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「ママ調査」から見えてきた 国見町への提言 
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子どもの学びの場を

国見町に！！ 

包括的な 

子育て支援を！！ 
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「ママ調査」報告書の概要 

国見町「ママ調査」報告書とは 

国見町では、地方創生まち・ひと・しごとづくりの取り組みの一環として、

“ママにやさしいまちづくり”の実現をめざした聞き取り調査（主に子育て

に関わる世代）および子育て支援事業を展開している。本報告書は、そ

れらの取り組みがもたらした成果の状況や、その評価結果を施策毎に示

したもので、報告書第 1報として作成したものである。 

尚、本報告書で取り上げる事業、調査の実施期日、概要は次のとおりで

ある。 
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実施期日 調査・事業名 概要 

2015年 

10月 17日（土） 

10:30～12:00 

・ママカフェ 

・ママと考えるまちづくり

「大宮先生お話し会」 

ママにやさしいまちづくりに向けたキックオフ

事業として実施。ママカフェ開催と同時に福島

大学 大宮勇雄教授の講演会と参加者へのア

ンケート調査を実施した。 

※資料① 

2015年 

11月 25日（水） 

11:00～14:00 

・ママランチ 

・インタビュー調査（１） 

 ママたちが集い、本音を語る場としてランチ

会食を実施。1 回目のインタビュー調査を実施

した。 

※資料② 

2015年 

11月 28日（土） 

11月 29日（日） 

10:00～16:00 

森のおもちゃフェスティ

バル参加学生意識調査 

 森のおもちゃフェスティバルにボランティアと

して参加した学生に、事業の在り方や町の子育

て支援の今後の展望に関する意識調査を実施

した。 

※資料③ 

2015年 

12月 8日（火） 
・子育て支援視察  東京おもちゃ美術館にて、子育て支援やママ

の居場所に関する視察を実施した。 

2015年 

12月 15日（火） 

10:00～12:00 

・ママカフェ 

・インタビュー調査（２） 

ママたちが集い、本音を語る場としてママカフ

ェを実施。２回目のインタビュー調査を実施し

た。 

2015年 

1月 5日（火）～ 

1月 28日（木） 

・激カワももたんプロジェ

クト 

・町のおしゃれさ、親しみやすさを助長する試

みとして、現行ゆるキャラへのアンケート調査

を実施。その結果を踏まえ、今後の展望を提

言するプロジェクトチームを発足させ、検討会

を実施した。 

※資料④ 
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「ママ調査」から見えてきた 国見町への提言 

第 1章 

おしゃれで、居心地のいい

居場所を！！ 
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 本章では、「ママ調査」の中で数多く出された、「おしゃれで、居心地のいい居場所」を望む

