はじめに
信州大学教育学部長赤羽員幸
フレンドシップ事業 10周年を記念し、学生が主体となったシンポジウム「信州大学に
おける地域貢献の教員養成ー学生から見た臨床経験科目体系化の意義と課題−J
が、多くの
卒業生，地域協力者の皆さん、教官も交えて盛大に行われました。このようなシンポジウ
ムが企画され、有意義な討論ができたことはたいへんすばらしく、これもまたこれまでの

YOU遊フェステイパル等によるフレンドシップ事業の成果のーっと見ることができます。
近年教員の就職状況が厳しくなると同時に、教育現場に起こっているいじめ、不登校、
学力低下などの諸課題にも的確に対処できる質の高い教員を望む声が大きくなり、新規採
用者にも単に学力だけでなく、人物評価の高い教員、即実銭的な実銭的指導力をもっ教員
が必要とされてきました。
子どもとのコミュニケーションだけでなく、教員仲間、保護者、地域の方々とのコミュ
ニケーションを的確に行える実践的指導力のある教員が要望され、長野県では社会人経験
者の採用枠も設けられるようになってきました。
信州大学教育学部ではこのような状況に対処するため、学生に実践的指導力をつけるこ
との重要性を早くから意識し、大学内における講義形式の授業だけでなく体験を重視しコ
ミュニケーション能力を育成するための取り組みをしてきました。この取り組みの中で、
体験・経験を積み上げるだけでなく、体験と理論とを結びつけて実践的指導力を高めるこ
とを目的として生まれてきたのが、現在臨床経験科目と呼んでいる授業科目群であります。
少し主要な臨床経験科目設置の生い立ちを述べますと、 1年次の「教育参加Jは、平成 8
年度より実施し 8
年目を迎えています。長野県周辺の教育機関である国・県の少年自然の
家、青年の家、盲学校・養護学校を参観することや、行事に参加し子どもや教師の理解、
学校の理解を深め、教師への関心や意欲を高めることを目標としています。 1年次の

f
学

校教育臨床基礎Jは、平成 1
4年度から実施し 2年目を迎えています。この授業では松本
附属幼稚園・小学校・中学校での臨床経験を実施しております。

2年次の「学校教育臨床演習Jでは、長野市内の公立学校を中心に、教科を中心にした
臨床経験を実施し、平成 1
2年度から始め 4年目を迎えました。これらの経験を通した後、

3 ・4年次で教育実習の基礎実習と応用実習、教育実習事前事後指導を学ぶようにカリキ
ユラムが組まれてきました。また、我が学部の特色として信州の自然を体験し学ぶ「自然
教育J(
2年生）や「野外教育J(
1年生）も組み入れられています。現在は、生まれを異にし
て開設されたこれらの授業科目の系統的なつながりを整備する検討がなされております。
また一方、実践的指導力は、授業だけでは限界があることもわかってきました。自主的
な活動であるボランテイア活動、全国フレンドシップ事業に係わる信大 Y0Uサタデー、
プラザ、ワールドの活動による学生の成長には大きいものがあります。今年度から始まっ
た放課後チューター制度などでもその成果が期待されています。
今学部では、これまでの臨床経験科目の経験やボランティア活動の成果をふまえて、こ
れからの教員養成における実践的指導力を高めるための方策を広く議論し、さらに臨床経
験科目の内容を充実していくことを検討しております。皆さんのご意見がこれからの教員
養成に大きな役割を果たすにちがいありません。

一

‑1

に

どうして信大生は涙を流すことができるんですか？
信州大学教育学部教育科学講座教授土井進

1
. 「信大 Y0U遊Jの十年一剣、それは Friendship （友情）
平成 1
5年 1
2月 6日（土）、信州大学教育学部におけるフレンドシップ事業 1
0周年を記
念する「第 3回Y0U遊フェステイパルJと「学生シンポジウム jが開催された。これに
は学生 170名、子ども 1
2
0名、講師（本学卒業生） 35名、講師（地域協力者） 18名、長
野県教育委員会関係者 6名、学部教職員 18名、合計 367名がご参加くださり、無事終了
することができた。ご協力を賜りました皆様に衷心より御礼申し上げます。本当にありが
とうございました。
生協で行われた懇親会には、藤沢謙一郎副学長、赤羽貞幸学部長、漆戸邦夫教授をはじ
め 100名を超える皆様が参加してくださり、学生たちの熱のこもった感動的な発言に耳を
傾けてくださった。その席で、 1
0年前草創期の責任者をお努めくださった漆戸教授が、「 Y

0U遊 の真価は、この懇親会での学生の生の声を聞かないと分からないんですよリとお
っしゃった。私も全く同感であった。「 Y0U遊」が 1
0年も続いてきた秘密はどこにある
のか。その答えは懇親会の席での学生の腹の底からの声と感涙に余すところなく表現され
ている、と私は確信している。その声とは「スタッフの皆さんのおかげです！こんな私に
やり遂げることができるだろうかと、とても心配でした。でも．思い切ってやってみて本当
によかったです。皆さんのご協力のおかげです！ Jと発言するや否や腹の底からこみあげ
てくる感動を知何とも抑えることができないのである。感涙に咽ぶ友の姿を皆が拍手で称
えあう。ここに私は、人聞が第二の誕生を果たすために不可欠な、友情の紛れもない姿を
知実に観るのである。文部科学省がフレンドシップ事業と命名された卓見に脱帽である。
2
. 学生の学生による学生への感謝
「信大 Y0U遊広場（プラザ） Jから「信大 Y0U遊世間（ワールド）」への、組織の脱
皮を図ることは容易なことではなかった。「 Y0U遊」はもう 9年でおしまいか、 1
0年の
坂はとても登れそうもないと思われる状況が数ヶ月も続いた。去っていく学生も続出した。
その苦しみに耐えながらリーダーシップを発揮し、第 1期「信大 Y0U遊世間jの両横綱
となったのが運営委員長の丸山大輔君と実行委員長の前崎伸周君であった。今年度の活動
の一切が無事終了した 1
2月 1
3日（土）に、 2人は Y0U遊世間の事務局となっている「竹j
の部屋の黒板に次のように書いた。
「感謝Jこの一言に尽きると，思っています。将来への希望、夢を持てず、元気のない
この日本に喝を入れ、子どもたちの未来を照らす教師になろうと志した学生が全国から
信州大学に結集したことによって、大成功につながったのだと確信しています。我々の
小さな一歩が、国家百年の計といわれる「教育Jにつながっていくために、「信大 YO U
遊世間Jは学生、地域、そして日本のための活動になるよう、足場をさらに堅固なもの
に築いていかなければなりません。皆さん、さらなる発展を目指していきましょう。
（丸ちゃん、丸山大輔）
みなさん、本当にお疲れ様でした。つらいときもありました。悩んだ時もありました。
数々の試練を乗り越えてこられたのも、支えてくれた 170名の仲間がいたからです。本
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当に感謝しています。 1
2月 6日のフェスティパルに参加 してくれた 120名の子どもた
ちとその親御さんの笑顔を見たとき、「信大 Y0U遊世間」で 1年間やってきたことに間
違いはなか ったと確信しました。
シンポジウムでは 1年生から 4年生まで、 2
00名をこえる学生の生の体験が話され、
耳を傾けることができました c このシンポジウ ムの全体司会を努め、図吉館 2階の大教
室の前に立ちながら、私はこの仲間たちの熱い患いが、間違いなく今後の信州大学の新
たなスタートに大きく貢献しているのだ ！と実感することができました。みなさん、本
当にありがとうございました。（金ちゃん、前崎伸周）

3
. 信大生はどうして涙を流すことができるんですか？
5年 1
2月 7日（日）、しなの き会館に宿泊した 1
3名の講師（本
感動の一夜が明けた平成 1
学卒業生）が朝食に舌鼓をうった。この食事を用意したクッキング隊の学生は、「信大茂菅
ふるさと農場」でとれた新米で先輩をもてな したいと考えた。ご飯とお味噌汁 という組食
ではあったが、学生たちの心に先輩たちの心は温まった。
この朝食の席で先捕から次のような声が飛び出した。それは、全国フ レンドシップ活動
などを通して他大学の学生や教官と話をすると、よく「どうして信大生は涙を流すことが
できるんですか？」と聞かれるそうである。これを聞いて私は間髪を入れず、「あなたはそ
と問い返した。これに対する岡部桂子さん（上回養護学校教諭、
れにどう答えてきたの？ J
第一期「信大 YOU遊広場」でのプレーパーク長）の回答は、次のとお竹であった。
やはり、わたしたちには泣き虫が多いです。素直に人の前で涙が流せる人間関係がそ
こに生まれているのではないでしょうか。 Y0Uブムスや、 キャン プなどのイベントの
後の反省会で私が流した涙は、喜びの涙です

そういう大きな イベントがあ るとき、私

達の学生生活の中心はプラザのことになります。本番の何週間も前から、どうやって子
ども達を楽しませようかe どういう仕・J
iをすればよいか、で頭かいっぱ L、になりま す、
みんなで楽しい企画を考え、大盛：）上がりのときもありますが、一人で仕事を負ヮてし
まい、何でこんなに大変なんだろうと 悩むこともありました c スタッフ 同士で意見がぶ
つかり合い、喧略になることもありますド夜遅くまでみんなで準備を続けることもあり
ます

