか？

保育ではありませんし、子どもがやりたいこ

田口：はいどうぞ。

とを実現することを用意することで先にコー
ナーを作って遊ばせましょう、ではなくて、

参加者A:足立区の公立保育園で働いている

子どもが何をしているかそれを膨らませるよ

中山と申します。藤森先生のお話を聞いてす

うなものを用意しているだけで子どもの遊び

ごくコーナー保育で区切って保育していくの

のほうが先です。ですから先に用意するもの

は子どもにとってもすごく良いと思ったので

ではないのです。そういう意味で言ったら子

すが、今、公立保育園で働いていると￨眼られ

どもを良く見て子どもが何をやりたがってい

た空間の中で例えば年少児、それぞれの年齢

るのかということをあっちに取りに行き、

でも狭い−部屋の空間しかないのでなかなか

っちに取りに行きではなくてではこのへんに

こ

集めておくね、 ということで十分です。いじ

コーナーを設けることができないのです。

らなくても大丈夫です。
当然狭いと活動がそんなに広くできません

＆
9寺

ので、私としては活動が隣同士のものは同じ

場所を使わない。ちょっと残って数人がやれ

／

』

る場所だけを用意すれば、当然こちらは給食

を用意しなくてはならないかもしれません。
そういうときに子どもはここは給食を用意す
るのでお片づけはこっちよりちょっと早く片

付けてその代わりもうちょっと最後までやり
活発な質疑応答風景

たい子だけがここに残る。
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参加者A:積み木でコーナーをわざわざ作る

ですから併用する場合は隣同士の活動を併

ということではないのですね。

用してしまうと前を中断して終わらせてしま

うのでここで活動したものは次にこっちでや

る、そしてこっちで活動したものはまたここ

藤森：わざわざ作るということではないので

に戻るというような使い方をすると良いと思

す。それはもう場所によります。そう作らな

います。それをするには廊下とかホールを使

くても良いと思います。

うということを活用しなくてはだめです。

参加者A:非常に勉強になりました。ありが
参加者A: うちはホールもないのです

とうございました。

藤森：ですから、まあそれがひとつ。それか

田口：他にご質問はございますか？

らドイツなどではコーナーは一教室に例えば

《質問2》子どもと大人の距離感について

3．4．5歳が4部屋あるとしますね。その

〜子どもの発達を棯じ曲げる〜

ひと部屋にコーナーがいろいろ作れない場合
はこの部屋はテーマを設けてごっこの部屋、

参加者B:藤森先生にご質問なのですが、先

この部屋は製作の部屋と決めて朝の時間帯は

ほど発達を捻じ曲げているものということで

どの部屋に行っても良いという時間をつくり

大人と子どもの距離が近づきすぎているとい

ます。そして先生が子どもがどの部屋にいる

うこともひとつだということなのですが保育

か把握できるパネルを作ってどの部屋にいる

士として気をつけていかなくてはいけないこ

かを確認するか、その部屋に入る時にかけ札

とを具体的に教えていただきたい。

を自分の名前をかけて入って先生がどこの部
屋に入っているか部屋に戻します。で、お集

藤森：数年前に文科省が切れるこの生育調査

まりはもとの部屋に戻します。ですからある

をしたことがありました。それから最近キレ

時間だけをテーマを決めた部屋に自由に行け

ていろいろな犯罪を犯す、それからこれから

るようにして充実する。ですから部屋ごとを

必要な学力の前頭葉の発達という脳科学的に

コーナーにするということも外国ではしてい

見たときにいま、それを一番壊しているのは

ます。そういう工夫があるのでどのような施

大人からの過干渉という結果が出たので。大

設かわかりませんですがそれから一番が先生

人が子どもへ自分たちの価値観を押し付けて

が子どものやりたいことを実現できるように

しまう過干渉の生育歴のある子たちが犯罪を

いつでも用意してあるのだよということが大

犯しています。これは実際に青少年犯罪を見

事なので区切って場所を作りました。 といっ

たときに良く見てください。たぶんほとんど

ても子どもが自分からやろうという意欲がな

そうです。それから3年前に子どもが壊れる

ければ何もならないのでそこをどうつけてい

家という新書を出した本があるのですが、全

くかという話です。そして一緒になってそう

ての青少年犯罪に共通するものが2つありま

いう意欲があればその辺に用意しておいてあ

した｡ひとつはどの事件も親が過干渉である。

げるからねと言ってそこに材料を用意してあ

もうひとつはテレビゲーム、

げるという形だけでも子どもの遊びを膨らま

通点がありました。 これはですね、

という2つの共

親は確かに子どもがかわいい。心配。だか

せるためになるかと思います。
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ら早く大人の価値観を押し付けてしまおうと

加藤：本当に今日はお忙しい中ありがとうご

すると脳でいうと前頭葉が壊れ始めるとか、

ざいました。

抑制力というかそういう能力がなくなる、親

実は小川先生とは私どもフロンティアの研

の言うとおりでいい子で途中までいて突然切

究でスウェーデンに5人で出張に行きました

れるということが最近言われています。これ

ときに夜の貴重な時間を割いていただいてい

が少子社会になりますと親も言っても仕方が

ろんな話をうかがいました。参考に回ってい

ないと思います。子どもが目の前にいるから

た本とそれからもう−冊スウェーデンの本を

気になりますので。ですから私は早くわざと

先生がやっていただいている本もあるのです。

思っているくらい。昔子ども￨司士が地域で遊

もしその本がご希望の場合は後で受付に言っ

びをしてすごした時間を作ってあげることと

てください。私も忙しくて駆け足でうかがっ

先ほど最後の先生がおつしやったように子ど

ただけですけれども、スウェーデンは本当に

もは自ら伸び力を持っているということを信

素晴らしい保育環境をつくられていると感じ

じてあげること子どもの存在を丸ごと受け入

ます。

れてあげることが保育者としての資質だと思

それから藤森先生には先ほどから出ている

います。やってあげる、みてあげる、教えて

動線の問題なども非常に考えられています。

あげるこれは素人でもできます。専門家は子

私も3回くらいお邪魔しました。ここに学生

どもの存在を信じ子ども自らの力を助長して

が沢山いますが、いろいろな参考となるので

あげることだと思います。そのあたりは、親

はないかなと思っています｡今日は20分とい

に言うと無理なので親は子どもをかわいがっ

う短い時間でした。本当はもっともっと聞き

てあげてくださいと子どもを。その代わりこ

たいことがありました。ですから、今度また

ちらではそのようにいたします。私はこれか

こういう機会を持ちましたら、 こちらの先生

らそのような感じでいいのかなと思っていま

方にはまたおいでいただいき、入り口、始め

す。時間が短いのでちゃんと説明できないの

のところでもっともっとうかがえるとよいと

ですが、過干渉の子が一番怖い。

私も思っております。それから藤森先生にも
先日、本学で講演をしてくださいましたが、

田口：それでは時間もきていますのでもう一

新しく保育園をなさった中でご苦労された部

人の方のご質問をお受けいたします。どなた

分なんかもうかがえればよかったと思います

か。他の先生でも良いです。いませんか。皆

し、また、 ここにいる学生たちが3年生で今

さん聞きたそうなのですがもじもじしている

度10月に学年研修でドイツにまいります。ド

ようなので、それでは、 この時間を終わりに

イツの話が出て少し、ああ皆もっと聞きたい

したいと思います。今、学術フロンティア事

のでは、と思います。28日にドイツの幼児教

業で子どもの癒しというような僧越な研究テ

育の先生方がお見えになるのでそこに全部の

ーマなのですが、今その主査を努めておりま

学生たちが聞きに行くように言ってあります

す加藤敏子先生から今日のフォーラム、分科

が、先生はドイツの親善で月に一回の割合で

会についてと、お三方のパネラーの皆様に感

ドイツのほうへ行ってらっしやるとおうかが

謝のご挨拶をいたしたいと思います。

いしましたが。

◆感謝のご挨拶

藤森：年に一回です。
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加藤：年に一回ですか、ちょうど前に私ども
に講演していただい時もおいでいただいてい

てドイツのことは非常に詳しくていらつしや
るので、是非そういう機会の時はお願いした
いと思っております。
それから大竹先生は私どもフロンティアの

研究でいち早く大勢で見学をさせていただい
て勉強になりました。本当にああいう品川の
ど真ん中で都会と思えないようないろいろな
工夫をされていて先生方がご努力されている

環境を見せていただきました。
私どもも見ているだけにちょっと本当に今
画面から見ても皆さん幼保一体化というのを
子どもにとってはどちらですごしても同じも

のであろうと5年間の中でいろいろ積み重ね
てきた、

これ今、認定子ども園ができている

中で皆さんも良い勉強になったかなと思って
おります。本当にまた是非このような機会を
持ちたいと思っております。できましたら2
コマ分くらい使ってやれば皆さんも本当にす

ごい勉強になるかと思っております。他の
方々もおいでいただきまして、先生方お忙し
い中本当にありがとうございました。
このフオーラムに4人の学生がボランティ

アとして朝9時半から来てこの分科会のため

に､3年生のゼミの学生が来てくれています。
ありがとうございました。学生たちは時間を
作って参加していますが、 これは良い勉強に
なったと思います。授業の中ではなかなかで
きないことですので是非プラスにしていただ

きたいと思います。本当に今日はありがとう

ございました。

前：それでは第2分科会、最後まで本当にあ
りがとうございました。良い勉強になりまし
たね。終わります。
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「食育の取り組み−さまざまな現場から一」

パネ

リ

ス

ト

室田

洋子

（聖徳大学人文学部児童学科教授）

パネ

リ

ス

ト

藤原

勝子

（㈱食生活プランニング食育アカデミー代表）

コーディネーター

中尾

芙美子（聖徳大学人文学部人間栄養学科教授）

中尾：皆様大変お待たせいたしました。ただ

栄養学をお勉強なさっている方はどのくらい

いまから第3分科会の「食育の取り組み」を

いらっしゃいますか。ちょっと手を挙げてく

開催させていただきます。私は、本日の分科

ださい。栄養学をお勉強なさった、ないしは

会の司会を務めさせていただきます聖徳大学

している方。児童心理関係、保育士、幼稚園

人文学部人間栄養学科の中尾と申します。ど

教諭の方､ちょっとお願いいたします｡はい、

うぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。そうではなくてもっ

それでは早速今1n1の分科会のパネリストで

と普通の英文学とか。はい、ありがとうござ

ある2名の講師の先生のご紹介をさせていた

います。焦点の当て方が狂ってしまうといけ

だきます。醜徳大学人文'liJ部児竜学科教授で

ないと思いまして。

あります室田洋子先生。ならびに、株式会社

◆はじめに

食生活プランニング食育アカデミー代表藤原

今日、私は食育の取り組みについてお話し

勝子先生です。

させていただくことになっておりますが、ご

それでは今日は二胆のご満演ということに
なるわけですが､まず､妓初に室田洋子先生、

紹介いただきましたように、私は食の専門家

お願いいたします。

では全然ありません。心理学です。発達心理

その前に先生の今Iulのテーマをご紹介させ

と臨床心理が私の専門領域です。私は大学の

ていただきますが､ ｢食育の取り組み一さまざ

教員でありますけれども、同時に臨床家でも

まな現場から一」

あります。そこでは心身反応を起こした幼い

ということで識演をいただ

子どもたちとか、不笠校とか、家庭内暴力と

きます。

室田先生のご紹介をさせていただきますが、

か拒食症とか過食症とかですね、心と行動と

お茶の水女子大学大学院修士課程を修了され、

適応の問題を抱える多くの子どもたち、それ

桜美林大学の識師、 さらに青葉学￨劇短期大学

から多くのそれの後ろ側にある家族たちと接

の教授を経て、現在は聖徳大学人文学部児童

触することを、大学院を出てからずっと、

学科の教授でいらっしゃいます。発達・臨床

う片方の活動として、

心理学がご専門です。

の中で見えてきたのが食の問題でしたという、

それでは先生､よろしくお願いいたします。

も

してきております。そ

こういう立場から食の切り口をお話しして参
ります。ですから、計算したり、何とかする

室田：こんにちは。巾の中ご苦労様でござい

べきであるとか、何が足りないとどうなっち

ます｡ちょっと初めにお伺いしたいのですが、

ゃうとか、 こういうことはお話ししないので
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す。

ています｡こういう現状が日本中にあります。

よろしいですね。

その意味で食の課題は農林水産省の問題でも
あり、文部科学省の問題であり、厚生労働省

◆食をめぐる今日の生活状況

の問題にもなり、

お手元に、 この間書きました『チャイルド

日本国全体の問題となるの

ヘルス」という雑誌の中の「食育基本法政策

です。食をとりまく人間活動の総体を精力的

の現状と今後の動き」 という題でまとめまし

に進めていかなければならないと考えます。

たものを、差し上げております。 この雑誌か

このような問題意識を通じて食育基本法が平

らコピーしたものでございます。

成17年に制定されました。そして平成18年
には食育推進基本5カ年計画が更にできまし

食をめぐる今日の生活状況は非常に乏しく、
貧しく、寂しくなってきて、それは体の問題

た。その中では、 さまざまな数値目標が示さ

であるのと同時に心の問題である、地域社会

れています。各都道府県に課せられた国の課

の問題である、そして人間関係の問題である

題です。

という、 こういう形に、非常に多方面に影響

◆食育椎准基本計画の数値目標

が出てきていると考えます。 メタボリック症
候群という言葉が一般的になりましたけれど

たとえばメタボリック症候群についての認

も、空腹になれば何かを食べさえすればいい

知度を60％から80％に高める｡教育ファーム

という考え方が一般的になっています。情け

の取り組みを42％から60％にする｡朝ごはん

ない現状です。それはコンビニエンスストア

を食べないでいる人たちの率を下げる。小学

で24時間食物は手に入る｡そして便利に食を

生は4％からゼロに。20代の青年の欠食率は

得ることができるという現実、 この経済大国

非常に高いです｡それを30％から15%以下に

の日本の中で起きている人間らしい生活の破

下げる。年齢を問わず、食について日常的な

壊と貧困化という問題をベースに食の問題を

活動を取り組んでいく国民を70%から90%

考えているのです。

以上にするという活動を各都道府県、各市区

←指宇ＬＩ︒・︑

町村、そして学校、地域社会の中で一斉に行
うようになってきているのが、今日の現状な

のです。

細かいことは、差し̲上げました資料に書か
れております全てが、緊急の問題であるので

す。成人病についていえば、厚生労働省では
国民がみんな健康でいてくれないと医療費が

大変だということから取り組んでおりますし、
荒れ地が多くて農業が捨てる人が多くて困る
ということで農林水産省がかかわっておりま
すし、学級崩壊や不登校や家庭内暴力が爆発

室田洋子先生

的に増えて、いじめ、いじめられの現状も止

◆食育基本法の制定

まらないという学校現場から文部科学省も取

経済優先の考え方で､体も壊れ､心も壊れ、

り組んでおります。食をめぐる問題をなんと

地域社会も壊れる、それから農業、食物を作

かしていかなければならないと人間生活の根

るお仕事をしているところもやはり荒れ地や

幹に影響が現れる。このように非常に実際的

休耕田が多くなって、使える田畑が放置され

な課題意識の中で各省庁を越えた取り組みが
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始まっているのです。

よ」と考えることにした。 「おうちのみんなの
ためにこれだけのお金で、今日のごはんはみ

◆地域での食の取り組み

んなで作ろうよ」 という話し合いです。ぶき
つちょな手でじやがいもをつぶしたり、きゅ

私は日本の中のいろいろな地域で、食を意
識して日常活動の柱に据えた取り組みにたく

うりを切ったり、妙めたり、包んだり、 こう

さんめぐりあっています。それは学校教育の

いうことをする中から子どもたちのつながり

現場であり、保育所であり、地域の生涯教育

が生まれてきた。結果的に焼け焦げたお肉と

の現場であり､栄養士さんたちの運動であり、

か辛すぎる味とか、ちょっとへんてこりんな

地域全体が盛り上がっていったという取り組

食べものができてくるんですが、笑いながら

みであり、

みんなで食べる。そして残り物がない食事に

というように力強い食をめぐる取

り組みであります。どれも立場は違います。

なった。 こういう経験から、作りあう関係の

保育士さん、学校の先生、栄養教諭、管理栄

中で、人のつながり、特に荒れた子どもたち

養士、在宅の栄養士、保健師、活動の地盤は

の心のつながりが新しく生まれてきたという

違うのですが、

こと、これを経験するわけです。

どの方たちも柱においている

いい食べ物をしっかり食べさせることから

のは食なのです。

そして、食を見直していったときに、全体

スタートするのではなくて､へんてこりんな、

が変わっていく事態を私も共に体験させてい

ちょっとこげができちゃった、味が濃すぎた

ただいたのです．

薄すぎたという食べ物を作りあう。そのプロ
セスを笑いながら共有するという人間の営み

◆食育の現場一サレジオ学園の場合

が起こったのです。 この経過から、あの施設

保護者のいない子どもを収容する養護施設

は変わりました。 とても素晴らしく変わりま

の大転換、 こういうことが東京都小平市で起

した。サレジオ学園という小平市の養護施設

こっております｡ほんの少し申し上げますと、

ですけれども､一度いらしてみるといいです。

この養護施設は3歳から18歳までの子ども

あんな素晴らしいところ。イタリアの別荘に

たちを引き受ける養護施設ですが、かつては

行ったような気分になるほどです。

教育ファームもしています。つまり畑も作

一生懸命調理室のスタッフの方が調理して、

食かんに入れて運んでいく方式でした。そし

っていまして､収穫した野菜を大切に調理し、

て、 「今日のお食事はこれよ」 と言うと、 「い

みんなでしゃべりあい、かかわっています。

らな−い」 「食べたくな−い」 「そんなの嫌い

結果的にこの施設で何年間かを過ごした子ど

だ」 という反応が多く、残菜が多い。どんな

もたちは非常に安定した心を取り戻して、そ

に工夫しても残菜が多い。子どもたちの求め

して18歳になった彼らは大学にも進んでい

に応じるとすごく偏ったメニューしか作れな

きます。本来ならば、 さびれた心で、世をす

い。どうしたものだろうかと悩んでいた何年

ねて、進学などは考えることもないような生

間かがあったのです。そこでスタッフが全体

活条件の子どもたちなのですが、見事に、誇

で話し合い、寮ごとに14， 5人ずつでひとつ

りを持って人生を再スタートしていく姿をた

の大きいおうちみたいな生活棟での食事を変

くさん見ています。一度ご覧になってくださ

えることにしました。寮には栄養士さんはい

い。

ない､調理専任者もいない｡寮長さんがいて、

◆クッキング保育の重要性

子どもたちは17歳から3歳までの年齢の子

どもたち。そこで、 「ここは私たちのおうちだ

作りあう保育について。保育活動の中でこ
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の頃はクッキング保育が非常に盛んに取り入

3歳児になれば指が少しずつ独立してくる世

れられるようになってきています。

代です。発達のステップを考えながら与える

クッキン

グ、お料理するということを、保育幼稚園教

材料を考えていくと、

育の中で取り入れるということは、大変な経

児も5歳児もやることが違ってたくさんの課

験になるのです それは、

題が生まれてくる。

んごと

ままごと が． ほ

になるということです。

この経験を

2歳児も3歳児も4歳

指が、手首のとき、つぶすだけ、こうやっ

通して子どもたちは自分のことが認められた、

て破るだけ。それから、きぬさやのスジを取

自分を一人前として待遇されたとの証を得ま

る、どじょういんげんのスジを取る、などと

す。その意味ですごい体験になると私は思い

材料の与え方を変えていきます。指の力が出

ます。

てきた3歳児ならば、できる課題を、

クッキング保育では、何をどのように切っ

と与え

方を工夫することです。

て、 どのように混ぜるかということよりも、

注意深く物を見ることができるようになっ

た3歳児には玉子を割らせます｡｢玉子を割ら

「切らせてくれるの？」 「丸めさせてくれる
の？」｢本当にホットプレートを使わせてもら

せてもらえるなんて、なんてすごいこと！ 」

えるの？」

ということです。 「本当に割っていいの？」と

ということなのです。このことだ

けで子どもたちは自分の存在感をぐ−んと高

いうことになります。

1回割って、くちや−

めることになるのです。

つと玉子を落としてしまうことがあっても、

2歳児でもクッキングをします。お母さん

「いいよ、 もう1個やってみて」 と言われる

が料理するとき「邪魔だから向こう行ってテ

と、本気になります。気をつけて力の加減を

レビ見てなさい」などと言う方たちが多いの

考えて玉子を割るという行動、

ですが、そのようなとき、 「こっちおいで。お

の感覚を注意深く経験していくことになるの

手伝いしてくれる？」などと言うと、｢いいよ、

です。そのときにもやはり

やってあげるよ｣になる。｢何をしてもらう？」

分は使える人間だよ」 という感覚、 こういう

2歳児でしたら、レタスをびりびり破くだけ。

セルフエステームの感覚を固めていくことに

それだけでも､｢今日のサラダはちびちゃんが

なるのです。

この手首と指

「役に立った、 自

作ってくれた」と言えます｡すると「そうよ、

4歳ではどうでしょう。 4歳は包丁です。

ボク、サラダ作ったよ｣、それで、食べること

本当にあんな危ない包丁を、本物に切れる包

に興味が増すようになるのです。

丁を使わせてもらえるなんて。

じゃがいもも、茄でたのをつぶすだけ。ち

やなくて、

ままごと じ

ぼんこと，'です。このとき、配慮

やんとつぶれなくても塊があるのも良い。子

があるお母さんは出刃包丁などは子どもに持

どもたちが「やってあげる、やってあげた」

たせません。 もっと小さくて軽い、子どもの

ということを通して子どもたちのセルフエス

手に合うものを用意しています｡そのような、

テーム（自己価値感）がぐんとあがってくる

ちょっとした配慮ですね。子どもの手に合う

のです。セルフエステーム、つまり自分は役

小さな包丁を用意して、それできゅうりを切

に立つ人間だという、感覚を実際的に確認す

ってもらった、大根を切ってもらった、ニン

ることがクッキング保育なのです。

ジンを切ってもらった、

じゃがいもも切って

もらった。その結果、カレーができた、豚汁

◆発達に合わせたクッキング

ができた、などと、いろんな料理ができてき

そこで､運動能力の発達を考えてみますと、

ますね｡｢僕が作ったんだよ」と言うときには、

2歳児ならば手首の動きがやっとの世代です。

子どもたちの食欲が違うのです。 自分が作っ
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ということになります。

たものは、おかわり、もう1回おかわりとい

う気持ちになってきます。おかわり、おかわ

私たちは、心が開いているときには、食べ

りの姿勢は自発性なのです。食を通じて自分

あったとき、 「おいしかったわね、またいただ

のことに自発的に向かっていくという行動が

きましょうよね」 という、 こういうことにな

備わっていきます。

ります｡心が閉じていると、 「もう二度とあれ
は食べない」 という感想が出てきます。

◆食卓の心理的意味

これはかかわりの質によります。

どの年齢においても自発性ということはど

具体的に言ってみればわかるんですが、今

んなに大事なことかということ、 これは心理

日ここにお集まりの間柄で、 「あらしばら<」

学の視点でみるととても大事なことでありま

という方に会ったとします｡｢あら、しばらく。

す。その意味で、私は食事・食卓の心理的な

会が終わったらちょっと 15分だけコーヒー

意味を考えてみようと思うのです。食事とか

飲んでいかない？」 と言う。 「あらいいわよ、

食卓は状況を考えなくてはならないというこ

15分だけね」ということになって、喫茶店に

とです。何をどれだけたくさん食べたか、食

入るとします。入ると同時にぺちやぺちやし

べなかったかということではなくて、

どんな

やくるでしょう。で、しゃべりながら、 「ああ

気分で、どんな雰囲気で食べたかというこの

時間が来ちゃった。おいしかったわね、 コー

ことが、大きな鍵になってくると考えます。

ヒー。また飲もうね」 ということになる。本

それは、食卓というのは、そこに集まる人

当は紅茶を頼んでたのにです。何を頼んで、

の心理的な質を凝縮している場所であるとい

何を飲んだか、そんなの関係なしに、 とにか

うことです。そこに集まった人がおいしい気

く、おいしかったのです。それはかかわりが

分にさせてくれる人か、砂をかむような味気

おいしかったからなのです。反対に、

ない、喉を通らないような話題ばかり突きつ

くぶりに大先生に会った。先生に「帰りにご

ける人であるか、 このことによって食べ物が

馳走してあげるからいらっしやい」 と言われ

立派なものであっても、何を食べても砂をか

た。 コーヒーを飲みながら「あなたの卒論ひ

むような感じを持ちます。喉を通らない、味

どいものだったわよれ」なんて言われたら、

気ない、 これ日本語で別口ある言葉ですね。

180円のコーヒーじゃなくて､600円もするコ

しばら

ーヒーでもまずい。苦い苦いコーヒーの味に

◆かかわりの質

なります。話の接ぎ穂がないのでお砂糖を3

食べ物と違う形で、味気ないとか、脈に落

杯も入れて混ぜていると 「糖尿になるわよ」

ちないとか、 こういう言葉がありますけれど

と言われる。

も、これは何かというと、そこにある心理的

タイムが終わらないかと思いますよね。おい

な状況であると言えます。

しくない感じだけが残ります。

心理的な状況を考えてみますと、食べ物は

こうなったら早くこのコーヒー

1杯のコーヒ

ーでもこんなに違うのです。かかわりの質を

これっぽっちしかない。 ささやか。こんなも

考えないといけないということです。

のしかないけれど、分け合って食べましょう

◆家族との食事

と言われたときには、ふわっとあったかくな
るんですね。

こんなに立派なものがありなが

特に家族の食卓とは重要です。それは4つ

ら、疲れるなあという気分の時にはどんなに

の要素を持つからです。家族の食事は、いつ

立派な食べ物も生きてこない。この少しのも

も同じ人と食べてます。いつもの人がにぎや

のを分け合うということは、それを食べあう

かで話題が多くて話の切り替えがうまくて、
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ジョークがあって、おしやれなセンスもあっ