声の実態と、その声に応えるための今後の展望を、具体例を示しながら提言していく。 

先ず、ママたちの居場所について、現状と課題の分析を試みた。 

各調査における「おしゃれで、居心地のいい居場所」を望むママの声を、次のページに示す。

ここに記されている内容は、3 回のアンケートおよび聞き取り調査の結果から、ママたちが居

場所をどのように望んでいるのか、現状にどのような不満を抱いているのか、という観点で抽

出したものである。 

この結果を踏まえた、国見町におけるママの居場所の現状と課題は、次のとおりである。 

【国見町におけるママの居場所の現状と課題】 

・ママたちが集いたくても、気軽に集う場所がない。 

・町が主催する子育て関連事業に集うママの多くは、同様の機会を求めてい

る。しかしながら、事業内容が充分に伝わらないという広報面での課題があ

る。 

・ママたちは、何とか居場所を創出しようと、コンビニエンスストアの休憩スペ

ース等を利用しているが、許容範囲を超えており、常時利用するには限界が

ある。 

・居場所の具体的な案として、カフェが求められている。 

・求める居場所は、ただ単に交流スペースであるというだけではなく、「おしゃ

れ感」が求められている。 

・ママたちの居場所があれば、町外からママ世代が来町する可能性が高い。 

・一日も早い、ママたちのための居場所づくりが求められている。 

５



分類 　　お話し会アンケート 　　　インタビュー調査① 　　　インタビュー調査②

回答者１ 提案
おしゃべりすることで、ママもストレス
発散になる

回答者１ 要望
このような機会があったら、次回も参
加したい

回答者２ 感想
ワールドカフェ、大変よかった。スタッ
フの方々に感謝。

回答者３ 提案
町主導のカフェ経営すばらしい。ハー
ドを活かして、人と人の関係が生ま
れ、継続できるとよい。

回答者４ 要望
子どもも大人も交流できる環境が欲
しい。

回答者５ 提案
子どもと一緒に自由に参加できる集
まりや場所で、ママ同士交流できる
場所があるといい。

回答者５ 提案
悩みやストレスを発散できる空間が
あるとよい。

回答者６ 感想
ママ同士つながって、と言われても、
つながる場所がない。

回答者６ 感想
お茶を飲みたいだけなのに、町外まで
出ないと居場所がない。（喫茶店、ファ
ミレス）

回答者６ 要望
道の駅の空間は、外向けというより
は、内向きの配慮をしてほしい。町民
目線で。

回答者７ 提案
道の駅の中に、気軽に立ち寄れるカ
フェスペースを設けてはどうか

カフェがあると、町外のママ友を呼び
寄せることができる

回答者７ 感想
気軽に立ち寄れるというのがポイント。
敷居が高いと集まろうとはしなくなる。

ママ友のネットワークは強いので、良
いことはすぐ口コミで伝わる

回答者８ 感想
現在、ママたちはファミリーマートのイ
スとテーブルが頼り。こんな町は、誰も
子育てしたいと思わない。

回答者８ 要望

町の政策で、多額のお金が動いてい
ると聞く。ママたちの居場所にも予算を
投じてほしい。豪華でなくてもいいの
で。

回答者９ 感想
国見は思ったより、おしゃれな感じがあ
る。もっとおしゃれ感を出せば、若い世
代が来ると思う。

保健師の親切さは、他県では考えら
れないこと。ママカフェに呼んで、一緒
にお茶しながら話を聞きたい。

回答者９ 要望

お話し会のカフェがおしゃれだったと聞
いた。行きたかったが、告知内容で
は、伝わってこなかった。わかりやすく
て可愛い感じの広告にしてほしい。

回答者９ 感想
こんなに喫茶店やカフェがない町は、
他にないと思う

回答者１１ 要望 ママの集う場所を早く作ってほしい

回答者１１ 要望
おしゃれなフリースペースが欲しい。そ
こで、ワークショップを開催してほしい。

回答者１２ 感想

小さい町ならではの、人とのつながり
の良さがあるが、一方で煩わしい時も
ある。皆を集めるのではなく、気の合う
人が誘い合って集まることのできる場
所が欲しい

回答者１３ 感想
おしゃれな菓子を販売しているような
カフェがないため、人を国見町に呼ぶ
ことができない。

回答者１３ 感想
そもそも町におしゃれさや活気がな
い。町に期待はしていない。

居場所を望む声
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７ 

今後の展望 （案） 

 ママたちの居場所として、「おしゃれ」「居心地の良さ」を優先し、それらを実現している先駆的事

例を次に紹介する。 

【東京おもちゃ美術館 赤ちゃん木育ひろば】 

本施設では、おしゃれで居心地のいい空間を実現したことで、リピート率、滞在時間が格段に

増したという。 

本施設は廃校を利用している

ため、豪華な設備や特殊施設が

あるわけではない。しかし、洗練

されたデザインと木材をふんだ

んに使うような“こだわり”が、マ

マたちからの支持を得ているの

だろう。 

この点に学ぶべきことは多い。 
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【遊び場・学び場としての体験学習施設】スウェーデンの事例から 

郡山女子大学短期大学部  柴田卓 

近年、外で自由に遊ぶ子ども達を見かけなくなった。それは都市部だけの事ではなく、

地方においても同様である。平野は青少年の現状１）について 5 つの傾向を報告している。

その中で、自然が豊かな地域に住んでいる子どもでも、都市部の子どもと同じくらい自然

体験が希薄であり、テレビ・テレビゲームに多くの時間を費やしていると指摘している。

独立行政法人国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する実態調査」において 

様々な調査が行われるようになり、体験活動の意義・必要性が明らかになってきたが、何

をすべきか、あるいは何処でそれを補うかなど課題が山積している。福島県においては、

国立・県立の自然の家や「虫テックワールド」や「アクアマリンふくしま」などの施設が

体験活動・体験学習の場とプログラムを提供し成果を上げている。しかし、まだまだ十分

とは言えないのが現状であろう。そこで、アウトドア環境教育に関して先進的なスウェー

デンの事例を取り上げる。 

『Fenomenmagasinet Science Center』サイエンスセンター・フェノメンマガジーネット 

 この施設は、もともと砂糖倉庫として建てられた築 106年の建物を改装し、動物や昆虫、

魚や科学系の展示および体験学習ができる施設である。 

  蛇を使ったワークショップ 乗り物の展示体験コーナー 
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子どもたちの自然、技術、科学への不思議者さや興味・関心を促進するための施設とし

て自治体が設置しているサイエンスセンターで、子どもとの対話をもとに学習が展開され

ているところも非常に興味深い施設である。蛇の写真はワークショップの一例である。「足

のない生き物の移動は、どうすると思う？」という子どもへの投げかけからはじまり、生

きた蛇に触れてみることから始める。「じゃあ、ウンチはどこからするか知っているかい？」

と質問をすることで、子ども達からも質問が出はじめ、不思議さや興味・関心が次々と生

まれてくるという。不思議さ、興味・関心の引き出し方について、予めさまざま生き物や

教材を置いておき、子ども達がまず見て興味を示せるように工夫し、次に実験や直接触っ

たりしながら対話を通して正しい知識を深めていけるように様々な展開を準備していると

いう。訪問した日は、地元の園児がワークショップに参加していた。別のスペースでは保

育士研修が行われ、日本でも馴染みのあるシャボン玉のワークショップが行われていた。

様々な素材や形でシャボン玉を作成し先生方も興味深そうに体験していた。実際に現場で

使える保育教材の開発も行われている。 

 

 

保育士のワークショップ         開発した保育教材の一例 

 

スタッフの方に「日本でも蟻を見つけては、足で踏みつけてしまう子どもがいるがどの

ように指導したらよいか」と尋ねてみたところ、「その場合は虫に対する恐怖心を取り除く

ことからはじめます」と様々な昆虫を使いながら説明をはじめた。猛毒のクモの危険性を

伝え、動きの少ないカタツムリの仲間、大きなムカデ、コガネムシと続き、触れられるも

のは触れさせながら、害がないことや攻撃してこないことなどを伝えていくという。 

 

     

.猛毒のクモ   かたつむりの仲間     ムカデ        コガネムシ 
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スウェーデンも都市化に伴い自然から離れて暮らす子どもが増加傾向にあり、見たこと

のない蛇に恐怖心を抱くなど、メディアやゲームなどからの影響が問題視されており、実

体験を通して正しい知識を与えることがサイエンスセンターの役割であるとのことである。

日本においても優れた美術館、博物館、科学館、動物園、水族館はあるが、こうした教育

的ワークショップや教員研修の充実という視点においては参考にすべき事例といえる。 

また、大きな施設でなくても、このサイエンスセンターの様に「使っていない施設」を再

利用したり、もともとある施設を自然や歴史・教育といった地域財産の視点から新たに有

効活用することで、その地域の魅力の一つになり得る可能性がある。今こそ、地方の地域

資源を子育て・教育に有効活用すべきである。 

 

注) 

１． 平野吉直 2004 中央教育審議会ヒアリング資料「自然体験活動」の成果と意義 

 

参考 

写真は、筆者が視察時に撮影したものに加え、一部 HP に掲載しているものを使用した。

http://www.fenomenmagasinet.se/ 
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「ママ調査」から見えてきた 国見町への提言 

 

 

 

第３章 

  
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包括的な 

子育て支援を！！ 
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本章では、ママたちから出された「包括的な子育て支援」を望む声を中心に、包括的な子

育て支援の実態と、その声に応えるための今後の展望を、具体例を示しながら提言していく。 

 先ず、ママたちが国見町の子育て支援をどのように見ているのか、現状と課題の分析を試

みた。 

各調査における「包括的な子育て支援」を望む声を、次に示す。ここに記されている内容は、

２回の聞き取り調査の結果から、ママたちがどのような包括的子育て支援を望んでいるのか、

という観点で抽出したものである。 

ここから見えてくることは、ママたちが子育ての中で「雑談」「愚痴」的な気軽なおしゃべりを

したいと望んでいることである。そして、その相手として、ママ友はもちろんだが、子育て経験

者や保健師の存在を願っていることも窺える。また、国見町の保健師の温かな対応を評価す

る声も挙がっていることから、この態勢を活かしつつ更に充実した対応をすることが急務であ

ることが理解できる。そして、子育て支援の一つ、「子育て不安」への対応が、子どもの成長と

共に手薄になっている現状も見えてきた。このことは、町外の自治体にもみられる傾向だろう

が、だからこそ包括的な切れ目のない支援は、国見町の強みにもありうるだろう。ママたちが、

親になってどれほどの不安や葛藤を抱いていくのか、参考資料として、本調査の協力者であ

る桜の聖母短期大学 狩野奈緒子教授の提言を本章末にて紹介する。 

 