しかし、それを乗り越え、みんなで活動を作ってきて、子どち述の笑顔を見られ

たとき、それまでのがんばりが全て喜びにかわりますむやっ てよかった ！
！ 涙の一つの
理由は、やはりこの達成感です
そしてもう 一つは、感謝の気持ちです、反省会で

a

番聞かれるのが、「スタッフのみん

なががんばってく れたから・ .
.J
という言葉と、「キャフテンが引っ張 ってくれたから・..J
とL寸言葉だと思いますc YOU遊のみんなは、本当に素直に人に感謝を表します 私
る 。みんなに出逢えてよかった ！ありがとう ！
！ 一緒にが
にはこんなに素敵な仲間がL、
んばってきた仲間の顔を見て、うれしくて涙が込み上げてきました。

戻
私はこんな想いだったと思います。 Y0U遊広場で、仲間と一緒にがんばり、共に i
を流したことは、私の一生の宝になると思います。 Y0U遊広場を支えてくださり、本
当にありがとうございました。今後も私の後推達のために、どうぞよろしくお願いしま
す
。
私は、この感涙の中にこそ、教育者の魂ともいうべき、「悉有仏性、師弟同行、師弟共育j
の精神が脈打っているのではな いかと考えている 。いざ ！第 2の十年のチョモランマ
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変革のとき・・・
社会科学教育専攻

3年 丸 山 大 輔

「信大 Y0U遊広場」から「信大 Y0U遊世間」へ。この大きな変草のプロセスに参加
できたことはとても光栄なことであった。この変革には大きな理由があった。一つは信州
大学が国立大学から独立行政法人化されるということ、もう一つは「信大 Y0U遊広場J
の活動形態、存在意義が時代の変化に対応できなくなりつつあるという事であった。
「信大 Y0U遊広場jの成立過程を簡単にまとめると、それは「信大 Y0U遊サタデー J
の 5日制時代への対応、学生の実習以外の臨床経験の拡充に加え完全学校週 5日制に対応
した継続的な活動であった。私が昨年活動しているときは知り得なかったが、今年度の活
動を立ち上げる際、今までの活動形態、そして存在意義は現状と微妙なズレが生じている
ことを知った。まず、活動形態であるが、今までの活動の基本形態は 5日制の受け皿とし
て信大に子どもたちを集めて行う活動であった。この段階では保護者、子ども、地域のニ
ーズと学生側のニーズが一致していた。しかし、 5日制時代における地域ごとのインフラ
は整備されつつある今、信大が子どもを集めるということは、地域社会の活動の弊害にな
るということを知った。学生側のニーズの比率が大きくなり、学生のための活動、そして
そのための子どもという状況になりつつあったのだ。次に存在意義については、そもそも

YOU遊の活動が始まった大きな要因は上述した中にもある、学生の臨床経験不足がその
多くを占めていた。しかし、現在のカリキュラムにおいては 4年聞を通して、子どもとの
臨床経験ができる、そしてそれを重視するカリキユラムが整備されている。臨床経験が少
ないカリキユラム時代に生まれた Y0U遊の活動はそもそもの存在意義が薄れつつあった。
以上のような理由から今年度より「信大 Y0U遊世間Jが発足した。今までの活動との
違いの最たるものは、t
砲域貢献を第一の目的としていることである。教育が学校のみで行
われる時代ではなくなった今、教育を地域単位で考える必要性がある。そこで「信大 Y0

U遊世間Jでは、学生が地域という大学の保護のない状況に飛び込み、その荒波の中で教
師に必要な資質、能力を身につけることを目標とした。地域のニーズ、学生のニーズが一
致した活動にそれぞれの学生が企画段階から参画していくという活動形態、さらに地域貢
献という独自の存在意義を見出し、新たな船出をすることとなったのだ。
この劇的な変化と共に、運営委員長としての私の器の小ささ、人間性が原因で、昨年度
と雰囲気が違う、入りにくい、といったご意見を他方面から頂いた。そこから今年度の運
営委員の編成に始まり、スタッフの減少の影響から、どの活動にも大変な苦労をかけてし
まった。これからはそのご指摘を真撃に受け止め、自己の人間性向上に遁進していきたい。
そんな中でも、 10月 5日上越教育大学で行われたインカレシンポジウムにおいて筑波大
学の門脇厚司先生に、私たちの活動、その理念は、これからの教員養成課程が向かうべき
指針である、という評価を頂いた。評価を望んでいたわけではないのだが、このときの感
動を私は忘れない。「織田がつき、羽柴がこねし天下餅云々 Jではないが、「つく j部分を私
たちなりにやったつもりである。これを［こねる jのは後輩に託したい。そして、これか
らも「 Y0U遊」の活動は学生の夢を具体化し、叶えるために自己を練磨する場であって
ほしい。最後に支え．てくださった仲間、地域の方々、土井先生ありがとうございました。
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人のつながり
教育実践科学専攻

4年

山本公三

1
2 月6日の 「
臨床経験科 目の体系化の意義と謀題Jとい うテーマのシンポジウムに 50
名近くの卒業生が来てくださった。この 1
0年間の Y0U遊の活動に参加 してきた先輩たち
だ、った。この 10年で、「信大 Y0U遊サタテー」から「信大 Y0U遊広場」、そして今年「信
大 YOU遊世間jへと活動は変わっていった。毎年活動の名前や目的が変わっていっても、
学生中心 に動いていく 。その中で喜び合い、ぶつかり合い、認め合っていくことで学生同
士の仲間の輸が強くなっていく 。だから 10年経っても先輩たちの ように集まることがある
のだろう の
今年は新し く 「
第一期信大 Y0U遊世間」が社会科学教育専攻 3年の丸山大輔君を中心
に活動を始めていった。 その中で、彼らは多くのこと に気づ き、学んでいったのである。
ここで 2人の例を挙げたいと思う c
まずは、運営委員長の丸山大輔君である

丸山君は上越教育大学で行われた 口本教師教

育学会の中で、「地域の協力があってこそ私たちの活動は成立するのです

私は、自分で何

でもしようと考える教師にはなりたくありません。
」と発表した c 丸山君の学びは 、今回の
「信大 Y0U遊世間Jの狙いである、「地域に 口を向ける Jというものに意識が向き、その
結果がこの発表に表れている 。 それは、この活動で、多くの地域の方とのふれあいがあっ
たからだと思う r
次は、教育実践科学専攻 3年の前自主伸同君である ν 前i
崎君は、「 Y0U遊フェステイパ ）I
,J
の実行委員長と「牟礼ふるさと農場Jの農場長をされてきた。前崎君は「 Y0U遊フェス
テ iパ J
I
,Jのときの準備の ときに、自分がしなければならないことをノートにメモをして

おいたそうだ。 だが、何日た ってもそのメモが終わらないε そんなときに、周りの学生が
手伝 って くれたことで、その日のうちにメモのことがすべて終わったようである

崎君
前l

は「本当に仲間がいてくれてよか ったc 自分では何もできないけど、 仲間がいてくれたお
かげで、 YOU遊フェステ fパルを無事に終えることができた」と述べ、また「同じ学年
の 仲間 を尊敬できるようになった 。 負けず l~（H hだから 、同い年の人 を尊敬することなんて

今までなか ったけどj と、この 1年の感忠を発表したのである 。助け合うことでお五いの
)
Jを素直に認めることができ、そのことで、お互 いが成長してい くのである

この 2人の例は、決して 一人でやっ ていては気づけず、学べないことである さ 彼らだけ
ではな く、多 くの学生がそれぞれの学びを知ってい ったと思う ーその学びには、必ず「人j
が関わ っているのである ー このことは、活動の狙いや名前が変わ っても、変わらない普遍
f
̲
I
,
.も昨年多くのことを学ばせていただL、
たc
的なも のである ε "

人との関わりの中で、人とのつながりができて tぺ 。 そのつながりが、また人を呼び、
多くの人が参加 して し、
＜

c

今後もこの活動が発展して い くことを願う 。そのためにも、時

代の流れや 、地域の考えに合わせ、自分たちの望む活動をして いってほし L、そして、 20
周年の記念の会にぜひ参加した L」
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食の安全と教育
（
財）長野県農業開発公社

j Aながの営農指導部駐在

大内清

j、年度初めに土井先生と林部
「信大 Y0U世間jの実践体験に係わって、 3年目とな l

さん宅に伺って、本年度の基本的運営方針を話し合い、又北川新興場長も選出され「茂菅
ふるさと技場j の実践が開始されました。
興業生産は繰り返しでありますが、前年と同じくありません。「茂菅ふるさと農場Jでは
・
l
j初から環境にやさしい有機 （
減肥）無農薬による、お米生産に取組み、作業節目にはフ
ラザが主催し育成会とも捉−燐し近隣の児童、保育問児が参加して体験と学びの場のイベン
トが開催され、 この体験を通じて農業を理解できる大人に育 ってほしいと思いますし、

1
8014001を取得した JAながのとしても当然、の支援でもあります。

M：
近牛の Bs
E問題や、偽装表示問題、挺登録農薬問題など食の安全、安心の思想が高
i
t
肥づくりや、肩、腰
まっていますが、有機、無農薬栽培は実に大変で学生の皆さんも、 l
を痛 くしての回の草取り作業など 今どき・…農学部 などと思ったかもしれませんが、今
続消合理型農業から自然循環型農業へ除々に進んでいる：J
J
.も事実です。 この事は地産地消
や食糧自給とも大き く係わってきますの

