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地域社会で子どもを育てる

－兵庫県、中学生体験活動の一考察一

臼杵百合子

はじめに

「地域社会」と子どもの関りに、社会的関心が持たれるようになったのは、非行問題、家

庭内暴力、登校拒否、さらに子どもの自殺といった教育の病理現象の打開策として、学校・

家庭・地域社会の連携が注目されるようになったからである。

しかし、なぜ「地域社会」なのか、具体的には見えてこない。そこで、「地域社会」と子

どもの関りについて、兵庫県神戸市垂水区の明舞団地内で実施された中学生体験活動「トラ

イやる・ウィーク」の実態調査を通して、「地域社会」の構成員である子どもと大人の現実

的な関りを検証する。

1。『トライやる・ウィーク」とは

平成9年6月、神戸市須磨区で起きた連続児童殺傷事件の被疑者として中学生が逮捕さ

れた。事態を重く受け止めた兵庫県教育委員会は、有識者からなる「心の緊急会議」を設置

した。会議における、これまでの「教」（教える）中心の教育から、「育」（育てる）に重点を

置いた教育にシフトしていく必要があるとの提言を受け、学校・家庭・地域の連携が調われ、

具体化として、平成10年より県下全中学2年生を対象に体験活動週間「トライやる・ウィ

ーク」（')が実施されることとなった。本年で実施6年目となる。

また、平成10年度、11年度、12年度の実施状況について、兵庫県教育委員会のまとめ

によると、毎年約5万5千人以上の生徒達が、約2万3千人以上の指導ボランティアの協

力で、職業体験、勤労生産、文化・芸術創作に従事している。アンケート調査によると、毎

年90％以上の生徒達が体験活動を充実していたと感じ、指導ボランティアの約80％が生徒

達の取り組む姿勢を高く評価している。保護者、教職員も活動に理解を示している。

2「トライやる・ウィーク」の明舞地区における実態調査

平成13年度、神戸市立舞子中学校「トライやる．ウイーク」(2)の実態調査を、明舞地区

において実施した。

(うすき・ゆりこジャーナリスト）
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2－1調査地域の概要

今回の調査は，舞子中学校の校区、明舞団地の中心に位置する明舞センター商店街で実施

した。

明舞団地の成り立ちについて触れる。神戸と明石にまたがる明舞団地は昭和35年「千里ニ

ュータウン」についで、新住宅市街地開発法によって全国で2番目に計画され、昭和42年

に第1工区が完成した。翌43年には交通の要となる当時の国鉄山陽本線朝霧駅が営業をは

じめている。一応の完成をみた10年後の52年には、1万2千世帯、約4万人が生活する

ニュータウンとなった。

この10年間の記録が、「明舞団地10年」のあゆみ編集委員会による『明舞団地10年

のあゆみ』としてまとめられている(3)。

その中に「わたしたちの明舞団地の地域社会づくりは、定形もなく、モデルもない政治も

文化もないなかに『主役はあなた』をモットーにすすめられてきました。この十年間未知の

秩序を目ざして活動を行ってきましたが、地域社会づくりの実践として生きたものであるか

は、子どもたちの成長につれ一つの判断がなされるのです(4)｡」と述べられている。「トラ

イやる・ウィーク」が目指すところの一つ「地域の子は地域で育てる」の実践がその当時、

行われていたのである。

また、第1工区完成にともない本格的な商店街の第1号として営業を開始し、地元商店の

中核となっていた明舞センター商店街の運営活動について、開店当時二、三年は赤字続きだ

ったが、十年後は買い物客で連日賑わい、明舞で生まれ育つ子どもたちのための3月緑化

推進植樹祭、5月明舞まつり、8月盆踊り等の「明舞ふるさとづくり」の推進役を担って

いた模様が記述されている。

『10年のあゆみ』以後、20年、30年のあゆみは、報告されていない。

2－2調査の概要

①「トライやる・ウイーク」実施期間中平成13年6月4日（月）～8日（金）の5日間

②対象者神戸市立舞子中学校第2学年（35回生)18名（女子生徒2名、生徒男子16名）

対 象事業所l工場、7店舗。

③調査方法

活動中の中学生たちと指導ボランティアに対する、観察・聞き取り調査を実施した。事前

に、事業所の指導ボランティアに、調査の協力を依頼、手順は活動開始から2日間は活動

内容の観察をし、活動に慣れた頃から聞き取りをすることにした。事業所の一つである飲食

店（コーヒーショップ）を拠点に、他の事業所を巡回して観察を行った。調査していることを

意識させない、事業所に負担をかけない点に留意した。活動内容は、表2-2-lのようになる。

2カ所の事業所（コーヒーショップ、お好み焼き店）を重点的に観察した。理由としては、受

け入れ回数、依頼はどこから、店の規模等の違いを考慮した。

コーヒーショップは受け入れ3回目で、学校からの依頼による中規模店である。

お好み焼き店は受け入れ1回目、生徒からの依頼による小規模店である。
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表2-2-1