りに話題がいくときには貧しい食卓になって

て、新鮮な話題がいつもわいている食卓か、

いるということを心に置かなければならない

小さなことをつっついて、指摘して、命令し

と思います。

て、管理して、干渉して、恥をかかせてとい

◆相手との距離

う食卓であるかによって違いが現れます。ど

食卓の質を決める条件として4つほどを挙

のような言葉が出てくる相手か、 このことに

げることができると思っておりますが、ひと

よってすごく人間関係が違ってきます。

特に食事の場面では、お母さんたちは力を

つは相手がいてということですね｡今のこと。

入れて一生懸命料理をすると、つい管理した

ふたつめは距離なんです。ちやぶ台の大き

くなるのですね。 「しっかり食べなさい｡残し

さ。簡単な言い方をすると食卓の大きさ。そ

たらだめよ･咀噛しなさい。咀噛しないと吸

れが1メートル強、

収が悪いのよ･塩分取りすぎダメでしよ。脂

顔を寄せ合って食べています。みんな顔が見

肪のとりすぎでそんなになってるわよ」など

えます。 これは何かと言うと、 メタコミュニ

と次々に言い始めることがあります｡「どうし

ケーションが働く場所だということです。言

てこんなに気をつかって料理してるのに野菜

語外交信ですね。言語によらないコミュニケ

を食べないの？だから言ったでしよ」などな

ーションが盛んに働く場所だということです。

1メートル弱のところに

どです。ず−つといやな言葉を言われ続ける

メタコミュニケーション、それは視線、表

と、食べ物はおいしくても、つまり管理と干

情、咳払い、声の質、態度、雰囲気こうい

渉と指示と命令と、従わない子どもに対する

うものがメッセージとしてどんどん伝えられ

拒否感と、 こういうものを全部食べる（取り

る。コミュニケーションの93％は、このメタ、

入れる） ということになるのです。立派な食

言語外のメッセージによって成り立っている

べ物なのだけれども､心に苦い､心に苦しい、

ことを考えると、重要です。この食卓の近さ

そういう食卓になりやすいということです。

はダブルバイト関係を生む状態にもなります。

一生懸命で熱心で頑張るお母さんたちが、
日本人には多いです。

「食べたくないんだったら食べないでいい

日本人はまじめな努力

わよ｣、こう言われたとき。 「食べたくないん

家、頑張りやが多いですから。だからヨーロ

だったら食べないでいいって言ってるでし

ッパに行ったときに､ささつと食くちやって、

よ｣、 これ、食べないでいいと言ってますね、

2時間の会話がもたなくなるんです。

言葉では。だけど、 メタの方では「食べない

もっと

芸術の話とか、歴史の話とか、 もう少し楽し

子は承知しない」

いことで2時間もつような会話の技術を育て

ッセージが伝えられているのですね。それで

なければということを思ってしまうのです。

身動きとれなくなってしまうのです。

という別口のすごく強いメ

食卓でのかかわりの質は、相手との、いつ

同じことが「食べたくなかったら食べなく

もの人と食べるときに考えていかないといけ

ていいわよ」と言われて、 「はい、ごちそうさ

ない。そこで、子どもは何を得ているのかと

ま」って行けてしまうとすると楽です。蛇に

言うと、母のまなざしを得ていますよ。それ

にらまれた蛙の状態じやないときは､ 「ごちそ

から父の考え方を得ていますよ。兄の話題の

うさま」って言えるのですが、 「食べたくない

切り替えの技術を食べていますよ。祖母の話

んだったら食べないでいいわよ（怒)」という

を聞く態度を食べていますよ。モデルになる

二重のメッセージ。食べても怒られる、食べ

人のセンスを食べているのです。ついでに食

なくても怒られる。食べ方がのろいといって

べ物も食べています。だから、食べ物ばっか

怒られる。食べ方が早すぎるといって怒られ
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る。箸の持ち方が悪いといって怒られる。怒

る園長先生ですと、片方目をつぶっています

っているメッセージがどんどんいってしまっ

から、見えないんですよね。見えないと、プ

ていますから、 こう

チトマI､、お教室の前にできているのをとっ

（固く）なってしまうの

て洗って食べる。できたナスを洗ってから塩

です。

でごりごりして細く切って「食べたい人！ 」

近い距離で目線ひとつでピピッピピッとわ
ここをいかに優雅

「は−い、は−い｣、みんな並んで生で食べて

にエレガントに楽しくハッピ．−にしていくか

います。これ、園長先生の目が片方ウインク

ということがひとつのポイントになってきま

して見えないからやってるな−っていうこと

す。

です。こういうことで子どもたちもわくわく

かる関係です。近い距離、

どきどき、畑でプランターで採れたものは大

◆保育現場では

事という、こういう心を育てるという、保育

学校給食や保育の場で子どもたちは食べる
こと、お弁当、大好きです。お昼大好き。

く食べる。

の中で大事なことを貫いています。保健所の
指導とはもうひとつ別口に行っているという

よ

うちで食べないものも園では食べ

ことなんです。

この

そのためには、スタッフです。保育士と栄

問題が保証されているからなのです。先生は

養士と、その人たちが「やろうよ｣、すると子

にこにこ、みんなと楽しくぺちやぺちやしや

どもはどんなに生き生きするかということで

くりながら一生懸命食べている。

す。園長先生は片目をつぶることで職員の自

てくる。どうしてでしょうか。それは、

たいしたものは食べていないのです。保育

発性が増します｡こうしなさいは言わないで。

園のお食事を見てみると、ホントにみんな茄

保育スタッフの下からの盛り上がり。子ども

でてある。残念ながらみんな茄でてある。熱

たちの、家族の、地域の、人の力をどうやっ

を通さないとノロウイルスやO‑157にやら

て湧き出させていくかとことに才覚をふるう

れるというわけで全部茄でてしまう昨今です

さまざまな立場の専門家の働きが非常に大切

きゅうりまで苑でてあります。茄でると少し

になってくるということかと思います。

濃い色のきゅうりになります。 この前は真っ

◆食事の時間

黒なバナナがおやつに出てました。苑でたか
ら。まじめです。保健所の指導どおりに茄で

今、ふたつのことを申し上げましたね。人

たバナナ。だから真っ黒だったのです。子ど

がいて、それから近い距離。それから3つめ

もたちは変ねえと言いながら食べているので

のことですね。

すよ。中身は普通のバナナですけれど。変な

3つめは時間なのです。時間。それは、お

ものを食べてるなあと私は思ってしまうので

食事が始まったら終わるまで座っているのが

すけれども、みんながにこにこしゃべりなが

礼儀ということです。
もしお食事が始まったのに立ったり座った

ら食べているから、へんてこりんなおやつで

り、立ったり座ったりしていたら、はしたな

もおいしい気分になるんです。

これは集団食事の管理安全ということで仕

い人です。 「あらソースなかったわ」 「あらマ

方ない部分もあるのかもしれないですけれど

ヨネーズなかったわ」 「あらおかわり」、 しょ

も、保育園はやりにくくなったと私は思って

っちゅうしょっちゅう立っていたら、なんか

います。まじめな園は全部茄でたものを食べ

一緒に食べていても落ち着かない場になりま

させていますから。

す。

家庭の食事というのは、 どかんと座って、

まじめというか、ちょっとユーモア心のあ
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しやくりながらいただくというのが基本であ

15個16個ず−つと黙って黙々と包んでいく

ると私は思います。どんな食べ物でも、会話

と流れるのです｡｢今日さあ､部活でさあ」と、

の楽しさ、話がちょんぎれない関係を配慮す

こういうことが出てくるのです。すかさず母

る、そのことがすごく大事なことです。時間

さんは「そう、そうなの、あの先輩また」と、

の共有ということは、食事が始まったら終わ

こんなことをちょっと言うだけ｡子どもは｢あ、

るまで一緒にお席につく、 ということを大事

言っちゃった」と思う。そして、 「よくやって

にしなければいけないということです。

るわよれ、あなた」

と、低い声でぼろっと言

朝ごはんなら10分か15分です。夕飯だっ

うだけでよい。そして「ああ、いっぱいでき

て15分くらいで終わってしまうかもしれな

たから、焼いて熱々で食べよう」 と、ぱ−つ

い。まあ長い晩酌に1時間半つきあう人もい

と切り替えるのです。心の栓を引っこ抜いて

るかもしれないけれども。ほんの短い時間な

食卓に向かうと、 ｢また明日部活で主張してみ

のです。 こんにちの日本の社会生活を考えて

ようか｣､そういう気持ちがわいてくるのです。

みると、 この時間くらいしか、ゆっくり顔を

しゃべるということは大事なこと。

しかも

見ながら、同じ行動をしながら心を分かつと

「あなた整理して話しなさい」なんていうん

いう体験ができる場所はない。家族であって

じやなくて､ぼろっと言ってしまったという、

もばらばらに時間が過ぎていく。学校に行っ

これが大事なことなのですね。

てもばらばらに時間が過ぎていく。こういう

食べあうこと、作りあうこと、そして配慮

中で人と人とのコミュニケーションの場とし

がある関係。このような活動が保証されるの

て食卓状況は非常に意味が濃いと思います。

が、食卓状況です。食卓状況は、食べあうこ
とと、食べるものを一緒に作ることが非常に

◆食卓におけるコミュニケーション

大事な力を持っているということです。

資いお宅では一緒に食べながら子どもの不

◆食事の頻度

調をぴゆつと見つけます。なんか心がめげて
るな、

こういうことを表情ひとつでわかりま

そして4つめのことですが、頻度です。

す｡口数ひとつでわかります｡そういうとき、

当たり前のことですけれども、どうしてお

母さんはどうするかというと、デザートのさ

なかが減るんでしょうね。毎日毎日食べるの

ぐらんぽをもう1個お皿に乗せています。そ

です｡昨日も明日もあさっても来月も来年も。

の不調の人に。それから、その人が帰ってき

何回食事をするのでしょう｡そのときの頻度、

たら今日1日の気持ちがうにやうにやっとな

それが愉快で面白くて、貧しい食物でも心が

っているなと思ったら、

この子の好きなギョ

開かれてつながりあっているという経験がで

ウザを作ろうと思います。ギョウザとかコロ

きるときに人格が形成されていきます。それ

ッケとかが、大変いいのです。なぜいいかと

から心が少しめげているときには、立て直さ

いうと、手間がかかるから

買ってきたもの

れます。補強されます。そして相手がいてよ

じやありませんよ。具をいっぱい用意してい

かったなあという感覚を確認することができ

て、

るのですね。

「手間がかかるから一緒に包んでくれな

い？一緒に丸めてくれない？」

小さい人たちは、 「ぼくだってできるよ」と

と頼める関係

ができるからです｡隣30センチの距離で一緒

いう自我の形成がされていきます。

に包みあいます。丸めあう。そのときに心が

5歳でも7歳でもです。

流れる。心が流れるっていうのは、ギョウザ
だったらね、

3個4個のときはダメですよ。
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それは自分が得するメッセージ。得する考え
ということで、おいしいという言葉を使いま
すね。本当に味党においしいのとは別口のこ
とだと思いますけれども、人間の存在に対し
て聴しい、なんか自分にとって有効だと、こ
ういう感じをもつことができる、 このことの
根っこのところに食があるということです。

◆食事で食べているもの
食卓で人は何を食べるのでしょう。私たち

食育に関心のある学生､専門家が集まる

は食事で何を食べているのか。関わりを食べ

◆10歳までがチャンス

ていますよ。考え方を食べていますよ。生活

もうひとつ言っておきますと、子どもたち

の処理の仕方を食べていますよ。価値観を食

のお手伝いがさかんにわくわくしながら、ど

べています。センスを食べています。そして

きどきしながらできる時代っていうのは、 10

あったかい心を食べています。規範を食べて

歳まで。 10歳までです。ティーンエイジャー

います。規範意識も食べています。大事な人

になってしまうと「え一また？めんどくさい」

間の営みそのものを非常に具体的な形で食べ

と、

ているんだという、そういうことが言えます。

こうなってきます。シングルエイジのと

きには、 「なんかやってあげる、なんかやって

◆食育の現場

あげる｣、これがありますから、若いお母様た
ち、若い家族に、いろいろこぼされて床が汚

食を柱とした取り組みは、先ほどは養誰学

れるかもしれないけれども、今がチャンスっ

校のことをお話ししました。青森県では2時

ていう、

間だけの朝飯を用意する食堂が大繁盛してお

このことを伝えていかなければなら

ないと思います。だから、保育園や幼稚園で

ります。

2時間だけですよ。雪深いところを

の食を通した試み、それは子どもたちに与え

2月ごろ､その朝飯を食べに私も行きました。

ることと同時に、その後ろ側にいるお母様た

土日はお休みなので、忙しい私は苦労しまし

ちへのメッセージの伝達になるのです。

た｡そこには地域の一人暮らしのお年寄りで、
料理するのが大変という方々のために−日に

◆おいしいメッセージ

一回いい食べ物を食べられれば、あとは体の

それで、一緒に食べあいながら 「あ、そう

健康を保てるということで、昼ごはん、昼に

か−」とわかってもらえる。 「あなた、それじ

近い2時間だけを開けている食堂でした。大

やだめよ」なんて指摘されたら人は絶対動か

繁盛です｡みんなボランティアがやっている。

ない。だけど「あ、そうするものなんだ」 と

みんな儲け仕事じゃなくてやっている。だけ

自分から自発的に気づくこと。 これは食事時

ど、遠くの方からやってくるのです。人に与

が最も効果的です。

える食、 自分が食べる食、そして人とともに
食べる食ということがすごいなあと思いまし

自発的においしそうだなと思ったら、おい

しい話には飛びつきます。

どんなにいいこと

た。

でも、おいしくないメッセージは「いえ、結

北海道の浦河町では大学院があって、幼児

構です」 と、 こうなります。 「おいしい話｣、

からおばあちやんまでが大学院生なのです。

学生たちはよく使います｡｢おいしいバイト｣、

つまりそれは生涯学習の中で食をテーマにし
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たいろんなことをし続けているのです。海に

う雑誌の編集を手がけておられます。 1981年

近い豊かな地域ですから、そこで科学的な勉

には食育う°ランニングを設立、 さらに1992

強をしたり、料理をしたり、一緒に食べあっ

年にはフードコーディネータースクールを開

たりということをしています。小学校では生

設され、そこの校長先生として、2003年より

活科とか総合化の中で学校教育のう°ログラム

食育教室をスタートしておられます。各地で

として動いておりますが、もっと地域社会に

食育教室を実践してこられたので、そのお仕

開かれた、生活に密着した食を媒介とした営

事の中身についてお話をしていただきます。

みとして素晴らしい人間のつながりが育つ場

では、先生どうぞよろしくお願いいたしま

であったと考えています。

す。

◆おわりに

藤原：みなさん、 こんにちは。藤原です。

この近くでも日暮里のひぐらし小学校でも

先ほどの室田先生のお話、 とても勉強にな

面白いことをやっておられますし、大阪でも

りました｡人はなぜ食べるのかということを、

九州でも、島根県でも農業者と一緒に地域の

私栄養士なんですけれども、 もっとも弱い

つながりの中で食が考えられています。各地

部分を具体的にお話しいただいて、 これから

でそういう営みが我が仕事としてされ始めて

みなさんの前でお話しすることにもつながっ

いるという、 このことを覚えていただければ

ていくお話で、参考になりました。ありがと

と思います。

うございました。

そしてここにお集まりの方々はその小さな

◆経歴紹介

タネをまく人であると私は考えていますので、

私のお話は非常に具体的というか、今やっ

どうぞ起爆剤、起爆装置の小さなタネをまく
人としての動きをこれから始めていただけれ

ていることを知っていただくというレベルで

ばありがたいと思います。どうもありがとう

ございますが、 さきほどご紹介にあずかりま

ございました。

したように、私は栄養大学を卒業後、まあ栄
養大学自体がもはや食育の学校かもしれませ

（拍手）

ん。私は食育というのは栄養学という部分が
中尾：室田先生、どうもありがとうございま

大きいと思って、私自身、栄養学を媒介とし

した。

て､食育の活動を40年やってきたと思ってお

それでは、続きまして、藤原勝子先生にお

ります。

願いいたします。先生には「食育アカデミー

まず、 『栄養と料理」という編集を10年く

の食育事情」 というテーマでご講演いただき

らいやりました｡今もやっております｡「栄養

ます。

と料理』こそはもう食育の本かもしれません。

資料がいろいろございますが、

その後、食と健康をテーマにした群羊社と

レジュメが

別になっている資料があると思いますので、

いう出版社を夫と興しました。これもかれこ

それも参考に見ていただきたいと思います。

れ30数年｡今日お持ちした本も私どもの作り

ました食育の教材が主たる私たちの仕事でご

これから、パワーポイントを使いながらお

ざいます。

話をしていただきます。

それでは先生のご紹介をさせていただきま

さらに1981年に食教育プランニング､食生

す。藤原先生は女子栄養大学をご卒業後、同

活プランニングと改名したのは、会社名がち

大学の出版部に勤務され､『栄養と料理』とい

ょっと固いということで、最初は食教育プラ
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◆食育をめぐる状況と、その背景

ンニングで立ち上げました。それが25〜6年
ですから、まだ食育という言葉もない頃に、

このあたりは室田先生のお話にもありまし

何かやはり食教育に携わっていくということ

たように、食育というのは今ブームになって

をかなり意識して立ち上げたプランニング会

おりますけれども、食育は人類がこの世に誕

社、企画会社でございます。

生して以来のテーマでございます。それがに

そのあと食生活プランニングが企画してジ

わかに問題になっているっていうのは、やは

ャパンフードコーディネーター・スクールと

り医療費の増大の問題ですね。それが一番大

いうフードコーディネートの養成校を、ビジ

きなことだと思います｡食育基本法ができて、

ネススクールですけれども､立ち上げました。

ブームになって、 さまざまな活動が展開して

今期17年目で､卒業生が約1200人出まして、

います。

今日スタッフとして参りました高桑も卒業生

その背景は先生のお話にあったように、食

でございまして､聖徳の卒業生でもあります。

品はあふれ、情報はあふれているのに、 こう

よろしくお願いします。

いった問題、食の外部化、

5つの．食問題、

ジャパンフードコーディネーター・スクー

コミュニケーションができない孤食、食べる

ルでは、私は入学式のときは挨拶に必ず「フ

ものがみんな家族ばらばらの個食、少食、粉

ードコーディネーターは食育者たれ」 と申し

食、まあ欧米型の食事というような問題が私

ております。やはりフードピジネスに関わる

たちの食育を考えさせる背景になっておりま

人間は、健康な食を意識してビジネスを行う

す。
何よりも生活習慣病の増加と若年化、寝た

べきであるということを標語しております。

現在は3年ほど前から食育アカデミーとい

きり老人、医療費の増加。これはすごいです

うスタイルの学校を、地域支援の形で、私の

ね。 2004年に32兆円。 26年後、ほっとくと

自宅が習志野台にございまして、そこを改装

69兆円。国家財政の半分を占めてしまいます。

しまして、小さな学校を始めました。地域の

更に子どもたちの肥満、ダイエット。 10年

親子を集めまして、食の実践教育を昨日もや

後、 20年後､この子たちは年寄りを支えられ

ったばかりでございます。その実践教室をや

ませんよね。一体、

っていて､一番大事なことは食育の先生です。

うか。

日本はどうなるんでしょ

食育の先生を養成しなければいけないという

こうした国民の不健康化に加えて､高齢化、

ことで、フードコーチャーと称しております

少子化が問題になって、高齢化少子化にブレ

けれども、養成講座も並行してやっておりま

ーキはかけられないけれども、不健康化には

す。

ブレーキはかけられる。死ぬまで元気なら高
齢化とか少子化も問題ではないと。死ぬまで
元気な人にするために、だから食育という図
式でございます。これは皆さん十分おわかり
だと思います。

晶

◆食育の定義

盲

で、食育とはという定義づけ、 これは足立
先生なども、人々が人間らしく生きる、生活

同

する資源としての食、同時に健康の資源であ

藤原勝子先生

る食を営む力を育てること。そしてこれらを
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実現可能な社会・環境を育てること。ちょっ

れております。

と難しいですけれども、考案した言葉だと思

つのことを考えられる人が、実践できる人が

います。そして、いきいきと自分らしい生活

食を自立できると考えております。

自給率の問題。こういった4

や学習ができるように、健康で楽しい食事を
整え、先ほどのお話にもあったように、心の
豊かな食事環境を作る。それこそが健全な食

6.食の日立とは

自分の体と心にとって=恒全かつ快適な食事ができるようになる車です

を営む力であるといえます。

蕊蕊鰡鍔蓉卜

食村や象畏の煙障と婁砿

寺I断力･遍限力

ー＝ケ

一

■

卜卿哩 恋ま.遡・

ること試頭そ

−ミテ三ニラ

健康の自立

諏■ﾊﾞﾗﾝｽ
がよい

安心

食の自立

楽しい俄令赤

きれい

それを日々の■らしで
実歴すること

・
窪…飢錘】，量墓ニヶーシ罰ﾝ唾
文化･マナー

−

一■一

おいしい

い心<楽しく‐

腱ＡＰＰＹｉ︽律︷

5健全な食とは

￨鰯鳴鯉職も】…皇 … 葱1
食の自立とは

◆栄養素バランス
次です。よく栄養のバランスがよいと最後
健全な食とは

には言いますよね。これはバランスが悪いと
か､おまじないのように｡たとえば骨が悪い、

◆食の自立

目が悪い、ボケる、切れる、すべてバランス

私は栄養士ですから、健全な食の捉え方は

が悪いからという言葉に集約してしまいます。

なかなか心まで十分に理論づけできないんで

だけど、実態はなかなか栄養士でも栄養素バ

すけれども、おいしい、安心、安全、美しい、

ランスよく栄養素量を充足した献立を考えら

楽しい栄養バランスがよい、 こういった食事

れるかというとなかなか難しいですね。

を日々の暮らしで実践する､実践できること、

ただ簡単なものさしがございまして、 これ

それが食の自立であり、健康の自立であり、

はもうずっと私は食育で展開しています。主

ひいては幸せな人生ではないかというのが私

菜、副菜、主食論を足立先生がたも提唱して

の考え方です。みなさんもそうではないかと

おられます。 この3つのお皿を揃えようとい

思います。で、食の自立を考えますと、 これ

うのが、栄養素バランスの質の問題だと思い

は4つの要素があると思います。まず、バラ

ます。

ンスの良い健全な食を選ぶことができる。選
食力というんですか、食材とか栄養の知識、
｢栄養バランスがよい｣とは＝｢質｣と｢せ｣のパﾗﾝｽ

それを選ぶ力、判断力。

質＝栄養素バランス

ふたつめはそれを料理することができる。
作ることができる。道具のこと、衛生のこと
ビタミン･ミネラ
ﾐネラル

3つめはおいしく楽しく食べるこ

食物樋紺珂

{圃犀甜聡二，

とができる。コミュニケーション、演出、文

化、マナー。心の問題でしょうか。

4つめは

⑬③

でたんぱく頁

塞黄

がわかる。

￨ （ 廓 ■・大豆〕

エネルギー卸
〔●m･いち･泊
砂■》

環境問題や食糧問題について考えることがで
きる。ゴミ問題、地産地消、今はこれが叫ば

質＝栄養バランス
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栄養素バランスの次に量の問題が、まず適

いっぱい料理本に埋もれた生活をしておられ

正エネルギーですね。体重に合った適正なエ

ると思いますけれども､それはマニュアルで、

ネルギー。もちろんビタミンミネラルの適正

献立を考える力を奪っているのではないかと

値もありますけれども、それも皿数で表現で

私は思いますけれども｡あと料理をする技術、

きます。主食はごはんだったら毎食1〜2杯

盛るセンス、 これもなかなか大変です。料理

あって、そこにおかず。赤いお皿のおかず。

セッティング、片付けまで。片付けは今は食

主菜ですね。

タンパクのおかず。ひと皿だい

器洗い機。私も食器洗い機、最近入れたんで

たい80〜100g見当が1皿。副菜が2皿。淡

すけれども、 これはあまりいいようで悪いん

色野菜、緑黄色野菜、 ］皿は809。このパタ

ですよね。お客様大勢のときはいいんですけ

ーン。

れども、普段は使ってません。なぜなら食器

このものさしだけで栄養教育はもうできる

を洗いながら考えるんです、明日のごはんの

んじゃないかなということで、私たちはこれ

こととか､今日のごはんはどうだったかとか･

だけでやっております。難しいことはやって

いろいろ考える､その時間が奪われしまった。

いません。

しまったということに気付いてからは、大勢
のとき以外は使っていません。

そういった仕事が全部外注化になって、い
わゆるフードコーディネーターの仕事になっ

量＝価正エネルギー
タンパク質･恥質･炭水化物･ビタミン･ミネラル･食物幽埼などの要雅を考えて

③⑬③
｜

主食

↑ 2杯

｜

ているんですよ。

これはまた後ほどお話しま

すけれども。 さらに食育については、食育っ

季朗･食材
好み･体■
度佃･手朋

ていう教育ではなくて、いわゆるお母さんの

技術･コスト
股■

食のしつけ。家庭の日々の暮らしの中での食
卓での食のしつけで自然に伝わってきたのが

『そのまん唯
刷■カードI
争圃

食育であると言えます。

qq

◆フードコーディネーターの仕事

量＝適正エネルギー

これちょっと外れますが、私がやっており

ますフードコーディネーターの仕事は、

◆「食育」は誰が教えるの？
で、 こういった教育をですね、食育を一体

づくり、

上1，

コトづくり、情報づくり、モノづく

誰が教えるのということですけれども、従来

り､食をテーマにこういった展開で人材育成、

はお母さん、主婦だった。お母さんは、家庭

商品開発､あるいはイベント､セミナー企画、

の主婦はいわゆる家政学、衣食住を、いわゆ

情報づくりをやっている仕事。 これはすべて

る家庭管理学ですか､やっていたんですよね。

を昔主婦がやっていたわけではないんですけ

とりわけ食の仕事は大きくて、これは買い

れども、 こういった仕事がフードコーディネ

ーターの仕事です。余談ですけれども。

物から保管、献立、料理、セッティングから
片付けまで一連の流れをお母さんがやってい

たのですが、

◆現代母親事情

これらの仕事が全部、全部とい

うか多くは外注化されてしまった。今や買い

では次にいきます。で、戻りますと、かつ

物も通販、保管は前から外注ですね。缶詰干

て主婦は食育のセンセイだった。けれども、

物、食品工場、 これは保管です。献立、私に

現代の母の事情では、忙しいし、仕事を持っ

も罪があります。料理本に頼っている。もう

ている方が多いし､経験不足の母親｡今はね、
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なんかお手伝いをしない。あるいは、お母様