JAでは県と連機してカドミュウム米 （自然界にある物質で多 く含有すると廃棄となる ）
吋策として管内 27箇所で、水田の用水、田の土、生産された米の 3点セットで採集し県
の調査機関に調査依頼し、この結果この地域のお米は安心して食べられる事がわかりまし
た。 また本年度よりりんごや野菜、米などの生産に当た ってトレーサピリティー （
栽培や
防除の生産履歴）により消費者にむけ情報公開に取組むと同時に生産物出荷に当たって、
残留農薬検査が義務づけられ基準値以下でないと販売が出来な くなりました。 この様に安
心 ・安全の生産は労力と記帳管理が必要となり、特に高齢農家の方は戸惑いがあります。
併せて本年の異常気象（夏期の低温、日照不足、多雨等）の気象災害は管内高冷地中心
にお米では不稔（稲の花粉ができる時期の低温により花粉の受精能力消失し実らない事）
が発生し東北地方は大減収となり県下は作柄 96、当農場でも前年比 27%の減収となりま
した。この様に食糧生産は自然条件と大きく係わり結果にら大きな差が生じます。「茂菅ふ
るさと農場Jでの取組み主旨も別な意図もありますが、このような実態、体験を体のどこ
かに残してほしいと同時に教育現場でも共通するものがあると思います。
昨年より長野市教育委員会からの要請で長野市内小、中学校初任教員（先生）の体験実
習の内農業体験 1日にも ｜
掲わり、 6月でしたので「学校の花壇づくり J
「回、畑を耕すこと J
「りんごの摘果をすること J
「農業現場の実態として農作業受委託作業の取組みJ
等体験と
学習をしていただきました。当プラザ OBの先生も元気にやっていらっしゃいました。
今年度の「茂菅ふるさと農場Jの新しい取組みとして農場長の配慮で障害児の皆さんも
共に田植えや稲刈 りに参加する様になり、付き添い保護者も 加 わり楽しくできました。
年間を通じ直接携わり、高い視野から指導していただいた土井先生はじめプラザの執行
部スタッフはこの準備や当日の段取りに、また日常的管理に大変ご苦労様でした。 ただ協
力スタ ッフが若干少ない械にも思えました。後に続く皆さんも、地域との係わり、幼児、
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児；
！
f
lと係わる機会を通じ社会 )Jを身につけてほしいと思います。
史に恥にとって、うれしく思 った
・J
は長気低迷、学童減少など就職難のなか、この活動
に加わり苦楽を共有した多 くの学生の皆さんの教貝採用が決まったことです 教育現場で
はこの織な先生が求められているのだと思います。学力、社会力、食の大切さ、自然の大．
切さ、また信州の人情を持ち帰 ってほしいと思います。1年間の活動大変ご昨労掠でした。

一
ー
園
内

怖い
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Y OU遊フェスティパルと学生シンポジウムに参加して
農 業 林部信造
l
長史の流れは単いもので 10年も前から、フレンドシップ事業が全国の大学に先がけて、

f
i大教育学部で 行われていたと知り、先党者のすばらしい英知と決断に対し、深い敬意と
感動を覚えました。

T
iも縁あって平成 12年から、当事業の延長である「 Y0U遊サタデーJ
、「信大 YO U
遊広場j に地元の農家ということで、お手伝いさせて頂き、このようなことから今回の記
念事業に参加できましたことを、非常に光栄に存じ、心から感謝申し上げます。
10年の節目に当た I
J、事業の一端として開設した「信大茂管ふるさと農場jの 4年間を

振り返り、思うままに記したいと思います。
毎年このような立場でシンポジウムに参加させていただき、また学生の皆さんと家族ぐ
るみで親しくさせていただいているのも、 4年前に上井先生との出会いがあったからです。
「ふるさと農場J開設に伴う先生の情熱、学生に対する教育理念、先生の人柄などに感銘
し、およばずながら開設のお手伝いを決心した次第です。今こそ、立派な水田に復元して
いますが、当初は休耕回として数年間放棄され、 A地は道路 I事現場の土の堆積場のあと
地のため、グラウンドのように固く、小朽も多く、また B地は雑木、雑草が繁茂し、いず
れも人力による三つ又、スコップ、のこぎ！？、ナタなどで抜根し、開墾しました。先生の
開拓魂、チャレンジ精神、「人づくり Jのための「土づくり jに汗を流し、机上の理論だけ
でなく、身を挺して感じ得ることの大切さを学び、そこから立派な水田に生まれ変わり、
「信大茂菅ふるさと農場Jとして、歩み始めました。
この水田には人の心があり、数々の課題をかかえながらも、 一年にして学生の皆さん、
J回と
大勢の地域の子ども達、そして保護者の皆さんと収穫の喜びを味わい、また国際協 ｝

して、その目的を来たし、充実した一年であったと思います。

2年目以降は内容の充実に重点を置いた企画が立案され、各年の農場長のユニークで農
かなアイディアが子ども達に与えた影響も大きかったのではないでしょうか。
主な行事を例記します。
1.

代掻き後の子ども達とのどろんこ遊び… …土の感触、はだか同士のふれあい

2.

田植え後、田んぼに「ふなの稚魚」の放流、飼育
… −自然の中で自由に生きる小さな生命力の観察

3.

子刃穀、 トーミの古代農具の実体験
…・古代人の農具と近代化された機械の比較

4.
5.

玄米、発芽米、白米など食の変化……玄米食の体験、視覚、味覚の違いを研究

6.
7.

子ども遠のかかし作り ……自由な発想によるユニークなかかし作り

国際協力団の役割
… ・食に飢え、苦しむ子ども達に愛の救援米、国境を越えた助け合い運動
茂菅ふるさと音頭
…・作業開始前に農場長自作による「ふるさと音頭」に合わせて準備体操
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このように米作り未経験の学生の皆さんが、その場面ごとで、いろいろな事を研究、調
査されたことを即実行する前向きな姿勢と情熱に感服しました。
5名の基調体験報告は、それぞれ原理、原則を守り、人格と見識、個性豊かな大
また、 1

1世紀のた くましい教員像として期待されることと確信しま
変すばらしい報告会であり、 2
した。私も社会生活の斗lでいろいろな体験をして参りましたが、年に 一度の全員参加によ
る報告会には、それぞれの立場で反省、感想など発表されますが、この場面は毎年、生涯
忘れることのできない感動を与えてくれます。不安をかかえながらも 一年間無事、目的を
果した喜び、お互いにそれぞれの立場をたたえ合える豊かな連帯感、信頼と協調により築
きあげた一年間、全員がひとつになるこの美しい光景は、深い感動と感涙を与えて くれま
す。

10周年記念事業フェスティパルが成功裡に終わりましたことを、心からお祝い申し上げ、
「信大茂菅ふるさと農場jが末永く継続されん事を願っております。

・
−
ー

2

ホリがEう

F

︑
︐
叩
﹁

1
︑
．

拍

ι004he
み −

H
e

uA

J44E

外 部 日 込札

闘争 4R

司

4 今札

fEa

司勾
・
・
︐︑

t

刊

‑1
4ー

信大 Y0U遊世間さんとの活動について
楽しい放課後クラブにこ 2 森山美奈子
−学生さんを受け入れての感想
長野養護学校の親たちが、学校以外の時間孤立しがちな子供たちに一般の人たちとの交
流を通して、楽しい放課後を過ごさせたいという想いで昨年度から手探り状態で始めた会
ですが、その想いどおりになったことをうれしく思います、以下お母さんたちの声です。
お年頃になってきた娘にとって、若い大学生の方々と恋人のように・姉妹のように一緒
に過ごせる時間を持てたことをうれしく思います。（H)
一人っ子のため、いろんな方と関わってもらいたいという希望が叶い、親とは違う世代
の方との関わりで親からは得られないものを得たことが宝。学生さんたちのお役にも立て
たかな・・・。（S)
いつも限られた人としか過ごさない子供にとって貴重な時間を持つことができます。（T)
何よりも子供が喜んでいる事が親に伝わってきます、言葉は出なくても毎回楽しみにし
ているのが分かる。子供が親以外の人と関わることはとても新鮮で楽しいようで、とくに
異性の人に関わってもらえるのはうれしいようです。こういう機会はできればもっとたく
さんほしいぐらいです。学生さんも勉学に忙しいと思いますが、親もできるだけ協力して
そういう時聞が取れるようにしたいと思います。（T)
子供たちはもちろん、親も若い世代の人と話をする時間をもてたこと、親との懇親会に
も出席いただいて、ちょっぴり若返ったようで非常にうれしかったです、ありがとう。（M)
−今後の課題
学生さんとこちらとの都合がなかなか合わないので、日時の決め方を検討できるといい
と思います。
−信大 Y0U遊世間への想い
誰にとっても生活していくうえで地域との関わりはとても大切だと思います。障害者も
施設入所ではなく在宅で、地域の中であたりまえに暮らすのが一般的な傾向になってきま
したが、それは行政に任せておいても実現していきません、一般の市民一人一人の気持ち
が大切です。
将来教員となられる学生さんたちが障害児と触れ合っていただき理解を深めておいて、
教壇に立った時にその経験を活かしてもらえるなら、その指導を受けた子供たちにもハン
デイのある人と自然に接する気持ちが伝わっていくのではと大いに期待をしております。
蛇足ながら、にこ