ﾗ三F兎ﾂﾌﾟ｜お好み焼き｜文房具店｜金属加工工湖書店｜八百屋｜ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ
書店業務全
般

商品陳列、

販売、配達

商品出し、

売り場・倉
庫整理清掃

機会加工、

組み立て作

業

販売、値札
付け

接客、配

膳、片付け
接客ｻー ﾋ゙

ｽ、洗い物

等

男子6名男子2名男了－2名 女子2名男子2名男了・2名女7-1名
男子1名

（備考）

私服

昼食アリ

体操服

昼食アリ

2日日

体操服

昼食ナシ

体操服

昼食ナシ

体操服

昼食ナシ

体操服

昼食アリ

制服

昼食アリ

○コーヒーショップ

事業所概要

商店街開所時から営業している。指導ボランティア（店主､男性40歳代)､従業員（男性1名、

女性3名)、パート（女性2名)。テーブル数20。

客層は、午前のモーニング・サービスに高齢者、昼のランチに主婦、午後の休憩時間に他

店従業員と地域密着型のコーヒーショップである。

指導ボランティアは、元PTA役員。生徒に対して「まず、挨拶ができること」を指導方

針としている。

〔活動日程〕

日時 A君 B子さん

日
唯
猫

即
嬬
塒

６
８
１

指導ボランティアから、食器洗いの仕方を
教わる。l日中食器洗い。

従業員から、テーブル拭き、食器下げタ
オルたたみの仕方を教わる。

その後 一旦帰宅後、部活、塾。 一旦帰宅後、部活、塾。

日
唾
地

味
歸
塒

６
８
１

モーニング・セットの盛り付けを教わる。
あとは、食器洗い。

注文の取りかたを教わる。あとは、前日
と同じ。

その後 前日に同じ。 前日に同じ。

日
峰
池

恥
嬬
錆

６
８
１

コーヒーの滝れ方を教わる。あとは、食器
洗い。

休み。

その後 前日に同じ。 学校、事業所に連絡なし。

軽食の盛り付けを教わる。あとは食器洗い。日
畦
鋤

即
歸
塒

６
８
１

休み。

その後 前日に同じ。 学校、事業所に連絡なし。

日
唯
轆

駝
歸
鑛

６
８
１

食器洗い。 注文取り、食器下げ。
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|一旦帰宅後部活､塾そ の 後 前 日 に同じ。

○お好み焼き店

事業所概要

商店街開所時から営業しているが、一時、店舗貸しをしていた。指導ボランティア（店主、

男性50歳代)、従業員（女性1名)、テーブル数4．

客層は、平日の昼間は主婦、夜はサラリーマン、土・日に家族連れとなっている。

指導ボランティアは､3年前に会社勤めを辞め､親の代からの店を再開した｡生徒に対して｢掃

除、挨拶がきちんと出来る子に」を指導方針としている。

〔活動日程〕

D君日時 C 君

指導ボランティアから、客の呼び込
み、床拭き等清掃の仕方、従業員か
ら野菜の洗い方を教わる

C君と同じ。6月4日

10時～
15時

そのまま、部活、塾。そのまま、部活、塾。その後

注文の取り方、食器の洗い方を教わる。店
内の清掃。

注文の取り方、鉄板の後始末を教わ
る。店内の清掃。

日
一

郎
崎
弱

６
１
１

前日に同じその後 前日に同じ。

レジ打ちを教わる。あとは、前日に同じ。レジ打ちを教わる。あとは、前日に
同じ。

6月6日

10時～
15時

前日に同じ。その後 前日に同じ。

前日に同じ。日
一

印
塒
鎬

６
１
１

前日に同じ。

その後 前日に同じ。 前日に同じ。

6月8日

10時～
15時

前日に同じ。 前日に同じ‘

その後 前日に同じ。前日に同じ。

3調査結果

調査は具体的には、拠点としたコーヒーショップに午前8時30分頃に入り、生徒たちか

ら見えにくい位置から調査観察をい行い、その後、午前中にお好み焼き店にも同様に調査観

察を行った。他の店舗もアーケードの中にあるので午前・午後、順次調査観察を行った。ま
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た、工場は他の事業所から離れた場所にあり、調査地への行き帰りに行った。調査終了時間