以上の結果を踏まえた、国見町における包括的な子育て支援の現状と課題は、次のとおり

である。 

 

 

【国見町における包括的な子育て支援の現状と課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ママたちは親しみやすい保健師の存在を、町の良さと捉えている。 

 

・ざっくばらんに子育てについて話せる場を望んでいる。 

 

・子どもが成長するにしたがって、子育て支援が手薄になっている。 

 

・切れ目のない、包括的な子育て支援は、「産み・育てたい」と思わせる ま

ちづくりの要になる。 
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分類 　　　インタビュー調査① 　　　インタビュー調査②

回答者１ 感想
国見町の保健師さんは、感じがいい。
誇れるところだと思う。

保健師さんの指導や話せる場は、子ど
もが成長するにつれて減ってくる。実
は、本当に話したいのは子どもが大き
くなってくる頃なので、もっと話がした
い。

回答者１ 要望
保健師さんと気軽に語り合える場がほ
しい。

回答者２ 感想

町の人は皆やさしいのだが、子育てに
ついて話すとなると話せないことがあ
る。悩みとまではいかないからかもし
れない。ただ雑談がしたいことがある。

回答者２ 提案
ママカフェを提案したが、そこに子育て
の雑談をただ聴いてくれる人を招いて
はどうか。

回答者３ 要望

検診などは不足なく行えるが、プラスア
ルファの良さがないと国見で産みたい
と思わない。ぜひ、プラスアルファの取
り組みを打ち出してほしい。

回答者３ 感想
友人が国井町で子育てしないのは、
産婦人科がないからだと言っていた。

回答者４ 提案
ママカフェで、ゆったりしたテーマのお
話し会をしてはどうか。たとえば、柴田
などのお話し会。

子育て支援を一生懸命やってあげよう
としても、受け手には負担になることも
ある。さりげなく支援してほしい。

回答者５ 感想
町の姿勢が柔軟で驚いた。他の町で
は、規模が大きいせいもあり、町との
距離がある。

回答者５ 提案

町の柔軟さは大きな「売り」なので、
もっと町外にアピールすべきだ。「ママ
調査」の個別の聞き取りも、初めて聞
いた。このままでは、もったいない。

回答者６ 要望
雑談を聞いてほしい。聞き流してもい
いから。

話したいことがあっても、特に相談で
はないから相談会には行きたくない。
話す場のネーミングも考えてほしい。

回答者７ 提案
年配者がたくさんいるのだから、交流し
たり、子どもを預かる役を担ってもらう
のはどうか。

回答者８ 感想

大宮先生お話し会のカフェが良かっ
た。あのような雰囲気で、もう少し自由
に気軽に集える場が道の駅にあったら
良い。

ママのネットワークが煩わしいことがあ
る。他人、例えば保健師などに愚痴を
聞いてもらいたいがプライバシーが守
られるか心配だ。

回答者８ 感想

この「ママ調査」が貴重な話す場となっ
ている。町のために協力しているという
より、自分のためになっている。とにか
く、話す場が欲しい。

子どもが幼いころは、周囲の皆が協力
的だったが、成長と共に放っておかれ
るようになった。

包括的な子育て支援
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今後の展望 （案） 

 包括的な子育て支援の一つとして、切れ目のない支援を保障し、それらを実現している先駆的

事例を次に紹介する。 

 

【フィンランド ネウボラ】 

 フィンランドにおける切れ目 

ない包括的子育て支援シ 

ステムである。わが国でも、 

埼玉県和光市などで地域性を活かした 

日本版ネウボラが生まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用文献：「助産雑誌」Vol．６９ pp．４５３ 
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「私らしさ」を子育てに 

―ママカフェ「大宮勇雄先生お話し会」に参加して― 

狩野奈緒子（桜の聖母短期大学 生活科学科） 

 

 国見町のママさんたちが企画された「ママカフェ」で、大宮勇雄先生のお話し会に参加

させていただきました。明るい北欧の香りのする新庁舎のゆったりとした雰囲気の中で、

集まっていらした明るい表情のママたちと元気な子ども達の声が溶け合って、なんだかと

ても心地よいひと時を過ごすことができました。 

 子育ては、本当に大変でイライラすることも不安なこともとても多いことは、ママにな

ってみて初めて分かります。私は保育者を目指す短大の学生たちと、学び合う日々ですが、

学び始めたばかりの学生たちは、「子どもはかわいいはずなのに、どうして大人の言うこと

を聞いてくれないの？」とか、「なぜ、すぐ泣いてしまうのだろう」とか、疑問の連続の中

での学び合いが始まります。しかも、保育者となるからには、子どものことだけではなく、

保護者の「子育て支援」も専門家として担う立場になると、教科書には書いてあります。

そんな学生たちは「子育てって、大変なのは何となくわかるけれど、いったい何が大変な

の？」とか、「そもそも、子育てをしたこともない私たちが、子育て支援なんてできるの？」

などと言う気持ちになるのです。 

 考えてみれば、ママたちもこの学生たちのようなお姉さんたちが「いきなり」ママにな

ったわけですから、当然ながら大変な日々を過ごしておられるわけです。そんな育児の大

変さを社会的、歴史的な意味を含めて大宮先生が穏やかな語り口で「大変なのは当たり前

なのです」と語ってくださって、ママたちの表情は輝いたように見えました。育児は「う

まくいって当たり前」と思われがちで、「うまくいかなければ、親のせい」にされてしまう

ことが多いことにも触れながら、真の「学び」についてのお話を「学びの物語」の事例を

挙げながら、優しい語り口でお話ししてくださいました。 

  