2の活動記録を個人的に

HPにしております。学生さんたちの感想・

日ごろの想いなどの書き込みも歓迎いたします。
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J で検索）
また来年度以降も、継続して学生さんたちとの交流が続けられることを切に願っており
ますので、どうぞよろしくお願いします。
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「信州大学 Y0U遊世間j と連携して
NPO法人 '
t
:
fサタデースクール

ネッ トワーク代表教育アナリスト

戸田忠雄

私たちの NPO法人は、昨年より J
A 長野中央会と提携して、サタデースクールを県内
各所（200
3年度は長野、篠ノ井、松本、飯田の四箇所）で年二十回 （月二回）闘いていま
す。教育学部土井教疑も NP
O の理事として仲間に加わって頂いています。ニビ井教授は農
作業体験を中心とした総合的な学習の研究が専門なので、私たちが JAと提携して農作業
体験学習と教科学習を組み合わせた総合的な学習を実践するにあたって、丁度、土井教授
の研究を生かし助言などもらうには好都合です。さらにそこに土井研究室の門下生が沢山、
実践に加わってもらい、私たちも大変助かっています。
というわけで、昨年は試行的に、今年度から本格的に Y0U遊世間と、連携することに
なりました。現在、ながの校、グリーン長野校、松本ハイランド校に山本公三君を中心に
あわせて十名ほどの学生に常時参加してもらっています。そのほかに清泉女学院大学の学
生と地元、長野西、蟻が崎の高校生もボランテイアで加わってもらっています。 とくに、
高校生については平成十五年度と十六年度にかけて文部科学省の「NPO等と学校教育と
の連携のあり方についての実践研究事業Jに借定されました。ちなみに土井理事と私がこ
の推進協議会の委員に任命されました。実質的に一年半におよぶ Y0U遊世間の学生の活
動ぶりをみていて、次のような感想をもちました。
第一に、子ども（小学生が対象）の扱いが非常に上手で、あること。ただ機械的に上手と
いうことではなくて、これはわたしたちサタデースクールの理念でもありますが、子ども
に対する ho
s
p
i
t
al
i
t
y（もてなす気持ち）があります。「怒鳴らず、怒らず、諭す」という、
大人の教師でも難しいことを 、
根気よく実践してくれます。最近の医療事故をみるにつけ、
医師が本来持つべ き ho
sp
i
t
a
l
i
t
y（
言 うまでもなく語源は「病院Jからきている）を見失 っ
ているのではないかと思い、 学生の爪の垢でも煎じて飲んでほし いも のですね。
第二に 、よ く主体的に活動してくれる。大学生と高校生を交えて時には大人のスタッフ
はわざと加わらないで、いろいろな知恵を出してもらっていますが、日ごろの土井教授の
薫陶の賜物か、わたしたち教職経験の長い大人顔負けの、よいアイデ イアを出してくれま
す。 これこそ本物の学びであり学問の出発点です。
第三に 、教師臭さがないこと 。学生だから当然かもしれませんが、これは素晴らしいこ
とです。いつまでも先生臭くな らないょっ。人に ものを教えていると、だんだん人間とし
てダメになっていきます。教育学部の一番の問題はここにあると思います。大学でも他の
学部は「学ぶj ことを学ぶけど、教育学部だけは 「教える Jことを学びます。怖ろしい学
部で、すね。だ ってそうじゃないですか、人にものを教えるなど借越の極みですね。恥ずか
しいことです。「人の患いは 、好んで、人の師ならんとする にあり 」と孟子は言って います。
教師に必要なことは、こうした自己否定の精神です。それがないから、教師は教師臭くな
り無意識に散慢になるのです。最後に、老婆心が出ました。
ともあれ、大変良い活動をしてもらっています。このように師弟ともに、理論と実践を
止揚する場として、わたしたちのサタデースクールを活用してもらうことは、お互いにプ
ラスになります。今後とも共に活動を続けたいものだと思います。
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親として
わらの会副会長涌井直美
学生さんを受け入れての感想
学生の皆さんが子どもたちと一緒に、楽しく活動していただき嬉しく思います。また、
子ども達が親や、学校の先生万とは違った人間関係を持つ体験ができ、良か ったと思
います。
今後の課題

もっと多くの人達（学生さん）が、障害児 （
者）とのかかわりを持って欲しいと思いま
す。
レクリエーションの計画の立案の｜祭など、積極的に意見をお聞かせいただければ、親
の考えつかない、新鮮なイベントができるのではないかと期待しております。
信大 Y0U遊世間への想い
皆さんが障害児（者）との交流を通じて得た体験や経験を、一般の方々に知っていた
だけるような機会があれば ・・・と思います。皆さん方の活動によって、一般社会と
障害児 （
者）の間にある壁 （
のように感じる偏見）を取り払うことができれば、素晴
らしいと思います。
学生の皆さんは、進級 ・卒業などでメンバーの入れ替りがあるのは仕方のないことで
すが、「信大 Y0U遊世間Jのコンセプトはぜひ引き継いでいただき、このような有
怠義な活動を続けていっていただきたいと患います。
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人を求め

友を求めて

メンタルフレンドに
城山中間教室岡田英雄

(1) 木曜日を楽しんだ高木君
1月から城山中間教室に通室をしていた高木君である。メンタルフレンドの信州
一年の 1
大学 3年生 N 君に出会う 。話し相手遊び相手をしていただきながら 6月ころに「信大 Y0

U遊広場」を紹介され誘われた。 それから月に 2回、多いときは 3、 4回の月もあった。
前日から、「明日はプレーパークの日」と楽しみにしていた。今年に入って「久しぶりに行
ったらだれもいなかった。だから先生と畑にじゃがいもを構えてきた。Jという日もあった。
城山中間教室とまた異なる友達・空間へ飛びこんでいった生徒であった。通室生が 1
0人ほ
どいたが、そうしたまた違う空間へとチャレンジできたのは彼だけであった。二つの空間
を使いながら自分なりに自分のできることを見つけ自分の今の姿を楽しみながら、向分の
生前 ・活動を形つくっていったようである 。
その高木君は三年になった 4月から学校登校をはじめ、二学期からはすっかり学校生活
にはいっている。 いわゆる「お勉強Jじゃなくて、遊び ・仲間の広がり ・体験を通して自
分のベースで自分にとっての学びをして自分の歩みを始めたと思われる 。
不登校のとき中間教室とプレーパークの二つの空間を屑場所として、彼にとってはかけ
がえのない空間としてプレーパークの支えは大きいのではないだろうか。その支えはいう
までもなくプレーパークの多くのメンタルフレンドとの出会いであっただろう 。彼にとっ
ても、わたしにと ってもありがたい出会いと空間である c

（＊ 「高木君Jは仮名である 。
）

(2）「何かしよう Jとしないで友達

5月から 3人の学生諸君にメンタルフレンドとしてお願いしてきた。諸君の都合もあ っ
て、週に一回の、交代しあ っていただいての活動である。 いまは「今日は原さんだねJ「今
度の金曜日は黒崎さんだね」と、す っかり通室生どの子も自分たちの楽しみを待ちどおし
気にしている e 自分たち勝手に「お友達j に （
なってもらうのではなく ） してしまってい
るのである ．ありがたいことに、メンタルフレンドのみなさんには通室生の回線でお拍手
していただいている ￡ （「なに

この子、腹の立つJ「あなたにいわれた くないわよ 。Jと恩

われることもき っとあるのでしょうが・ ・
・ ・・。）
カードゲームの「ウノ j やトラン プ、卓球やパトミントン c ゲームでは容赦のない中学

3年生の「意地悪」攻撃、運動ではこれまた容赦ない中学生の力任せのスマ ッシュ攻繋。
それでもにこやかに受け止めていただいている 。昼食の時は、これまた女子通室生の一円
のうちの一番楽しいひとときである 。「至福タイム j である。 こうして、限定された時間を
いっぱp いっぱ L、に、無条件で受け止めていただき、通室生のよき「友達Jとな っていた
だいているのである 。
城山中間教室は通室生の各自の計画で活動をきめですごしてしぺ 。「何かしよう・援助し
てや ろう ・話し相手してあげるj ことはでき るだけ後々にしている の通室生の動きにあわ
せてどの ようにお手伝いするかc 大変なことであるが、メンタル フレンドのみなさんは言
わずともそれに付き合っていただいている 。 自ずと通室生は元気を頂いているのである。
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Y OU遊世間でのコミュニケーションの大切さ
信州大学教育学部スポーツ科学教育講座助教授

寺沢宏次

近年の日本の子どもの調査をしているプロジェクトにかかわって危倶することは、日本
の家l
庄が家庭の機能を果たさなくなっていることです。私たちの倍近の調査では、小学 4・