実践の仕組みを創造するクリエーター、仕掛

自体がお嬢さんを台所にあまり近づけないら

け人ですね。 コーディネーターこそが必要な

しいですね｡最近のお母様は。 「お手伝いする

のではないか｡その人は、 「もう食育って大切

暇があったら勉強しなさい」

なのは十分わかった。でも一体誰がどのよう

と言うお母様が

増えているそうですけれども、こういったこ

にしてやるの？」 という問題を解決する人。

とで、経験が不足している。

私は食育実践指導者と呼んでおりますけれど

で、核家族化。これはおばあちゃん、おじ

も。プロモーター。足立己幸先生などは、食

いちゃん、教えてくれる人がいなくなった。

育プロモーターとおっしゃっております。食

伝承ができない。つまりそれで、そういった

育実践指導者が今もっとも求められていると

事情で食育ができなくなっている母親。

思います。

でも、お母さんになったらやっぱり食育を

◆食育実践指導者とは

しなければならない。そのときに食育にどう
やってやったらいいのというお母さんがたが

食育実践指導者というのは、私なりにまと

多くおられます。そんなとき、食育やってく

めますと、食育の基礎知識、 この栄養学であ

れる人がいないのかなという問い合わせが増

ったり、食材学であったり、食文化であった

えております。でも食育にお金はかけられな

り、 さまざまあるんですけれども、基礎知識

い。塾にお金はかけても、食育に月謝を払う

のほかにクリエーション能力、 クリエーショ

ことはできない。だって食育はしつけで、お

ン能力というのは、やはりそういう場とか、

母さんの仕事だという考えが一般的で、まだ

食育の実践の仕組みを考える企画力ですね、

まだそういう対価は払われない状況です。

発想力と､それを運営するマネージメント力、

プロモートカ、宣伝広告していく力。そして

◆「食育」は産官学協働で実現する

現場の対話力、あるいは産官学の相手の方と
話せる、説得できる力、プレゼンテーション

そこでですね、私も個人的にというか、立

場的に食育教室をやっておりますけれども、

力といいますけれども、

これも結構経費がかかります。ひとりではな

を総称してクリエーション能力と考えており

かなかできないことです。

ます。

こういった3つの力

食育は必要でもお金はかけられないという
現実があって、

しかも日々の暮らしの繰り返
g食育実賎l箇導者とは

しの中で育つものなので、一過性では身につ
『5Wl池昏圃唆して

食向寅囚梗、刺にl古、食同の呈艮胆囚の健『ニ

かない食育です。食育は時間とコス}､、場も

ば

クリエーション睡力〃必巧

て宣冑寅酸魁■として厘団で迫る

W胸、

いるし、人手もかかるし、管理もいる。お金

̲蕊嘩職
｜

がかかるんです、ほんとに。教育ですから。
だから、食育を実現するには、 もはや個人の

運営力一一忌鋲鬼動､＃

T4−グートカ
プロ¥→zン力

wI,w 1

プレ…→些力

H

力ではかなわないという現実にいたっており

いつ

（fん回馳'二〉
どこむ
〔どこ厘勺どこへ.どこからl
鱈れ部
{どん々必）
な↑二を
どんな且嬬.とん写いf9

なぜ
(どSして､…③鋤に〕

どのように
《ど緯ふうに.ざう函て》

ます。

d▼

そして、食育の場は、機会は企画して運営

食育実践指導者とは

する仕組みをつくらなければならないという
ことに気がつきました。そういった仕組みを

こういった能力は、具体的な考え方は5W

誰が作るのか。産官学協働の力をもって、や

1Hなんですね。食育をいつ、 どこで、だれ

らなきやいけない食育。その力を結集して、

が､なにを､なぜ､どのように､最後にHowmuch
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があるんですけれども、やるのかっていう段

そしてクッキングは科学、調理科学をふまえ

取りを考えて総合化していく能力をクリエー

てのクッキングでございます。

ションしていくことが必要です。

こういう考え方で、 ささやかながら私がや

◆フードコーチャーの養成

っていることは、食育アカデミー事業なんで

次は、フードコーチャーとは一体どういう

すね。この食育アカデミー事業は、単に親子

人なのかというと、食事力を持った人、食育

の食育教室の実践だけでなくて、それを教え

力ですね。食育力とは、子どもの食の自立、

る先生の指導と､両輪の輪でやっております。

食事力をサポートする力を持っている人。た

とえば真ん中に栄養学､食材知識､調理技術、

◆食育アカデミーの5W1H
で、

5W1Hを使いますと、 When、

こういった基礎的な技術、保育能力も必要で
これは

す。これをもって、いろんな場面で活厩して

いつでもどこでも継続的にやるというⅧGn

いきます。

ですね。 Whereはどこでも移動教室でやる。

私たちはフードコーチャーを､｢よい食事の

Whoは、フードコーチャーが教えます。食育

ものさしを持って子どもたちと楽しくコミュ

の先生です。栄養士ないし保育士の資格を持

ニケーションができる人、また子供たちのよ

った人が一定の講座を受けて、試験に受かる

い食事環境を整え、

資格で、 これは登録されております。フード

るように支援するファシリテーターである」

コーチヤーが、 Whatは、親子に食を教える。

というのが気持ちでございます。

Why、健全な食生活の自立のために。 How、こ
れはビジョンが、

なかなか大変な資質でございますけれども、

これも経験でひとつ育ってまいっております。

目指す子どもというのが次

にありますけれども、

日々の暮らしで実践でき

ビジョンを持って年間

カリキュラムを作って、フードコーチャーの

Who
l lフードコーチへ｡−の置成

指導要項を作ってやっております。
これはどこでやるか。

フードｺｰﾁﾔｰの沼■フィールド

●なぜ、今．フードコーチャーなのか？

これはキャラバン隊

倉写

一

でございますから、どこにでも行けるんです。

……周』艫．

侭官回や幼n皿．企亘や家

今、流通であるいは工場で、学校でキャラバ

直で.いろいろ噂千里で敗り

マ熟ﾖ。 ，潟轟需己、

侭振、

的水れています力w‑r食官力｣
をnつた人例b4不足していま

ンが仕掛けていってます｡ IIow、 目指す子ども

･･九ﾛﾕｷﾏｵﾑ*
､貢典仁

繩

〆

ぜ‑亨鐘=名̲, ‐

す‐

魯毎

像を掲げて、 これは幼児教育の国の施策にも
入っております。

Y,

■■飴心

マーケフキ

｢食育力｣とは

目指す子ども像は、お腹が

子供の食の自立＝食事力をサポートする力。

空くリズムの持てる子、食べたいもの・好き

Zr

ﾌｰドコーチヤーの養成

なものが増える子ども、一緒に食べたい人が

◆親子の食育教室

いる子ども、食事づくり ・準備に関わる子ど
も、食べ物を話題にする子ども。これを食事

で、 もうひとつ食育教室では、フードアド

力をもつ子どもとしています。食と健康、食

ベンチャー・キッズ、わくわくどきどき、 さ

と人間食と文化、食の育ちと食、料理と食

きほど室田先生のお話にもありましたけれど

という背景のテーマでございます。

も、 こういう体験教室です。親子です。そし
て継続教室です。

そして年間カリキュラムは3つの講座に分

かれております。まずは大きくは栄養の話と

なぜ継続か。一過性のイベント的体験では

か、食文化の話、命と食のかかわりの話、マ

実践力が身につかない｡五感を駆使して作る、

ナーのこと、そして食能も入っていますね。

考える、汗をかく、失敗する、そしてやった
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−、達成感を得る。それによって、 自信。ま

緒にやらなくちゃというモチベーションにつ

まごとから大人のことになる。お話にありま

ながっていきます。ほんとにいい機会、繰り

した、まさにそれです。 自信ができて、また

返し来ておられる親子さんも多いです。

やろうという気持ちにつながります。この繰

◆食育の教育効果検証

り返しによって記憶に刻み込まれて、刷り込

みという現象で、暮らしに、ほんとに生活習

これはフードアドベンチャー・キッズの応

慣として刷り込まれる。その本当の同じこと

募のチラシです。栄養のお話から食文化のお

の繰り返しでしかない。

話から、 クッキングラボ、テーブルコーディ
ネート、後片付けまで一連の流れを1年間の

現場で展開していきます。大事なことはこの
1年をやって栄養教育効果、

1 1ﾌｰドｱぺﾝﾁｬｰ･ｷ･ﾝズ(飢子の食育職室〕の活動
●なぜ,星峨か

これを検証しな

くてはいけないということで、今、栄養科学

一過性のｲぺﾝﾄ的体蝕では.実践力が身につ士､こい.五感を座便して
作る．考える．汗をかく、失敗すゐ．そして逝成■．＝自侭一再チャレンジ

研究所の佐々木敏先生と組んで検証のプログ

このくり返L､によって.正田に蹄み込まれ(■り込み〕、■らしに根付いた

実鐘力となる．

ラムに入っております。やはり1年くらいや

●なぜ、アドベンチャーか

単なるｸｯｷﾝゲ敏室でl工ない.
Co‑Ingブﾛｾｽを覚えるだけでなく
料理の科学を知る．

らないとこういう教育効果は検証できないの

tなぜ』｢どうLてJを
理解してはじめて．

ではないかと思っておりますけれども、先生

生活に応朋できら

もそうおつしやっております。まだ始まった
24

ばっかりで結論は出ておりません。
フードアドベンチャー･キッズ

親子の食育敏室what ／ｌ、Ｉ、ｌ』
一抑』ｆ】柏昭一

卵》
申唖一
岬》一』
咽唖配北
和郎咀
心
画一
ﾌｰド･アドベンチャー･ｷ･ソズに参胸しませんか?

で、なぜアドベンチャーか。単なるクッキ

『・麺−−…

ング教室ではない。 クッキングプロセスを覚

,詮｜

えるだけでなくて、料理の科学を知って、な

UGD

g■gか●耐』値D

●可

ぜどうしてを理解して初めて生活に応用でき

q

T

甲?

t

ご‐
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学をなにげに伝えて､楽しく伝えていきます。
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フードアドベンチャー･キッズの応募のチラシ

次は、なぜ幼児か。三つ子の魂百まで。ま
さに先ほど10歳までというお話もありまし

これを皆様のお手元に配布いたしましたの

たが、私たちも8歳くらいまでを対象として

で、どうぞあとからお時間あったら見ておい

おります。恥ずかしさを知らないという言葉

てください。今の話を整理した−枚でござい

はちょっと語弊がありますけれども、度胸の

ます。

ある年代ですから、失敗しても楽しい、繰り

◆食育の現場

返しが楽しいという年代。なぜ親子か。そう
いう楽しんでいる、喜んでいる子どもの姿を

私たちがやっている現場です。真ん中の絵

見て、親もモチベーションがすごく高まって

にあるように、 フードコーチャーの現場は、

いきます。親御さんの。それで親の方が負う

5つありますね。幼稚園・保育園、地域、企

た子に教えられるんですね。

業、行政、流通、それぞれの場面でやってい

じやあこれから私も料理をやらなくちや、一

ることをぱらぱらとご紹介します。
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最初に出たのは､ある保育園での実習です。

次は、 これは石油メーカーさんと組んでや

このときハロウインをやりました。まだまだ

っている、 これも継続的にやっている、土鍋

一過性でイベント的なんですけれども、上の

で炊くご飯。ガス屋さんですから、ガスを使

写真にある小さいキッチンは、実は私どもが

って何かということで企画を提案して、土鍋

サンウェーブさんと共同開発しました子ども

ご飯になりました。継続しております、 これ

用のキッチンです。内蔵型で排水もこの中に

も。

全部入っていますから、いつでもどこでもで

◆企業とのコラボレーション

きるわけですね。お部崖の中でも、保育園で
給排水装世の設備がないところでも、 どこで

食育も、私たちはですね、いわゆる株式会

も置けるので、幼稚園保育園でこれから広が

社食生活プランニングですから、お金は自分

っていくキッチンでございます。

たちで準備しなくちやならない。だから営業
活動がいるんですね。で、企業さんと組んで

ﾌｰドｱドべﾝﾁﾔｰｷｯｽﾞ

んと組んで毎年本を出して、あるいはセミナ

$随群蚤踊鱗Hルリ
ぁ骨LI伸向団
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実績紹介T》

￨

･も｡｡昔画

一

一●今一
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鯉

ーをやってお金を得て。いろんなメーカーさ
んと、今は味の素さんと組んでやっているこ

ともあります。
まあ企業さんと組むことが多いんですけれ
ども、今回はサンウェーブさんと3年くらい
前に商品開発のお手伝いをしていまして、子

］■

フードアドベンチャー･キッズの実細

ども用のキッズキッチン、 これは私が発案し
てできた商品でございます｡これが発展して、

次は、

これは私どもの教室でやっている光

このキッチンの特徴は先ほど申し上げました

景でございます。栄養のお話はミュージカル

けれども、移動型で、

仕立てで、いろいろメディアを使って、 メデ

という特徴ですね。意匠登録もしました。

どこでも教室ができる

イアというか、後ろに絵本がありますけれど

こういった媒体作りも毎年やっておりまし

も、その絵本をムービーにして、画像で見せ

て、 こういうところからあがる収益で食育活

て、

動をやっているというのが現状です。

3つのお皿の話を聞かせたあと、

クッキ

ングをして、その後テーブルコーディネート
1

などを教えているところでございます。
次は流通です。 これは、ある催事場でやっ
ている、あるメーカーと組んだプリンの開発

で、新発売のプロモーションと一緒に重ねて
食育教室をやっています。 これはずっと継続
してやっています。

e

〜
一刻

次は、行政。 これは農水省さんと組んで、

ロ〜
町I■間11

有楽町のごはんフォーラムでやっているもの

子ども用のキッズキッチン

で、お米、ご飯食の普及を、親子教室でやり
ました。

このとき100組くらい集まったのか

◆企画の一例

な。大勢でしたね。

しかし、 これだけではなかなか継続、それ
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こそ食育は継続させなきゃいけない、そのた

思います。 これが指導者になる第一歩だと思

めにはお金がまわらなければいけない、その

います。まず現場に飛び込んでみると、

ためには産官学をもっともっとお力添えをい

ができること、あるいは自分の気持ちとか、

ただきたいということで、 この7月ですね、

モチベーションがどんどん高まっていきます

お手元に行ったと思うんですけれども、船橋

ので、そうやると初めて、そういうことで初

で、私も船橋に根を下ろしましたので、船橋

めて食育実践指導者の一歩が始まるんだと思

市役所さんと組んで、市役所が主催する、ま

います。

自分

ず商工会議所が主催する「めいど・いん・ふ

最終的には食育というのは仕組みであり、

なばし弁当」 という企画を出しまして、告知

やっぱり結果を出さなければならない。食育

とか、応募については船橋市役所さんにやっ

効果を出さなければならない。

ていただいて、食材については商工課ですか

間とお金もかかりますから、そういった時間

ら、船橋市内の食品メーカーからご提供いた

やお金や人手を集められる企画をみなさん考

だいたさまざまなお弁当のおかずをフロアに

えていただきたい。そしてその企画に飛び込

並べて、親子参加型でチヨイスして、選食力

んでいっていただきたい。これが私の気持ち

のコンテストを行います。それで入賞したお

で、今やっている段階の結論でございます。

と言うと、時

弁当を船橋市役所がアンデルセン公園でやる

私も食育実践指導者としてまだまだ未熟で

市制70周年のお祭りで売ってみようという

ございますが、 これからもやっていこうと思

ことで、まあ食育とお弁当、お弁当がバトン

っております。

になって市制を食育というテーマで輪切りに

つたない話でしたが、最後までご静聴あり
がとうございました。

する仕掛けが始まりました。

ようやく行政さんも食育に￨對心が向いて、

（拍手）

そういう民間の力も借りたいということで動

きが出てきまして、まあこれから楽しみとい

中尾：どうもありがとうございました。

うか、頑張ってやっていかなきゃいけない段

本日は、せっかく皆様方にお集まりいただ

階ですが、みなさまもどうぞ船橋市といって

き、いろいろな分野でご活躍の方もいらっし

も、県内の方はどうぞご参画できるものです

やると思いますので、最後に皆さんにご意見

から、企画の部分でも、参加の部分でも、い

ご質問等がございましたら、お出しいただけ

ろんな形でご協力いただければと考えており

ればと思います。いかがでしょう。

ます。

会場：貴重なお話ありがとうございました。

◆おわりに

私は聖徳大学を卒業しまして、現在給食セ

最後に、 これは皆様、食育活動を志してお

ンターで学校給食の学校栄養職員として働い

られると思うんですが、 こういった食育のブ

ておりますが、まさに私は食育をしようと思

ームにのせられて､単に子どもが好きだから、

って学校栄養職員を目指したということは全

料理が得意だからというだけでは食育はでき

く頭になくて、ほんとに現場に飛び込んでし

ないと思います。食育のために、 自分が今何

まったという感じです。

ができるか。たとえば料理ができるとか、お

今、ほんとに食育と言われているので、小

話が上手とか、何でもいいんですね。何がで

学校の先生方や幼稚園の先生方からも食育を

きるか。 自分にとって食育とはどういうこと

してくださいと､年に数回なんですけれども、

かということを考えて、行動に移す段階だと

お話があります。まだまだ私は人前で話をす
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るのが苦手なんですが、そういう時にどうい

よろしいでしょうか。

では、そろそろ時間になりましたので、最

ったところに気をつけて話をしたらいいかと

後に私のまとめといいますか、気持ちをお伝

いうところをお願いします。

えしたいなと思います。

室田：私の視点から申し上げますと、そうい

◆学校訪問で感じたこと

う現場に行って、食育の中で私うんざりして
いるのが、

この企画は学術フロンティアという研究が

3つの赤と緑と黄色のお皿とバナ
もうあればっかりよ、どこ

ございまして、前にいらっしゃる木村先生と

でもどこでも。 もういいと思う。そして沈む

小杉先生と3人で続けています。私は今まで

ウンチはたんぱく質が多くて、浮くウンチは

大学で講義をする以外にはあまり現場に出て

野菜を多く食べてる。汚い話ばっかりするな

行く機会がなかったんですが、一昨年あたり

あと思ってね、 もうちょっとワクワクするよ

から、まずは高校から始まりまして、次は中

うな話できないかな一と、ちょっと食の専門

学校、そして去年は小学校に行って、現場で

家の方にそういう科学性を伝えようと思われ

お話しする機会をいただきました。

ナのウンチです。

それでいろいろと感じたことがありました

るんでしょうけど、どこに行ってもぶつかる

っていうのは、参つちやうな一というのが、

小学校の1年生の教室で一緒に給食を食べた

このごろの感想です。

んですが､こんなことは初めての体験でした。

それから、食の専門家っていうのは、今ご

私の小学生時代は、私の地域には給食があり

報告いただいたような形でのトレーニングさ

ませんで、給食を食べた経験がなく、是非に

れた立場もおありかと思いますが、実は私は

ということで食べさせてもらいました。
びっくりしたのは、

おばあちやんたちとか、地域の中でいろんな

1年生の担任の先生が

ことをいっぱい工夫してきている専門家がい

子どもたちのことをしっかり受け止めて考え

っぱいいると思いますので、そういう方たち

ているなということです。まず給食をよそう

を引っ張り出して、表に出していく、

こうい

ときに、 「前に出てらっしやい」と言って、子

うことをする、やはり地域の中の宝を掘り起

どもたちを並ばせて全部よそい終わったんで

こす人材を求められているんじやないかなと、

すね。そのあと、 「残りの人出てらっしゃい」

こういうことを私は思っております。

って。残りの人って何だろうと思ってました

ら、 「どのくらい食べられるの？」って一人ひ
藤原：今のご質問は、人前で話すのが苦手と

とり聞くんです。ごはんはひとくちだけ、 き

か。私もほんとに苦手で、今もお聞き苦しか

ゅうりもひとかけしか食べられないんです。

ったと思うんですけれども、私もこういう機

で、先生に聞きましたら、 「最初1年生に入っ

会が増えましたので、心がけていることが、

てきた当初は残食だらけで、それをなんとか

一応編集者ですので、ビジュアルで作るんで

なんとか食べさせて、 ようやく残食がなくな

すよ。あと準備性をやっています。そうする

ってきました。でも、まだ食べられない子が

となんか、心も落ち着いてきますので、 どう

これだけいるんです」 ということでした。
私が教室に入っていきますと、｢おばあちや

ぞそれもヒントにしてください。

ん、今日はどうして来たの？」 と言われたん
会場：ありがとうございました。

ですね｡そしたら担任の先生が、 「今日は聖徳

大学の先生がみなさんと一緒に食べます」っ
中尾:他に会場からどなたかございませんか。

て紹介して下さったら、子どもたちの顔が変
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わったんですね．で、 目の前のグループ（男

◆お母さんの味とおばあちゃんの味

といろいろおし

今、学生と会話をしているときに、人間栄

やくりをしながら食べました。男の子はマナ

養学科の学生はみんな栄養士を目指して入っ

ーが悪くて、左手は遊んでたので「ダメよ、

てくるわけですが､ 「どうして栄養士になろう

遊んでちや」って言ったら、 「は−い」って言

と思ったの？」って聞くと、 「お母さんがお料

って素直に直すんです。そしていろいろ会話

理が好きで｣っていうような話が多いんです。

をしながら楽しく食べることができました。

そこで､「じやあ食べたのはお母さんの料理だ

の子が3人、女の子が1人）

食事が終わって給食室まで食器を運びなが

け？」って聞くと、おばあちゃんの話も出て

らお話をしたんですが､｢先生今日はありがと

きます。で、 「おばあちやんのお料理食べてど

うございました」って、担任の先生から感謝

うだったの？」と聞くと、 「おばあちやんの料

の言葉をいただきました。 「いつもならば､時

理は味が濃くてしょっぱかった｣。 「じやあお

間がかかって外で遊ぶ時間が残らないんです。

いしくなかったの？」と聞くと、 「とってもお

でも今日は先生がいらっしやったおかげで

いしかった｣｡やっぱり味付けはインスタント

15分も早まりました」 と。 ということは、誰

の調味料を使ったりしませんね。ちやんとダ

かが来て一緒に食べるということを意識して、

シを取っている。だからおいしく感じるので

一生懸命食べなきゃいけないなという気持ち

す。

が生まれたんですね。最後に「どう、今日は

それともうひとつ大事なことがありますね。

と聞いてグループを廻った

お母さんとおばあちやんの違いは何でしょう

ことで、うまくコミュニケーションがとれて、

か。お母さんは仕事をしていて時間がなくて

皆一生懸命食べてくれたのではないかと思い

も､今日は疲れているから作りたくなくても、

ます。

子どもに食べさせなきやいけないから作りま

おいしかった？」

す｡おばあちやんは孫に喜んでもらう、 「おい

◆消えてしまったお膳立ての風景

しい料理を作って食べさせたいな」 と思って

昔「お膳立て」 という言葉がありました。

作るわけです。だから孫にその気持ちが伝わ

多分、ご年配の方はお膳立てという言葉はご

るんだと思います。

存知ですよね。ところが､今若い人たちに｢お

日本の食文化はおばあちやんが裏で支えて

膳立てってなに？」って聞いたら、全然知ら

きたんだと思うんです。私も小さいときに祖

ない。 「分かる人」って聞いても、ひとりも手

母に育てられました。みんなどこかでそうい

が挙がりません。そういう現状です。

う体験をしていると思います。それをもう一

お膳立てっていうのは、多分わからない人

度復活して、食事をおいしく楽しく、そして

もいると思いますのでお話ししますが、昔お

孫の、子どもの幸せのために作ってみんなで

母さんがお家で食事の準備をするときに、子

食事をするという機会をしっかり作っていく

どもたちは一生懸命お膳を拭いて、お茶碗と

ということが食育の中になければならないと

おわんとお箸を並べて、お母さんのお料理を

思っています。

作る刻む音､それから匂いをかぎながら､、｢お
なかすいたよ、早くできないの」って待って

◆コミュニケーションの重要性

る。そこにご飯ができて、 「ああおいしい」っ

今は授業の中で私が外で見聞きし、体験し

て家族皆で食べた。 これはどこの家も当たり

てきたことを伝えています。食育は地域の人

前にあったこと。それが食育につながってい

たちと一緒に考えたり、やり方はいろいろあ

たんじやないかと思います。

ります。藤原先生がいろいろ考えて作って下
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◆健康な未来を目指して

さっているような媒体や教材を使うことも大

事だと思いますし、その中でいつも子どもた

今日も皆さん方にお集まりいただいたのは、

ちにとって｢何をしてあげなきやいけないか｣、

まだまだ食育に関する情報が少ないというこ

「どんな心を伝えていかなきやいけないか｣、

とがあると思います。そういうことも情報交

それをしっかり受け止めて、室田先生のお話

換しながら食育を実践することになり、将来

にあったように、ただ単に「食べなさい」で

に向かって本当に健康で、 メタボリックシン

はいけない。やっぱり愛情こめて「おいしい

ドロームなんかには関わらないような子ども

ね」って会話をしながら食べることでうまく

たちの健康につなげていくことができれば、

コミュニケーションができればいいですね。

日本の食の未来は明るくなるのではと思いま

仕事をする時もコミュニケーション、親子関

す。

係もコミュニケーション、学校に行ってお友

そんなことで、まとめになったかどうかわ

達とのコミュニケーション。そのコミュニケ

かりませんが、今日のフォーラムは終わらせ

ーションが食事を通してうまく作れて初めて

ていただきます。最後までご協力どうもあり

食育がうまくいったということにつながるん

がとうございました。
先生方にもう一度拍手をお願いいたします。

じゃないかと思っています。

(拍手）

◆自分のまわりの小さなことから
今日お話を聞かれた皆様方は是非ご自分の
まわりから、小さいことでもいい、何でもい
いから、なにかひとつ子どもたちのためにや
っていこう。その広がりがだんだんだんだん

地域に根ざしていくことが大切です。

今、千葉県のある地域で、保育所のお母さ
んたちの食育をおこなっています。そのとき
に、

じゃあ私はどういう立場でかかわってい

るかというと、大学で研究をしていろんな情
報の中で何か役に立つものはないかというこ
とを考え、実際に今何をしなければいけない
のか決めるために､それをまず現状を調査し、

食育として何をやろうかという内容を考えて
実施します。そして最後に食育をしたことに
よって何が変わったかをみていくことをやら
せてもらっています。

当然地域も、そして保護者も、そして幼稚

園の保育士さんも栄養士さんも小学校の先生
方もみんなでいろいろ考えて、そして子ども

の食事をよい方向に変えていくということが
できたら、その結果もまた情報交換していく
ことが大切だと思います。
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岡崎