は、生徒の活動終了時間とした。調査結果はつぎのようになる。

3－1各事業所での調査観察

○コーヒーショ ップ

A君は、仕事に対するのみこみが早く、物怖じすることなく大人との会話がはずみ、指導

ボランティアとのコミニケーションがよくとられていた。最後までペースを落とすことなく

よく働いた。

B子さんは、学校で目立たないおとなしいと子と言われているように、口数は少なく控え

めながら言われた仕事は確実にこなしていた。同年齢の子を持つパートの女性達がよく気遣

っていた。

B子さんは､活動3日目、4日目の2日間事業所を休んだ。学校､事業所に連絡は無かった。

活動最後の日には、出てきた。

この事業所にもう1人、不登校傾向の生徒が体験活動をする予定だったが、最後まで出

てこなかった。

○ お 好 み 焼 き店

C君は自分から活動を依頼し、D君を誘ったこともあって、D君をひっぱり率先してよく

動いていた。

D君は最初、C君の陰に隠れてといった様子だったが、だんだんと大きな声で接客出来る

ようになり、日々積極的になっていった。

二人助けあいながら、父親的存在の指導ボランティアの指示に従ってよく働いていた。

○ 文 具 店

商店街開所時から営業している。受け入れ2回目、今回は生徒からの依頼による。指導

ボランティアの指示どおりに、開店の準備、店内の清掃、値段つけ、販売等の仕事を行って

いた。

○金属加工工場

明舞団地の外れにある工場である。受け入れ4回目、今回は生徒の父兄からの依頼によ

る。バルブの組立て、鉄板の切断、製品のより分けといった仕事を指導ボランティアや従業

員の指導のもとに行っていた。

○書店

受け入れ3回目、今回は生徒からの依頼による。指導ボランティアの指示で、荷物の運搬、

開荷検品、本の返品作業、販売等を行っていた。

○ 八 百 屋

受け入れ1回目、今回は生徒からの依頼による。梅、ラッキョ等の量り売りから生ゴミ

の処理まで、八百屋全般の仕事を指導ボランティアの指示だけでなく自主的に行っていた。

○スーパーマーケット

商店街開所時から営業している。受け入れ3回目、今回は学校からの依頼による。各売
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り場の従業員の指示に従い、段ボール捨て、冷蔵庫や倉庫の整理、各売り場で商品の搬入、

並べなおし、セール商品の販売等を行っていた。

3－2調査対象者等へのインタビュー

調査対象者、生徒(18人）への聞き取りは活動3日目、4日目、5日目に特別に時間を設

けるのではなく、活動の合間に行った。指導ボランティア（8人)､従業員等(4人)へは4日目、

5日目に仕事の合間に行った。いずれも、自由に体験活動への自分の思いを語ってもらい、

聞き取り後にまとめた。

また、教職員（2人）への聞き取りは、1人は事業所へ巡回の時。1人は活動終了後、学

校で行った。保護者（2人）への聞き取りは、活動終了後に1人は団地内で会い、1人は電

話で行った。買い物客（2人）への聞き取りは、活動中にアーケード内で行った。いずれも、

自由に体験活動について語ってもらった。聞き取り人数は、合計36人となる。

○コーヒーショップ。

A君一「普通では、出会えない大人達と話合えた事が良かった。2日目が体力的にきつか

ったので、B子さんも、それで休んだと思う。お母さんが喫茶店で働いているので、喫茶店

のこととか聞いていたし、家でも洗い物の手伝いはしているから、仕事は別に大変とは思わ

なかった。僕としては全体として楽しかった。塾の手伝いが第一志望だったけど、時間が夜

なので駄目だった。でも、ここでよかった｣。

B子さん－「体力的にきつかったし、とても緊張して3日目は、行こうと思っていたけ

ど、声が出なくなった。店の人によくしてもらっていたので、このまま行かなかったら悪い

と思って最後に出てきた。本当に行きたかったのは、須磨の水族館、応募者が多くて行けな

かた｣。

指導ボランティアー「A君は初めて来るパートの人より、のみこみは早いし、馴染むのも

早いし、よく働いてくれました。短期間で店の一員といって言いぐらいの存在になって、う

ちにも高校生の子どもがいますが、あんなに頑張れるかなと思いました。挨拶もきっちり出

来て、親御さんの教育がよくわかりました。B子さんは、最後に来てくれたので、安心しま

した。真面目できっちりするタイプだから、ちょっと頑張り過ぎてダウンしたんでしょう。

休むんだったら連絡はするようにと注意しましたが、ちゃんと聞いてくれました。受け入れ

は続けます｣。

従業員一「毎年、どの中学生も可愛いいですよ。私はこの団地で子育てしてきたから、地

域の子どもは大事にしたいと思いますね。毎年来てくれるのが楽しみです。このお店のお客

さんもお年寄りが増えて、子どもたちが来ると、活気がでます｣。

パートー「B子さんが最後の日に出て来てくれたので、ホットしました。中三の子どもが

いるので、よそ事とは思えなくて。たくさんのコップを持ち運びして大人でも大変な仕事だ

から。「トライやる・ウィーク」ってなんの意味があるの、と言うのが今の本音です｣。

○お好み焼き店

C君一「お好み焼きが大好きで小学生の頃からよく食べに来ていたんで、店のおじさんに
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友達と「トライやる・ウイーク」させて下さいと頼んだ。友達と一緒がよかった。お店はひ