5年生が一日におこなうテレビ、テレビゲーム、マンカ、音楽鑑賞の時間を合計すると平
均‑
4u
寺問 30分から 5時間にもなりますむ この数値は日本の小学生が「ただいま」と家に
帰 って来て、「おやすみなさいJと寝るまで、親子間の会話である、ふれ合いやコミュニケ
ーションが無く、ある意味で子どもが陥離されている状態が予想されます。
アメリカの精神医学では「家肢は史上最強のコア Jと言われ、このコアが崩壊していれ

al
ば凶悪犯が育つ確率が高くなるとも言われています。 日本語で、は「摘す」、英語では he
の諾i
原が c
ommunit
yという「社会や集団Jを指すように、家旅間でのふれ合い、人と人
とのふれ合いは医学の原点とも言えるでしょう 。最新の医療技術や抗生物質といった新薬
がなかった昔、医者は患者と話し、共感し、手でふれて病気を治していた歴史があります。
すなわち、ここに「癒すJという、人と人との思いやりのあるコミュニケーシヨンが成立
することを意味すると考えられています。
技々は 30年前からの円本の子どもの前頭葉機能を調べる、 GO/N
O・
GO謀題による実験
に燐わってきました。 この GO
/
NO‑GO課題は「赤 ・黄色の二種類のランプのうち、赤は
ゴム球を握 I
）、黄色は握らない Jという指示を与え、その約束事がちゃんと守られている
かどうかを調べる簡単な実験です。

1980年頃から日本の子どもたちにこの GO
/N
O・
GO諜題の平均間違い政が加齢と共に減
少して L、かない傾向が見られはじめてきました e その原因を突き詰めていくと、

日本の子

どもの遊び の形態変化が浮かび上がってきます。 この頃、 H本は高度経済成長に突入し、
遠くどこへでも連れていってくれる便利な自動車の生産立が増し、交通事故が多発し、多
くの幼児が犠牲となっていきます。時を同じくして、次々に面白い番組を提供するテレビ
の生産量が増し、 日本のチどもたちは危険な戸外から安全な屋内に遊び場を移していきま
す。 そして子どもの遊びは身体を動かす動的なものから、テレビなどの静的な遊びに移行
していくことになります。 このように日本の子どもが動的な遊びをしなくなるということ
は、社会学的には、コミュニティの崩壊を示峻し、またテレビの視聴時間が増すというこ
とは、人と人とのふれ合いを欠如させていくことが推察されます。 さらに現代化という便
利な仕会がこの状況を促進することが予怨されます。
例えば、ひと昔前は、村じゅう総出で田んぼを耕し、田植えをして稲刈りをしていまし
た。 しかし、現代化にともない便利な耕転機や田植機 ・稲刈機の登場で何でも一人でこな
せるようになり、厄介で而倒な人間関係から解放されてきました。しかし 、それは同時に
人と人とのふれ合いの激減をも意味するこが考えられます。動物実験では、運動しなくな
り、他者とのふれ合いが無くなると、脳の発達や免疫機能に支障を来すことが分かつてき
ています。 すなわち、運動不足が身体のみならず脳にも悪影響を及ぼすことが考えられる
のです。

n司

人間関係とは、スポーツによく似た側面を持ち、はじめは厄介で面倒な気持が先立つも
のですが、やってみると汗をかき、楽しさを味わい、気分も爽快になり、免疫力も向上す
ることが分かつてきています。 さらに、思いやりを持った人間関係を復活させれば、その
中でお互いが癒し癒されるという効果も期待できるでしょう 。今の円本社会に必要なこと
は、自分の居場所があ ってそこにいると何となく暖かい気持にさせられる、笑いがあって、
何か厳しい局面に遭遇しても皆で力を合わせてそれを乗り越えることのできる家族のよう
なコミュニティーを Y0U遊世間で作りあげていくことが大切と思います。
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キャンパスプレーパークの意義
信州大学教育学部スポーツ科学教育講座教授渡遁伸
遊べない子どもに遊びを伝えること。これは一見して簡単に見えるのだ。しかし、今の
子どもたちと実際に遊ぼうとしてみればそれは間違いだとすぐにわかる。大人は自分が子
どもの時の記憶をかき集めて何とかして「遊び場Jをそこにっくり出そうとするが、子ど
もたちは一時的には関心を示してもこのような場で遊び「呆ける j ことはない。大人は自
分も小さい頃は子どもだったのだから今の子どもを理解できると思っているのである。こ
れは間違いである。
既に成長した（？）大学生にとって、「教育jを学ぶ学生にとって、たとえそれが「一緒
に遊ぶJ子どもたちであっても、自分が生身の子どもたちを f
研究する J機会である。現
実の子どもたちとの交わりのない「教育の研究」は必ず誤った道に迷い込む。こうなると、
勉強は教えられでも「遊びJは伝えられないことになる。こどもが遊び「呆ける Jことの
できる「遊び場Jを創造することは今の教育に課せられた重たい課題である。それは途方
もなく困難なことのように思える。
「遊び半分j という言葉がある。これは「仕事Jに対して「遊びJを庇めるいい方であ
る。「仕事Jは大人の仕事である。そこから見て子どもの遊びは「たわいのないものjであ
る。この感覚を大人が拭い去れないと子どもの成長にとっての「遊びJの位置が勉強の位
置のところまで追いつかない。「できる子Jと今はあまり言わないが、かつては「勉強ので
きる子」のことをこのように呼んだ。逆に「遊び上手Jといえば、子どもにとってもまた
大人にとっても決して「良いj響きをもたない。今でも「遊びJは、その教育的意義も含
めて正当な社会的位置を獲得していない。
しかし、遊びを子どもに伝えることを「仕事Jとするならばそれは f
遊び半分jのほう
がよい。真に真面目になると「遊べないj。遊べない人のところへ子どもは寄って来ない。
そうすると「遊び場」が遊びが演じられるような空間になる。子ども自身はもちろんそこ
に居合わせる大人もこのことに気が付いていないこともある。ここでは子どもは遊び「呆
ける」ことはできない。だから「遊び半分jでないと遊び仲間にもなれない。子どもと交
わって子どもの遊びを理解するためには「あとの半分Jをどのように使うかが大切なので
ある。まったく子どもと「同じJように遊ぶとしたらその人は「子ども」そのものでしか
ない。伝える人はいつもこのような「人間的J反省を迫られる。そのようにしてしか遊び
を伝える人は育たないように思う。もう子どもではないわれわれにとって、子どもの世界
に入っていくには息の長い訓練が必要なのである。まったく文明にさらされずに生活を営
む人たちを理解するように。
キャンパスプレーパークは細々と続いている。一部の学生の努力のお陰である。それで
いい。子どもの成長にとってどれだけ遊びが大切なのかは大人として子どもと遊べるよう
になるまで「成長j しなければ理解できないことなのかもしれない。今を生きることで精
一杯の者はとても「遊び半分j にはなりきれないと思う。遊び半分で遊び上手な学生がわ
が教育学部の大きな財産であると信じている。

信州大学教育学部

第一期信大 Y
O
U遊世間
文部科学省

フレンドシップ事業

授業科目名「社会体験実習J

事業目的
①信州大学教育学部の学生が地域社会の教育活動に参加することを通して、大学と地域社
会の連携・融合を推進する。
②自然体験・社会体験における企画・運営・振り返りに参加し、学生が自ら考え、自ら判
断し、自ら行動できる力を身につける。
③学生が地域社会での経験幅を拡大し、実践的指導力の基礎を身に付ける。

運営委員長丸山大輔（社会科学教育専攻
副運営委員長 藤田優子（生活科学教育専攻

3年
）
3年
）

【活動紹介1
0プラザ

「信大 YOU遊興譲館I

館長

1プラザ

「牟礼ふるさと農場j

農場長前崎伸周（教育実践科学専攻 3年
）
副農場長萩原美樹（言語教育専攻 3年
）

3年
）
副館長丸山大輔（社会科学教育専攻 3年
）
登校できなくて因っている児童・生徒を大学内に呼んで、学習のサポートや、学生が提
示するさまざまな体験活動から、子どもとともに成長していこうという活動です。

「一人の人聞が育つには、一つの村がいる。

五味測嘉（社会科学教育専攻

J
これは、アフリカのことわざです。

牟礼村には、広大な畑、澄んだ小川、豊かな森があります。これらすべてを利用してイ
ベントを行い、豊かな心を育んでいきたいと思います。また、牟礼村に住む子ども、お年
寄りはじめ、すべての村人と交流を深めていきたいと考えています。
また、今年は新たな試みとして牟礼村に来る他県からの修学旅行生の農業体験のお手伝
いや牟礼の年中行事の一つである花火大会のお手伝いなどもしていきたいと考えています。

2プラザ

「茂菅ふるさと農場j

農場長
北川伸尚（障害児教育専攻
副農場長宇良知子（生活科学教育専攻
丸山大輔（社会科学教育専攻

3年
）
3年
）
3年
）

茂菅ふるさと農場で、田植えから脱穀・収穫祭まで、年間を通して、地域の農家や JA
の方々に協力をしてもらい、子どもたちと一緒になっておコメ作りを中心とした活動して
いきます。

phu

3プラザ

「虹色アトム j

3年
）

プラザ長熊田賢人（障害児教育専攻
副プラザ長前崎伸周（教育実践科学専攻

3年
）

武井恒（障害児教育専攻

3年
）

虹色アトムには長野養護学校の子どもたちとかかわる 2つの活動があります。ひとつは
「楽しい放課後クラブ

にこりに参加する小学部の子どもと、月 l回のプール活動やム

ープメントを通しでかかわっていきます。もうひとつは「いるかクラプj に参加する中学
部の子どもと毎週金曜日にプール指導を通しでかかわっていきます。

4プラザ

「キャンパスプレーパーク j プラザ長 石関千絵（社会科学教育専攻

3年
）

副プラザ長原かつ江（教育実践科学専攻

3年
）

沖田幸子（生活科学教育専攻

3年
）

プレーパーク（通称プレパ）はこどもの自由な遊び場であり、地域の方との交流の場で
す。プレパには禁止事項がありません。こどもが大好きな人、たくさんの大人と知り合い
たい人、体力をつけたい人などなど一度プレパに足を運んでみてください。毎週木曜日