「ママ」や「パパ」と言われるようになった皆さんの戸惑いの深さは、しばしば保育の

専門家の間でも論じられます。何よりも「ママらしく」あることを、ある日突然に求めら

れたとしても、苦しいばかりかもしれません。そもそも「親らしさ」とは、何でしょうか。

とても曖昧なものに、心を縛られている場合があります。 

 私たちの短大では、10年前にこども保育コースができてから、「親と子の広場」という子

育て支援広場を開いてきています。誰でもどこからでも、親子を受け入れていますので、

中には近隣の県に震災後に自主避難した方や、時には福島に帰省した人がお友達に誘われ

て参加されることもあります。広場は、子どもも大人も自由で緩やかな関係の中で育ち合

うことを基本理念として、ベテランの保育者と臨床家である相談員の先生が毎回来てくだ

さって、運営してこられました。 

 いつも思うことは「遊ぶために遊ぶ」ことが一番肝心だということです。子どもは、何
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かのために遊ぶのではなくて「遊ぶために遊ぶ」人たちです。その遊んでいる姿を見てい

ると、とても深い意味があることに気づかされます。それを見ている大人が気づいたり、

一緒に一生懸命遊んでいる学生たちも気づいたりします。私も一緒に夢中になって遊ぶ時

がありますが、何とも言えない開放感があって、命を分けてもらうような気持になります。

遊んだり、自由にお母さん、お父さん同士おしゃべりしたりしていると、皆「ママらしさ」

とか「パパらしさ」など、「あるべき姿」から解放されるように思われます。 

私自身も「短大教員らしさ」とか「先生らしさ」などから解放されて、ただのおばさんに

なっていたりします。 

解放された雰囲気の中で、お母さんもお父さんも自分自身の育児を見直すことが多くあ

ります。これは、子どもやお母さんたちやお父さんたち相互の力から生まれる育ち合いだ

と考えています。学生たちは「保護者を支援しようなんて思わずに、お母さんお父さんに

教えてもらった方が良いかもしれない」などと、レポートに書くようになりました。 

 この度の「ママカフェ」に参加して、ママさんたちが何よりも「私らしく」輝いておら

れたことに感動しました。それは、国見町役場の職員の皆さんが町長様をはじめとして、「国

見町らしく」見せることよりも、ママや子どもたちが「自分らしく」生活できる町を作ろ

うとされているからではないでしょうか。「自分らしく」「私らしく」生きられる自由で緩

やかな居心地よさを、これからも若い世代と一緒に作っていただければと思います。 

ママたちや子どもたちの学ぶ力を信じて支えていただければと思います。 
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大宮先生お話し会 講演内容 
 

「子育って、なんですか？」とよく質問を受けます。先日も官房長官が福山雅治さんの

結婚にコメントしており「みなさんも結婚して、国家に貢献してもらいたい」と言って問

題になった。このようなことから、子育てを個人的なものとして考えるべきか、社会に対

する責任を果たすためと考えるか、どちらなの？と、よく問われる。 

子育ては本来、楽しくやるものだけれども、不安や心配がいっぱいでしょう。子育てが

簡単に誰でもできる、という人もいれば、今の若い女性は誰でも子育てができるわけでは

なくなっているという意見もある。このように二分法のようにどっちなのかという議論が

よくなされる。 

しかし、子育てにはいつもその両面があるととらえることが大事なのではないか。デン

マークの本を読んでいた時に、紹介されていたデンマークの母親は、「なぜ子どもを産んだ

の？」と質問され、それに対して「立派な人間を育てて世界に送り出してみたかった」と

答えていた。日本ではなかなかこのような答えは返ってこないのではないか、と驚いた。 

その言葉の意味しているものが 3 つある。 

1 つ目は、子育てはプライベートなことで『わが子を育てる』ということでとても個人的

であると同時に、社会にとってはなくてはならない『社会貢献』あるということ。つまり

個人的か社会的かのどちらかではなく、両方なのだ。 

子育ての良さというのは非常に個人的なことだけれども、それがあってこそ、社会が成

り立つ。つまり、個人的であると同時に社会的であるということ。「子どもを産むのは親の

勝手だ」という人がよくいるが、親が産むから、社会が成り立つということでもある。子

育てはいつの時代も、社会にとってなくてはならない仕事である。それを親は『いわれな

くても進んでやる』という性質を持っている。 

2 つ目は、子育てとは簡単そうに見えて実はとても深いものである、ということ。『立派

な人間に育てたい』というのは簡単なことではない。他の職業と同じようにいろいろな挑

戦や問題をクリアしていかないとできない。誰でも子どもを産むことができる。しかし、『そ

の子の将来をどのようにするか』という子どもの未来予想図は簡単ではなく、非常に難し

いことなのだ。私の母親も「子育てほど難しいことはない」と言っている。 

例えば小学校の頃はとてもいい子だと言われていた子が、そのまま順調に大人になるか

というとそうともいいきれない。私の知り合いに小学生時代、問題ばかり起こして、学校

から何度も呼び出されていた子が、今では全国チェーン店の社長として働いている。今、

聞き分けがよくとてもいい子だといわれていても、周りの大人の支えがなくなり大人にな

った時に一人でやっていける実力があるか、というのはまた別の問題である。それとは逆

に、周りからいろいろ言われても、やんちゃなことをやっているような子どもの中にも、

実はとても大事なものが育っていることもある。子育てに限らず教育もそうだが、なるべ
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く早く大人にしようとすることだけでは子どもは育たない。今、年長児だから一年生にふ