まより忙しいほうがいい。もっとお店が流行ってくれたらいいと思う。おじさんがいい人で

もっとやりたい。お好み焼きも毎日お腹一杯食べさせてもらった｣。

D君一「友達に誘われて来たけど、楽しかった。毎日、お好み焼きを食べさせてもらえた

しレジ打ちもさせてもらって、なんかやっと馴れた頃に終わり、僕も、もっとやりたい。お

じさんは、汚いことをすると怒ると聞いていたけど、悪いことしなかったら恐くない｣。

指導ボランティアー「脱サラで店を出して3年、正直なところ今までは、子ども達を引

き受けるゆとりはありませんでした。日頃から店の前にゴミを捨てたり、汚い事をする子ど

もには注意をしているので、C君はよく食べに来てくれていて顔馴染でも、頼みに来た時、

厳しくてもいいかと訊ねたら二人共いいって言うので来る事になり、二人共、素直ないい子

です。子どもは子ども、大人の導き方しだいだと思う。今回、初めて受け入れて、手がかか

らないかと言えば、手はかかります。子どもたちの一生懸命な姿に、まあ来年も、商売も大

変な時ですが、子どもの方から言ってくればと考えているところです｣。

従業員一「今の時代は、子どもが悪いことをしても叱らないのに、ここの主人は叱るので

このあたりでは有名なんです。注意されたら、文句言いながらでも子どもは言われたように

しますよ。子どもには、やっぱり怖い存在が必要ですね。仲良し二人組みは、よく働いてく

れましたし、嬉しそうによく食べました｣。

○文房具店

E君「商品がたくさんあって覚えられなかった。少し商売がどんなものか教えてもらえて

よかった｣。

F君「最初は緊張していたけど、友達と一緒だったので楽しかった。仕事を覚えるのは大

変。まだ学校の勉強の方がいい｣。

指導ボランティアー「幼稚園位から知っている生徒さんが、お願いしますと来られて、嬉

しかったですよ。原価、仕入れ値といった事も社会経験にと思い知ってもらいました。二人

共とても真面目に取り組んでいました。言ってこられれば来年も受け入れたい｣。

○金属加工工場

G君「最初は、大変なところに来たと思ったけど、2日目位から単純作業だったので馴れ

たらけつこうおもしろかったし、疲れたけど楽しかった｣。

H君「朝8時30分から5時と大人の人と同じに仕事して、ほとんど休憩は無し、肩はこ

る、手は痛い、大変だったけど楽しかった。でも疲れた｣。

指導ボランティアー「うちは、初年度から引き受けています。なるべく特別扱いせずにと

思っていますが、うちの仕事は、気をつけていないと危ない事もあるし、単純作業でもある

し、毎年やり通せるか心配なんですが、今年の二人も、よくやりました｣。

○書店

I子さん｢返品作業は､大変でした。本屋の仕事がこんなに体力がいるとは思わなかった。」

J子さん「私も、立ち仕事はきつかった。楽に見えても、仕事はやっぱりしんどいもんと

判った｣。

指導ボランティアー「本屋の仕事は、見た目より重労働なので、生徒が頼みに来た時に念
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を押したんですが、最後までよくがんばりました。出来るかぎり引き受けるつもりです｣。