友典（放送大学准教授）

パネ

リ

ス

ト

西舘

好子(NPO法人日本子守唄協会理事長）

パネ

リ

ス

ト

安間

敏雄（文部科学省スポーツ・青少年局青少年課長）

コーディネーター

福留

強

（聖徳大学生涯学習研究所所長）

◆はじめに

す。話をしながらおいおい、なぜこの会をや

福留：ようこそおいで下さいました。先ほど

ったのかという説明をしていきたいと思いま

までの秋山仁先生の話で盛り上がりましたし、

､寸一

′O

また雨も降って移動にも時間がかかったと思

今日はこれから後に創年と子どもが輝くま

います。これからスタートさせていただきた

ちづくりということをテーマに討論したいと

いと思います。

思います。これは大人が子どもたちを輝かせ
るまち、

私の手元にこんなのがあります。これは子

さらに、前にありましたが、子ども

ほめ条例というところでもらうメダルです。

と大人が地域を探検するという意味で私たち

これはその町で生まれた子どもには、すべて

は「平成子どもふるさと検地」 というのをや

の子どもが必ず小学校1年から中学校3年ま

りました。

での間に一度は表彰されるという制度、

これ

自治体にこれはひろがっています。これを今

が子ほめ条例という制度です。第3回でした

度はさらに発展させまして、次のことをやろ

がここの生涯学習フォーラムで実はその提案

うと思って今スタートしているものがありま
−斗一

をしたんです。子どもをほめよう研究会とい

9o

うのをスタートしました。それ以来どんどん
かわりましてね。

6年間やりまして、全国の150の

「ふるさと歳時語り部養成講座」 というも

この2回ぐらい前の大会か

のです。我々大人は、正月はなぜあるか、七

ら創年という言葉を入れました。先程も話が

夕はなぜあるか、門松はどういう意味か良く

ありましたように、 「創年と子ども」というわ

わからない｡子どもに語れない大人が増えた。

けで初めて2つのキーワードが繋がった分科

私自身もまるでわからない。それでこういう

会を持つことになりました。

ことをこれから学ぶ必要があるのではないか

今巨￨は全体が「子育て支援」 というテーマ

等など、私たち日本人が今、身近にやらなけ

よく見たら、 これは親父の問題であ

ればならないことがかなり少なくなっている

ったり、あるいは食育の問題であったり、結

のではないか。知っていることは少なくなっ

構中身は専門的なものとなっています。

たのではないか。 こうした課題も学び直す必

ここの部会は、並びました講師4人の方は、

要があります。これをどうするかも含めまし

はっきりいえばこれまでの活動では何の脈絡

て、創年と子どもにしたものであります。

ですが、

もありません。でも良く考えたら、すべてに
共通する活動をしてきた方ばっかりでありま
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◆パネリスト紹介

かしたら子どもだけじゃないかもしれません

さて、早速ご紹介したいと思います。私の

が、どうぞ。

お隣はもうご存知の方も多いのですが、見て
ください、

◆日本子守唄協会設立時の時代背景

日本子守唄協会です。話をお伺い

になったでしょうかね、西舘好子先生です。

西舘：皆様こんにちは。

劇団もなさいましたし、作家でもあるわけで

舘です。子守唄協会という聞きなれない団体

す。地域ではたぶん話をお聞きになった方も

も今年で設立8年目に入ります。

多いと思います。

備期間を入れますと 10年ほどになるでしょ

そのお隣は文科省の安間青少年課長です。

日本子守唄協会の西
8年前、準

うか。

プログラムの下のほうにに出ておりますので、

その頃の日本というのを思い出して下さい。

ご覧ください。安間課長は生涯学習局から県

世相の荒廃が表立って出てきた、そんな証拠

の教育委員会あるいは広島県とか､福岡県と、

に虐待や凶悪犯罪が後を絶たなくなったとい

まあわが国でも大変難しいと思われる県に行

う毎日が始まりました。誰もが、勝手な自己

かれて仕事をされました。今は国に帰ってき

主張をし始め、その証拠に、まだ少し演劇と

ております。青少年に非常に情熱のある課長

いう世界に足を入れていた私も、

であります。

てくれるいい観客より、猫も杓子も出たいと

じっくり観

そのお隣、岡￨崎先生です｡火曜日の11時だ

いうアマチュアのほうが目立って大きくなっ

そうですが、放送大学の教育社会学という分

たというのを実感しました。少子高齢化など

野で先生が講義をなさっています。だいたい

という言葉が流行りだし、携帯、パソコン、

岡￨￨奇先生が画面に出てなおかつ学習者に語り

CXテレビなどの多種多様な情報に振り回さ

かけるという非常にわかり易い科目ですね。

れる中で､倫理も道徳も､善悪も混沌として、

この3名でこれから話を進めていただきま

正直、

す｡詳しい打ち合わせはしておりませんから、

目も当てられない事件や犯罪が発生し

ました。

無理やり繋ぐのでありますけれども、最初に

しかし、その中で育っていく 「子どもたち」

子どものことを巡ってお話を頂きたいと思い

のところに目を落とすと、果たして、 こんな

ます。

世の中に住めるのだろうか、未来を手渡せる
ｉ１．ｔ卜

のだろうか､暗潅とした気持ちになりました。
時

根本からメスを入れる必要を感じました。

：
QC陣､齢

ﾛ

●章r

■＆b

子守唄はまさにそのキーワードとして感じ

【■すと fどもが
毎<立ち づくり」

ました。人間の基本を創る、アイディンティ
ティーを創る源を子守唄が持っていたからで
D

q

す。

−

一

←

◆子どもを基本線に

識

子どもに目を向けれは、私たちはみんな子

パネリストの方々

どもだったわけですし、子ども時代を経験し
ていないで大人になるなどはありえません。

西舘さん、子守唄協会というのですから、

子どもという無垢な人間が人間らしく育っ

子守唄の普及、発掘に力を注いでいらっしゃ

ていくにはどうしたらいいのか、実は子ども

ったのですけれども、そのことについてもし

の側よりも、育てる親のほうに、接する大人
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の側に目を向けなくてがいけないと思いまし

本を今一度見直すことの大切さを申し上げて

た。子守唄は唄われる対象が子ども、

いるのです。

しかも

無意識の中に刷り込まれる「こころづくり」

それはさまざまな方によって検証や研究の

その本能に触れさせるものが子守唄にある、

結果立証されたことですが、 ここでは長くな

この唄が子どものものじゃないということに

りますから、いいません。
人類は、科学者によれば100年も持たない

着目しました。

のではないかなどと言われています。遺伝子

◆子どもの問題は大人の問題

をいじったら、終わりだというのですが、そ

つまり子どもは何も選べないし、何も選択

の不自然な科学によって21世紀が幕開けし

できないと考えていたけれども、それはひっ

てしまったのです。

私たちがビールを飲んで国を憂えている問

くり返すとすべては大人の問題、大人があっ
ての子どもだって事なんです。
そうなると、

に未来が危なくなってくる時期が来てしまっ

た。一人ひとりの意識や洞察力行動力が問わ

よく言うんですけれども、子

どもの問題は二の次なんです｡実は親の問題、

れてきています。

大人が問題。その大人と親が子どもという基

暮らす場所、住む地域、そこにある誇れる

本に帰って、もう一度何かを考えることがで

文化が入り、そんな中に子どもをおきたいと

きないだろうか、そこまで腐りきった日本、

しみじみ思います。次世代へのメッセージを

あるいはおろおろする日本、そして、

これか

われわれ一人ずつが伝承し、地域、行政、文

ら先不安が来る日本、否応なく来てしまった

化が一体となっての「人間心作り」が今問

という意味で何かテーマがそこに持ってくる

われているのではないでしょうか。そして、

ものはないかっていう時にたまたま子守唄っ

それ以前に親となり、子どもと直接関わる大

ていう無くなりつつある唄っていうものが飛

人にすべてはかかってきているのではないで

び込んできました。

しょうか。

◆子守唄とは

福留：ありがとうございました。岡崎先生、
今の話をお聞きになってね、確かにそこのと

子守唄というのは無くなっていいというも

ころはそうだと、私も最終的には子どもを抱

のではありません。

無意識のうちに子どもの心を育て、その心

いておっぱい飲ませるというお母さんの対応

が日本の文化を支え、国を創るに大きな働き

を感じさせながら育てるというこの辺りがす

をするのですから。

べてなのですか。

なぜならこの唄は暮らしの即興から生まれ、

ふるさとという自分のアイディンティティー

西舘：そう思います。皆さん、おっぱいとい

の基本に根ざすものだからです。根無し草の

うのは白い液体ですけど、あれは血液で本来

ような生き方をしなくなるほどの力を持って

なら赤いものです。 これが白くなって出てく

いるのです。つまり、励まされたり、善行を

るのをつくった神様ってすごいと思いますね。

したり、愛情という理屈のないものの大切さ
を認識したり、いわば「命」の価値を無意識

福留：そこへ岡崎先生、 一言。

に刷り込ませてくれる唄なのです。

無論、唄だけ唄っていればいい人間になる

◆時代背景

などといっているのではありません。命の基

岡崎：えっとやっぱり母親・女性ですよね、
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父親の方はだいぶ無責任ですから、あの今ふ

けれども。

今日は半分ぐらいが男性で多い率だと思い

っと思いましてね、子守l唄にしましてもどっ

ちかというと母親がうたう。

ます。大抵こういう会の場合、学校のPTA
なんかもですね、ほとんどお母さん方が出席

歴史的にみても女の子が小さい頃から妹や
弟を背負って、 という文化みたいなのが日本

されています。普段、家庭で子育てに加え、

にあるんですけど、

いろんな活動もされながら学校の活動につい

どうも父親というのがそ

ても色々ご心配になっている。

こにあまり出てこない。
そんな中でさきほど8年前、 10年前とおつ

うちの子も今サッカーをやっていますけれ

しやいましたけれど、 もう少し前に親父の会

ど、そのお弁当を作り、試合があると応援に

とか、親父の出番だということが言われてき

も行っています。他方、父親自体全然やって

た時期がありますよね、それは社会学的に言

いないところがあって恥ずかしい限りです。

えばまさに婦人が働かなかったわけではなく

親父の出番というのがありましたけれど、

って、居宅外の就労農業社会でももちろん女

本当は出番じゃなくて当然の責務といっては

性は働いてきたわけですね。肉体労働的な性

言い過ぎですけれども子どもへの役割分担を

別役割分業もありますけれども、特に女性の

負うべきです。子どもはお母さん一人じゃ産

場合は、昼も子育ても夜なべ仕事もという、

めないわけですから、お父さんとお母さん両

まさに共働きだったわけですね。

方の力で生まれるにもかかわらずそれがいつ

の間にかお父さんが子育てから外れちやうと

今に始まったわけではないのですが、一番
大きいのは、やっぱり居宅外なんですよね、

いうのは何故なのかということを考えてみる

そこで働くようになった中でどうも母親だけ

と古い社会観がまだずっと残っているからだ

でなく父親の出番というよりもその役割が問

ろうなと非常に思います。
実は第1分科会の話になってしまうのです

われてきたんですけれども、どうもその辺が

青少年課長さんいらっしやいますけれども、

が、皆さんのお手元の資料の中にですね、他

全国各地で随分差があると思います。また後

の分科会のコマーシャルをしてもしょうがな

で私がお話しいたしますが、

とくに都市の問

いですけれども「父親の子育て参加いまこそ

題が出てきたんじゃないかなというふうに思

必要パパパワー！ 」 という本大学短期大学部

います。

の保育科の吉田先生のレジメがありますので

西舘先生はどっちかというと江戸っ子でい

そちらをご覧いただくと良いと思います。

らっしやいますから、下町的な何かをお持ち

当時の高度成長社会の中で、お父さん方は

なのかも知れませんが、まあその辺、時代的

頑張っていた。それで日本は短い期間で急速

な背景の変化、いつ頃からだったのかなとい

に伸びたんですけれども､その時の成功体験、

うことを、今日いろんな世代の方がお見えに

家庭よりも仕事を優先する価値感というもの

なっていますんで少し考えられればと思いま

がいまだに残っているというのが問題なんだ

す。

ろうと思います。

もうお父さんが会社で長時間そんなに頑張
福留：安間さん

ったからといって、出世する時代ではないで
すし、

日本の社会も右肩上がりで大きくなる

◆父親の役割

わけでないにもかかわらず、未だに父親が仕

安間：えっとあまりにも話が大きいのでどこ

事を理由に家庭の事に無関心ということがあ

から取りかかればよいのかわからないんです

るものですから、そこのところを変えていか
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なくてはならないんじやないかと思います。

つまり 10人のうちに2人ちょっとしか夕陽
を見てないんです。
ということは、夕陽を見ることが大事なん

福留：ありがとうございました。

つい最近ですが､車窓からね､子どもがね、

じゃなくて、その情景や感性をどう作ってい

お母さんにこう言っているんですよ｡｢お母さ

くか、感じていくかということなのですが、

ん、あそこに子どもが子どもをおんぶしてい

子守唄というのが歌うことがいいのではなく

る｡」って言いましてね､本当に僕は何年振り

って、マイナスの負の部分、つまり切なくな

で見たことでしょう。 もう見ないですよ。か

るとか悲しくなるとかあるいは何かお母さん

つては子どもが小さい子をおんぶしているの

を思い出すような気分になるとか、人間の心

を見ましたけれど、今頃は見ませんね。

の裏面というのがあるわけです。その裏面を
感じるということっていうのが、実は虐待を

それから学生に子守唄を知っているかと聞

防止するのに一番いいのです。

くとほとんど知りませんね。 「ねんねんころ
り」を聞いたことがあるくらいで、だからど

あるいはいじめを無くすのにどうしたらい

ういう曲なのというくらいで、先生に言うと

いかっていうと、やっぱりそれは悲しいなと

作者不詳というのが子守唄の定義のようです

か、あるいは夕方になったからお家に帰ろう

から。

って言った子はいじめないんですよ。

だからそこのところに自然の中に子どもっ

◆口に貝の唄

て遊べば歌をつくるのです。遊ばなければわ

安間：ちょっと伺いたいのですが、子守唄っ

らべ歌も、替え唄も出てこない。ケームをや

て必ず唄が口へんに貝ですよね。それは何故

っている時の子は歌を歌いません。

ですか。それと子守唄のもつ地域差、先生の

だからその人間の負の部分というのを感じ

場合は江戸っ子ですけれども、地域によって

させる教育というのをとても大事にしたいと

かなり差があると思うのですけれどもそこら

思うのです。それであえて子守唄をつかう時

辺はどういうふうになっているのでしょうか

に口の貝というのに大いに意味がある子守唄
の旋律はそれを教えてくれているのです。

西舘：あの、子守唄は簡単に言いますと、−
日どころか一年かかつちやうんですけれども、

福留：ありがとうございました。あの、 「夕焼

私があえてこの唄を作ったのは口に貝という

けの似合う子どもがいなくなり」 という川柳

のにとてもこだわったのはこの字の意味なの

がありましたね。そういうのが新聞に出てい

です。 これは口の貝塚、 口からの宝物って意

ましたけれど、今思い出しました。

味だそうです。それから歌謡曲の歌に対して

まあそういうこと、今のような話からある

の子守唄というのは明治以降の新聞社やマス

いは地域によっては手のひらのしわが見えな

コミが作ったもので、外国一辺倒の時代には

くなったら家に帰るのだよって言う教えがあ

すべてを「歌」 と表示したそうです。

るとかね、そういうものがだんだん失われつ

つある中に子守唄も同じようなレベルで失わ

◆せつなさを知ることが虐待防止にも

れてきたのかなと、

なる

なくて、 さきほど言われたように子どもと親

しかしただ歌のお話じや

との関係がポイントなのですね。

皆さんに是非知っておいて欲しいのですけ

この運動をこれからさらにどうされますか、

ど、この頃、夕陽を見る子というのが20何パ

ーセント､女の子にいたっても25パーセント

どうぞ。
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西舘：結局私が福留先生とお会いしたのは、

んの方が､確か東北6県からみえていました。

まちをつくる時に誰が中心になるのかという

シンポの時は標準語でお話になっているんで

と、子どもを考えないまちづくりってありえ

すけど、夜の懇親会になったら、すごい言葉

ないと思うわけです。

が乱れ飛んでいるんですね。東北弁で、 もう

それから私たちはもう郷愁を追っているわ

ほんと肌と肌で触れ合うような関係で輝いて

けではないって時代に来てしまったので、そ

いるんです。そこにいる人たち、本当にまち

の意味で子どもとそして創年と呼ばれる世代

づくりのためにね。そういう親が輝いていれ

のたくさんの人がつくり得るまちづくりの中

ば子どもも輝くだろうなというふうに思いま

で子どもにおける位置づけというのは大変大

して、すごくいい体験をしました。わずか二

きくなっていくんではないかというふうに思

日間だったんですけれども、今度子どもが輝

いました。

くということがまちづくりに必要という、子

どもがくっついてきたことの意味をすごく考

それはつまり子どもが持っている文化の育
成というのと大人は、どうドッキングできる

えさせられたんです。
私の持論は、親はもうそう簡単に変わらな

かではないかというふうに思ったわけです。

いと。変わらないというのはね、結局今の大
福留：わかりました。世界共通の課題でもあ

人っていうのは卑怯なんですね。嫌になれば

るし、そういう意味では一番人間としての基

離婚してしまえばいいしね、地域でちょっと

本のところにある課題かなという気がいたし

いじめに会えば引っ越しちやえばいいでしょ

ますね。

う。昔はそういう訳にいかなかったんですよ

地域と子どもという点については、山村留

ね。耐えなきゃいけなかった、昔に戻れとあ

学を含めて、私たちと同じ世界でまた指導し

えてはいいませんけれども、特に若い人に対

ていただいておりますが、岡崎先生、一つよ

して、あそこの娘は夜が遅いとか、男の子が

ろしくお願いします。

茶髪だとか、いいじやないですか。個人の自
由なんですけれども、そういうどっちかとい

岡崎：はい、子守唄のことでもっと深めたい

うと共同体的な事を懐かしむ人がいます。

気もするのですが、役割としては、今の西舘

もちろん全部否定するわけじゃない。

しか

さんは子どもという視点だったのですが、む

しそこの中にあった−つの枠組みというか規

しろ今度大人という、今回のテーマ私ちょっ

制がすごく弱まってきてしまった。弱まった

と後からになりましたが発表要旨ということ

のではなくて、 もともとそういうものが成立

で少し欲張ってしまいましたが、創年と子ど

しないような社会をどうも20世紀後半1960

もが輝くって書いてあるホッチキスで綴じて

年代以降の日本の成長の中でつくってきてし

ございますけれども先に言いますとそこの文

まった、非常に大きなお話になってしまいま

章を目で追ってください。

すが、その中で特に都市の中では大人が輝い

丁度今年の3月に青森県の五戸町で開かれ

ていない。なんとか輝かせたいですから福留

た「子ほめの研究集会」へ助言者として参り

先生たち、この研究会、また団体の中で、地

ました。その時のテーマが「創年が輝く」っ

方の方でいろんな実践があるんですよ。

て書いてあったんですね。 ところが今回のテ

どうも大都市、松戸は違うのかもしれませ

ーマは創年と子ども、子どもがくっついてき

んが、田舎ですから東京とかそういうところ

ちやった。また私に是非という、それはなん

になりますと大人が輝けないような条件があ

なのかなと正直考えてしまいました。たくさ

る中で、子どもを通して大人が変わるという
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実践として山村留学という事例が参考になる

3年もあります。

のではないかと思います。山村留学について

できれは1年ぐらいで終えさせたいなと思

は−枚目の真ん中のところにこう書いてあり

いますけれどもそんな中での体験、少し省略

ます。

はいたしますが、農家での体験また留学セン
ターでの集団生活、かなりきめ細かなメニュ

◆子どもを通じて大人が変わる山村留
学

ーが組まれています。そこには専門的な指導

者もいるわけですが、そんな中で子どもが変

山村留学とは、一般には小中学生の農村で

わっていくことによって､輝くことによって、

の自然・社会体験、学習を総称して一般に言

親たちが自分の生活を見直していく、 という

います。

しかし学習の学を学校の学習に限定

きっかけになっていく。その事例をこの10

してとらえると小中学生です。義務教育の子

年ばかり、 この財団法人「育てる会」の実践

どもです。どちらかというと親と一緒に居る

を特に長野県を中心に見させてもらいました。

のが当然です。それを引き離すなんて非人間

ただ、時間がありませんので、後で討議にな

的というか親の責任を放棄したというふうに

った時にお話しする事にしまして山村留学の

とらえる方もありますが、実践を見ていきま

別紙、NPOの協会のものにデータが載って

すと決して問題行動の子どもとかそういう子

おります。

どもではありません。一人っ子であるとか、

◆山村留学人気の沖縄

親が自分の子どもの頃はこういう体験ができ

事実関係だけになりますが、表が3つ載っ

たから子どもにもとかね、いろんな願いがあ

ておりまして一番上の表のすぐ下に文章、 こ

るんです。
お金がかかります。誰もができるわけじゃ

の団体がコメントを加えています。 27年間

ありません。ですから決して山村留学を推奨

（約5年前の調査）で実施団体数が全国で

するわけではありませんが、その実践の中に

166市町村ですがこれがまあ減少している。

今回のテーマを解き明かす手掛かりがあるの

そこはいいとしまして、その真ん中なのです

ではないかと、つまり子どもをそこへ送るこ

けれども、細かい参加人数のところ最後のと

とによって一つは子どもが変わっていく。そ

ころを見ますと北海道は209､中部地方は163,

のことで夫婦がまた仲良くなった。

で、九州沖縄がすごい勢いで増えているんで

逆にケースは少ないのですけれど、そのこ

すね。これは地域環境として北の方はかなり

とによって離婚するのも出てくるんです。初

厳しいねと思います。

めて家の中で虐待があったことに気づいたと

ただ、九州沖縄になっていますが、 これは

かですね。預けっぱなしではなくて、ある程

多くは沖縄が今すごい勢いで増えているんで

度親に義務付けをしておりますので、定期的

すね。つまり暖かい地方ですし、やっぱり沖

に親を呼びます。

縄の､いいますと人間関係に余裕がある等々、

地元のPTAにも参加させます。その時に

古き日本の皆が懐かしんでいますけど、 自然

忙しいお父さんが休みを取って夫婦で車に乗

の中で子どもを変えさせていく。これは皆本

りながら普段会話のない夫婦がですね2時間

土の方からきている。このデータが増えてき

3時間車で行く中でいろいろ話し合うといっ

ているのはなぜなんだとか、我々はこの数字

たいろんな体験をさせる。そういうこともあ

を見ながらいろいろその背景を読んでいきま

りますが、そんな中で留学は年間単位ですか

す。北海道そのものは、非常に広大ですし、

ら子どもたちが1年で帰る子もいれば、

酪農があって自然も豊かです。

2年
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◆子どもを変えないと親は変わらない

福留：ありがとうございました。子ほめ条例
のまちでもね、結局子どもをほめるというの

ただもう一つ留学の形態中で、一番下の図

で家族転居タイプっていうのがあるんです。

はとても難しい事だって、そのほめられる子

家族で行つちやうんだったらもう留学じやな

どもにとってみても尊敬できる大人にほめら

くて引越したらいいだろうって思いますけど、

れないと意味がない。そうなるんですね。

これはおそらく父親が残ってこっちで働きな

だから今度は大人が結論から言うとなんと

がら母親が一緒に行っているのか、逆もある

まあほめるのは難しい。結局は子ほめじやな

かも知れませんし、家族で行っていてただ本

くて自分達をどう高めるかではないかなどと

拠地は東京、大都市に残している。 これがや

言いながら、つまり子どもを高めないと大人

たらと増えてくるということは、子どもだけ

も変わらないと、まあそういうことです。

ではなくて、親達もが生活を変えて行こうと
してく、その現れがこんな数字に出ているの

岡崎：先生今おつしやっていた、それも具体

ではないかというふうに思います。

的に私ども学術フロンティアのプロジェクト

ただそんなことで、東北のときにむしろ創

の部門がございまして、青少年の部分、外部

年が輝くというような事例の中で、資料の2

研究員ということで調査をさせていただいた

ページからいくつか載せてありますのは、北

んですけど、ほめる、尊敬する、規範意識と

海道の事例、岩手県の遠野の事例、佐久地方

いうのを、中学生とその親に対して調査をし

の事例、 さらには沖縄のというのをいくつか

ましてね、地域の中で声掛けだ云々だって、

書いてあります。 これはお時間ありましたら

知らない子にできないでしょう。

今もう簡単に言っちゃいますとやっぱりそ

見ていただけたらと思います。

もう一つ、教育展望という教育関係の出版

こで尊敬できる人がいる。信頼できる、その

社が出した原稿をそのままコヒ．−しました。

人間関係を聞いてきますとね、一番簡単に言

地域がはぐくむコミュニケーション力、地域

っちゃいますとね、最近ほらインターネット

のコミュニケーション力についてちょっと理

だとか携帯だとか悪者みたいになっています

屈を述べたところがあります。結論は地域社

が、そういったきちっとした関係ができてい

会と言っているがそんな社会は本当にある

る子は結構、携帯を持っていたり、インター

の？というそういう疑問を投げかけて、子ど

ネットを使いこなしているんです。

そのメディアそのものが悪いんじやなくて、

もの居場所だなんだと言っているから、私は

学校しか今のところないんじやないのみたい

どういう状況で使うか、です。その地域の人

な事を遠まわしにですけれども言いました。

間関係、声掛け、挨拶。それを地域にかかわ

地域の教育力と言っているけれどもその実態

りますから、長野県のある山村、山間部の中

は怪しいよという、つまりその中の大人たち

心の町なんですけど、土着に住んできた人た

まさにまちづくりに関わることが大切だとい

ち、 と逆に他所から入ってきた人たちの出身

う事で余分ですが付け加えて言っておきまし

によっても違ってくるということも数字で出

たので、ご参考にしていただければと思いま

てきます。ケースは少ないですけれど、イン

す。

テンシブに非常に一つ一つ調整を読み込んで

ただ、私の趣旨は、山村留学を見ていて子

いきます。

どもを変えないと、親は変らないよというこ

親子でセットで回答してくれた親の子ども

とをお伝えたかった次第です。

の結果とせっかく学校経由で協力でやったん
ですけど、難しいんですけど、忙しい理由が
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あるにしても回答しなかった、 これペアにし