さわしい子にすればいいとか、今、中学生だから高校生としてやっていけるようにしなけ

ればいけないとかではない。子育ては、そういうところが難しくて、これは誰がやっても

難しい。一生懸命やったからと言っていつも結果がでるとは限らない。やってみることは

できるけど、必ずしもやれますとは断言できないのが子育て。 

3つ目は、非常にやりがいがあるということである。負担や不安が大きいが、やりがいが

ある。もう少し付け加えると、このような考え方ができる背景には、社会全体が子育てと

いうのは社会に必要な仕事だ、と認識しているかどうかにかかっている。そひて、一人ひ

とりがクリエイティブになって子育てをすることで、初めて子育てが社会の役に立つ。そ

れを社会が支えるのは当たり前なことだ。子育てを、“負担が大きいから”や“いろいろ大

変だから”という理由だけで支えるのではなくて、社会にとって欠かせないことだから支

える必要がある。 

一人ひとりが子育ての主人公なのだ。 

一人ひとりがわが子を育てる仕事を行うというのは社会の一員としてクリエイティブに

仕事をしているということだ。社会はそれを無くしては成り立たない。国が子育ての条件

を整えるのは当たり前のことなのである。日本は、子育て支援や保育にあてる国の予算や

支出が先進国の中で最も少ない。お金の多い少ないだけではなく、社会が子育てをどうい

う目で見ているかということも要因の一つだ。 

子育ては、親が勝手にやっていることではない。子育てというのは、非常に難しくてや

りがいがある。そして社会的である。それを親は担ってくれている。そこに、莫大な費用

と時間を惜しまない親がいるから、今の社会は成り立っている。 

子育てで子どもを大人にするまでに２千万円くらいかかると言われている。親が２千万

円もお金を使ってくれるからこそ、社会が成り立っている。家族というものは非常に不思

議なもので、時間とお金を惜しまないということが子育てが成り立つ条件の一つだと考え

る。 

先ほどのデンマークの母親の話で重要だと思うことは、『立派な人間とはどういう人なの

か』ということである。日本の母親、個人個人が考える立派な人間を育てることが社会にと

って役立つのだろうか。どんな人間が立派か、一番になれば立派だと思いがちだが、この

母親は一番ではなくて、みんなが一番になれるわけではないと考えた。一人ひとりが主人

公ということは、社会が支えるのも大事だが、一人ひとりが自分の赤ちゃんの人間像を持

っていることも大事なのである。そういうことを一人で考えるのは難しい。 

「どのような人間に育てたいか」などを折に触れみんなで話し合う。「○○ちゃんずいぶ

ん立派になったね。」などを他の家の子どものことを話しながら、目指す人間像をもって、

子育てという大きなチャレンジをする権利が親にはある。それと同じくらいに大事なのが、

子ども一人ひとりがかけがえのない命であり、子どもが期待しているものも尊重しながら、

幅広い立派な人間だと考えることである。親として「もうあなたは、医者になるしかない
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のよ」とか、「あなたはサッカー選手になるしかないのよ」などという人間像を押し付ける

のではなく、それぞれの子どもの良いところを認めながらどんな人間を育てるかという考

えをもって支えてほしい。 

『どんな人間に育てるか』はそんな簡単に一言で表すことはできない。いろいろあって

もいいのだが、今の時代は学力の問題がある。学力は大事だが、『学力とは何か』を一言で

いえば“学ぶ力”である。学ぶ力は成長する力である。成長する力をもっている子は、教

えられて何かをするのではなくて、自分で学んでいくことが出来る。それが学力である。 

今の日本の社会では、点数で評価されがちだが、大人になってみるとそんなに重要では

ない。大人になる頃には小学校、中学校、高校のテストの点数なんか忘れてしまう。テス

トも大事だがそれよりも大事なものがある。誰だって得意・不得意があり誰だって思った

ように点数が伸びないこともある。そのようにテストの点数が人間を決めているわけでは

なくて、できるかできないかではなく、そのできないことを補い合ってどうやって一緒に

仕事をしていけるかを考える方が遥かに重要である。 

「私は高校のとき数学が何点だった」などと、ここにいる人の中で言う人いないと思う

が、そのようなことを大人になって未だに言っている人がいたら、あまり好まれないだろ

う。しかし、今の社会は、学力テストの結果がどうだったなどと、とても重大であるかの

ように言うことがある。以前に静岡県の県知事が静岡県の小学校６年生は学力テストの平

均点が全国最下位だと言い、その時に怒って、「小学校は何やってるんだ！」というような

ことを言った人がありましたが、このような社会になってしまっている。しかし、大人に

なってみると、そんなに小学校６年生の時のテストを真剣にやっていたと思えるだろうか。

こないだ静岡県の保育士さんが言っていたが、私の甥っ子がこの間、６年生で学力テスト

があったから、「どうだった？」と聞くと、「俺、できなかったよー」「また県知事に怒られ

る」といったと言う。つまり、そんな社会を子どもたちは感じている。それよりも、もっ

と大事なことがあり、その子ども一人ひとりの中にある伸ばすべきものを見つけることが

教育なのではないか、と私は思う。  

大事なことは、点数ではない。大人になったときに教えてくれる先生はいないが、やは

り、生きていると様々な問題にぶつかる。つまり、答えのわからない問題にぶつかりなが

ら私たちは人生を生きていく。その時に大事なことは、学んでいける人や、こういうとき

どうしようかと答えを探そうとすることができる人、学ぶ力というのが実は成長の原動力

なのである。子ども自身が持ってる学ぶ力を育てる必要がある。それから、学力というの

は、テストの結果が示しているのではなくて、問題にぶつかったり失敗したりうまくいか

なかったりしたときに、自分でいろいろどうしたらいいのかを人に相談してみたり、ある

いは、いろいろネットで検索して解決する力のこと。試行錯誤をすること自体が、大事な

力で、その人の持っている成長する可能性が最後は非常に重要。そういう意味で、最近は

学びや、学ぶということがとても強調されるようになってきた。けれども、どうしても学

力というテストの点数という見方になると、学ぶことそのものよりも、結果のほうが大事
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だという考えになりがちなのだ。実は人生をやってみると、大人になってみると、同じ職