○八百屋

K君「朝9時からで3時には帰れるし、楽かなと思っていたけど、梅干用の小梅のへた

取りから腐りかけの野菜の始末と結構いそがしかった。でも楽しい。八百屋の仕事は面白い。

学校よりこっちがいい｣。

L君「忙しかったので、大満足。この店の子どもかとお客さんに聞かれた。この仕事、僕

にむいてる。スイカも食べさせてもらって大満足｣。

指導ボランティアー「色々な出来事があるので、正直なところ今時の中学生は恐いと思っ

ていて、それで受け入れも考えてたんですが、八百屋の仕事がしたいと生徒さんが言って来

られたので、まあ、今回はと。来てもらってビックリです。元気がよくて、よく頑張ってく

れて、お客さん達の人気者でした。中学生への見方が百八十度く、らい変わりました。来年も

是非受け入れます｣。

○スーパーマーケット

M君「お年寄りから色々質問されても、答えることが出来なくて悪かったと思う｣。

N君「忙しい店なのに、従業員の人達は親切に教えてくれたし、昼食は従業員食堂で食べ

て、おいしかったし思い出になった｣。

O君「お客さんから、「がんばってね」と声を掛けられ恥ずかしかったけれど嬉しかった。

でも、なかなか「いらっしゃいませ」が言えなかった｣。

P君「毎日々 々、同じことばかりで、仕事はこんなものかなと中途半端な気持ちもあった。

もっと他のこともやってみたかった｣。

Q君「お客さんが声を掛けてくれると、とてもやる気になった。希望した所ではなかった

けど、結構やりがいがあった。後輩たちも是非経験して欲しい｣。

R君「お店の人や地域の人が応援してくれているのがよくわかって、嬉しかった｣。

指導ボランティアー「6人という大人数なので、集まって話したりしていたら仕事になら

ないと心配してたのですが、言われた事はきちんとするし、真面目でした。従業員にもよい

刺激になりました。来年も来てくれたら嬉しいです｣。

従業員一「中2の子どもがいます。他の所で「トライやる」をやってますが、舞子中の

生徒さんのように、ちゃんとやっているか。いいと思いますねこの活動は。家では判らなか

った子どもたちのよさを再確認しました。やっぱり、自分の子もよその子も共にいい方向に

いってくれたらと言う気持ちを、大人が持たないといけない思いました｣。

○その他

教職員一「B子さんが休んだことは、妹がl年下にいるので、様子は聞いていました。

最後に出て来てくれたので、一安心でした。事業所の人達には心配かけて申し訳なかったで

す。活動期間中、各事業所を巡回していますが、学校では、遅刻、忘れ物の多い生徒が、「ト

ライやる・ウィーク」には、時間どうりに行くは、忘れ物はしないは、はりきっているのを

見ると、それを学校生活にも続けてくれたらと思いますね。一時というのが多いから｣。

教職員一「職業体験といっても、事業先で親切にしてもらっているので、ほんのちょっと

社会を見た程度で、仕事の厳しさを体験したとは言い難いかもしれませんが。その体験をど
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う日頃の学習や生活に結びつけるかが今後の課題です｣。

保護者一「家ではなにもしない子が、なんか、いかにも働いてきたといった顔つきで帰っ

て来るのでおかしかったですよ。疲れているみたいだつけど、なんか楽しそうでした。難し

い年頃で、親や先生の言う事は聞かないから、こうした機会に鍛えてもらってよかったと思

います。でも正直言って、体験活動は何の為なのかよく分りません｣。

保護者一「去年と今年の学校の取り組みが違います。マンネリか、なんか単なる学校行事

の一つになってきたんじゃないですか。活動中は部活も塾も無しでとか聞いていたのに、ど

ちらもやってましたよ。家でもいつもと同じ。「トライやる・ウィーク」の本質はなんなの

か父兄にも、もっと説明して欲しい｣。

買い物客一「もう成人しましたが、この団地で3人の子育てをしました。私が子育てし

た頃は、団地の中に子どもが溢れて、近所のみんなで一緒に子育てしたようなところがあり

ました。色んな催しも盛んでしたよ。「トライやる・ウィーク」はいいですね。子どもが身

近にいるように思えます。頑張ってと声を掛けると、有難うございますと、返事が返ってき

ますよ｣。

買い物客一「テレビなんかで見る中学生と違って、幼い感じがするね。地域で子どもを育

てるといってもピンとこない。先生にしっかりしてもらわないと、それに親、人まかせでは

駄目でしょう｣。

生徒、指導ボランティア、従業員、教職員、保護者、買い物客と、各々の立場の「トライ

やる・ウィーク」への様々な思いを聞くことが出来た。

4調査の分析

各事業所での観察記録、インタビュー等から調査の分析を行う。

4－1観察記録

○コーヒーショップ

活動初日、2日目、A君、B子さん共に、昼食以外は殆んど立ちっぱなしの状態で、手を

休めることなくよく働いていた。受け入れ3回目と言う事もあり､指導ボランティア､従業員、

パート等周囲の大人たちの、受け入れ態勢は整っていた。

色々教えたり、話かけたりと和やかな雰囲気だったのだが、3日目、B子さんは現われな

かった。休むまでの2日間、口数は少ないものの、笑顔を絶やす事なく、指示されていた

ことは確実にこなし、疲れた様子も見せていなかっただけに、周囲の大人たちに動揺が走っ

た。A君は、B子さんが休んだことを特に気にする風もなく、淡々と仕事をこなしていた。

4日目、やはりB子さんは現われなかった。B子さんと同じ年頃の子どもを持つパートの

女性は、「働かせ過ぎたのでは」と洩らした。A君は従業員と間違えらるほど、店に馴染み、

よく働いていた。毎日、事業所を巡回している教職員は、B子さんの件に関し、もう少し様

子を見てとのことで、学校としては、本人に対し積極的には声はかけていないとのことであ

った。
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5日目、何事も無かつたかの様にB子さんは現われ、最後まで、確実に指示された仕事を