よ、経済効果だけじゃないんです。つまり都

てますからね、その子どもとの分析を見てみ

市の文化と地方の文化が交流することによっ

ると、やっぱり何か出てくるんですね、親の

て子どもだけじゃなく親も変わっていく、村

子どもに関する、学校に対する関心、信頼関

人も変わっていかないといけないですね。そ

係のようなものも出てくるということです。

ういう面で子ども相互を交流させるってこれ
手段であってやっぱりその都市の文化、いい

西舘：え−、私は山村留学というのを聞きた

ものだけじゃないんですよ。そういうものが

いんですけど、地域というのをどういうふう

村に入ってくることによって、それが刺激に

に考えるかっていうと、当然首都圏以外の地

なって学校でいえば教師も変わらざるを得な

域とを地方と取った方がよろしいですか。

いし、めんどくさいと中止しちやえばいいん

相当のハンデはあると思うんですけど、 こ

ですよ。

れからこの地方の行政がどのように地域おこ

財政だけでそれでお客さんが来て儲かるな

しをしていくかっていうことは大きなテーマ

んて考えていたらどうにもならないんですよ。

になると思うんですけれども、私、旅が多い

そのことによって村人が変わる、教師も変わ

ので、

る、都会から行ったものを今言いましたが、

日本全国歩くとどこ行っても同じ風景

しか見当たらないし、都市化したところは全

受け入れ側も相当の覚悟がないとだめなんだ

部シャッターになって下りているというのが

ろうと思いますね｡それに対する財政の支援、

現状です。

それともう一つ教育ですからちやんと指導す

だから本当に住むべきまちを誇れるだろう

る人間、 コーディネーター的なものが必要に

か、誇って生きられるものを、町なり村なり

なるなという気はいたしますね。ですからや

が作れるだろうか、

という事だろうと思うん

っぱりこの青木さんというのが言っています

ですよね。特に山村留学というのが交流とし

けれどね、青木孝安という元教員の人でもう

て地域と中央を結ぶっていう、あるいは自然

75歳位になりますが、創設者が「混迷する今

に触れないところは自然に触れさせるってい

日の青少年問題を解決するためのヒントがこ

うのでしょうが、

もうその範囲では許容でき

の中にある。ごく普通の青少年を対象にここ

ないんじやないか。つまり生活を共にするっ

の成果をどのように広めていくか、今この教

て事がないとだめなので、むしろ地域がこれ

育制度の中でこれを制度化することは難しい

から寄宿舎のある学校を作るとかそういうふ

けれども既成の学校教育という概念をひとま

うな大きな展開も、これからは要求されてい

ず横によせて、教育とはどうあるべきかを問

くんじやないかっていうふうな気がちょっと

いたい｡」で一番びっくりしたのが、最初は子

するんですけどね、そんなことはどうなんで

どもをターゲッ￨､にしたら、子どもに同行す

しょうか。

る親が心洗われる思いをしたって帰っていく。
農村の人も都会の人のように変わるお互いに

◆都市の文化と地方の文化の交流

新しい人生のあり方を求めているのではない

岡崎：一つだけ言います。今、おつしやる通

か。

りです。

っていました。色々語ってらっしやいますが

30年位経ってきましてね､最初は教育的な

というような事を番組の対談でおっしゃ

私が非常に印象深かった次第です。

目的、教育でやっていたら、どうもこれ少し
金儲かるんじやないかって、あちこち全国で

福留：はい、安間さん。今は安間さんの仕事

やるんですね。そんな簡単に行かないんです

はスポーツ青少年局ですけど、引っかかりも
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そうですよね。 「バッテリー」の主人公の家族

ありそうで

が、まああれはお父さんがちょっと身体を壊
安間：ええ、大変引っかかっています。

したりすることがきっかけになるんですけど、

奥さんの地元、もうほんとうに田舎に来まし
福留:どの辺が一番引っかかってきましたか．

た。そこで様々な地元の子たちと交流をして
います｡普段から体験できないものがあると、

◆青少年の健全育成の三本柱

さっきの岡崎先生の話でもありましたが、都

安間：その点も含めて、全体像をお話しする

会から行った主人公の気持ちや地元の子の気

ことにします。

持ちも大きく変わり、弟の健康状態も改善す

今回は3つの資料、役所から出す資料はた

る。小説の中の話ですが、そういった効果を

いてい白黒のが多いんですけど、今回私ども

もつ山村留学的な事業というのは、我々とし

3つの資料ともカラー版でご用意しました。

ても進めているところであります。

その中で横長の「青少年の健全育成の推進｣、
これが今青少年関係について、私どもの課で

福留：はい、ありがとうございました。

やっている施策を全部取りまとめたものです。

あの、今、町村合併が進みましてね、最近

後ほど話をいたしますが、ご覧のように大

の4つぐらいの都市で共通の話題がありまし

きな3本柱でやっています。赤いところが体

てね、どうしても人口を増やすことはもう無

験活動ということですけれども、下の対応と

理だと、全体が減っていくのだからもう無理

いう中の一つ目の丸、その一番下に都市と農

でしょう、どうすればいいのか、

村漁村の共生、対流に資する青少年の体験活

で、すぐに山村留学の発想が出てくるんです

動というのがあります。

よ。

というわけ

今、岡崎先生からお話ありましたけど、山

また、学校がボコボコ空いちやってね、ど

村留学についてですね､都市の子が農山村に、

うしよう、また多分同じ形ではいかんでしょ

農山村の子が都市に行く、違う環境に行くと

うと、今、各まちは知恵の絞りどころなんで

いうことが、新しい刺激、大きなきっかけに

すけどね。

なりますんで、 こういうことを進めていると

安間：今回の国会の中で新しく法律が出来ま

ころです。
ただ、実際には山村留学と言いますと、も

した｡｢農山漁村の活性化のための定住等及び

う一年ぐらいのものになりますんで、なかな

地域間交流の促進に関する法律」 と法律の名

か実施が難しいものです。で、今私どもがや

前は長いんですが、要するに、山村都市、農

っているのはその導入部として、一週間とか

山魚村への定住化を推進しましょうと、その

10日位の短期山村留学というのを進めてで

ためにインフラを整備したり、ある地域を指

すね、その結果これはいいかなとなれば一年

定して、そこで定住化のためのいろんな策を

間実施して頂く。一年間となりますと当然学

講じましょうという話です。

校との関係もでてきますし、住民票等に関す

今、都市と農山漁村との交流という事につ

ることも出てきますんで、それらは受入れ側

いては社会的にも一つのキーになっています

でやってもらうという仕組みにしていただい

し、そのために、国会の議員連盟も出来てい

ています。

ますので、ひとつの流れがこれからもっとで

都市の子が山村に来るというのは、映画に

きていくんではないかという気がします。

なりましたが「バッテリー」の舞台がまさに
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◆倉l1年の活動例

この子がやがて福田蘭堂という名前になるわ

福留：さて今度は創年ということで、ちょっ

けです。我々には「笛吹童子」でお馴染みの

と聞いてくださいますか。鹿児島県志布志市

福田蘭堂で、その子どもがまた石橋エータロ

ですが、創年市民大学というのを作って今年

ー氏ですね。

で3年目なんですよ。

で、そういうふうな事をずっと調べてきま

これが非常に学習者がどんどん増えていま

してね、その周辺の事を調べてですね、調べ

してね、まあ、皆創年なんですけど、いま創

始めるとその場所が富崎地区というところな

年団というのを作ったんですね｡そこ52台の

んですけど、

青パトを作りましてね、 この結果志布志警察

すけど、最近子どもたちがここに中村ツネと

所管内で犯罪が3割減ったと、なんか全国表

いう作家がいたのかとか、青木繁はここでこ

彰を受けるらしいです。

の絵を描いたのかとか、 この絵の風景がこの

その創年団が学習を徹底しましてね、今度

ここがほんと寂れた漁村なんで

場所だとか研究し始めましたらね、今では地

「創年の志」 という焼酎を造りましてね、 こ

域に非常に誇りを持ち始めたんですね。

の後の、会合の後に下で試飲をしたいと思い

だからたぶんこれからの過疎地はそういう

学習で､志布志もそうですけれども､新しい、

ます。

今までにないパワーを生み出すものがあるだ

しかしこれはどうしたかというと、その人

たちがことごとく地域の創年たちが寄りまし

ろう、

て、次から次に学習課題を作って進めている

もが入ってくる。子どもたちが「僕たちの地

んです。

区はどんな地区か」 と言い始めましてね、俄

同じことが千葉県館山市でありました。館

然勇気を持ちましたね。

山市では、 「南房総文化財･戦跡保存活用フォ
ーラム」

と思っているわけです。その中に子ど

私の郷里も嘉例川（かれいがわ） という駅が
有名になりましたけれども、ゴールデンウイ

というのがNPOであるんですね、

館山地区の、あそこは太平洋戦争の末期に本

ークの前に行ってみたい駅全国ベスト 10と

土決戦に備えていろんな防空壕があるわけで

いうのがあって、ベスト3が嘉例川駅です。

すけど、それらを発掘しまして、今、それが

1日の乗降客が2人という駅が、あっという

保存され、活用されるようなそういう仕組み

間に変わりまして、行ってみたい駅第3位に

を作ったわけです。

なりました。第4位が東京駅ですよ。それを

青木繁の「海の幸」という絵がありますね。

やったのは皆、創年なんですね。

その絵がその近くで描かれたわけですよ。そ
のことを、

私は今、そういう学習から地域へさらに子

市民が、 この人たちが最近それ

どもを巻き込んで、新しい地域の魅力とかま

を巡って研究した結果、ちょうどその青木繁

ちづくりへ発展していくという例がかなりあ

が滞在した家というのがありまして、 4人の

るもんですからね、 こういうのは今、加速す

若者が滞在したというのです。その4人のう

べきだなと思っていて、そこへ子守唄が来た

ち一人が女性でね､福田トメさんだったとか。

り、いろいろきているわけで、そうすると、

彼は結局結婚しなくって、その4人のうちの

それぞれの地域で今までなかった、なんでも

1人は､日本の代表的両家青木繁の話ですよ。

ない所に山村留学もそうですけれども、新し

4人のうちの1人、一緒に合宿して絵を描い

いパワーを引き込むものではないのかと思っ

たんだけども、そのうち1人は女性だったん

たりもしているわけです。

ですよね、で、女性と恋仲になって、子ども
が生まれちやった。

こういうことは、ちょっとまあ、課長が言

しかも結婚しなかった、

われたその施策の事を聞きだそうと思ったん
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です。で、最後にですね、青少年健全育成計

が、地域が、それぞれが持っている力を出そ

画みたいな今、その辺りをもう一回お話しい

うじゃないかと、そのためには学校の時間を

ただけますか。

減らしてその分、家庭や地域でやろうと言っ
たにもかかわらず、 この5年間子どもの状況

安間:施策というと話が急に堅くなりますが、

は変っていない。むしろ悪化している。

さっきの秋山先生の算数の話にもあったよう

加えて高校をはじめとして、

5日制になっ

に施策もある目的、課題があって、その課題

たせいで教える時間が減ったから未履修問題

の解消のためにあるのです。その課題という

が生じたと言い出して、

のを改めてまず皆さんにご案内したいと思い

てしまっている。完全に本末が転倒してしま

ます。

っています。

5日制が悪者になっ

ここで改めて5日制の意義、いったい何の
ためにやったのかということを考えていかな

◆体験の乏しい青少年
今、青少年はどういう状態にあるかと言え

いと、ほんとうに大きな問題になるでしょう。

ば、本当に体験をしていない。もう、体験ど

ですからその為にですね、我々も子どもたち

ころか日没、 日の出も見たことがない。大き

の健全育成ということに全力で取り組んでい

な木に登ったことがない。川で泳がない、川

ます。具体的には体験活動をいろいろな形で

の水に触ったことがない、海に入ったことが

重視しましょう。
又、特に最近問題になっている情報メディ

ない． ・ ・・ないないづくしですね。
それがどんどん、どんどん、年を追う毎に

ア関係、そこについて対応しましょう。

増えている。一方で本を読まない子が増えて

に読評関係でございます。
これらの中で、特に情報メディア関係につ

いるというのもよくお￨餅lきになるかと思いま

す。外に出ないで、

さら

じやあ家の中で何をして

いて、改めて申し上げますと、体験不足です

いるかというと、本を読むわけじやない。一

とか、本を読まない、体力が落ちているとい

方で体力自体も落ちている。こういう状況が

うようなことは外から見えますけれども、こ

ございます。

の情報メディア関係というのはなかなか外か
ら見えない。

◆ゆとり教育と五日制

特に家庭でも見えない。

しかし、実際にはど

考えてみますと、本来であればゆとり教育

んなことが起きているか。多くの犯罪は出会

というのは、秋山先生がおつしやっていた趣

い系サイトという違法なサイトを介して行わ

旨なんです。ゆとり教育と一体をなす5日制

れています。

について、ちょうど今年が完全5日制、即ち

その中には殺人、具体的には一緒に死にま

全土曜日が休みになったという時から6年目

しようみたいな事や、人の殺し方教えますと

です。

いったものや、買売春、麻薬の取引みたいな

なぜ､この5日制というのが始まったのか。

本当に恐ろしいものがあるんです。

子どもたちの健全な育成のためには学校に何

そういうものに携帯からすっと入れるよう

でも任せるのではなくて、地域や家庭、そう

になっているんですね。

いったところがちゃんとそれぞれの機能を果
たそうじゃないかと、何でも学校へ、

18年度、昨年一年間の警察庁の調査ですけ

という

れども、出会い系サイトに関連して1,900件

のではなくって、先生だって人です。なんで

位の検挙数がありましたけれども、その中の

もできるのではないのだから、ちゃんと大人

97パーセントくらいは､携帯電話を利用した
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ものでした。

コーチングという事が求められており、関連

と、同時にこの出会い系サイト

する本が非常にたくさんでています。

の事件を通じてですね､殺人の被害や買売春、

強姦こういった被害にあった人たちというの

部下を単なる道具と思わないで、−人の人

は1,400人ぐらいいるのですけれども、その

格としてちやんと見てやりましようというこ

うちのやはり83パーセントぐらいが18歳以

とのあらわれであって、逆に言えば、現実に

下の子どもたちなんです。

は大人の社会では他人をほめてもいないし、

と、同時に迷惑メールのほとんども出会い

ほめられてもいない。

そんな経験のない人が急に子どもをほめよ

系サイトの宣伝です。

うとしたって、やったことがないからできま

このような実態がある一方、携帯電話につ
いての親子の意識の大きな差というのがあり

せんよね。

ます。親御さんは子どもが何かあったときに

子どもたちの体験が少ないという点につい

緊急連絡の手段としての携帯する電話、通信

ても同様です。お父さん自身が体験していま

手段としての電話を渡しているという認識で

せん。ゴルフにしか行っていません。ゴルフ

買い与えている。中には、よく勉強を頑張っ

は緑の中でやっていますといっても、芝生の

たねという形でご褒美にすることもあるので

中です。雑草が茂った中になんかもう行かな

すが、お子さんの意識は全く違いますね。

いし、ボールが水の中に入ったときも外から
手を伸ばすくらいで、中に入ったりしない。

いうならば､カタカナのケータイなんです。
電話の機能なんてほとんど使っていない。使

加えて本も読まない。学校で読書活動をして

っているのは大半がメールを送ったりインタ

いますけれども、先生自体が本を読んでいな

ーネット接続機能を使ってサイトへ繋がって

いと、杉並区の和田中学校の藤原校長先生な

いろんな情報を仕入れたりしている。

んかも言っています。先生が読んでいない。

それで、

読んでいるのはせいぜい教科書の指導書ぐら

クリックをしているうちになにか

凄いサイトに行ってしまって、法外な代金を

い。

請求されるという事があります。

更に体力が落ちていることへの対応につい

ただ、その実態を保護者の方は全く知らな

ても､この14階の会場まで階段であがるわけ

い。子どもたちも隠す。結果的に犯罪に取り

にはいかないでしょうが､普段､会社で3階、

込まれた後で､ウチの子が何故こんなことを、

4階まで上がると息が切れてしまう方が多い。

と驚いているという状況があります。

そういう中で、子どもだけに体力をつけろ

というのは無理なので、親自身がやっぱり変

◆ほめるということ

わっていかなくちやいけないんだろうなと思

先ほどのお話の中で、子ほめ条例が出まし

います。

た。で、その中で子どもをほめるのが非常に

この会の冒頭に西舘さんから青少年の問題

難しいっていう話がありましたが、なぜでし

は世界的な問題だという話がありました。そ

ょうか。

の通りで、ニート、フリーターの話もあり社

実は子どもをほめるのが難しいんじやない

んですね。

会的な問題なのです。

自分自身が人をほめていないんで

しかも将来ではなく今

の自分たちに跳ね返ってくる、言うならば、

すね｡自分の会社の中で部下をほめていない。

環境問題と同じなんですね。環境問題も今ま

上司からほめられた経験がない。

でいろいろな経済成長とかを理由に公害を出

だからこそ今、社会ではちやんと認めまし

したりしていました。

それが今、アル・ゴアさんの『不都合な真

ょう、会話をしましょう、ほめましょうと、
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実』なんて本がベストセラーになり映画にも

な時代でもない。そこのところの意識変革も

なりました。 もうほんとうに跳ね返ってきて

含めてですね、皆さん方と本当に歩調を一に

います。魚に雌しか生まれないとか、両性具

してがんばっていければと思っている次第で

有の魚が生まれたりとか、野菜をも食べなく

す。

なってしまうということが起きています。そ
のせいで自分たちの食生活が危険になってく
る。ほんとにこのような問題っていうのは皆
でやっていかないといけない。
どうしたらいいのか。では、皆さん方が一
緒になって他の方を巻き込んで子どもたちに

１吋旬﹄

雲

一一一

があります。
昔よく地元の怖いおじちゃん、おばちやん

U

と声をかけてくれて、

『

﹄︑皿町

がいて、なんか怪我したりしていると、 「どう
したんだ」

．﹃︼聖一一﹄

接していただくしかないのかなっていう思い

西舘好子氏

またちょっ

としょぽくれたりしていると、どうかしたか、
何があったか話してみろというおじちやん、

西舘：まあ、お役人の言うことだなって感じ

おばちゃんがいて、声をかけてくれた。

もあるんですよね（笑)。

実はね、そんなことは皆分かっているとい

最近はそういうおじちゃん、おばちゃんがい
ないどころか、逆にそういう声をかけると、

うか、確かに今地方はどういうふうにこれか

うちの子に何をするのかと逆にクレームがき

ら生きていくのか、基本的に私もね、おっし

ちゃう。だからといって、声をかけないので

ゃっていらっしゃることはとてもよく理解で

はなく、

きます。

もう−回子どもに対して一人一人が

声をかけると同時に、大人同士で声をかける

分かっている上で、ひとつだけただ希望が

ということをここにお集まりの皆さん方が先

あるとすると、 こないだ統計学の統計局が出

ず核になって頂く必要があるんじゃないかと

したことですけども、夫と妻がいますね、夫

思います。

婦だから当然、 さきざき田舎のある方へ行っ

他力本願で大変申し訳ないのですが、国に

て暮らそうよって言った話になった時、大概

はもう本当に金もないですし、力もないんで

行かないんです。行きたくないというんです

す。

よ。亭主は必ず女房に自分の田舎に帰って基

さっきから逃げI I上ばっかり言っていて

大変申し訳ないんですが、ほんとにですね、

本的に自給自足しようよって言うけど、妻は

地方分権の時代ですから、 ｜封がやることとい

いやよって軽く言う。

うのは地方ができないことをお手伝いするくﾞ

しい町に行って新しい悪らしをするのだった

らいであり、 また、予算もない話であります

らいいという答えが半分以上だったんです。

んで、国が中央から指示するような時代でも

で、なぜそういうことになるかというと、

なくなって、地ﾉで皆さんﾉjがどういうこと

そこまで変わってしまったっていうこともあ

をやるかって事がまずあって、それをどうい

ると思います。緑や因習の中での関わりを持

うふうにお助けするかっていうのが、今の時

ちたくない、それからどうせ苦労するなら、

代の流れになっております。

違う町の方がいいじやないっていうのは、福

じゃあどうなるか、新

留先生が言っている創年の底力です。それも

もう全国津々浦々が一緒になってやるよう
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東京都とか千葉とかやってきた時に文科省

ひとつの出発だとわたしは思う。創年ってい

やっぱり、いろいろ出しますとね、地方自治

うけど団塊の世代です。

団塊の世代に人たちが本当に本気になって

体のほうが本当に考えるかっていうと特に生

何かをするってエネルギーを持つものってな

涯学習の推進計画などをつくるのに何度かか

んなんだろう。つまりそこがもう一番のネッ

かわったんですが、文科省は案として出して

クじやないかで、団塊の世代を責めるわけで

いるんでしょうが、

はない、かろうじて団塊の世代に−つの希望

章が出てきてたんです。 自分の頭でそれぞれ

があるとすれば、まだ健康な体を持っている

地域に根ざして考えたのかとなると、一つ行

し、知恵も残っているし、体力も残っている

政の施策の問題が出てますんでね、国として

から本当に最後の生物として何かをやって死

は直接は責任がない、 自治体なんですよ、で

んでいこうよというような、そういう命の教

も自治体はそれぞれ考えられないのでマニュ

育っていうのを見直したほうがいいんじやな

アルというか一つ見本モデルを提起している

いかっていうふうに思うんです。刺激を求め

んですけれども、まあ後でお聞きしたいので

る冒険をする余裕も充分ある。今、本当に国

すが、いろいろでている現れ方は、地域地域

の問題がいっぱい出たけれども、国の言って

で違うんでしょうか？私がかかわった時、そ

いることはごもつともなんですが、最後にな

の行政の人達が何か他のを取り寄せてみて、

ると、 もう何もできませんという形で地域の

最後になるとほとんど文章の枕詞に同じのが

切捨ては始まっている。だけれども、

じゃあ

でてきちやうんですよ。何か金太郎飴みたい

わかったと、わかったから自分たちの手でや

な文章ばっかり出てきて、私はあきれてです

るしかない。そのエネルギーをどこで、誰が

ね。いろいろ議論するんですけど、無難なと

作るのか、

ころで落ち着いてしまうという地方行政の方

というようなことだろうと思うん

どこのを読んでも同じ文

の体質もあるし、それがわかっていてまた出

です。
基本的には生物はアメンボだろうがゾウリ

している中央の方の行政の方の責任もあるの

ムシだろうが、人間だろうが変わらない。で

かもしれません。ただやはり、国としても自

も、人間が変わってきたのは、少なくとも遺

治体としても住民の生の声といいますか、声

伝子をめちやくちやにいじりだしたり、ある

だけじゃないんです、その力をどうコーディ

いは烏インフルエンザというのを持ってきた

ネートして巻き込んで行くか。そうすると、

り、わからないウィルスを蔓延させたり、核

その行政の人の資質みたいなものがかなり問

兵器を作ったりという文明の進歩の方にのみ

われてくる。

エネルギーを使ってしまって、本当に貧しく

子ほめ大会で来ている人の半分は行政の生涯

っても自給自足ができることを原点にしよう

学習関係の変わり者の人たちなんですよ。

よといったことが今できないんですよね。

さっき私東北地方へ行った時に

給料、 これ残業手当償わずにあんなにのめ

でもそこにもう一度戻るということをしな

り込んでやっている。行政マンなんです。そ

きやいけない時期が来ているんじやないでし

こにはちゃんとしたバックに住民がいる。私

ょうかね。

も住民運動というのを若い頃、調査でやって

きましたし、まあPTA会長をしたり保育問
岡崎：西舘さん、私とほぼ同世代ね、凄く若

題の協議会の会長としてそういう運動みたい

く見えますけれど、同世代です。

なものを行政と一体になってやっているとい

お姉さまの言うことは凄いなと思うんです

うのを感じましたんで、今日は行政のバリバ

リの立案をしている人がいるもんですからね、

けどね。
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むしろ地方行政との関係、それからどう巻き

たちで何かやろうということについてやはり

込むか､いきなり巻き込められませんからね、

他と異なると逵巡するところがあるんですね。

審議会とかそういう時はでっかい人ばかり出

我々はそういうのはどんどんやってください

てきますからね、ただ、地方自治体レベルに

というふうにしてます。

行けばドロドロっとしたおばさんおじさんが

なかなかそれが報告書には出てこない。そ

出てきますからね、その辺をどう繋ぐかって

れはなぜかというと、 自分たちだけが何かを

いう事が重要かなって気がしました。

やることになると、 日本の社会が失敗という
ことについて非常に嫌がる。失敗させない、

福留：この話を持って文科省に行って、久し

本当は失敗しているのだけれどそれを失敗と

振りに安間さんに会ったら、ああ役所、文科

認識しないで隠すということがあって、その

省って後ろ向きの仕事ばかりですよって言っ

ために何でも同じようにやりましようとなる

てましたね。その通りですよね。

のだと思います。

そもそも学校教育は秋山先生の話もござい

いろんな課題が先ほど出ましたように、ど
8

ましたが、いろんな成功体験を積み重ねてい

年前は私も彼も西日本におりまして、その頃

くんだということが重要で、努力をして達成

はお互いにもう少し溌刺としておりましたわ

という経験を積んでいくことが学校教育では

けですが、まあやっぱりだんだん仕事の量が

必要です。

うにもならない課題が全部行くわけです。

増えてきたわけですから、でも今日僕は思い

一方社会教育というのは、キャンプへ行き

ましてね、 このような会に課長が出てくるこ

ました。飯盆炊さんをしたけどおこげできち

とはなかなかないものなんですよ。

やいましたという失敗が許される世界だと思

います。にもかかわらず社会教育、生涯学習

でそれだけでも大変なものだと改めて応援

の場面でも失敗が許されず、横並びというの

していきたいと思っています。

が実情です。

まあそういうわけでやるのは現場ですから

ね、実際に市町村なりあるいは民間NPO

横並びと言えば学校教育にすごい例があり

などの団体でなければならないわけだからま

ます。皆さんお聞きになったかもしれません

あ、その場面を見て更によりいい案が出れば

が、生活科を導入したときのことです。
生活科では、教科書を作りませんでした。

それをフォローするというのが政策なんでし

すると、どういうことが起きたかというと、

ょうね。

本来はそれぞれ先生方の経験と知識と技能で

ですから、あんまり偏れないんですね。全
部やっとかないと必ずどっかから文句が出ま

授業をやって頂くために教科書はありません。

すものね。

全国2万2千校小学校はありますけど、

2万

2千通り違った授業が、 さらにはクラス毎に

◆日本社会の横並び

違ってもいいと言っていたのに、先生方から

安間：さっき岡崎先生からどこもかしこも全

ですよ、それだと何をしたらいいかわからな

部同じ計画になつちやうというお話がありま

いから、例えばという形でいいから何か出し

した。

てくれと言う声がたくさんあがりました。

確かにそういうところはあるんです。でも

そこで生活科について例えばミニトマトを

それは国が指示しているのではないんです。

作ってみるという案を提示しました。 ミニト

本当なんです｡自治体レベル同士で横を見て、

マトをつくる過程において絵を描くことがお

日本の社会の横並びというのがあって、 自分

絵かきになるし、 どういうふうになったか、
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葉の形を見て発育の形を兄ることが理科の授