場にいて、同じ会社にいて、同じ学校にいて、いろいろ吸収していく人と、そんなに世界

が広がらない人がいる。その人にある、学ぶ力の違いということが重要なのではないかと

言われている。問題にぶつかったとき、学ぼうとする人というのは、周りから信頼される

のではないかと私は思う。信頼される人は、苦労してるというが、苦労しているというの

はどういうことなのだろうか。答えがわからないときに、人任せや人頼みにするのではな

く、自分でそういうものを切り開いていこうとしてきた人は優しい。そして、学ぶってこ

とは簡単なことではない。すぐに答えは見つからない。要するに、子どもたちをどんな人

間に育てるかというのは、いろんな言葉で言わなければいけないのだが、『学力』という今

の社会のキーワードを使って言えば、学ぶ力と意欲を持った人間を育てること。自分で成

長するエネルギーを持った子どもたちを育てることである。少し具体的にすると、一つは

学ぶ人間を育てると言ったときに、何が大事かというと、やはり学ぶ意欲を育てるという

こと。意欲とよく言われるが、意欲とは何かということを一つだけ言う。アメリカの研究

所で、学習意欲を研究している方が、学習意欲が大人になって旺盛な人とそうでない人に

分かれるのはなぜなんだろうかということを研究している。その方が４歳の子どもを対象

に、学習意欲の最初の姿、学ぶ意欲とはどういう姿をしているのかということで実験をや

った。4 歳の子にジグゾーパズルを 3 つだす。最初の 2 つは全員できないようなパズルをや

り、最後は簡単なパズルをして、ワクワクするという問題をわざとつくり、それを解いて

もらった後で、「時間が余ったから、好きなものをもう一回やっていいよ」と言い、選んで

やってもらうと、できたパズルをもう一回やる子と、できなかったパズルをやる子でだい

たい半分に分かれた。できたパズルをもう一回やっている子に「どうしてそれを選んだの？」

と聞くと、「だってこれ簡単だもん！必ずできるから。失敗しないから。」と答えた。その

子どもたちのことを結果思考という。つまり『できる』という結果が大事だということ、

あるいはできる子だって見られたいということが、結果思考であり、結果を目指している、

結果が出るように自分の行動を選んでいるということになる。それに対して、「できなかっ

たパズルなのにどうしてそれ選んだの？」と聞くと、「だってこれさ、難しいじゃん！あん

な簡単なのやったって面白くない。難しいから面白いんだよ、こっちのほうが！」とこっ

ちの子どもたちは、結果ではなく、プロセスの方が大事なんだ、やること自体の面白さに

惹かれてやっているんだということになる。やること自体の面白さに惹かれてやっている

というのはどういうことかというと、難しいことを面白いと思い、難しいことを面白いか

らやってみようって思うことが実は学習意欲なのだ。これを、学び志向と名前つけている

のだが、難しいことにチャレンジすることが実は学ぶということだ。そのことを面白いと

思うか、できたら避けたいと思うかということだ。そういうことが小さい時から子どもの

中にある傾向として現れるのだということを、前に小学校の先生に話したときに、最近の

１年生などを見ていて変わってきたと思うのは、もうやる前から「無理！」という子が最

近多い気がすると話していた。つまりそれは「自分はできないからいいよ」とあきらめる
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ということ。少し前だったら、小学校１年生２年生くらいだと、できようができまいがや

るというか、できなくても「やるやる！」と言っていた。「やりたい、やりたい！」と、で

きなくたってそんなの気にしない。でも、今の子どもたちは、そういうことにとても敏感

で、それは必ずしも悪いことではないのだが、学ぶっていう点でいうと、自分が挑戦する

範囲を狭めることになる。そういう意味で、学ぶ意欲を育てるというのは、難しいことを

自分から「やってみよう」とする、そのような姿を育てることなのだ。特に、学校の教育

の中の勉強だけ気にすることはない。普段の遊びや生活の中で、難しいことを経験してみ

ようと、できないことをやっている子というのは、なんでもできてしまう姿ではなく、で

きないことをいつもやっている、よく見たらよく分からないことをやっているのである。 

 私の孫のはなちゃんは、今は小学４年生だが、１歳半頃、散歩に行くときに、母親に履

かせてもらっていた靴を、ある日「自分で履く」と言った。しかし、今まで母親に履かせ

てもらっていたはなちゃんは自分で履こうとしてもなかなかうまく履くことができない。

はなちゃんの母親が一生懸命自分で靴を履こうとしている娘の姿を隣で見ていると「むっ

かしい、むっかしい（難しい難しい）」と言いながら履いていたという。１・２歳はなんで

も「自分で、自分で！」のような思考で、難しいことでも興味をもちやってみたいという

姿が見られる。４・５歳と大きくなっていくにつれてその気持ちが薄くなっていく。そう

いう気持ちになるということは、先を考えて行動できるっていう育ちであり、順調に育っ

ているということでもある。しかし、必要以上に結果を意識することは子どもの学ぶ意欲

の妨げになる。 

 さっきの実験の続きがあり、どうして４歳ごろに結果志向のようになってしまう場合が

あるのかというと、こういうことが言われた。学び志向と結果志向の子どもに、少し失敗

した子の話をきかせた。例えば「絵を描いたんだけど、一か所間違えちゃった」のような

話。全体を見ればとても上手な絵なんだが、一か所間違えてしまったという状況である。

このような話を聞かせて、あなたがその子のお母さんだとして、その子に何かを言ってほ

しいといわれたときなんと言葉をかけるのだろう。つまり、自分は、自分の身近なお父さ

んやお母さん、あるいは先生から、普段、少し失敗をしたときに、どのように対応された

と子どもが思っているのかという状況を再現してもらおうということである。 

 結果志向の子どもは、周りの大人は間違ったことに対して「激しく非難する」と言う。「ど

うしてあなたはそんなことで間違えるの？！もう朝ご飯は抜きです！！」というように子

どもたちは失敗というのはそんなことであれ「いけないこと」「悪いこと」であると思って

いる。そういう子は、失敗というのはやってはいけないことだと、頭から固く信じている。

そのため、結果志向の子どもたちは「できない」ことを避けようとする。なぜならそれは、

悪い子であると思っているからである。 

 大人が子どもに対してできるかできないかという視点だけで子どもを評価すると、子ど

もはチャレンジしなくなる。 

 学び志向の子どもに同じことをしてもらうと、できなかったことや間違ったことに対し



6 

 

て、次どうしようかを考えるという。できて当たり前のことができないことが問題だと捉

えるのか、できないのはその子にとって難しいことだから、次にどうすればいいと考える

のかで、そのあとのかかわりが変わってくる。そのような違いが、実は子どもの中にある。 

 結論を言うと、学ぶ意欲を育てるというのは、難しいことに挑戦するという姿を認め、

そのような機会与えて、応援するということが大事だということである。 

 普段の生活や遊びそのものの中で、学習意欲は育つ。できたかできないかという視点だ

けで見ていると、子どもの学ぶ意欲は見えてこない。できない姿の中にも、結果としては

できなかったとしても、むずかしいことを「やろうとした」という姿こそが学習意欲であ

る。 

 次に紹介するのは、「やっぱりドライバーのほうができたね」という、二本松の幼稚園の

こう太君の事例である。幼稚園の先生が書いた記録であるが、ここにでてくるこう太君と

言う子は年長さんである。こう太君は、ほかの子どもと一緒に遊べなかったり、いつもふ

らふらしているため、保育者はとても心配していた。 

 

（ここからは事例を紹介する） 

＜事例「やっぱりドライバーのほうができたね」＞ 

排水溝のふたを外そうとしている教師の仕事に関心を持ち見ている。 

 「金槌でたたいても無理だと思う。それはドライバーでやったほうがいいよ。」 

 教師がドライバーを取りに行こうとすると「２本ね」。自分も手伝うつもりで２本のドラ

イバーを準備するよう伝える。 

 思うように蓋が開かない。こう太は、自分のドライバーを縦に差し込むので、できた隙

間には教師のドライバーを差し込むよう、作業の手順を話す。 

 何度か繰り返すうちに、蓋が少し浮くとドライバーの差し込む位置を角度を変えながら

進め、無事排水溝の蓋を開けることができた。 

 「やっぱりドライバーのほうができたね。」 

 こう太は自分が手伝ったことで、できたことが満足気だった。 

 