こなしていた。また、指導ボランティアは、無断で休んだことについて注意をしていたが、

素直に聞いていた｡A君は、最後の最後まで、全くペースを落とすことなく、働いた。事業

所にとって大いに戦力になっていたと思われる。

B子さんは「店の人によくしてもらっていたので、このまま行かないと悪いと思って」と

インタビューで語っている。彼女なりに周りの大人たちの気遣いは、しっかり受け止めてい

たのである。態度には見せなかったがA君も、B子さんのことを気にしていたことが「2日

目が体力的にきつかったので」の言葉からうかがえた。

この2人の働く姿は、単なる「体験活動」というより、「労働体験」に見えた面もあった。

それは、同じ年頃の子どもを持つパートの女性が感じていた「働かせ過ぎ」と共通するのだ

が、結局は、それが生きた「体験」というものではないだろうか。2人は体を使っていただ

でけでなく、心も使って周囲の大人たちを見ていた。そうした状況でのA君のがんばり、B

子さんの素直さから「体験」の持つ人間形成力といった一面が感じられた。

○お好み焼き店

一見、小学生かと幼さの残るC君とD君の活動初日は、店の前での呼び込みからスタート

した。C君は大きな声を出すのだが、D君はなかなか声が出ない。指導ボランティアに、「も

っと、元気よく」とハッパをかけられていた。

2日目、C君は、指導ボランティアに教えられて、店内外の掃除を丁寧に行う。D君の「は

い」という返事が、かなりはっきりしてきた。

3日目、レジ打ちを教わり、2人とも真剣に取り組んでいた。Cくんは自分から溝拭きを

していた。D君も積極的になってきて「いらっしやいませ」の声がでていた。

4日目、だいぶん慣れた様子で、接客、洗い物と2人手分けして働いていた。

5日目、最後の日とあって、C君は、一生懸命隅々まで店内外の掃除をし、D君も洗い物

に精出していた。

5日間とはいえ、従業員1人と2人で、店を切り盛りしている指導ボランティアにとって

生徒たちの存在は、負担が無いとは言えない。だが、C君、D君の懸命に取り組む姿、昼食

客が一段落した後、実に嬉しそうにお好み焼きを食べる姿をみて、指導ボランティアに来年

もの思いがあった。初めての受け入れは双方に満足いくものだった。

指導ボランティアは「怖い存在」として近隣の子どもたちに知られている。その存在は子

どもに必要である。今「地域社会」に求められている「顔」の見える子どもと大人の関わり

を考えさせられた。

○ 文房具店

生徒たちにとって、現物を手に取りながら商品の原価、仕入れ値を知ることは、机上では

理解出来ない、現実社会の仕組みの一端を垣間見る機会であった。指導ボランティアにとっ

ては、「地域の子ども」が自ら依頼してくれたことは喜びであった。

○金属加工工場

今回の調査の中で、朝8時30分から5時までと一番長時間の活動だった。大人同様の作

業をこなしていた生徒たちは、仕事の辛さも経験した。しかし、音を上げることはなかった。

1勺1
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｢疲れたけど、楽しかった」の言葉に、労働の持つ意義を感じさせられた。

毎年、受け入れている指導ボランティアは、事故が起きないように、注意深く見守ってい

た。受け入れ側の努力も大変なものがあった。

○書店

指導ボランティアも心配していたが、見た目よりかなりきつい作業に、黙々と作業するい

ささか疲れ気味の生徒たちだった。

○八百屋

家では､台所手伝いなどした事のない生徒たちなのだが､八百屋の仕事に興味があって喜々

として、働いていた。最初は、受け入れ1回目でもあり、戸惑い気味だった指導ボランテ

ィアだが、生徒たちの明るさ、元気さに中学生への意識がよい方に変わったと語った。

生徒たちは、仕事ぶりを誉められ、ますます張り切って働き、生き生きしていた。これが

｢育」ではないかと思えた。

○スーパーマーケット

6人の多人数ながら、騒ぐ、こともなく、それぞれの持ち場で、従業員の指示に従って働い

ていた。玄関先に「トライやる・ウィーク」の趣旨について書いたボードが出され、それを

読んだ買い物客が生徒たちに「がんばってね」と声を掛けていた。そうした事業所や買い物

客の好意に、生徒たちは地域の人たちに応援されている事を実感していた。

4－2「トライやる・ウィーク」から見えてきたもの

上記のような各事業所での生徒たちと、指導ボランティア等の交流から見えてくるのは、

まず、生徒たちの取り組む姿勢の真面目さ、一生懸命さである。

それはどこからくるのか。全ての事柄や出来事が机上のことでなく、ヴァーチャルでなく「ホ

ンモノの体験」だからである。自分の洗った食器でお客さんが食事する、自分が量った野菜

が売れる、自分が選り分けた製品に商品価値が生まれる等、学校生活でも日常生活でも味わ

えぬ臨場感がある。そして、その取り組む姿勢が周囲から認められる。彼らの存在感が認め

られるからであろう。

つぎに、生徒と指導ボランティア等の地域の人たちが共に働く「共通の体験」から生まれ

る親近感、連帯感がある。それは地域住民の生徒たちに対する「地域の子」意識へと繋がっ

て行く。その原点は『10年のあゆみ』の「団地のこどもを、みんなで育てる」（5）と題さ

れ一文中に「団地の人々すべてが、自分の子どもに対するのと同じ愛情で地域の子どもの教

育に深い関心を持ちたいものである」と記されているように、明舞地区には、我が子のよう

に地域の子どもに愛情と関心を持って接する意識が、根づいていたからであると思われる。

生徒たちの「ホンモノの体験｣、指導ボランティア等の「共通の体験｣、この両者の「体験」

の充足度は、生徒たちの「もっとやりたい｣、「疲れたけど楽しい｣、「仕事が自分にむいてる｣、

｢後輩も是非経験して欲しい」等、また指導ボランティアの「来年度も受け入れ」という感

想に表われている。兵庫県教育委員会のアンケート調査において、指導ボランティアとふれ

あえたと生徒の約86％が感じ、生徒の取り組む姿勢を約80％の指導ボランティアが評価し

ている点、さらに中学生への見方について60％が変わったと述べている結果と合致する。
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しかし、教職員や父兄は「トライやる・ウィーク」による子どもの変化はあまり感じられ