3

時〜 5時土曜日 l時〜 5時 信 大 W 館前の広場で会いましょう。

【提携団体】
「わらの会I

2年
）

代表渡遺彩（教育実践科学専攻
障害児を対象に親子の情報交換
子どもとのレク
活動日：月 1回

音楽療法、スポーツ
「信州須坂町並みの会I

代表秦千暁（生活科学教育専攻

4年
）

地元小学校の総合的な学習の時間の支援
】
「CYサタデースクールj

代表

4年
）

山本公三（教育実践科学専攻

基礎学習・農作業体験学習のチューター
子どもとのかかわり
活動日：土曜日午前中。月 2四年間 1
0回
「湯谷小子どもランドI

代表藤岡恵美（生活科学教育専攻

4年
）

湯谷小学校の子どもたちとその保護者との関わり

r日曜日。月 lo
r2回程度
活動日：土 o
「城山中間教室I

代表黒崎藍子（教育実践科学専攻
中間教室へ通う子どもたちとの関わり
活動日：毎週月曜日と金曜日

授業科目名：社会体験実習（通年）
担当教官

火曜日 5限 NlOl

：土井進
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2年
）

年間活動報告
5月

4月

6月

0プラザ

7月
基礎学習（プリントなど）

−
（
；
：
＼
・
大 Y0

u遊興議

圭
r
i
＇
°
ん
!
i
:
:
回
T
I
t

毎週月曜日・木曜日

畑 の 観 察 ・世話

9:00〜16
=
30

館

清掃

1プラザ

1
−
！
日 農作業体験の手 28日 じゃがいも芽かき、

牟礼ふる

伝い（学生 1
1名
）

土寄せ、草取り合戦｛雨天

イキング（子ども 33名 親

さと浪場

3
1日 じゃがいも、さ

中止）

1
4名 学 生 1
4名）

1
2日草取り （学生 2名
）

1
2日 そばまき、課題解決ハ

つまいも植え（学生 1
9
名
）

2プラザ

7日 田植え（糸車の会の

茂菅ふる

子どもたち子ども 1
6包 1
3日 水揚げポンプ当番（8

さと農場

学生 1
7名
）

8日回植え｛子ども 37
名親多欲学生1
9名
）

月 1日まで）
（学生 1
0名ほど日醤わり）

1
9日草取り （学生 6名
）

中旬草刈（学生多数）

3プラザ

22日 プール（子ども 7 20 日 ムープメント

虹色アト

名 学 生 5名
）

24 日 ムープメント（子 9日 プール（親子 6家族）

）
（子ども 9名 学 生 4 ども 5名 学 生 7名

ム

名
）

4プラザ
キャン／＇＼

｜村山九川副木曜日 1
5
:00
〜l
7
:00

スフレー
If
ーク

｜たこあげ、川遊び、畑仕事、竹とんぼ、同制ぴ、如、トロ遊広報び、問、焼き板、

XY サタ 19日園、算、英
デースク

1
0日園、拝、英

ール

28日 園、算、英

1
2日園、算、英

わらの会
｜毎月第 1、第 3土曜日 音楽療法など

域山中間

｜毎週月曜、金曜学生 2名

教室
湯谷小子
どもラン

｜毎月如、第 4土曜日 料理、ミニ運動会、竹食樹乍りなど

ド
須坂町並
みの会

2
5日

「須坂町並みフ

00
ェスト」（子ども約 1
名 学 生 7名
）
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｜

9月

8月

10月

11月

12月

学生による学習会

畑作業
体験活動
運動

散歩

折り紙

23 日 じゃがい

1
8日 さつまいも掘り、

228 牟礼大運動会、
1
3日そば打ち（子ども
そぱ刈り、お楽しみ企画 焼き芋（子ども 28名 2
4名 親 1
5名 学 生 1
7
（子ども 2
7名 親 1
1名 親 6名 学 生 1
3名
）
名
）

も掘り、看板作り
伴生1
2名
）

学生 1
4名
）

2日

48 p
者自刈りいイネーj稲

「すずめあ

っちいけ！ J

刈り

6日YOUフェス
「もちつきJ(
子ども 1
3名

0名 学
（子ども 3

ネットはり・稗取

3名
）
生2

親 6名 学 生 2
4名
）

り・草刈り（子ど

2
6日「だっこく J脱穀（子

1
3日「願いをコメて ・．

も2
3名 学 生 1
1

ども 2
5名 学 生 1
3名
）

まとめの会J(
子ども 29名
親多数学生 1
3名
）

名
）

3
0日プール（子ど 24 日 プール（子ども 4 1
8日プール（子ども
も3名 学 生 3名
）

名 学 生 4名
）

6名 学 生 4名
）

25日プール（子ども 3
日 学 生 5名
）

制 土 曜 日 ： 00
〜 附

｜

雪遊び、へ・−J
・；、たき火、 7
イーン体操、凧揚げ、お手玉、タイヤつみ、紙皿？＇ J
A
i
:
・
−
、 γT
ングル・ A

5日園、第、笑
27日園、算、英 2

22日図、算、英
6日 おもちっさ

｜毎月第一、第三土曜日菅練法など｜

｜ 棚 月 曜 、 錦 学 生 2名 ｜

｜毎月如、第 4土曜日糖、ミニ運動会、竹食斡り｜

却

0プ ラ ザ 信 大 Y0U遊興譲館
1. 0プラザ

「信大 Y0U遊興譲館j とは

「興設Jとは、中国の肯典『大学j にある、「一家設なれば、ー園設に興る 。Jという一
文に r
l
:
!来し、「奪うに援なく譲るに益あり、議る心こそ一国をも興隆させて行く根本精神で
ある Jという意味である。
「不登校の問題に、学生の力で何とか対応できないだろうかj そんな思いからこの信州
大学教育学部に不登校の子どもたちを H
手び、そこで彼らの居場所をつくりたいと考えて誕
生したのが、昨年度の第二期信大 Y0U遊広場の情動における「興譲館Jであった。

2.活動が成立するまで
昨年度、この「輿譲館Jに来た子どもたちは 1
6人で、学生や子どもたち同士のふれあい
を通して、自分の居場所を得て、自信を取り戻し、そのうちの何人かは自分の目標を見つ
け、その実現のために新たな一歩を踏み出して行った。しかし、まだ自らの目標を見つけ
られず明らかに困っていた子も 2人いて、「このまま終わり（閉館）にはできない。放って
はおけない。この子たちのために、もっと何かできることをしたい」と思い、昨年度の「興
誠館jの活動を改善 ・発展させて続けさせてもらえることとなった。
また、昨年度の「輿譲館J同様、今年度も活動始動前に県の教育委員会へお願いに行き、
「信大 Y0U遊興誕館Jを中間教室として認可していただいた。

2.目標 ・目的
3日（日）に開いた、第 2回目の「信大 Y0U遊興譲館J発足 ・始動へ向けて
今年 2月 2
の話し合いを経て、昨年度の「興譲館」における
さらに一歩具体化させて、

f
エネルギー充電機凶j という目標から

f
学校に登校できなくて闘っている児童 ・生徒が、基礎的な学習

や，農作業などを中心としたさまざまな体験を通して、自分の視野を広め、自分の自信に
なるものを見出し、学生や子ども同士でともに成長できる場をつくること j という目標へ
と変化した。

3.運営体制とそれについての反省
(1）運営体制
開館日時 ：月曜日と木曜日（祝日を除く）の午前 9時から午後 4時半まで
開館日数 ：39日
活動場所 ：信大教育学部旧附属小校舎の「松の部屋J
参加した学生
4年生 ：原山美樹（生活科学教育専攻）、小島澄（障害児教育専攻）、小川敦詞（理数科学
教育専攻）、菅原勇介（理数科学教育専攻）

3年生 ：五味測嘉（社会科学教育専攻）、丸山大輔（社会科学教育専攻）、下里洋平（社会
科学教育専攻）、前崎伸周 （教育実践科学専攻）、 北川伸尚（障害児教育専攻）、石
関千絵（社会科学教育専攻）、原かつ江（教育実践科学専攻）

2年生 ：黒崎藍子、林真由美、原絵里、渡辺彩（以上全て教育実銭科学専攻）
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参加した子ども： 7名。このうち継続して通ってきたのが中学生男子 2名
。
1日の流れ

09:00〜09:30
09:4
0〜10:20
10:20〜10:45
10:4
5〜1
1
:25
1
1
:3
5〜12:1
5
12:1
5〜 13:00
13:00〜13:20
13:30〜14:30

自由の時間にやることを自分で計画し、その後読書をする。
基礎的な学習（漢字プリントや様々な教科学習）をする。
畑や水槽の魚の世話や観察をする。
自由（自分で立てた計画を実行する。）
自由（自分で立てた計画を実行する。）
各自お弁当を持参して松の部屋で食べる。
清掃をする。
体験活動をする。
農作業を体験する。（主に月曜日）