（エピソードの解説をする） 

幼稚園の園長先生が排水溝の修繕をしようと排水溝の蓋を開けようとするが、開かなか

った。そのため先生は金槌で排水溝を叩いて開けようとしていた。そこに、こう太君とい

うエピソードに登場する男の子がやってきて、「それドライバーでやった方がいいよ」と言

う。こう太君は 2 本ドライバーを持ってきたが、蓋がとても固く思うように蓋が開かない。

30 分近くこう太君は蓋を開けようと取り組んでいた。この場面から先生は手書きで、｢とて

もこう太君を見直した｣と記録している。一つの事に 30 分もいろいろ試行錯誤していたか

らである。なかなか蓋が開かない状況の中で、「先生！僕今度こっちから入れるから、先生

はこっちからやってみて」と作業手順を指示している。「自分で問題解決する力を持ってい
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るおもしろい子なんだなあと、とっても感動しました」と先生は記録している。まさに、

ここにあるこう太君の姿は困難に挑戦する姿だと思う。困難に挑戦するということはつま

り、根気強いということでもある。先生は、この記録を取ってみてこう太君は、いつも幼

稚園に来て、機械や工具などの話しを友だちや先生にしていたことを思い出した。こう太

君の家では牛をたくさん飼っている。普段、夕方の時間にお母さんとお父さんが牛の世話

をしているときに、こう太君はいつも一緒について回っていた。その中でお父さんお母さ

んが使っている機械や工具に対して非常に関心を持ち、そのことをよく幼稚園で話してい

た。しかし「お父さんが搾乳機を使ってたよ」と言われても幼稚園ではあまり遊びのネタ

にならない。子どもたちの中で「搾乳機ごっこやろう」ということにもならない。そのた

め、そのままになっていた。よく考えてみたらこう太君は機械や工具に関心を持っていて、

また、よく知っている。つまり先生は子どもの遊びはこういうものであるとどこかで頭か

ら決めつけているところがあった。しかし、こう太君にとっては、やってみたいというこ

とがお父さんお母さんのやっている仕事をであった。今回の記録を通してこう太君が、難

しいことにチャレンジするという姿が見えてきた。そのような姿が見えてくるとその子の

見方が変わり、「ああ、この子にもこんな良いところがあるな」と思うようになった。そし

て「じゃあそういうこう太君の良いところを引き出せるような環境をどうやって作ってい

こうかな」と考えるようになったと先生が記録に書いていた。 

このように子どもの学びとは、「できた」か「できないか」ということで見るものではな

い。先生が用意した活動にちゃんと取り組んで結果を上げたということだけでもない。子

どもの視点に立ってみることで、その子にとって難しいと思っていることに取り組んでい

ることに価値があることがわかる。そのような視点に立って見ると子どもはこんな難しい

ことをやっているのだと気づく。そしてそのことに価値があるのだと見えてくると、その

子のことがこれまで以上に好きになる。すると、子どもにとってその場がとっても心地良

い場所になる。 

学ぶ喜びを育てるということは、意欲や喜びを育てることとあまりの違わないように思

うかも知れない。しかし、今のこう太君の例もそうだがどのようなときにこのようなチャ

レンジが生まれるのか。それは自分が好きなことをやっているときは失敗しても難しくて

もめげずに何度も挑戦するのではないだろうか。子どもも同じで子どもが関心をもってい

ることあるいは熱中していることの延長線上にチャレンジは起こる。私たちが学ぶ子ども

を育てたいと思うときには最初の出発点は子どもたちの中に関心や熱中を育てることであ

ると考える。 

子どもは熱中しているときに様々なことを学ぶ。例えば乗り物が好き、昆虫が好き、恐

竜が好きなど子どもたちが絵本や図鑑やテレビなどのいろいろなものを見ているときにた

くさんのことを発見したり、それらを繋げてみたりする。つまり、深く学ぶということで

ある。あっさりと表面だけ言われたことだけ聞いているのではなく、なぜそうなのだろう、

前回はこうだったのになんで今回は違うのだろうなどと、物事を関連付けて、自分の中で
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知識を整理するようになっていき、学び方というものを学んでいるのである。また、関心

とか熱中というものをもてる子、つまり、夢中になるものがある子を育てることがとても

大事なことである。もちろん、これは色々なことがあるかもしれない。つまり夢中になる

と、いい加減ではすまさないようになる。こだわるようになるということだ。そういうこ

だわりや、丁寧さが学び方というものにつながっていき、チャレンジにも繋がる。関心や

熱中が大事なのである。そこでの問題は、関心や熱中はどこからうまれてくるのかという

ことだ。これは色々あり、今の子たちだと、テレビやゲームなど、そういうものからの興

味関心が随分あると思うのだが、わたしがこの幼稚園や保育園の先生たちの記録を読んで

いて思うことは、先ほどのこう太君の事例も含め、子どもは周りの大人がやっていること

にすごく関心をもつ。お母さんがやっている、食事を作る仕事やお父さんがやっている仕

事などである。先ほどのこう太君は、牛の世話をやっているお父さんの仕事に関心をもっ

ていた。生活の中から、子どもたちの関心や熱中がうまれてくる。大人が真剣にやってい

ることに子どもは注目する。そう考えると、子どもの関心や熱中すなわち学びの始まりは、

街の中にあるといえる。街の中で働く大人、街の中の様々な場所、あるいは、自然。そう

いうものと関わる人の姿は、実は子どもの関心や熱中の一番豊かな源だと思う。例えば、

事例２を見てみる。郡山の幼稚園の先生の事例で、まこと君３歳の男の子の事例である。（こ

こからは事例を紹介する） 

 

＜事例２「タケノコの物語」＞ 

 

記録１ 

園庭の南東の隅に竹林がある。まことは毎日友達と協力して汗だくになって夢中になっ

ていることがある。「タケノコ掘り」である。周りを丁寧に掘り大切にタケノコを掘って

いる。「やったー！タケノコ取ったよ」はじける笑顔が見られた。お土産にと家に持ち帰

る子が多い中、誠はタケノコに興味をもって硬い皮をむくと、白いやわらかいタケノコ

の赤ちゃんが出てきた。 

 