ないようである。「変化は一時｣、「家ではいつもどうり」と答えたアンケート調査の「子ど

もへの見方」の項目にも変化は、数値としてはっきりとは示されていない。

教職員や父兄には､成果は目に見えた形となっていないようだが、「トライやる･ウィーク」

の趣旨は「教」より「育」に重点をおいたものである。成果への期待や強制があるとすれば、

趣旨を違えることになろう。成果はすぐ翻に表われなくとも、子どもたちの手の中に、将来の

能力が蓄えられたかも知れないのである。

また、調査した生徒たちは、活動後、部活に塾にと調査地域を離れていった。このように

忙しい子どもたちにとって、現在の地域社会は家庭と学校、家庭と塾の通過点にも見えるが、

通過点が持つ潜在能力、即ちさまざまな「体験」を子どもたちに与える役割が健在であるこ

とを「トライやる・ウィーク」は示している。言い換えれば、地域社会は、「地域の子を地

域で育てる」という持てる力を発揮する機会が無かったのである。

この「地域の子を地域で育てる」については、『10年のあゆみ』の随所に記載されている。

25年前の明舞地区では、このことが地域全体を巻き込んで実践されていたのである。この

地域で子どもが成人したと語る住民の「近所みんなで、子育てしました」の言葉からもそれ

は推測されよう。

では、なぜ地域社会の持てる力が埋没していったのか、少子高齢化といった社会的趨勢も

あるが、地域社会との関わり方に、子どもの立場と大人の立場では、落差のあることも要因

の一つではないだろうか。

子どもにとって一番身近な大人、つまり父母の立場から考えると、今の時代には、仕事、

消費人間関係等を含め生活全般にわたり地域社会と関わりなく生活する事は可能である。

しかし、子どもは違う。小、中学校は地域にあって、学校生活を成り立たせ、友だちを得、

遊び、人間的に成長するには、地域社会に関わらざるを得ないのである。

大人の地域社会への無関心と不参加は地域社会に心理的、物理的な環境の荒廃をもたらす

事になり、地域社会の持てる力は埋没していく。そうした状況が子どもの問題を引き起こす

背景となるのである。

「トライやる・ウィーク」から見えてきた、「地域社会」と子どもの心豊かな成長への関わ

りには、何よりもまず、大人たちが自ら生活している地域に目を向け、それに積極的に参加

していこうとする姿勢が必要と思われる。「地域社会」と子どもたちを疎遠にしたのは、意

外に身近な大人たちかもしれない。

4－3今後について

調査地域の全事業所は、来年も生徒を受け入れるとの事であった。それは、この地だけで

なく、兵庫県教育委員会のアンケート調査にも、約80％の関係者が引き続き受け入れの意

志を示している。このように、生徒たちと直接ふれあう指導ボランティア等の関係者は、毎

年手ごたえを感じているのだが、送り出す側となる学校、家庭は現場での臨場感を味わえな

いだけに、年数を経ると原点が薄れ、形式化していく傾向は否めない。

その点について教師へのアンケート(6)にも「生徒の息抜きになっている。学校に帰って

司司へ
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きてから「トライやる・ウイークポケ」が残るのが困る」とか「スタート時にくらべて、教

師の意識や取り組みも形骸化している。何のために「トライやる・ウイーク」をするのか、

原点の確認を忘れないようにしたい」と言った意見がある。それは家庭の側にも反映し、調

査地域の父兄の「体験活動の本質は」との問いかけにも繋がっていると思われる

｢トライやる・ウィーク」が、学校、家庭、地域の三者を指す「トライアングル」の意味も

込められている事を再確認する必要がある。それには、三者の要となる学校、教職員の「ト

ライやる・ウイーク」への意義付けが肝要であろう。

4－4その他

今回の調査期間中には、「トライやる・ウィーク」に参加している不登校生徒に出会えな

かったが、父兄の紹介で、他地区の2人の不登校生徒に「トライやる」後、電話でインタ

ビューを行った。

男子生徒「知り合いの喫茶店に行った。友達が誘ってくれたので。楽しかった。5日間全

部行けた｣。

女子生徒「イルカが大好きで、水族館に行きたかったのが行けてよかった。絶対イルカの

調教師になりたい｣。

2人共、「トライやる・ウィーク」をきっかけに教室に足が向くとはいかなかったようだが、

個々の心に何らかの刺激があった事は確かのようである。

不登校生徒の「トライやる・ウイーク」について、兵庫県教育委員会の調査(5)から平成

12年度を例にとると、1年生時に不登校だった約半数が「トライやる･ウィーク」に参加した。

実施1カ月後、うち約39％が登校するようになったとのデータがある。思いがけない効果

として、注目を浴びているのだが、不登校生徒への「トライやる・ウィーク」効果を結論づ

けるには、まだ尚早と思われる。

5rトライやる．ウィーク」から1年後の状況

「トライやる・ウィーク」から1年後、指導ボランティアと生徒たち、保護者、教師にそ

の後の交流と「トライやる・イウィーク」についての思いをインタビューした(6)