地域のそれぞれの取り組みというのを応援し

業にもなる。

て行きたいというふうに思っています。

又、 このトマトがどんな流通を経て食卓に

もし、我々が形式的に全国津々浦々均一に

トマトが日に何セ

対応するなら本当に簡単なんです。北朝鮮だ

ンチ伸びた、葉の大きさはいくらという事が

ったらもっと簡単だと思いますけれども、そ

算数になったり、それをu記に書くと国語の

うじやないところが日本のよさでもあります

授業になる。

ので、皆さん方の失敗談や成功談、いろんな

並ぶかは社会科になるし、

最後にそれを料理すれは家庭科にもなる。

ご意見というものを是非ともお寄せを頂きた

例えばこんな授業はどうかと言ったのに日本

いと思っております。

全国トマトを作ることになりました。

◆まとめ

同じようなことが社会教育の方でも起きて

おり何か新しいことがあると国から指示をし

福留：ありがとうございました。気がつくと

て欲しいと言ってくるのでそれはもう止めま

もう終了時間になっているわけです。
大変恐れ入りますが、 ここで3人で3分づ

しょうといっているのですが、なかなかそう

ならないのです。

つ責任を取ってもらって、残りの責任は秋山
先生に取ってもらうということで、 10分位延

◆国と地方の役割分担

ばさせていただけますか、

国と地方との役割分担という点から言うと

これでまとめさせ

ていただきたい。

ですね、国がやることというのは全国均一の

皆さんの意見も本当は頂きたいと思ったん

水準を維持することが必要でどこでも下がっ

ですけれども、 よく考えたら無理な話でした

てはいけないという事です。

ね。一人分の話だけでも十分なぐらい多かっ

それ以外は先ほど言ったように都道府県や

たのにごめんなさい。

市町村で何かやろうとしたにもかかわらず、

ということで、最後に、

ここだけはという

何か制度的な問題があってできない、 こうい

ことを一言、先ほどからずっとありますけれ

う法律がある、またこんな通達があるからそ

ど、今日の分を残した分をお話いただけます

れをなんとかしてくれといような事について

か。

対応しましょうという、 ところが悲しいこと
に失敗を許すのではなくて、恐れるところが

◆基本は人

あるものですから横並びをとろうとしてしま

西舘：まあ、私が言い残したのは、それぞれ

う。

の地域で育ってきた、誰にとっても捨てるわ

ここにいらっしやる方々は皆さん地域のリ

けにはいかないふるさとです。

ーダーでいらっしやいますでしょうから、こ

だから私のふるさとで通用したことが隣の

れから皆さん方にどんどん先例に取り組んで

人に通用するとはとても思いません。その中

いただきたいと思います。それでもし失敗し

から、よく上°ツクアップしたのが何を焦点に

ても、その失敗例を教えていただけば我々は

して考えていったらいいのだろうと私が思っ

ここではこういう取り組みをしたけれど、こ

ているところで言うと、基本的には人です。

ういう失敗をされました、だからこうすると

人が人を呼びつける。

他の皆さん方は失敗せずにできますよね、 と

人が人を引き付ける。人が人を育てるとい

いうことを全国にお知らせします。

うことになると、やっぱり衣食住、生活、文

このような形で地域と国との役割分担の下、

化、お祭り、言語すべての中では人の集まり
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というのが全部出てくるだろうという意味で、

◆地域を育てる、住み込む

そこの中にすべて共通的なものを盛り込んで

岡崎はい､3分ぐらいということですので、

伝承する。

私は東京の高島平団地という 1970年代の時
に大都市最後の欠陥マンモス住宅、 とにかく

子どもに伝承していくって事も大事だと思
日本

住宅が足りないからと密集してつくっちゃっ

と世界、隣のまちと自分のまちというような

た、そこに30何年住んでいました。その中で

事をやっていくのは全部人だろうと思います。

人間関係つくって行くのは本当に大変だなと

うし、そこに交流を図って地域と中央、

いう事を感じました。

またもう一つ、 これ動かない動産としてで

でもその時に、地域の住民組織、町会とか

はなく、不動産として持っている地域という

自治会、いろいろ批判されますけれどもやっ

のがあります。

ぱりこれを育てていくしかない。

これはもうあくまでもその土地の独特のも

のという、変える事はできない。それをどう

第4の空間だとかいろいろな事を国でいっ

いうふうに生かして、どのように使っていく

ている人もいますけれどね、バーチャルな人

のか、あるいはどうアヒ。−ルしていくのか、

間関系とかいろいろありますけれども、

どう魅力的に作り変えていくのかっていう意

きの定住という問題、キーワード出されまし

味での地域というのが不動産の中にあると思

たけれど、本当に住み込むということを社会

います。

を日本は作っていいかなくてはならないので

もう一つ日本では、連れて行けないのはや

さっ

はないかなと思いました。

ちょっと大変な事を言うと時間が無くなり

っぱり心、つまり、文化。文化というのは心
であり人が生きていくために絶対的に不可価

ます。

値なもの、金や物では補いきれないものとい

◆世代間交流

うのがつまりこれはもっている財産です。
人が持ち続けていく財産です。そうすると人

私が今日配った中で、沖縄の方からお見え

と人、地域と文化っていうのがどう組み合わ

の方もいらっしゃいますが、丁度3ページの

されてこれから生かされていくのかって事に

ところで、沖縄の事が壽いてあります。

集約されるんじゃないかっていうふうに私は

これは今、西舘さんが文化の問題とおつし
やってね、文化、特に世代間交流というんで

思っています。

シンポジウム、私去年の夏休みにやった時に

私の仕事はどちらかというと文化に通じて

おります。

しかしその文化というのは各土地

ちょっとまとめたものをそこに載せておりま

の歌なので、地域にも通じております。また

す。沖縄の文化というのは辺境だ。いわゆる

それを伝えていくのはその土地の言葉であり、

地方も地方辺境なんですね。東京から考えれ

伝承者であるので、人とも繋がっていく。

ばそこの中に非常に何といいますかね、まあ

まあ、私の仕事一つとっても、人、文化、

私は共有会といいますかそういう同窓組織と

地域というのが結び付かれているんじゃない

いうものをずっと追いかけていたんですけれ

かと思うとどうもここら辺からまちおこしと

どね、括弧付きの地域文化というものをきち

いうのは始まっていってもいいような気がす

っと伝えているそういう事例にあいました。

る。これで結論はなんとなく見えてきたかな

その時に一つの郷土芸能ヤーレンソーラン

と、私の中ではね、 これからどう実験してい

のあれがありましたけれど、私はあれあまり

くかはわかりませんが、ちょっとそんな気が

好きではないんですよ。ブームで全国でラジ

しております。

オ体操みたいなもんだなと思っているんです
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が、やっぱりホン￨､どろどろした地域地域に

−マに戻しますと、今の子どもたちの様々な

伝わる、残ってきたものを、 もう一回呼び起

問題は、結論的に一言でいってしまうと、大

こしてもいいんです。

人の問題なんですね。

それがなかったら､先にいつちやいますが、

子どもだけに起きている問題じやなくて必

3の長野県の場合の新しく作り出す、祭りを

ずその問題の一つ一つが大人の問題なんです。

ね、私は文化というのは継承だけじやなくて

ですから大人がちゃんと自分たちの問題とし

作り上げそして新たなという視点が必要かな

て考えていただく必要があるだろうと思って

と思います。

おります。

沖縄の4に戻りますと、文化は人を呼ぶ、

今年の一月の末に中教審という審議会から

観光客でなく交流人口は地域を活かすなんて

答申が出たんですけれど、その中でも特に言

書いてあるのは、私すごく印象に残っている

っていますのが基本的な考え方として、 とも

んですね。

かく今の問題については子どもがどうしよう、

文化、その前のところに竹富島の検証を取

子どもにどうしようというのではなくて、大

り上げたわけですが、放送大学の番組でも取

人が自らの責任として考えて取り組んで行き

り上げていますけれども、やっぱりどろどろ

ましょう、ということがうたわれております。

つとした地域に根ざす、そのために人がほん

これが「はじめに」のところに書いてありま

とに住み込めるような環境を政治が、ですか

して、もう一つ、 「おわりに」のところに書い

ら文科省じや手に負えないかなと思いつつも、

てあるのが、大人は見られてるんだと言うこ

やっぱり本当に安心して住めるように食べら

とです。

れるような社会を創っていかないといけない。

その時食べる中身、水準ですよね、欲求も

i鰯<まちづく ！)」

'1

高まっちゃっているからね、今回私もドイツ
に2週間ばかり行っていましたけれどそんな

豊かじゃなくたって、擬沢品は高いよ、食べ

名

物安いもん。水よりビールが安いのだから、
まあお肉も安いしね、岐低限のところで、我

『
卜

６ ︐

慢していくしかないのでも大都市へ行けばす

必

＝

ごくファッショナブルな物を売っているでし
よ、今上海だとかなんかもね、高級品とか、

嶺晒, ，

逆
一

どこに人間は標準を合わせていけばいいのか

安間敏雄氏

これもやっぱり教育にかかわっているのかな

特に生涯学習という気がします。

大人は常に子どもたちに見られているので

ちょっと早口で申し訳ございませんでした。

あって、 自分たちがしていないことを、子ど
もたちに言ったって無理です。子どもたちと

◆子どもの問題は大人の問題

いうのは本当に大人の姿を見てますというこ

安間：教育の重要性は言うまでもないことで

とを常に認識している必要があります。

すが、教育するのは先生方または皆さん方に

それからもう一つ、先ほどの秋山先生のお

なるのであって、文科省ではないので、皆さ

話の中では教科が好きになるかどうかという

んの御支援がｲく口I欠だと思います。

のは子どもがその教科の先生を好きかどうか

最後に、子どもが輝くまちづくりというテ

だということでした。
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ターを作ってそこを拠点として5年間の研究

◆地域の大人が地域の子どもを愛そう

をするっていうのが、今のこと。その研究所が

その意味を地域で考えてみると地域の大人

が地元の子たちを愛しているか、 自分の家庭

ここです。

はもちろんですけれども、それが子どもたち

その中でたくさんの、 19のプロジェクトを

が地域を愛するかということに深くかかわる

創りました。今5年目を迎えていまして、その

のではないかと思います。

内の7割ぐらいが済んでいると思ってくださ

先程紹介した答申でも地域の大人が青少年

い。それを今まとめる時期にきているのですけ

の問題については大人の問題と考えることが

れども、その堅い話をですね、多くの人々に伝

まず一であり、同時に地域の大人が、親、教

えるに雑誌という形で伝えようかと思ったの

師に次いで第3の保護者となるべきと訴えて

がその雑誌です。

無味乾燥な堅苦しい調査ものをストレート

います。

で読んではもらえないだろうと、それらをちら

特に、子どもたちというのは社会の宝なん
自分たちで愛していこうということが

ちらちらと突きながらしばらくそうかという

一番大事でしょう。子どもが輝くまちづくり

わけで､大学とNPOと協会で協賛して創った

っていう事についてはまず、何より、大人が

雑誌が創年時代であります。

だと、

輝いていなければいけませんし、そのために

これに関しては、これに関わるプロは今いま

は大人同士でやはり、声を掛け、いろんな子

せんで､会員が力を出し合って作っているとい

たちを知っていかないと、子どもたちだけに

うのが状況ですね。まあこれからも広げて行き

何かしろというのは無理なんだろうなと、そ

たいと思っています。

ういう意味で我々大人が社会の一員としてで

今日のキーワードの中に、希望はという言葉

すね、そういった活動をどんどん共にやって

の中に、公務員の話もありましたね。どうもこ

いければと思っておりますんで、引き続きご

の間頑張ってきた人というのは､役所の時間を

支援をお願いしたいと思います。

外れていて、役所でも規格外という人が、ここ

そのためにも今日ここにいらっしやる方々

にも大勢見えていますが、そういう人は大体日

には、我々が今まで以上の責任を果たすため

本にはこんな言葉がありますね。

「出る杭は打たれる」非常にまずい言葉です。

に一層のお力添えを是非ともお願いしたいと

でもね、 「出すぎる杭は打たれません」それが

思っております。宜しくお願いします。

いいのではないか､でも「出過ぎると抜かれる」
福留：はい、ありがとうございました。最後は

という事もありますからそれでその辺のバラ

心強い味方を得たような気がします｡皆で応援

ンスが大変なのですけれど、そういうわけで私

しましょう。 さて、時間が参りました。

たちは少々出すぎるくらいでやってもいいの
ではないか､おせっかいおばさんがいなくなっ

◆雑誌『倉l1年』

たそうで、いやいた方がいいと思います、私の

お手元に創年時代という雑誌を置きました。

隣にも一人いますが、とにかくいた方がいいで

これは全国生涯学習まちづくり協会が進めて

しょうね。

きた資料に、実は大学の方のこの大学の研究所

そういう社会にもう一度しなくてはならな

はこの建物もそうですが、生涯学習の観点から

い。そういう芽が、希望がありますというのが

少子高齢社会をどのように活性化するかとい

少しはありました。で、 これから後にですね、

う総合的研究の一環です。

いくつかお願いしたいことがあります。

それでその研究所は生涯学習社会貢献セン
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第4分科会
創年と子どもが輝くまちづくり

◆ふるさとづくりフォーラム
実は今日私たちがちょっと話をしましたが、
この話は8月18日にオリンピックセンター、

代々木の国立オリンピックセンターで｢ふるさ
とづくりシンポジウム」というのをやることに
なっております。これ山谷さんもでられるので
すかね。

西舘：今交渉しておりますけれど、大丈夫じ
やないでしょうか。

福留：選挙、今、首相補佐官でいらっしやる
山谷えり子さんも今の子守唄の運動等にも理

解を示されていて、まさに地域づくりを応援
される方です。
まあ、そういう形のものをやりたいと思っ

ています。場所だけはとっているのでありま

す。その話も間もなく進むと思いますが、こ
れからほんのさわりの部分だと思いますが、
結構中身の多い、皆さんがお持ち帰りいただ
いく部分も多かったのではないかと思います。
限られた時間でありましたので、会場の皆

さんから意見を取り上げてというのはなかな
か難しかったのでありますが、できなかった
わけですから難しいというより、出来なかっ
たので本当に申し訳ないと思います。
それでは今日はこれで終わらせていただき

ますが、大変お忙しい中、パネリストの皆さ
ん、貴重なご意見ありがとうございました。
会場の皆様には大変先ほどから長い時間を座
っていただいて大変苦痛だったと思いますが、

どうぞこの後いろいろお話しいただきますよ
うにお願いしたいと思います。まとまりませ

んが、以上で。
（拍手）
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子どもの体験コーナー
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12： 30〜16 ： 30生涯学習社会貢献センター（10号館）

年中以上の子どもを対象に、映像体験、表現体験、手作り体験、遊びの広場の各コーナ
ーを開催。子どもたちは15名程度1グループになり、班付きリーダーを先頭に各コーナー
を体験してまわる。体験が終わると各コーナーでスタンプを押してもらえ、スタンプラリ
ーのような楽しみもある。

＜各ブース紹介＞
映像体験： 「アニメの原理を使って遊ぼう」

体験内容：①2枚の紙に絵を描き、それを動かして遊ぶ「くるくるアニメ」作り
②2つの絵が重なって見える残像効果を体験する「ソーマトロープ」の工作
子どもたちが好きな絵を2枚描き、その2枚の絵を重ね合わせて動くアニメ
として自分の絵を映像として見ることを体験する。
−

‑−

−

表現体験： 「人形劇・紙芝居・パネルシアターで遊ぼう」
体験内容：手遊び、パネルシアター、ペープサート、人形劇を楽しむ
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＜概要＞

子どもの体験コーナー

手作り体験： 「手作り玩具を作って遊ぼう」

体験内容：①ぶんぶんゴマ（松風ゴマ）

②わりばしでつぼう③ストロケット

遊びの広場： 「ゲーム・歌・踊りで遊ぼう」
体験内容：手遊びや歌遊びを楽しむ（アブラハム等）

＜スタッフ組織＞
コーディネーター

神谷明宏（聖徳大学生涯教育文化学科准教授）

各階担当責任者：

近瑛莉香（レジャー・レクリエーション学研究室助手）

映像体験・講師：

昼間行雄（｢子どもの城」職員、日本大学芸術学部映画学
科講師）

表現体験・講師：

和気瑞江（人形劇情報誌「PuppetMarket」編集）

手作り体験・講師

創年くらぶ（生涯現役として少しでも自らを高められる

遊びの広場・担当

ように日々挑戦していきたいと考えている

班付きリーダー：

グループ）

その他スタッフ：

児童学科学生

生涯教育文化学科2年生

レクリエーション同好会学生聖徳大学学生
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学生ボランティア
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生涯学習フォーラムには､聖徳大学の学生もボランティアスタッフとして参加している。
例年、生涯教育を学ぶ4年生が総責任者・各担当の責任者を務め、学生を総括する。
責任者は2ヶ月前から教員、大学職員と共に
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学生ボランティア
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分科会の受け付け

聴衆を迎える

◆学生スタッフ責任者（主に4年生） の反省・感想
・各係に責任者がいたが、 自分の係で必要なも

・皆が積極的で助かった！

のは事前に確認するべきである。事前準備で

・スタッフの私語が少し多かった気もするが、

当￨ﾖが成功するかしないか分かれると感じた。

全体を見れば挨拶がきちんとできており、頑

・責任者になった以上は責任を持って仕事をし

張っていたと思う。

てほしい。カメラ、マイクの機材は、後輩に

.良かった点は1を言えば10わかる後輩だっ

たこと。

扱い方を事前に教え最初は見本を見せ、その

また、皆よく気が利く学生だった。

・分科会の時間に休憩をして、積極的に分科会

後は任せるという見守り方式を取ったが、そ

に参加した学生が少なかったのはせっかくの

のおかげで後輩も仕事を覚え来年に繋げられ
そうなので、 このやり方にしてよかった。

学びの場ということを考えると残念だった。

･分科会参加の人は寝ないようにというのを、

・学年のカラーが出ていたように思います。

強く言ったほうがよい。学生が寝ている光景

。間に人(ボランティア、学生、先生)が入るほ
ど自分達のペースが崩れがちになるので、難

はだらしがなかった。

･今回の学生スタッフに、最初に積極性につい

しかった。

て注意したが、その後は積極的に「仕事あり

・学年が上がるにつれて対応が落ち着いてきて

ますか？」 と聞いてきてくれた。

いる。

・事前の研究所との打ち合わせがきちんと行わ

･最後のフォーラム。臨機応変にみんな動けて

れていれば、当日は総括は何もやらなくても

いた。協力しあっていたのがよかった。
･ひと段落ついた合間に、学生スタッフの4年

勝手に進められる。
。総括一人で進めると当日になって困るので、

で今までの流れやこれからの打ち合わせがで

総括と各貢任者との打ち合わせだけでなく各

きたのでバッティングすることなく臨機応変

責任者と研究所との打ち合わせが必要。

に対応できたと思う。

･4年生で全体把握が確実にできているとよい。

･事前に講師控え室の接待担当の先生と簡単な

．ボランティアが多かったので楽だったが、多

打ち合わせ（お弁当はどこまでどうしたらよ

かった分仕事の振り分けが難しく、待機にな

いか．片付けのときどうしたらよいか．学生

ってしまう時間が増えてしまった。

はどこまで関わればよいかなど)ができたら

。当H仕事の指示の対応に困った。資料を見て
も分からないという感じだったので、仕事内

よかったかもしれない。
。

容をもっと明確に、分かりやすく資料に表記
することの大切さがわかった。
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「こんな風にしたらよいのではないか」 と1
年生からも意見が聞けてやりやすかった。

学生ボランティア

・自分がもう少し全体をしっかり把握し細かい
ところまで指示ができたらよかった（いくつ

なかったことが反省点。
・自分で次の動きの時間の確認をせず、人の後

か他の子に無駄な動きをさせてしまった)。

に付いて行ったことは反省点。

･事前に、誰がどこまでどのように理解してい

・どの位置に立てれば来場者から見えやすいか

るのか（服装・仕事内容)、仕事への工夫など

をもっと考えられたと思う。

を一方的に言うだけではなく、係毎にミーテ

･会場が分散したので参加者が混乱していた。

ィングなどで聞けばよかった。

･腕は後ろで組むのではなく、前で軽く重ねる

･事前の準備不足（案内板・オープンキャンパ
ススタッフ<学生>との連携）は反省点。

ようにする．

･補講で出席した学生のマナーが悪かった。
･友達l司士だったので話をしてしまった。

◆一般学生スタッフの反省・感想

・タイムスケジュールを把握できていなかった

・先輩と仲良くなれた。

ので、

．少しは役に立てたと思えた。

に動けると思いました。

・来場者に ありがとう､

､お疲れ様 と声を

かけてもらって嬉しかった。

しっかり覚えておけばもっとスムーズ

．もっと自分から積極的に動くようにしたい。
．細かい作業の把握ができなかった。

・交流の場であり、学年関係なく仲良くなれた

･事前にもっといろいろ質問してわからないこ

のが一番良かったと思います1 1 1

とがないようにしておくべきでした。

・元気な声と笑顔で挨拶ができた。

･伝達事項が全員に伝わっていなかった。

・全体で動きの把握ができていた

･初めてでどうしたらよいか不安でしたが、先

輩をはじめ、周りの人の支えでとても助かり

・各自で判断できる所は各自でしっかりと対応

ました。良い経験になりました。

していました。

・聞かれたことに対してl寧に答えられた。

･他学科の学生と話す機会がありよかった。で

・大きな失敗もなく仕事ができてよかった。

も、来場者と話すことが難しく、

4年生のよ

・来場者に挨拶をしたら返事が返ってきて嬉し

うな上手な対応ができなかった。次にこのよ
うな機会があるならば4年生を見習い、行動

かった。声をかけてよかった。

･傘袋は広げて手渡した。

していきたい。

・初めて生涯学習フォーラムに参加した。普段

･外で立ち続けるのが少し大変だったが、ボラ

は先生方や先輩の指示を聞いて動くことが多

ンティアも楽しいなと思った。

いが、今日は、 自分でもこのような時はこう

･挨拶を返してくれると嬉しかった。

した方が良いなどと考える事ができた。

･秋山仁先生に会えて良かったです！

・学校に来られた方や帰られる方が笑顔で挨拶

･裏方になって動くことは実際には地味だが、

を返してくれるのも嬉しかった。

とても大事な仕事ばかりだと知った。

・人が来てくれるかとても心配でしたが大勢の
人がフォーラムに参加してくださったのでと

・りり−ずで頑張って踊りました。

･誘導の仕方など、先輩たちを見習って、来年
に生かしたい ，

ても嬉しかったです。

・ リーダーがとっても頼りになり、頼もしかっ

．初めてボランティアに参加したが、いろいろ

た。スムーズに作業ができた。

な人と知り合えて､とても良い経験になった。

・シフトがわかりやすかった。事前に説明があ

でも外に立っていた時に変な人がしつこく話

ったので自分の仕事がわかり動きやすかった。

しかけて来た事が、 とても気持ち悪かったで

・待機の休憩場所が欲しい。

す。

・注意にもあったが、あだ名で呼ぶ合うことは

･初めてボランティアで参加して、人との接し
方がわかってきました。

よくなかった。ただ、注意された後は皆気を
つけていたのでさすがだなと思った。

･思っていたより人がたくさん来てくれてやり

・受付をしたが、徐々に疲れてきて笑顔になれ

‑100‑

がいを感じた。
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聖徳大学生涯学習フォーラム
■■一二二■■一一■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■ーー■■■■ー■■一一■■一一■■■■■■■■ーー■■一一一■■ー■■ー■■■■■■ー

今､子育てを一緒に考えましょう！
があり．
将来(あ

●

特別講演13:00〜14:30
〈川並香順記念講堂〉

講師秋山

仁先生

東海大学教育開発研究所所長
東海大学理学研究科教授

時所

日塲

平成19年6月24日（日） 12: 15〜16: 15(受付12:00〜）
聖徳大学松戸キャンパス

川並香順記念講堂､7号館､生涯学習社会貢献センター(10号館）
参加費

無料

主催

聖徳大学生涯学習研究所学術フロンティア推進事業

後

文部科学省千葉県教育委員会松戸市松戸市教育委員会おやじ日本
社団法人全国幼児教育研究協会社団法人全国子ども会連合会松戸商工会議所松戸市PTA連絡協議会

援

NPO法人全国生涯学習まちづくり協会全国生涯学習まちづくり研究会
協

力

聖徳大学附属幼稚園聖徳大学生涯教育文化学科聖徳大学児童学科生涯学習指導者コース
聖徳大学レジャー･レクリエーション学研究室聖徳大学生涯学習研究同好会｢りり−ず」
聖徳大学レクリエーション同好会創年くらぶ

参加対象

教育行政担当者自治体生涯学習推進担当者社会教育関係団体関係者
学校教育関係者 PTA関係者まちづくりボランティア学生一般市民など

■■ー■■ーー■■■■ー■■■■一一ー■■■■■■■■■■一一一一■■■■■■Dーー■■ーI■■ー1■■ー■■,ー■■■■一一ーー■■■■■■■■

●第9回聖徳大学生涯学習フォーラム

■■■■ー■■一一■■■■‐＝■■■■■■‐‐■■■■

4■■一一■■■■‐■■■■ー■■ー■■

I

呈齪嘘龍̲̲ノ
｢こどもの数だけ夢があり、
夢の数だけ将来(あす)がある」
秋山仁（東海大学教育開発研究所所長東海大学理学研究科教授）
上智大学大学院数学科を終了後、 ミシガン大学数学客員研究員、米国AT&Tベル
研究所科学コンサルタント(非常勤)、 日本医科大学助教授、東京理科大学教授、
科学技術庁参与、文部省教育課程審議会委員などを経て、現在に至る。

○日程・内容
■一一一ｨ■■ーI■■＝＝I■■ー＝■■一一一一ーーー■■

12 ：00−受
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川並香順記念講堂前

i
12： 15

アトラクション川並香順記念講堂
司会：加藤敏子（児童学科教授）
よさこいソーラン聖徳大学生涯学習研究同好会「りり−ず」
パイプオルガン
水垣玲子（聖徳大学・聖徳大学大学院音楽文化学科教授）

会あ

12：45…開

零瀞蕊謬
式

:藤

川並香順記念講堂

いさつ

鬼島康宏 (学長特別補佐）
福留

強 (生涯学習研究所所長）

Ⅱ

1

13：00．−特別講演

講師秋山

川並香順記念講堂

仁（東海大学教育開発研究所所長東海大学理学研究科教授）

「こどもの数だけ夢があり､夢の数だけ将来(あす)がある」

講師紹介：木村敬子（児童学科夜間主学科長）
分科会

…胃囹

『父親の子育て参加』−今こそ必要パパパワー1−

16： 15

終

’