14:40〜15:20
15:3
0〜16:1
0
16:1
0〜16:30
反省会

学生の考案した活動を体験する。（主に木曜日）
自由（自分で立てた計画を実行する。）
自由（自分で立てた計画を実行する。）
感想・連絡事項を書いて、下館となる。

主に木曜日の夕方 5時から行った。昨年度の反省会の反省を踏まえ、子ども理解につい
ての意見・情報交換をある程度ゃったら、その後は自分たちにできること・課題について
話し合っていくということになり、その通りに運営された。また、体験活動の準備もなる
べく反省会の時間にやっていこうとしたが、なかなかそこまでは手がまわらず別の時間に
集まって準備した。

(2）運営体制についての反省
昨年度は、「来るもの拒まずJという考え方から、小学生から高校生まで何人でも受け入
れるということで新聞やマスコミに募集を掛けたが、今年度は、 ζ の活動に参加したいと
いう学生が去年と比べて格段に少なかったため、また活動の体制も昨年度から来ている子
どもたちに合わせたものとなったため、受け入れは小・中学生、 8人までとした。かつ、
新聞やマスコミには募集を掛けずに、人づてで受け入れていこうということになった。通
っていた子どもの友達に手紙を書いたり、卒業した先輩の紹介で不登校の親の方と電話連
絡をしたり、不登校の子をもっ保護者の方の相談を受けたりなどしたが、結局今年度新た
に通ってきた子は l人もいなかった。また、開館日数も昨年度の水・木・金の週 3回から
月・木の週 2回とし、かつ開館時間も午後 7時まで聞いていたのを午後 4時半に閉館とし
たわけだが、妥当だったのではないかと思う。
個への対応というのは本当に難しいと思う。年齢、性別、能力、性格の違いによって学
生にできることが著しく変わってくるからである。もし、今年度新しい子が一人も来ない
ということがわかっていたら、毎日開館して（その分午前中だけ開館ということで限定し
たり、学生がいない時間もあるということにしたりして）、勉強を習慣化させていった方が
子どもたちのためには「実質上」良かったのではないかと思う。しかし、もしあと l人で
も新しい子が通ってきていたとしたら、勉強や体験活動といった今年度の体制を維持する
ことは難しかったのではないかと思う。なぜなら、去年からの経験で不登校の子にいきな
り勉強をやらせたり、何か体験的な活動をやらせることは不可能だということを感じてき
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たからである。

5
. 実際の取り組みとそれについての反省
(1）計画を立てる時間について
昨年度に引き続き、朝来たらまずは自由の時間にやることを予定表に書かせるというこ
とを行った。 2人のうち l人の子は主に折り紙、もう l人の子は主に運動（サッカー、車球）
と書いていたが、徐々にマンネリ化してしまったようで次第に何も書かなくなった。
反省：子どもたちの予定表が、計画（やりたいこと）でいっぱいになるような何か、夢中
になれるよう何かをほとんど提示できなかったことが反省である。

(2）朝の読書について
自制心や想像力をつけてもらいたい、活字を読む習慣をつけてもらいたいという思いか
ら今年度初めて導入した。学生が子どもに読んでもらいたい本を松の部屋に集めたことも
あり、 1人の子は本を 1冊読み終え、 2冊目を読むに至った。
反省：自由時間のとき、読書が習慣化した方の子が、習慣化していなかった方の子に対し
て「暇なら本読めばいいじゃん。j と言ったことに驚かされた。あまり積極的に読ま
なかった方の子にはもう少し厳しく読むように言っても良かったと思った。

(
3）朝の学習の時間について
昨年度に引き続き、今年度も朝の時間は漢字プリントを出発点とし、学生が作成した算
数や英語のプリント、日本や長野県の白地図プリントや英単語のつづり練習を行った。
反省：子どもは学生の手づくりの学習プリントに喜ぶ。同じ学習プリントに飽き飽きして
いたようなので、もう少し趣向の違うものを用意できれば良かったとも思ったが、
同じものを繰り返し反復させることも重要であると感じた。

(4）畑と水槽の世話について
柔道場わきにある「信大 Y0U遊興議館 OK農場」へ行き毎回水やりと草とりを行った。
また、学生が寄付してくれた熱帯魚を飼うためにえさやりも行った。
反省：何に対しでも関心の薄い子どもたちが、植物や生き物に徐々に愛着を持ち始めてい
った姿には驚かされた。植える・蒔く活動よりも世話をする活動の方が重要である
と感じた。世話の時間を設けて良かったと思った。

(5）自由の時間について
畑と水槽の世話が終わってからお昼までの時間と、午後の体験活動が終わってから振り
返りをして帰るまでの時間は自由時間とした。学生とのお喋り・コミュニケーション、紙
細工、折り紙、お出かけ（城山公園、善光寺御開帳参り、林部さんのお手伝い、西淳書店
への買い物、ひまわり公園、原種苗店へのおっかいなど）、運動（サッカー、卓球など）、
木万づくり、個人面談、その日休んだ子のお見舞いなどをした。その後、 2人の子どもが
勉強の必要性を強く感じているという状況を考え、 6月下旬から体験活動が終わってから
の 40分間は学習の時間にすることとし、主に英単語のつづり練習を行った。
反省：
①折り紙を特技・趣味とする子の能力・才能をもっと引き出してあげられたら良かった
と思った。また、もう l人の運動が好きな子にも充分に対応してあげられたら良かっ
たと思う。→個への対応の難しきだと，思った。
②子どもたちと一緒にポットラックパーティーに参加したり、土井研究室の棚を伏木研
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に出たり人の手伝いをすることは、非常に効果・刺激のあることなのではないかと思
った。それはおそらく、外に出ることで人や文化とのふれあいが必然的に生じてきて、
それが子どもにとっての自信や刺激につながっていくからなのではないかと，思った。
ともかく中にいるよりも外へ出ることが重要なことだと思った。
③前述した 2つの項目①・②と重なる部分もあるが、人間には体を動かすことが必要だ
と思った。簡単でも良いから楽しく運動ができる時間をもっとつくってあげられたら
良かったと思った。
④学生が自分の好きなことや特技を活かして、それを子どもたちに積極的に投げ掛けて
いくことができたら良かったと思う。新しく関係をつくっていく際にも、いかにして
自分らしさを子どもたちに対して発揮できるかが重要だと思う。自由な時間にこそ、
学生の真価が問われるのではないかと思った。

(6）お昼の時間について
昨年度の後半からは、松の部屋で子どもたちだけでお弁当を食べていたが、今年度は新
しく参加してくれた 2年生が中心となり、お畳の時間にお弁当を持参して継続的に参加し
てくれた。
（社会科学教育専攻

3年 五 味 測 嘉 ）

正直、最初は雰囲気が暗くて話をするのにも無理に盛り上げようとしていたが、徐々
反省： f
に自然に接することができるようになった。もう少し空き時聞があったなら、もっ
と外に連れ出していければ良かったと思う。J
（教育実銭科学専攻

2年 渡 遺 彩 ）

(7）掃除の時間について
昨年度は習慣化させることができなかったが、今年度から掃除の時間というものを設け
たこともあり、掃除をするのは当然のこととして習慣化させた。 6月下旬から自分たちが
使っているそれぞれの引き出しを整理整頓させることもさせたが、習慣化させることはで
きなかった。
反省：掃除はやはり当然のことだと思うので、もっと早くから断固としてやらせ、
て いけば
良かったと，思った。

(
8）体験活動の時間について
興譲館に通ってきていた子どもたちは、学生が何かをやろうと誘っても「やだ。 Jと言っ
て動いてくれないことが多かった。そのように何かをやることから避けてばかりの人間に
なってもらいたくないという思いから、学生が思いをもって考案する「やってみなければ
わからないj活動をとにかくやってもらいたいという思いから体験活動が生まれた。
①農作業体験（主に月曜日）
昨年度の 1
0月に土井先生から、柔道場わきにある畑を「興譲館でっかつてください。j
ということでいただいた。昨年度はホウレンソウのたねをまいてはみたものの、何も出て
くることなくそのままになってしまっていた。私は総合生活科分野の授業での野菜作りの
経験を活かし、農作業体験の楽しさを味わってもらいたいと思い、農作業体験を提案した。
畑の土深くに埋まっていた巨大なブルーシート取り除き作業から始まり、土おこしを経
n
o
n
o
J
vr句