記録２ 

給食にタケノコご飯が出た。「僕が掘ったタケノコと一緒だ！どうやってタケノコご飯を

作ったのかな？」「先生が作ったの？」 

記録３ 

雨の日の保育室では、まことを中心に粘土でタケノコを作っていた。その粘土のタケノ

コは実際に食材に触れているので、五感を使って、タケノコを感じているのでとても丁

寧で本物そっくりであった。何よりその集中力が素晴らしかった。出来上がったタケノ

コを誇らしげに「先生みて！」と見せてくれた。 

 



9 

 

記録４ 

「タケノコはどこから出てきたの？」と園庭を深く掘っているまこと。春の図鑑でタケ

ノコを自ら調べている。 

 

 

記録 3 で、粘土でたけのこを自分で作るというところがある。どのようにして、まこと

君がたけのこを作ったのかというと、粘土を薄く伸ばし、たけのこの皮を一枚一枚作り、

それを真ん中からはり合わせて作った。３歳の男の子が自分でこんな風に作ったのだと保

育者は驚いた。その姿を見て先生が思ったことは、このたけのこ掘りごっこの中で、たけ

のこを取ってきて中はどうなっているのかと覗いてみたら、外は土で汚れてザラザラして

いるのに、中はすべすべで綺麗なものがあったという発見をしている。その時のふとした

発見、驚きが造形表現になったということである。子どもが関心や熱中を持って深く対象

を学ぶとはそういうことなのかと思う。子どもたちは周りにあるものに触れ、あるいは、

そこに関わる大人の仕事や、ここで言えば竹林に触れて、たけのこが食べられるというこ

とを知ったのだ。そこで、自分でたけのこの特殊さを表現しようとしている。そして記録 4

のところでは、たけのこは一体どこから生まれてくるのだろう、土から生まれてくるらし

い、という考えをもつ。そこから、竹とたけのこがどこで繋がっているのか、掘ってみよ

うとしている。「遊んでいる」と簡単にいっているが、遊んでいる中で、色んなことを学ん

だり感じたり表現したりしている。そういう意味では子どもたちの関心の始まりは、本当

はこの世の中にある自然と文化、そういうもの全てが子どもたちの関心の世界の源になる。 

今のそういう子どもたちの関心や熱中は、さらに育てたらさらに素晴らしいものになる

のではないかと思う。小学校の非常勤になると、子どもたちの関心や熱中を現実の世界の

中で発展させていくのが難しくなっていると感じる。バーチャルの世界、テレビやゲーム

やアニメ、そういう世界の中でしか子どもたちの関心が羽ばたけなくなっている。 

柴田先生から前に聞いたのだが、デンマークの小学生や中学生の子どもたちがいる学童

保育には、子どもたちがバイクを乗り回せる場所があるそうだ。日本の子どもたちも幼児

期に「乗り物に自分も乗ってみたい」などとすごく憧れるだろう。今の仮面ライダーはオ

ートバイクに乗らないが、そもそも仮面ライダーはオートバイクに乗って、正義の味方と

して活躍していて、そういうものに子どもたちは憧れるのではないだろうか。乗り物を乗

りこなせるだけでなく、みんなから愛される正義の味方ということで、子どもにとっては

憧れの的となる。そのような世界に引き付けられる子どもたちの関心や熱中をデンマーク

では「実際にやってごらん」と乗って体験させている。日本だとバイクに乗せるというこ

とはあまり体験しない。デンマークでは、現実の世界の中で子どもたちの興味関心を、刺

激させて遊んでいる。それは恐らく将来の仕事、実際の生活に繋がるものとしてやってい

る。デンマークでの学童保育とは第 3 の仕事を再現するようなものであったり、いろいろ

な子どもたちが興味や関心を持っていたりすることをさらに本格的にやれるようなものが
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多くある。そのような中で子どもたちはオートバイクが壊れたら自分で直さなければなら

ない。オートバイクそのものに関心を持つ子もいるだろうし、スポーツに関心を持つ子も

いるだろう。子どもたちの幼い関心を現実の世界の中で意味のあるものという考えで育て

ていく仕組みが遊びの中にある。子どもたちの関心や熱中をさらに育てて、深く発展させ

ることが幼稚園や保育園、学童保育や学校などに割り振られている。日本では、このよう

に子どもの興味や関心を発展させる場所が少ないように思う。自然豊かではあるが、子ど

もたちの遊ぶ場所は外で遊ぶ以外にもゲームセンターやテレビゲームなどのゲーム器具に

あり、遊び道具が豊かになっている。もう少し現実の子どもたちの関心の出どころを“将

来の仕事”や“将来の生活”に結びつけていけるように考えていく必要がある。 

学ぶ人間になる上で大事なことは「1 人では学べない」ということである。 

人とともに何かをする、人とともに遊ぶ、仕事をする、人とともに集まって話をする、

そのようなことを進んでやりたいと思う子どもたちを育てることが大切である。人ととも

になにかをすることで人間としての幅が広がる。楽しんで人とともになにかをする子ども

を育てることが学ぶ力を育てるということに繋がる。人とともになにかをするということ

は当たり前のことだが、人とともになにかをするときに人間は最もよく学べるのである。

人とともになにかをするために必要なことはなにか。それは相手の立場に立って考えなが

ら「わたしこう思うの」「今度こうやって遊ぼう」など『今までと違って、こうしたい』と

自分の考えや気持ちをありのままに表現するということである。今の子どもたちは相手の

気持ちを汲み取って表現するのはとても優れていると思う。しかし、相手の意図とは関係

なく、自分の気持ちを表現する傾向がある。相手の立場に立って考えることを大事にして

いかないと人とともになにかをすることが楽しくなくなり、言われた通りのことしかでき

なくなってしまう。子どもたちが自分の方から「これをしよう」と言うために自分の考え

や気持ちをありのままに表現する経験が必要だ。そのためには幼少期から人とともになに

かをするという機会を作ることが重要である。自ら進んで自分の気持ちを伝えたり、相手

の立場に立ったりするように、上下関係で人と繋がるのではなく、人と人が対等な立場で

協力することが大事であり、そのようなことを経験できる機会を作っていくべきである。 

学ぶ人間は、とても幅広い経験から学ぶ力をもっている。学問も大事だが、子どもたち

にとっては、普段の生活や遊びの中での様々な経験が大切である。子どもたちが何かに熱

中したり、時には喧嘩をしたりしながら一緒に経験できるような機会を作っていきたい。

それを、この、まちづくりの取り組みから始めていただきたい。 
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