ｊ

【第2分科会】 『子どもの育ちと生活空間』−保育施設を中心に−
【第3分科会】 『食育の取l)組み』−さまざまな現場から−
【第4分科会】 『創年と子どもが輝くまちづくり』

ノｌ／︑／比白
階︑階
階卯
３３３１
館館館霊
福渭渭扣
／／／／
場場場場
云今三一五︽こ
ぐ︽く
くく

14：45

了

③②e@⑤③⑤④③e嶋繍:繍篭貢嘘>/'

r

神谷明宏（聖徳大学生涯教育文化学科准教授こども環境学会理事）

場所：生涯学習社会貢献センター

大'学在学中よりボランティア活動にあけくれ、卒業と同時に日本初の民間児童館「東
京小中学生センター」専門スタッフに。その後、国立こどもの城のプレイ邪業部長を

（10号館）3階

経て現職。

担当：山川好子

（聖徳大学非常勤講師）

昼間行雄（こどもの城職貝日本大学芸術学部映画学科誰師）

及川留美

1961年生まれ。東京造形大学デザイン学科映像専攻卒。約20年￨淵、映像のワークシヨ
ップや鑑賞活動を実践．テレビ番組等の制作も手緋ﾄける。

（聖徳大学大学院児童学研究科生）

対象： 2歳3歳児（年少以下）
定員：20名（事前申込み制）

和気瑞江（人形劇傭報紙PuppetMarket編集）
東京学芸大学入学と同1I寺に人形劇を始め、現代人形劇センター、童想舎を経てフリー。
現在、洗足学園頬期大学非常勤誠帥。 イラストの仕躯もする。

●託児ｺｰﾅｰﾛｰ、

、

ノ
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心鰯,蝋舎●

心鯏分獺

季

『父親の子育て参加』

一
一

李

今こそ必要パパパワー1−

一

『子どもの育ちと生活空間』

一

一保育施設を中心に一

一

←●問題提起

一

季吉田佐治子
風孝一

（聖徳大学短期大学部保育科准教授）

一・パネリスト

2000年より本学勤務。現在小学校4年生の息子あり。
専門は認知心理学。

孝

ー小川信子
季

一・パネリスト

ニー

伊藤一義

一､

〃･

（医療機器商社勤務前柏幼稚園父母の会会長）

一

一藤森平司（新宿せいが保育園園長保育環境研究所GT代表）
季
ー

･〆・

前田純一

（おやじ日本副会長）

ゴ沖
吾．

季

自ら83運動推進委員会を発足、現在に至る。

真貴

李

（聖徳大学附属幼稚園父母の会会長）

.テ

ー・コーディネーター

ぜ､茜

塩美佐枝

勺』戸岸

（聖徳大学人文学部児亜学科教授

辞､

社団法人全、幼児教育研究協会理事長）

卑宮

＃

,‐

,‑ー1．ー＝＆

L･÷ニーーーー

ご−屯二E可

・

三.L･一

口Fﾐ

､
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マ

ョ

、

西･勺･

ｰず

鼻←ご､一心

､−−凸詔･一＝司

モーー●､

宰一ﾆ

第3蝋会4

あ叶紛可１Ｆ①閏夕

竃

『食育の取り組み』
写『

田口康明

（聖徳大学短期大学部保育科准教授）

専門は比較教育学、教青行政学。教育政策、現代ドイツの教育政
策を研究。著苫に『現代教育制度』共著(学文社)など。

1
ﾏ ｡■‑

（聖徳大学人文学部児童学科教授）

典子

専門は保育学(幼児教育学)、鞍員養成発達心理学。子どもの生活
と学びを研究。著書に『新時代の保育双書保育内容「環境｣』
（㈱みらい)など。

画5丁 ｡

元東京都教育委員会指導主躯。その後、公立幼稚園園長を経て、
現在に至る。中央教育審識会委員等を歴任。
ぎぎ

前

屯ｑｇＴ姑ｈ知ｆ恥．︲卜軸

≦鐸

舎;＝・コーディネーター
善￥

昭和48年〜東京都公立幼稚園に勤務し、教諭、主任、教頭、園長
を経て、平成14年9月より幼保一体化施設「二葉すこやか園」圃
長就任、現在に至る。

I

一

平成3年聖徳大学短期大学部保育科卒業。現在、専業主婦。
中学1年、小学4年、幼稚園年長の3人の子育て真最中。

h』』E岸

大竹節子（二蕊すこやか固(二葉幼稚園･つぼみ保育園)園長）

﹂■異珂町・川

動として、

"、

ｆＦＯＧ

一

I

１６

東京都品川区在住。中2，高lの2人の娘の父。平成16， 17年
度全国小学校PTA連合会会長を務める。 83運動の継続と啓蒙活

大学で建築を学び、他大学で小学校教諭の資格を得、小学校へ勤
務。 1979年から保育園にかかわり、 2002年保育環境研究所「ギ
ビングツリー」を設立。

〃

季
一

（日本女子大学名誉教授工学博士）

1998年日本女子大学教授定年、 2003年まで北海道浅井学園大学
教授、 2003年〜2005年スウェーデン王立工科大学客員研究員、
現在に至る。専門は幼児・高齢者環境の計画及び研究。

孝

趣味はサッカー、週末はおやじ達と早朝のスポーツに子供のサッ
カーのコーチ、幼稚園と企画する親子のイベント、おやじ達との
飲み会等で楽しんでいる．
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−さまざまな現場から−
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『創年と子どもが輝くまちづくり』
垂
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ゞ〆・パネリスト
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〆

色？シ

室田洋子
ー多㎡

一
唖夛二

÷

『子どもの脳は食から育つ』 （芽ばえ社） 『21

；

一安

世紀の子どもの食』 （日本小児医事出版社) 『それでも好きなもの
だけ食べさせますか?｣ (NHK出版)など多数｡

『家族を育てる食卓』

i
;

幸
.""

､参

藤原勝子（㈱食生活プランニング食育アカデミー代表）

−F尿

i

≦爵鐸

b

争b

スタート。著書に『私は「食」の演出家』 （亜紀書房)ほか、 『3

；

つのお皿の食育絵本』 （群羊社)など食育本も多数。
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＝．

御岳 .

ござ､‐

令,

〜
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守呈園

L−回も』

。殻

女子楽養大学卒蕊後伺出版総に勤務し ｢栄塗と料理｣を季 ！ ‐
がける。 1981年食教育プランニングを設立。 2003年食育教室を

1.

1

・コーディネーター

中尾芙美子

（聖徳大学人文学部人間栄養学科教授）

； 錘一
58

女子栄養大学生理学研究室助手、東京健康科学専門学校専任講師

jEぎべ

･』

ｰ＝
4

2

1
1

二一一重÷.−…ﾖｰ 頭＝…皇…＝＝＝−−…. ‑口.一.島.‑..,,‑＝,−．…:､零 一:一…二暴震…I

.,

、ぐ

哲冒吟．

安間敏雄

（文部科学省スポーツ･青少年局青少年課長）

昭和61年文部省(現文部科学省)入省。生涯学習局生涯学習振興
課民間教育事業係長や広島県教育委員会社会教育課長、九州大学
総務部長等を歴任し、平成18年8月から現職。

・コーディネーター
福留

強

（聖徳大学生涯学習研究所所長
聖徳大学人文学部生涯教育文化学科教授）

NPO法人全国生涯学習まちづくり協会理事長。内閣府内閣官房
地域活性化伝道師。全国で生涯学習まちづくりを提唱・実践。著
書に『子どもの心を育てる」 （日常出版)など。専門は社会教育、
生涯学習。

J,茸凸一一宇…全一｡ー含＝･ラ⑪−4

■＝■■＝■■■■■■■■■■一一一ーー■■ー■■■■■■l

(NPO法人日本子守唄協会理事長）

東京・浅草生まれ。 2000年日本子守唄協会設立。現在は女性史
の一つともいえる子守唄に取り組んでいる。

j

などを経て現在に至る｡専門は食教育･ｽボｰﾂ栄養学｡著書に ；
『高校「家庭総合」教科書及び指導要領』共著(教育図書出版)など。

‐‐

西舘好子

､晶寸rDJ＝E‑寺声二■ず一二岩f令一hｶF画 子一F心争一二一巻毒一

のｑ何匁届判蛆︼刊７町画も甚口句郁碕晶●ぬ■ごＰ■■Ｇ■制１︐Ｒ星９４Ｗ興琶■⑦円偏別艸免１■旬凹■円面凱ｐ■制届■グｕＦＨｂ管■且

．,ザ

i〃

（放送大学教養学部准教授）

長野県生まれ、専門は地域教育社会学。東京学芸大学講師を経て
現職。千葉市生涯学習審議会副会長．著書に『家庭・学校と地域
社会〜地域教育社会学〜』 （放送大学教育振興会)など。

邨両凸凹■碑加︲珊尚別伺●●餌︵

.占』

岡崎友典

６我叶︲ＪＦ〃６いや

″

専門は発達露…学噛庶心唾土)｡大学の較員
と並行し脆
て心理臨床活動を継続してきている。著書に『心を帝てる食卓』

･パネリスト
■喝山叩凸即

"

（聖徳大学人文学部児童学科教授）

ー再炉
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生涯学習フォーラムの開催にあたって
聖徳大学生涯学習研究所所長

福留

強

第9回聖徳大学生涯学習フォーラムにご参加いただき、心
から感謝いたします。

地域に開かれた大学の研究拠点として、聖徳大学生涯学習

f

トー

研究所では、

これまでいくつかの研究や実践を重ね、今年で

刎引罰配列寄幻珊勿も聖君℃乱記削

9回目の聖徳大学生涯学習フォーラムを迎えることができま
した。

本研究所では「生涯学習の観点に立った『少子･高齢社会の
活性化』に関する総合的な研究」をテーマに、文部科学省の
採択を受けその研究を続け、本年度最終年度を迎えています。
今回は学術フロンティア推進事業に関する−部の研究発表・

討議を主要な内容としています。このフォーラムが、

これか

らの研究に関与する研究者などの発表・討議はもちろんのこ
と、多くの皆様の積極的な参加で、

より充実したフォーラム

副判刎Ⅱ川判川引Ⅲ切剣引列珊凸

になりますよう期待しております。

壼乏一〜■言

デー忌言一
一＝

竺
．』
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生涯学習フォーラムスタッフ
ー■■ー■■■■■■一一1■■

■■一■■■■■■

1■■

■■

企画・総務

福留

分科会企画

塩美佐枝(児童学科教授）

ちらし

津留明子(児童学科准教授）

会場・設営

前

強(生涯学習研究所所長）

典子(児童学科教授）

近内愛子(保育科准教授）

視聴覚
表示・看板
講師接待
子ども体験

原本憲子(児童学科准教授）
吉田佐治子(保育科准教授）

齊藤ゆか(生涯教育文化学科講師）

加藤敏子(児童学科教授）
塚本美知子(保育科准教授）
関口明子(児童学科講師）

小杉洋子(児童学科教授） 岡田耕一(保育科教授） 中尾芙美子(人間栄養学科教授） 田口康明(保育科准教授）
永井妙子(保育科准教授） 大澤
裕(保育科准教授） 徳永静江(保育科講師）
小櫃芳江(保育科教授） 森川文子(保育科准教授） 西
智子(社会福祉学科准教授） 野上遊夏(児童学科講師）
神谷明宏(生涯教育文化学科准教授） 近瑛莉香(レジャーレクリエーション学研究室助手）

生渥学習研究所事務局福留

強(生涯学習研究所所長）

橋本

幸惠(生涯学習研究所助手）

菊入

哲夫(課長）

知財戦略課

塩美佐枝(児童学科教授）

木村敬子(児童学科教授）

本田良夫(生涯学習研究所教授） 齊藤ゆか(生涯教育文化学科講師）
竹田
蕨(生涯学習研究所非常勤事務）
本田宗冶(グループリーダー） 石井音弥(チーフ）

●
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聖徳大学生涯学習研究所

〒271‑8551松戸市松戸1169聖徳大学生涯学習社会貢献センター(10号館)6階
TEL.047‑365−5691

FAX. 047‑365‑5692
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2007年6月24日会場: 7号館3階

聖徳大学生涯学習フォーラム第1分科会

第1分科会

｢父親の子育て参加」
今こそ必要パパパワー！
問題提起
聖徳大学短期大学部保育科吉田佐治子

お父さん，

こどもと一緒に過ごしていますか？

・

こどもの担任の先生を知っていますか？

・

こどものお友達を知っていますか？

・

こどもが今，学校や幼稚園・保育園でどんなことをしているか，知っていますか？

・

こどもと一緒にご飯を食べていますか？

・

こどもとおしゃべりしたり，遊んだり，

・

こどもの好きなもの，嫌いなものを知っていますか？

・

こどものいいところを，

していますか？

5つ以上いえますか？

お父さん、こどもと一緒に過ごしたいですか？
・

時間があったら、まずなにをしたいですか？

・

こどもとつきあうのに，

困ることはありませんか？

｢一緒にいたいけど……無理だ」それはなぜですか？
．

「こども」の優先順位はどのくらいですか？

．

なぜそんなに働くのですか？

・

仕事はおもしろいですか？

お父さん，

あなたはこどもにとって，

・

こどもに好かれていますか？

・

こどもに頼られていますか？

・

こどもに信用されていますか？

お父さん，

あなたは妻にとって，

どんな存在ですか？

どんな存在ですか？

・

結婚生活に，妻に満足していますか？

・

妻の気持ちを知っていますか？

・

妻とコミュニケーションはとれていますか？
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育児への肯定感
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育児による制約感

父親における子ども感

（柏木・若松1994）
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誰に気持ちを理解してもらいたいですか

で，心が休まる思いがするのは誰です
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図2青年の心の支え

（柏木，

1999,未発表）
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図3子どもは父親をどうみているか（深谷， 1996）
以上の図はすべて柏木（2001）より
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2007年6月24日会場: 7号館3階

子どもの育ちと生活空間
一保育施設を中心に−
日本女子大学名誉教授小川信子

I .幼児にとっての社会的施設の意味
・

子どもと生活環境

・

子どもにとって遊びとは

・

子どもの権利に基づく保育

・

子どもの全面発達を保障

・

未来への創造的な営み

Ⅱ．子どもの施設の設計計画にあたって
・

地域環境を考える

・

乳幼児の保育内容と保育方法

・

乳幼児の保育内容と空間の現状

・

乳幼児の保育内容と空間の使い方

・

総合的に計画を練る

皿保育施設事例
・

空間の基本的な考え方

・

労働者クラブ保育園

1969

・

風の子保育園

1973

・

保育園るんびいに

1992

Ⅳ、
・

これからの生活環境としての保育施設
地域施設としてどのように開くか

・社会諸施設と連携
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子どもが自発的に活動できる保育環境
新宿せいが保育園園長・保育環境研究所GT代表藤森平司
新しい保育
そのように、ある知識を子どもに覚えこませることから、きちんとした発達を保障しようと

したとき、新しい教育の創造・これから目指す保育のキーワードは、一斉、画一的保育、教育
からの脱却です。知識を伝達する上で、より効果的な集団統制のとりやすい集団に、保育士
が主導的に引っ張っていくというような保育から変わらなければなりません｡そして､今後は、

子どもの主体的な活動を促す環境、子どもの自発的な活動としての遊びを保障する環境、子ど
も一人一人の特性に応じた環境をどのように創造していくのか、人とのかかわりをどのように
作っていくのか､子ども集団の中で行われる｢協同的な学び｣をどのように意図していくかが、
保育の目標になります。
1．主体的な活動（生活の場）

主体的な活動をする子とは、 自ら課題を見つけ、 自ら考え行動する子（やらされる、やって
もらう活動から、 自分でやる活動）のことです。そのために、 自ら環境に働きかけることをし

なければなりません。 もちろん、この環境とは、空間だけのことを言うのではなく、人的（保
育士(チーム)、異年齢､地域)、物的(特定の活動を規定する遊具から、自分で工夫する遊具)、
空間（自然などの屋外空間、 コーナーなどの室内空間）があります。それらの環境の中で、子
どもたちは､無理のない選択と自己決定､発達過程の確実な習得をする保育に変えるためには、
個人の発達や人格の発達を犠牲にして作られている、年齢の刷り込みによるカリキュラムでの
保育を見直さないといけないでしょう。そして、園では、個と集団を保障（個と集団の両立か
ら、相互作用）する場を作っていかなければなりません。
2．

自発的な学習（学習の場）

保育室を、あそびのミュージアムとし、子どもの自発的な活動、子どもが主体的にかかわる
環境を用意します。そして、子どもは、受身型から参加型へ変わり、 「教える保育」から「子ど
も自ら活動する保育」への発想の転換をします。保育者も、どちらかと言うと、ティーチャー
ではなく、ファシリテーターになります。教えるのではなく、引き出し役とか、進行役になる
のです。やってあげる保育から、それぞれの子どもの違いを認め、それに寄り添い、見守る保
育です。そして、子ども集団を、ねらいに応じた集団、子どもにとって、生き生きと活動でき

る集団、子どもにとって、発達が保障される集団を考え、 クラス集団と保育活動集団を柔軟的
に考えます。
3．−人ひとりの特性

与える教育。保育から、一人ひとりが自ら活動する保育に変えるとき、当然。何を与えるか
という課題から、何をそれぞれが受け取れるかという課題にかわります。 したがって、当然
「平等」 という考え方もかわってきます。みな等しく同じものを与えることから、みな等しく
同じものを受け取れるということになります。この考え方に「インクルージョン」 という考え
方が必要になってきます。 「インテグレーション」から一歩進めた考え方です。
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「子どもの育ちと生活空間」
〜保育施設を中心に〜
品川区二葉すこやか園園長大竹節子

1 ． よさと可能性の発揮をめざして
子どもは、遊びを通して身近な環境や友だちとのかかわりをもち、見たり、触ったり、感じ
たりしながら周囲の世界に興味。関心をもち好奇心や探究心を抱くようになります。

その中で、生活の仕組みや物の特性・操作の仕方、人とのかかわりなどに関心をもち、 自分
なりに感じ、考えることができるようにもなります。本園では、この子どもの姿を0歳児〜5

歳児の園生活の中で、 「学びの芽生えを育む」姿と捉えています。それは、とりもなおさずひと
りひとりの幼児のよさと可能性を発揮していく姿とかさなります。
幼児期にふさわしい生活を通して、興味・関心、発見、模倣、比較、試行錯誤、疑問、予想
や想像、イメージを豊かに表現するなどの多様な体験をします。その中で、子どもは内面の世
界を揺さぶり感性を耕し、学習していく姿勢を身につけていくと考えます。

2．環境プロジェクトの紹介
二葉すこやか園（二葉つぼみ保育園・二葉幼稚園）には、多くの人々の交流が生まれていま

す。 0歳児〜5歳児の幼児170名、送迎をする家族や近隣の小中学校の児童・生徒・教師、
ボランティア等、異世代のかかわりが活発です。このような保育施設としての特色を生かして
「子どもの育ちと生活空間」を環境プロジェクトに込めて、 『二葉すこやか園案内図』 （配布資
料）に表し、保育空間のデザインをしています。

幼稚園教諭と保育園保育士、中学校教師そして保護者もかかわりこれまでの保育園・幼稚園
の文化を越えた、新しい保育施設が誕生しています。

（1） 「新しい、問いを見出す力」の基になる空間
幼児教育は、環境を通して行なうことを基本としています。本園の子ども達は、 自然と触れ
合う経験や、人とのかかわりをもつ機会が少ないようです。幼児が主体的に環境にかかわれる
ように以下の視点から保育環境プロジェクトを作りました。

①自然を呼び込む環境
②五感を拓く環境

③幼児の自然な交流が生まれる環境
④安心感（安心・安全・安定）をもち家庭的に過ごせる環境

（2）子どもの「育ちを支える生活空間」大きなキャンパスとしての環境作り
○楽しく、探検できる環境・ ・ ・もりの道作り

○発達に応じた遊び場作り ・ ・ ・各保育室やつぼみガーデン
○自然を呼び込む環境作り・ ・ ・にこにこ通り、にこにこ池、蝶々のレストラン

★遊びを通して発見し、その経験を重ねて、 さらに探求をしていく。→創造性
★遊びの中で、人とどうかかわり、つき合わねばならないか学ぶ。→人間関係
★五感を揺さぶる→情緒性と感覚の開発

園i蚕囹

｜人間関例

｜情緒性と感覚が育つような､保育施設の環境デザｲﾝをすること

が、 『子どもの育ちを支える生活空間』の構成に大切なことと考えています。
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2007年6月24日会場： 7号館3階

食育の取り組み〜さまざまな現場から〜
聖徳大学児童学科教授室田洋子

1．食事・食卓の心理的意味

2

心を育てる（壊す）食卓の心理機能

3

食を柱に据えた保育・教育・療育・養育
教育ファーム

クッキング保育

生活科・総合学習

地域社会の生涯学習
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2007年6月24日会場： 7号館3階

食育アカデミーの食育事業
株式会社食生活プランニング・食育アカデミー代表藤原勝子
1

私の略歴

2．

食育活動の変遷

3

食育がフィーハー

4

その背景は

5

食育とは

6

健全な食とは

ワ

食の自立とは

イ

8

●

『食育』はビジネスになるのか

9

フードアドベンチャーキッズ（親子の食育教室）の活動

10

フードコーチャー（食育の先生）の養成

11

食育アカデミーとは

12

企業向け食育活動のサポート
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第9回聖徳大学生涯学習フォーラム

2007年6月24日

〜学術フロンティア推進事業研究大会〜

第4分科会『創年と子どもが輝くまちづくり』

資料放送大学岡崎友典

「子どもと大人が輝く」の事例について

2007年3月21日に、青森県五戸町で開催された「子どもをほめよう研究会．東北大会．
第2分科会」のテーマは『創年が輝くまちづくり』であった。子どもの健全育成とまちづくりの
ためには、創年が輝いていなければならないといった認識は重要である。わずか二日間であった
が東北地方の大人たちが輝いていることを実感させられる研究会であった。

そして今回のテーマは創年だけでなく子どもも輝くことが、 「まちづくり」に不可欠であるとい
った新たな視点が導入されている。

これは地方とは異なり大都市地域で創年が輝けていない、

と

いった危機意識の表れなのではなかろうか。パネリストの一人として、大都市（マンモス団地）
での生活体験と、教育にかかわる研究調査の結果、 とくにここでは「子どもが輝く」

ことにより

「大人が輝く」事例を、 「山村留学の実践」をもとに紹介させていただきたい。なお、 「子どもを
ほめよう研究会．東北大会・第2分科会」で紹介した「創年」が輝く事例についても資料として
加えさせていただいた。

山村留学は一般には小・中学生の農山村での自然・社会体験（学習）を総称して用いられてい

る。

しかし留学の学を学校での学習に限定して捉えると、小・中学生が学籍を股山村の学校に移

籍し1年単位で生活する形態を意味する。つまり義務教育段階の子どもが、親元を離れて生活す
ることに特徴がある。子どもの自然体験・社会体験の重要性については、誰もが認めるところで

あるが、山村留学で注目すべき点は、子どもを留学させることによって子どもだけでなく、親（保
護者）の生活も大きく変化する、つまり子どもが輝くことにより大人も輝くといった図式がそこ
で成り立つことである。山村留学（別紙 ｢NPO法人全国山村留学協会『山村留学の町から村か

ら』」参照）
参考資料

「創年が輝く」事例

「子どもをほめよう研究会・東北大会・第2分科会」資料より

「創年が輝く」 ことの出来る地域の教育環境＝まちづくりのためには、それぞれの地域がどの
ような地域文化を持っているかが重要になるのではないか。文化というと、永年にわたり受け継
がれたものを、いかにして次の世代に伝えるか、

といった視点からの議論が一般的である。

しか

しながら、急激に変動する社会にあっては、 「継承」よりも「創造」が先行せざるを得ないのでは
ないか。既存の文化に固執しがちな古い世代（旧人類？）が新しい世代（新人類とか時には珍人
類と呼称されることもある）

とが、

ともに協働して創り上げる、つまり

「創造」する文化形成の

モデルが今求められている。

したがってこの分科会では、継承すべき文化が何かについて明らか

にすることが、重要な課題となる。

そこで、以下、明治以降に開発された北海道・道央地域、昔話・民話の宝庫の岩手県・遠野地
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方、新旧住民が交流する長野県・佐久地方、そして本州とは異なった気候・風土の沖縄県・八重
山地方など4地点の事例に即して、そこで「創年」が果たす役割について考えてみたい．
全国各地の事例をとおして

1、北海道旭川市の事例一新しい伝統文化の創造一
北海道・旭川市の郊外の石狩川と大雪山系を一望する台地に、民間の「北海道伝統工芸村」が

ある。 これは新しい北海道の伝統工芸「優佳良織」を創作した木内綾氏が1980年に開設した「優
佳良織工芸館」を母体として、その後建設された「国際染色美術館」 (1986)、 「雪の美術館」 (1991
年） を一体化させ、北海道の自然・産業・文化を世界に発信するための基地である。まさに地域
文化創造のコミュニティともいえるこの村（共同体）は、地域の経済の基盤である雇用の機会を
創造している。

旭川の代表的産業である木工芸も次世代に受け継ぐべき文化である。起業家のための塾を開き、
また木工芸のための専門教育･学校の設立の運動もみられる。また美瑛町の漆芸家の更谷冨造も、

京都出身、海外生活を経て「白いキャンバス」を求めて北海道に定住。伝統にこだわらず後継者
の育成に努めている。

地域の文化を捉えるとき、情報メディアの果たす役割を見落とすことはできない。それは文化
伝達の手段であり、活字、映像・音声、 インターネットなど多様なメディアが存在している。通

信技術の発達により近年は電子メディアのウェイトが高まりつつある中、

どのメディアをとるか

は何を伝えるかによって異なる。渡辺三子氏創刊の郷土誌「月刊・あさひかわ」の役割も大きい。
昭和35

( 1 960)年から平成18年(2006)年までの45年間に400484号を発行

している。作家三浦綾子のいう

「文化の中心としての地域」が、 この地で創造されている点に注

目したい。
参考文献
木内綾「手のぬくもり」東京美術

1984

更谷冨造「漆芸一日本が捨てた宝物」光文社新書

2003

2、岩手県遠野市の事例一昔の事例から学ぶ−

民俗学者・柳田国男の「遠野物語」 （初版・ 1910年）で知られる岩手県遠野市では、郷士に伝
承される 「昔の話」を、教育・学習の場に教材として取り入れている。遠野市は岩手県の東部、
北上山地の中心都市である。 1960年代に人口およそ4万人だったが、人口の流出が続き現在は3
万人を割っている。 1970年代に入り