○指導ボランティア

コーヒーショップー「その後、A君がフルートを持って店に来てくれて、演奏してくれま

した。従業員もお客さんも大喜び。それに、お母さんと来てくれました。道で会ったら挨拶

をしてくれます。B子さんも、いつもニコニコ挨拶してくれます。

商店街の世話役になったので「トライやる・ウィーク」については、地域の活性化、「地

域の子は地域で育てる」という意味からも、商店街として受け入れは続けていきたいと思っ

ています。今年は11月ですが、去年よりもどこの店も内情は苦しいけれど、去年受け入れ

た所はやります。学校側にも、我々の状況も分ってもらい、ただ生徒を振り分けるだけでな

く、社会の厳しさも生徒とともに、知ってほしいです｣。

引 引片
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地域社会で子どもを育てる：臼杵

お好み焼き店一「C君、D君共に家族でよく食べに来てくれます。中三になっても、幼い

感じで。なんか親戚の子のように思えて。受け入れると、実際のところ手はとられますが、

子どもたちと出会いたいから去年に続いて、今年も必ず受け入れます｣。

○生徒

A君一「家や学校以外に大人と話す機会はないから、色んな大人と話せた「トライやる．

ウィーク」は僕にとっては、いい思い出です。続けたらいい。マスターと話したり教えても

らった事、覚えてる。学校で話してたけど、1日とかであちこちの事業所に変わった子は、

おもしろくなかったと言ってる｣。

C君一「食べに行くだけでなく、また働きたい．後輩に「トライやる・ウィーク」であの

おじさんの所へ行ったらとすすめた｣。

○保護者

「｢トライやる・ウイーク」のことが、家で話題になることもありませんが、去年の卒業文

集には、中学時代の一番楽しかった思い出として、子どもたちがそれを書いているので、家

の子もたぶんそうなんでしょう｣。

○教職員

「あれから、感想文集を出したり、発表会を開いたりと「トライやる・ウイーク」にはか

なり時間がとられます。今年は11月ですが、事業所の確保、総合学習との兼ね合い、5年

間の見直しと課題が多くあります｣。

昨年の「トライやる・ウイーク」後、学校側から指導ボランティアへは、体育祭、文化祭

への招待を行った。また指導ボランティア側からは商店街の夏祭り、催しを学校側へ通知す

るといった交流は行われている。また、指導ボランティアと生徒たちの交流も個々に続いて

いる。

おわりに

今回の調査は、「トライやる・ウィーク」で直接ふれあう子どもたちと、指導ボランティ

ア等の地域の人たちとの交流に重点を置いた。そこから見えたものは、子どもたちの、学校

や家庭での体験と質の異なる実社会と結びついた「ホンモノの体験」である。また、指導ボ

ランティア等、地域の人たちの、子どもたちと共に働く「共通の体験」である。この両者の

体験から派生するところの「トライやる・ウィーク」の原点となる、地域社会の役割の一つ

｢地域社会で子どもを育てる」ことについて､一部分ではあるが今回の調査で知る事が出来た。

そして、一年後に訪ねた調査地の「トライやる・ウィーク」で生まれた地域の大人と子ど

もの人間関係は、日常生活に根づきつつあるように感じられた。

註および資料

(1)兵庫県教育委員会編『体験活動指導資料』1998年p.44地域に学ぶ「トライやる・ウイーク」実

115



子ども社会研究9号

施要項抜粋

I趣旨思春期にある中学生は，心身共に大きく成長する時期であり、とりわけ自分自

身を内側から強く揺り動かす性衝撃や攻撃性などの葛藤が旺盛な時期である。

－中略一そこで、「教」より「育」を中心にすえた「心の教育」を推進する。

さらに、この体験活動の推進にあたっては、保護者・地域社会・関係機関等

の十分な理解を得るとともに、新たな教育の創造へとつなげていくことが大切

である。一後略一

2実施対象公立中学校2年生の生徒全員

3時期平成10年度は11月を中心とする1週間とし、平成1l年度以降は原則として6

月を中心とする1週間とする。

4実施内容〔体験活動内容例〕

・勤労生産活動：農業、酪農、漁業,林業等の活動

・職業体験活動：地域のいろいろな職場での体験活動

・文化・芸術創作活動：絵画や音楽等の活動

・福祉体験活動：福祉施設等での活動

・ボランティア活動：地域でのボランティア活動

(2)第2学年247名中、実施数234名（男子106名女子128名)。協力事業所94カ所（勤労生産

活動3カ所、職場体験活動86カ所、ボランティア活動1カ所、福祉体験活動4カ所。

(3)明舞団地「10年のあゆみ」編集委員会製作『明舞団地10年のあゆみ』明舞団地商店連合会昭

和52年pp.6-8

同前p.83

同前p.27

兵庫教育文化研究所「2001年．「トライやる」実態調査中間報告」p.p612

１
１
１

４
５
６

ｉ
ｉ
ｉ

資料兵庫県教育委員会「平成12年度地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」のまとめ
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