「市民憲章」を制定し、地域社会の活性化に穂極的に取り組

んでいる。その際見直されたのが遠野物語であり、 「民話のふるさと遠野」を前面に打ち出してい
る。観光客（入込客）は2003年には150万人を数えており、このような小都市としてはまれであ
る。

全国的に知られ訪れる人も多く、観光が産業になり地域社会が活性化している。遠野ふるさと

村、 とおの昔話村、南部曲り屋、伝承館、城下町資料館、博物館などの施設を市域全域に配置し、
「観光」を点としてでなく面としてできるようにしている。市民の地域にかける想いも強く 1976
年には第1回「市民の舞台『遠野物語ファンタジー』」が開かれ、現在まで毎年異なった「昔の話」
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が舞台で上演されている．小学生の身体表現・パーフォーマンス劇「遠野の里の物語」総合的学
習の時間に位置づけられる．
参考文献

遠野物語研究所編「昔話の世界一その歴史と現代一」
高柳敏郎「柳田國男の遠野紀行」三弥書店

遠野物語

2000

2003

3、長野県北佐久郡の事例一「町民祭（竜神祭り）」
長野県北佐久郡御代田町は昭和30年代に3町村が合併して生まれている。

この三つの「ムラ」

をひとつの町としてまとめるために企画されたのが「町民祭り」である。さらに、浅間山の山麓、
東京から150キロ圏域にあるといった地理的条件を生かして、企業誘致が早い時期に行われ、町
外、県外から新しい住民を迎え入れている。

1970年代に始まった町民祭（竜神祭り）の龍は、地

元の「民話」を元に青年が創作したものである。
伝統的な集落（旧村）

「プロジェクトみよた」

とは別に、町内全域から自由意志で集まった人々

といった新たな組織を立ち上げ、

（「ボランティア｣）が

この祭りを盛り上げている。集落、産

業．職種そして世代を超えた、 これまでの町会・自治会とは異質の「自治組織」が「自治体」 （行
政）

と対等な関係で事業を展開する実践に新たなモデルをみることができる。

4、沖縄県八重山郡の事例

重要伝統的建造物郡保存地区（通称；町並み保存地区）

離島の文化と郷土意識

沖縄県の文化は、離島＝南方＝漁労社会の文化といった図式で捉えられるが、沖縄の最大の特
徴は人口の流動性にある。海外への移民（アメリカとブラジルが中心）が日本一で、 「ウチナンチ

ュー世界大会」は節目の年に沖縄で開催され世界中から出身者が集う。沖縄ほど郷土意識が強い
県はないのではないか。

日本であって日本ではないと言った辺境の意識、

これは沖縄だけでなく

日本国内の地方の地域社会の中にも見られる点に留意したい。南北に長い風土の異なる日本列島
に居住する人々はそれぞれの生活場面で地域文化を継承してきたのである。

竹富町には「教育の森櫛想」があり、その基本理念は「一年先を考えるなら米を作る。十年先

を考えるなら木を柚える。百年先を考えるなら人を育てる。」である。人を木に嶮え、百年先を見
通して人材の養成を図ろうとしている。

重要伝統的建造物郡保存地区（通称；町並み保存地区）の竹富島では、地位この文化を後世に
伝えるために「売らない、壊さない、汚さない、乱さない、生かす」の憲章を制定している。行

政に頼るのではなく、自治公民館が核となって憲章を町の条例へ発展させている。四重構造（｢公
民館長、諮問・検討委員会、公民館議会、公民館総会｣）をもつ公民館の果たす役割は大きい。 日

本最南端の博物館「貴宝院」館長の上勢頭芳徳氏の「文化は人を呼ぶ。観光客ではなく交流人口
が地域を生かす」 との指摘は貴重である。
参考文献

宮澤智士編「竹富島に何が可能か」 （第2版）竹富島喜宝院蒐集館2O01
なお、上記の事例の詳細については、私の放送大学の教材、 「家庭・学校と地域社会一地域教育
社会学一」 （放送大学教育振興会2004）を参照していただければ幸いである。
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︒﹀や凶碧叩喝ｅ三櫛二黒仙○

砥ｅ畏堂心望①鳧岬当︶黙朴騨匿．

痘照瓢紳筆灘鱒雷

掴襲ゆ亀雛禅韓約榊Ｇ営裂

掬胡厩ｅ嵐碧／ｓ疑伽樽倫伽ｅ箇碧

庄叶目胃⑥×忘心ｇ︽旧﹁一Ｈ郵曙Ｋ・圧汁−９⑥×握さｇ一割ト﹁一Ｈ郵腰号︵塵鵜降︶

南胆﹄ｖ今軋食１

係肖梧ｅ潤骨湖価無○

︵吹回熾縦Ｎ拙︶・型Ｕ小郷知腿趙蝿や坤怖且瞳蝦ｅ岬ｊ回総且糧蕊ｅ仙揮ｕ霊華州〃伽や潮旦拝輻ｅ報超
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刈縛胡報ｅ判騨坦凹八回章式﹀い抑拙縛色一綱・剥砺〃叫持鱒箪ｅや幻叶〃調亜罫躍

ざ一宙亜Ｓ担叩ニレヨ鯛窮壗騨州尺團：・・図臨叩ユレＪド壁

︵籾計算爺Ⅸ匹卸塒望慢汁︶﹁綱篤劉侭岬や悪ｕＲ伽拝ｅ聾裂﹂︵葉賦︶

侭Ｒ

訳四場﹄躯扉ｅく叩こいＪ蕊鼬剖心ニレヨド望毛Ｒ紅無罫碧
蝦 恥 墳瞬黒製 ど 劇 仙 抑 知 財 令 伽 心 血 室 侭 艇 ｅ 言 に 頚亜 ｅ財ａ廓〃Ｊ倍
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二吊且鮒殴時撰傾Ｓ判厄出坦〃等溌孵ｅ總胸睡撃Ｓく鯏禅野署ｅ出超〃一罫万里繍縛無頓Ｓ州禅

︵隈海︶

−

圧侭佃四○ゅ芦罷快剛幽針①戸

判ＥＳＲ狸瑛瑳ｅ鯛撚濁碧斗網脆渥導隅Ｏ
Ｓや罫裂縛舎砺Ｐ剥網叩発且樽や伽ｅ出坦○
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へ騒贈Ｓ蝋迩恥秘Ｓ伽繍畷個撫
Ｓ当ｌ当舗剰仰戦臘鞠鞭鞠Ｑ類叫や判︑
壁Ｓ進蝋糾蝿︑入試蝋実準風ｓく撫聴鞭鞠︶

迦蝦ｅ承Ｉ早詠ろ囮ｕ三判つくＩ叶令伽◎
へ期廻ＮＩいき釧刈到珊罰謹創燭
釧罫喫昨卜興ＳＯｑｍ︶

慢選ｅ騨溌

︒︑馳諏や哩騨恥串唖や︑打岼謡

靴慣Ｓ蕊抵繍廼山当鞠

測剤聯抵陶麺贈柵掴闘
Ｓ恥Ｉいや入もＲ当Ｉ心Ｋ︶

へ蓮

慨網ｅ襄箪ユーモわ鎚剛
斗進釧塞埜潟理ｅ堤朴︑

〃睡恥

靭斜矧荊剰舶燗創翻刺繍剥銅劉雪

鋼単回猟く慢伽佃型叶今
伽・士や胸埋Ｐ当刈﹁抑繍迷ｅ川

︑Ⅱ明吋岬︑吐一︑画臆

ｉ§

割輔町封回蝋︑判割趨調

越蝋ｅ厨照
鰻堂岬吊且縄堤伽無叶翁伽︑

へ担趨漁Ｓ疑圃

料︑蹴罰渕淵譜辿繍劉剰剛

麺瑚柵劇州熱測矧州劉側鎖﹃
劉剴ＮⅧ創判刈矧Ｎ馴割剃
伽調司州胴Ｎ測捌哨測測剣Ｕ

越騨ＳＰＥ副照矧ｅ
叶急血ｅ州懇鰯鐘禅燦輸ｅ

蝋桝Ｓ鯉麟鯉扇・瀧調に綿・

喋ｅ蝋謹ｅ煽胆鱗鐘仲蝉嚇︒

越
糧紅ｅ営献・色一睡ｅく帆禅・

型胆胡ｅ叶合仁ｅい噂やＮ

小そ侭桝つ作咽
翻遡隣鯉扇・腿瑠に凝担型
頚網掻裁一羽長草騨綱錨娃
ｍＵ欝毛く
Ｋｅ聾碧・小品噸異国那隅側旧皿
や丹ｅ隆駆ｅ却蝋ね箔叶今仁・の

珊﹂令﹀異り塩無︒環如くＫｅ郵碧・

へ揖伽１︐１︐ｓ判ｋ蝿

雪︺ロ・一つ︒︑や︻一つ函ロトつ︑巨再︹一切三○一︑一○﹄︵エゴ︹で︑Ｏ湯エコーＱ︑一助ロ一二の︸ゴロ①︻員ｌタヘＱ一・○切︑﹈×①﹇匡︑参参夢︑︑

へ梨︑ｌいき訊将Ｓ
睡雨学齢噸牒琴諏謹踊断汽罐罰軽

悪順旭

ｓ麹測却制帆矧討川穏肘鄭劃瑚個
遡恢目国輸Ｑ

製里ｅ鎚鰯・国徽ｅくＫｅ濁碧︒
へ劇髄Ｓ鑓尽穏感尽圃謹選

垣朧ｅ涯仙猟津．Ｒ鍬ｅ叶亀伽◎

忌臘弓ｌ無ｊ程おｋｌＨ︶

蝋ｅ猟懇漁朴心長枳仙剥ｅくＫｅ

忍耐濁剰測調潟澗司捌割側べ剴

へ剥望Ｓ輿騰ｓ軸Ｓ試入順八け噸吊
ｕ懸遥伽川珊騒ぐ撫延Ｓ鞠慨蕊砺へ州皿︶

糧伽Ｓ抑働
躯却蝿熈總鵬ｅ抑緋聖ｅ

躯桝岻
憧ｅつ判白尺ｌ叶今伽担
・側ｕ廼鍜ｅＫ八難や狼・
小品

華

綱単ｅ
︒﹀や詞ハト八ｎ噸や甑ｕ慢極佃遡叶急伽ｅ
鋼製ｅ俺緊つ晨岬作
知叶今他心長鮴暁黒裡Ｊ旺蒋知湘鯉維蝋．

卿語ｅ郷幽
トャ咋武簿煙岬吊且匝窪ｅ抑哩取刈紳哩鍬・
剃哩
糧坐ｅ試八トハ︑禅趣凪岬Ｙ朴嘱鮴ｌトレ
・ミーミｅ州揮謹議ｅ訊八トハ︑律帥舛・

朏裾ｅ霊長工ｌ渠中鎚
剛半鱈釧壺埜潟理ｅ堤朴・

ｌｌｌｌｌＩＩ１１１１１ＩＩ１１１Ｉ

鞘Ｓ蝋鞄塾購箇耐副

淵

︵踊埜雛皿式１鶚Ｋ・観劇︶抑縛令ｅ掛杜埋目︒

︵醜畿ｅく鮴起岨禅・鮴伽堤齢罵︶圏距心吐辿哩駅紳鯛穏ｅトャ卜式聯準③
︵憤慨ｅ刈踵堂・叶亜ｅく塒令伽ｅくＫｅ督碧・叶誕ｅくや幻叶ｅ鴎︶

嘩題く稜紳破聯︑
暑浦ｅ阜胞胆釧君骨蝋ｅ
・剛曹塙柳沼ゴ穐憎Ｊ帥醗ｕ劇填ｅ﹁掻舶ｅく伺皿﹂

︑即朴裡型圏伽鰯埜ｅ蝋枳盟叶紳眺曹１

杣や慨ＯＳＰ裡函噸鉾ｕ言仁心魯録縄◎
即朴担型姻伽︒暑長長
ｅ却州禅朏ｅ鮴糾糊壷弄・畷埋垣蝿暮抑進寒旦霊州禅→
剰辱ｅ嘩蚕租頓揮却緋畷里里ｅ叶令車︑

綱偶・伺鯉ｅ撃即詞剛・躯帥照矧ｓＪＨ→
叫怜・怪蝕ｅＲ杜紳猛鰹輔ｅ

匡一芦一

鍜卸担型鯛
知砺庵綱濡縛霊塑側ｅ

隅眺ｅ﹁︵Ｋ入い

側侭ｅ鰯

て︑￥いいＩＤ︶屏隔ｅ
照矧却柵坦﹂ｅ岬潟唯・

鐘照矧岬吊且裂狼柵慨．

国徽騨蝉
ｅ騨試斌皿ｅ抑繍迷︒

小紀

要伽謝輔ｅ癒撰ｅく

伺皿ｅ叶今仁や幽磯・↑

︒杣Ｙや里知幽慢担暮岳ｅ屡鍔

〆︒剛曹塘憎訓叶裡竺笹叩麗葬ｅ暑即暑中

●池霊知型ｕｏ進細﹃観憾ｓ

倒皿制剣副耐倒瓢制覇鋼劃潤川創到到綱紺圏捌割高而肝今血．

ｅ箪却會噸裡暑且暹剥騨劇幽遷︽刺裡紘細﹁攝職ｅく伺皿﹂且叶急なｅいそわ・Ｐ雄剥頓揮︺Ｊ却出頃ｅ﹃Ｋ﹄念裡ｅ腿蝦霊蕊並・等起照ｅ蝋ね圃證蝉．

枳Ｋ紳轡霊長剛

綱味野等鴎

︒池霊知型Ｕ噸や蔵に辿孟騨泌量剴士岨やＪ却網雛ｅ心血渠尺Ｋｅいてやｅ鯲柵料・州揮掛碧・堤糾・幽侭

Ｊ曝桝綱噸怪ｅ申・邑賎
呑伸Ｍ三剣白くＩ叶今牽寸

S

町

︵剛竪︶︵笹即州溌伸紅無串任皿↑叶①↑怪叶︶
ｌレニ︒理溌枳や哩伽噸怪担い吐哩ｅ錘判色一・ｓ悼知毎値ｅ叶急庫！

[快眠］

Ⅱ

Ｉ１１１ｌＩＩｌｌｌｌＩＩＩＩＩＩＩ０ＩＩｌｌＩｌｌＩＩ

トャ咋武瀞準岬仙Ｐ匝轌漿紳哩駆・抑哩鍬︒

§

調

﹁旧士疸辿橿伽ｅ塒亀血裡ｇ伺皿小型伽聿気﹂

llllu
岨

資料5−7

睡

§

「佃拓u鳴く士↑や｣導溜

[嘩畦I

蝋

−I−

ノ

、

ノ

、

、

熟

I

1トー必長,p眼'f<IC
N肛令叶e鍋照側鎖

’

ノ

廷

■

小吊Ｊ健稜ＰＪ刈出嵐ｅくＫ
く圏距小吐辿劇海縛鯛樋ｅトャト式聯隼叩

｣

〆
へ
戸

〔発表者紹介（アルファベット11頂)]

秋山仁/AIqYAMAJm
(東海大学教育開発研究所所長、東海大学理学研究科教授）
上智大学大学院数学科を終了後、 ミシガン大学数学客員研究員、米国AT&Tベル研究所科学コンサ
ルタント(非常勤)、 日本医科大学助教授、東京理科大学教授、科学技術庁参与、文部省教育課程審議
会委員などを経て、現在に至る。

藤森平司/FUJIMORI,HeUi
(新宿せいが保育園園長、保育環境研究所GT代表）
大学で建築を学び、他大学で小学校教諭の資格を得、小学校へ勤務。 1979年から保育園にかかわり、
2002年保育環境研究所「ギビングツリー」を設立。
藤原勝子/FUJIWARA,Katsuko

(食生活プランニング・食育アカデミー代表）

女子栄養大学卒業後同出版部に勤務し、雑誌「栄養と料理」を手がける。 1978年（株）郡羊社、 1981
年食生活プランニングを設立。 1992年ジャパン・フードコーディネータースクール創設。2003年食育
教室をスタート。著書に『フードコーディネーターになるには』 （ペリカン社） 『私は「食」の演出
家』 （亜紀書房)ほか、 『3つのお皿の食育絵本I (群羊社)など食育本も多数。

福留強/FUKUDOME，恥uyoshi
（聖徳大学生涯学習研究所所長、聖徳大学人文学部生涯教育文化学科教授）
NPO法人全国牛涯学習まちづくり協会理事長。内閣府内閣官房地域活性化伝道師。全国で生涯学習
まちづくりを提唱・実践。著書に『子どもの心を育てる』 （日常出胴など。専門は社会教育、生涯学
習。

昼間行雄/HIRUMAYukio
(こどもの城職員、日本大学芸術学部映画学科講師
1961年生まれ。東京造形大学デザイン学科映像専攻卒。約20年間、映像のワークシヨップや鑑賞活動
を実践。テレビ番組等の制作も手掛ける。
伊藤一義/ITO､Kazuvoshi
(医療機器商社勤務、前柏幼稚園父母の会会長）
趣味はサッカー、週末はおやじの会の仲間たちと早朝のスポーツ、子どものサッカーのコーチ、幼稚
園と企画する親子のイベントに参加して子どもたちやその親たちとの交流を楽しんでいる。
神谷明宏/KAMIYヘ､Akihiro
（聖徳大学人文学部生涯教育文化学科准教授、子ども環境学会理事、玩具福祉学会理事）

専門は、集団援助技術、子ども環境学。明治学院大学在学中よりボランティア活動にあけくれ、卒業
と同時に日本初の民間児童館「東京小中学生センター」専門スタッフに。その後、国立こどもの城の
プレイ事業部長を経て現職。

前典子/MAE､No'iko
(聖徳大学人文学部児童学科教授）
専門は保育学(幼児教育学)、教員養成発達心理学。子どもの生活と学びを研究。著書に『新時代の保
育双書保育内容「環境」』 （伸みらい)など。

前田純‑/MAEDA,JumChi
(おやじ日本副会長）
東京都品川区在住。中2，高1の2人の娘の父。2004, 2005年度全国小学校PTA連合会会長を務める。
83運動の継続と啓蒙舌動として、自ら83運動推進委員会を発足、現在に至る。
室田洋子/MUROTAYbko
(聖徳大学人文学部児童学科教授）
専門は発達･臨床心理学(臨床心理士)｡大学の教員活動と並行して心理臨床活動を継続してきている。
著書に『心を育てる食卓』 『家族を育てる食卓』 『子どもの脳は食から育つ』 （芽ばえ社） 『21世紀の
子どもの食』（日本小児医事出版社)『それでも好きなものだけ食べさせますか?｣(NHK出版)など多数。

中尾芙美子/NAKAO､Rl,mko

(聖徳大学人文学部人間栄養学科教樹

女子栄養大学生理学研究室助手、東京健康科学専門学校専任講師などを経て現在に至る。専門は食教
育・スポーツ栄養学。著書に禧校「家庭総合」教科書及び旨導要領』共著(教育図書出版)など。
西舘好子/NISHIDバTE,YbShiko
(NPO法人日本子守唄協会理事長）
東京・浅草生まれ。2000年日本子守唄協会設立。現在は女性史の一つともいえる子守唄に取り組んで
いる。

沖真貴/OIq,Maki

(聖徳大学附属幼稚園父母の会会長）

1991年聖徳大学短期大学部保育科卒業。現在、専業主婦。中学1年、小学4年、幼稚園年長の3人
の子育て真最中。

小川信子/OG酬吻､,Nobuko
(日本女子大学名誉教授工学博士）
1998年日本女子大学教授定年、 2"3年まで北海道浅井学園大学教授、 2003年〜2005年スウェーデン王
立工科大学客員研究員、現在に至る。専門は幼児・高齢者環境の計画及び研究。
岡崎友典/OKAZAKI, 'Ibmono]i
(放送大学教養学部准教授）
長野県生まれ､専門は地域教育社会学｡東京学芸大学講師を経て現職｡千葉市生涯学習審議会副会長。
著書に『家庭・学校と地域社会〜地域教育社会学〜』 （放送大学教育振興会)など。

大竹節子/OOTHKE,Setsuko
(二葉すこやか園（二葉幼稚園、つぼみ保育園）園長）
1973年〜東京都公立幼稚園に勤務し、教諭、主任、教頭、園長を経て、2002年9月より幼保一体化施
設「二葉すこやか園」園長就任、現在に至る。
塩美佐枝/SHIO､Misae

(聖徳大学人文学部児童学科教授）

東洋大学大学院卒、元東京都教育委員会指導主事。その後、公立幼稚園園長を経て、現在に至る。中
央教育審議会委員等を歴任、現在社団法人全国幼児教育研究協会理事長。
田口康明/ThﾍGUCHI,Yasuaki

(聖徳大学短期大学部保育科准教授）

専門は比較教育学、教育行政学。教育政策、現代ドイツの教育政策を研究。著書￨こ『現代教育制度』
共著(学文社)など。

和気瑞江/WAKE.Mizue
(人形劇情報紙PuppetMarket編集）
東京学芸大学入学と同時に人形劇を始め、現代入形劇センター、童想舎を経てフリー。人形劇やパネ
ルシアターの公演・講習会を行う他、洗足学園短期大学非常勤講師。イラストの仕事もする。

安間"/YASUMA,TbShio
(文部科学省スポーツ・青少年局青少年課長）
1986年文部省(現文部科学省)入省。生涯学習局生涯学習振興課民間教育事業係長や広島県教育委員会
社会教育課長、九州大学総務部長等を歴任し、 2006年8月から現職。

吉田佐治子/YOSHIDA,Sachiko (聖徳大学短期大学部保育科准教授）
2000年より本学勤務。現在小学校4年生の息子あり。専門は認知心理学。

平成15年〜19年文部科 γ省私立大 γ:学術研究高度化推進事業｢学術フロンティア推進事業」

｢生涯学習の観点に立った『少子･高齢社会の活性化｣に関する総合的な研究」

＜研究組織＞
研究代表者

福留強

（聖徳大学生涯学習研究所所長）

第1部門主任塩美佐枝

（聖徳大学人文学部児童学科教授）

第2部門主任

神谷明宏

（聖徳大学人文学部生涯教育文化学科准教授）

第3部門主任

宮坂いち子

（聖徳大学人文学部英米文化学科教授）

第4部門主任福留強

（聖徳大学人文学部生涯教育文化学科教授）

第5部門主任清水英男

（聖徳大学人文学部生涯教育文化学科教授）

総

（聖徳大学人文学部生涯教育文化学科講師）

括

齊藤ゆか

＜生涯学習フォーラムスタッフ＞
企画・総務

福留強（生涯学習研究所所長）

塩美佐枝（児荒学科教授）

齊藤ゆか（生涯教行文化学科而倣師）

分科会企画

塩美佐枝（児竜学科教授）

木村敬子（児壷学科教授）

加藤敏子（児竃学科教授）

ちらし

津留明子（児竜 学科准教授）

会場・設営

前典子（児童学科教授）

原本憲子（児竜学科准教授）

塚本美知子（保育科准教授）

近内愛子（保育科准教授）

吉田佐治子（保育科准教授）

関口明子（児砿学科洲師）

小杉洋子（児竜学科教授）

岡田耕一（保育科教授）

中尾芙美子（人間栄挺学科教授）

視聴覚

田LI康明（保育科准教授）

表示・看板

永井妙子（保育科准教授）

大澤裕（保育科准教授）

徳永静江（保育科識師）

講師接待

小堰芳江（保育科教授）

森川文子（保育科准教授）

西智子（社会福祉学科准教授）

野上遊夏（児童学科講師）

子ども体験

神谷明宏（生涯教育文化学科准教授）

生涯学習研究所事務局

近瑛莉香（レジャーレクリエーション学研究室助手）

福留強（生涯学習研究所所長）

本田良夫（生涯学習研究所教授）

齊藤ゆか（生涯教育文化学科講師）

橘本幸恵（生涯学習研究所助手）

竹田薫（生涯学習研究所非常勤事務）

知財戦略課

編集協力者

菊入哲夫（課長）

小池有紀，

斉縢美智代，

可

本田宗治（グループリーダー）

小林優子，

竹田薫

石井音弥（チーフ）

近総子，
橋本幸恵，

三田寺日輪
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『少子化に関する地域システムの研到
『韓国の平生学習とまちづくりとまちづくりの推進』
信齢者の生きがい対策と人材活性化に関する研究l
『少子社会における子どものための地域活動の展開』
『生涯学習指導者の養成と活用に関する研究』
『第6回生涯学習フオーラム報告書』
『地域の教育力の向上と子ほめ運動の現1刈
『地域福祉まちづくりの現状と実践的展開』
『生涯学習まちづくり』
『倉l1年学一中高年の新しい生き方の創造‐』
『倉l1年学入門』
（管理者研修用テキスト)』

『北欧視察研修報告一北欧の子育て支援
デンマーク・スウェーデンを訪ねて』
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『少子化における子どもの食生活に関する研究』
『倉ll年時代』
『第8回生涯学習フォーラム』
『中高年の地域活動の拠点に関する実態調査』
『生涯学習指導者の養成と活用に関する研究Ⅲ』
『世代間交流国際フオーラム
ー世代間をつなぎ地域を再生するために一

155

242
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艸一帽一旧一〃｜旧一相

『市民と倉l1る生涯学習
地域にひらかれた大学を目指して』

1㈹

2㈹5． 8

『第7回生涯学習フォーラム報告書』
『創年学入門Vol .2』
『生涯学習指導者の養成と活用に関する研究Ⅱ』
『中学生・高校生の育児体験学習プログラムの開剰
『定年退職前教育と生きがいに関する研究』
『子ほめ運動と地域の教育力の向上に関する研究』
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『仕事と子育ての両立を支援する職場環境づくり
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世代間交流についての国際研究集会』
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1

『倉l1年時代2号』
『まちづくり活動の支援方策に関する研究
一支援センター及びアドバイザー派遣制度と福祉・
防災・環境に配盧したまちづくりの実践例一』
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総括部門「第9回生涯学習フォーラム」

−学術フロンティア推進事業大会一報告書
平成15{￨ﾐ度〜19<￨疫文部科学行私､ｿ:大学学術研究高度化推進1礫｢学術フロンティア推進事業」
「'1批'満目の観点に立った『少f･高齢社会の活性化』に関する総合的な研究」
2008年2ノニl

叩徳大学生涯学習研究所

P

聖徳大学生涯学習研究所学術フロンティア推進事業

’

住所：〒271‑8551
電話047‑365‑5691

千葉県松戸市松戸1169聖徳大学生涯学習社会貢献センター6階
FAXO47‑365‑5692

E‑mail :骨ontie'@seitoku.acjp