jLU刊

a
：
二

究室に運ぶのを子どもたちと一緒に手伝ったときも感じたのだが、人間にとって、外

て、ジャガイモ、トウモロコシ、サツマイモ（苗）、ミニトマト（苗）を植えた。かっ、植
えっぱなしにならないように畑の世話をする時間を設け、水やりと草とりを習慣化した。
ジャガイモは 5
. 6kg収穫でき、前期の終館の日にカレーの材料としてつかった。トウモ
ロコシは自由に持って帰ってもらったが、腐らせてしまったものがほとんどだった。サツ
マイモは後期になって収穫し、焼き芋にしておいしく食べた。牟礼で収穫されたものとは
比べものにならないほどに大きかった。ミニトマト（苗）は 1
0本植えたが、食べ切れない
ほどに実った。
反省：とれたてのミニトマトを満足気に食べる姿や、 8 ・9月の閉館中も畑にやってきて
トウモロコシを収穫に来る姿を見て、畑をやって良かったなと思った。農作業とい
う活動から、苗種店へのおつかい、畑の看板っくり、収穫物をつかった調理など様々
な活動が生まれ、何でもいやがる子どもたちを動かすことができたことに驚かされ
た。週に 2日ではあったが、それでも牟礼や茂菅の活動よりも継続的に関われたと
思うので良かったと思った。月・木以外の日は学生で世話していかねばならず、あ
れだけ小さな面積でも非常に大変だ った。畑を管理することの難しさが学べたと思
った。
②学生が考案した体験活動（主に木曜日）
折り紙（模造紙や長方形・正三角形の紙でつるを折ることで数学と関連させた。）、人の
体についての学習（普段の食事の見直しと体っくり運動の実践）、興譲館の畑（のちに「信
大 Y0U遊興譲館 OK農場j と命名）の看板っくり、コンピュータ利用（デジカメで撮っ
た写真をパソコンに取り込みプリントアウト）、茂菅の田植えの手伝い、魚釣り、花壇づく
り、水槽掃除、版画、大掃除、カレー作り、焼き芋、朝日山登山などを行った。
反省：学生の特技や経験を生かした思いのある体験活動を提供することはとても難しかっ
た。提供する相手がなかなか意欲をもって活動に臨んでくれない子どもたちであり、
さらにそこに何らかの学びを求めることもあり、そうなると学生から案が出ること
はほとんどなかった。また、案が出て実際にやることになっても、その準備にはな
かなか人が集まらず悲惨な状態であった。しかしながら、苦労して準備したものは
やはり報われることが多かったと感じた。案の善し悪しにあまり囚われすぎずに、
子どもにやってもらいたいと思うものを、どんどん提示していっても良かったので
はないかと思った。

(9）振り返りの時間について
その日一日の感想を、予定表を振り返りながら書くということをさせてきたが、あまり
多くの分量は書いていなかった。また、学生の工夫により各時間（学習や体験活動の時間
など）を振り返っての自己評価ができるような予定表を作成したが、効果があったのは最
初だけで長続きはしなかった。学生は、子どもが感想を害いている時間に保護者への一日
の報告を連絡帳に書くということを行った。
反省：子どもが自らの思いを書くのは 1日のうちでこの時だけなので、もっとたくさん書
きたくなるような工夫ができれば良かったと，思った。子どもや保護者へ伝えておか
なければならない連絡を書き忘れることがあったことが反省である。

6
. 活動の終駕
今年度継続して来ていた 2人の子どものうち l人の子は、高校受験という目標を見出し、
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その勉強のために興譲館から自立し、後期からほぼ自宅で勉強に励むようになった。そし
て、今まで一緒にやってきた子が勉強のために興譲館に来なくなったことを受けて、もう 1
人の子も次第に輿譲館に来なくなり、 1
1月 23日（日）に行った朝日山登山の後、去年まで
「輿譲館 Jに通っていた 6人の子どもたちとの同窓会も踏まえた終館式を迎えることとな
った。

7
. まとめ
結局、今年度の活動は当初の私の思い通り、今年度継続して通ってきた 2人の子どもの
ためにやってきたものであり、それで良かったと思っている。
高校受験という目標を見つけ、自宅で勉強に励むようになった方の子はそのままがんば
っていってほしいと思うが、気掛かりなのはらう 1人の子の方である 。城山の中間教室に
はごくたまに行っていたようだが、継続的にではないし、学校の方に行く勇気はまだもて
ていないようである 。 しかしながら、私はその子と出会ってからの 2年間でできることは
ほとんどやってきたと思っているし、その子が興譲館に来なくなってしまった以上、私に
はもうどうすることもできないと感じている 。
終館式の日の最後に、「興譲館での日々を振り返って Jという題で思ったことを何でも自
由に書いて送ってほしいという手紙を渡したところ返事が返ってきた。内容は「勉強や畑
はいやだ ったけど、やってよかったと思っている 。みんなと 一緒にサッカーや野球ができ
て本当に楽しかった。 また会ったらやろう 。
Jというものであった。短いそっけない文章だ
ったが、私はこの手紙を読んで、続けてやってきて良かったと改めて思った。やはりその
子が求めていたのは運動 （
サッカーや野球）であり、私がその子に求めていたのもそれだ
ったのである ι
今後、不登校の子どもと関わ っていこうというこの活動がどうなってい くのか、私には
わからないが、その子に対して何ができるかと考えれば、それは一緒にサ ッカーすること
であり、訟の部屋に毎日来させて、読占：や勉強、畑の世話をさせることではなし、かと思う 。
要するに、不登校の子どもと関わ っていく上でこついう運営体f
f
l
l
].方法でやっていけば
良いという着実な法則のようなものは何年やっても生まれてこないと思うのである 。 しか
しながら、自分の目の前にいる子と継続的に関わりながらその子を理解しようとしていけ
ば、できること・やるべきことは自ずと見えてくる 。それを 1つ 1つ、少しずつでもやっ
てい くr そういうこと、それだけのことだと思うのである音
（
社会科学教育専攻

3年 五味淵嘉）

n
o

1プラザ牟礼ふるさと農場

1.牟礼ふるさと農場誕生秘話
「今年の牟礼の農場長をやってみないか。」土井先生から言われた一言にはじめは戸惑い
ました。なぜなら、去年の牟礼の活動には一度も参加したことがなかったからです。しか
し、今年度は新たなことにチャレンジしてみたいと考えていた私にとっては最高の機会で
あると思いました。最初、何をどうしたらいいのか全くわからず、戸惑い悩みました。し
かし、同じ三年生の仲間や、二年生のみんなの支えを受け、挑戦することを決心しました。
前年度は農作業を中心の活動を行ってきましたが、今年度は農作業に加えて、牟礼の自
然、の中で運動会をしたり、ゲームをしたりと新たな試みも行っていこうと思いました。
昨年同様、班を固定することで、子ども同士の関わりを大切にし、また学生が一年間通
して子どもと関わることでその変化をまぢかで体感しようと思いました。
今年は、毎週定例会を行うことで前回の活動の反省をしっかりと話し合い、次回の活動
にその反省を生かせるようにしました。毎週毎週二

三年生のスタッフが集まってくれた

おかげで活動に対する共通理解もしっかりとでき、仲間で活動する喜びを感じました。

2.今年度の活動報告
〈事前の活動〉

*3月 4日（火）
*3月 7日（金）

牟礼ふるさと農場スタート！
牟礼ふるさと振興公社、竹冗課長さんとの打ち合わせ（参加費 ・年間

*4月 2日（水）
*4月 21日（月）
*4月 29日 （火）

計画 ・植える作物についてなど）
第一回牟礼話し合い（以後、毎週月曜日定例会）
昨年参加してくれた子どもたちに、募集要項を発送
牟礼に行き、ジャガイモ植えを学生で行う 。

〈農場での活動〉
日時

5月 l4日（7｝
く
）

活動内容

参加者数

スタッフ

1
1名

−牟礼への修学旅行生（大阪から）の農作
業体験の手伝い

5月 3l日 （
土
）

−じゃがいも、さつまいも植え

6月 28日（土）

−じゃがいも芽かき、土寄せ、草取り合戦

7月 12日（土）

−そばまき、課題解決ハイキング

＼ ＼ ＼ ＼

一
一
〜
一
一
一
一
子ども 3
3名、親 14

19名
＼ ＼

1
4名

名

8月 23日（土）

−じゃがいも掘り、看板作り

1
2名

nHd
n4U

1
0月 1
8日（土）

−さつまいも掘り、そぱ刈り、お楽しみ企 子ども 27名、親 1
1
画（そばの豆知識クイズ）

1
4名

名

1
1月 22日（土）

−牟礼大運動会、焼き芋

子ども 28名、親 6名

1
3名

1
2月 1
3日（土）

−そば打ち

子ども 23名、親 1
2

1
7名

名
−この他、参加者の兄弟が参加したり、外から見守ってくださる保護者の方がいた 0
・五月、六月は雨天中止でした。

3
. 活動の流れ
一回の活動の流れを簡単に紹介する。
古活動1
〜 2週間前・・・農場パスポート発送、スタッフ募集、活動内容の確認、係決め
女活動前日・・・持ち物準備など
古活動当日

7:30

COOKING隊集合・昼食作り

8
:00

スタッフ集合・準備

8:20

出発

9:00

牟礼到着・準備・ミーテイング

9:30‑10:00

受付

10:10‑10:50

開会式
はじめの言葉
農場長あいさつ
土井先生のお話
竹元さんのお話
諸連絡・アイスプレイク

10:50
〜1
2:30

農作業

1
2:30‑13:1
5

昼食

13:20
〜1
5:00

牟礼の自然の中での遊び

1
5:00‑15:20

閉会式・解散
思い出写真を描く
土井先生のお話
竹元さんのお話
終わりの言葉

1
5:20‑15:50

片付け

16:00

出発

17:00

反省会（学部到着後）

解散
（教育実践科学専攻 3年前崎伸周）
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4.参加学生の感想
牟礼ふるさと農場
牟礼ふるさと農埼では、ジャガイモを植え た り、サ ツマイモを植えたり、そばを植えた
（｝しました

それを収穫して、焼きいちをしたり、 12 月に予定されているそば打ちをし た

りします。 他には、霊仙寺湖の周りをハ fキングしたり、農場で大運動会をしたりしまし
た。牟礼の活動の披初の頃は、おてんとさまに哀切られ続けあまり活動ができませんでし
たが、後半はだいたい活動できました。おおよそ 月 l位で活動していました。牟礼の活動
に来る子どもたちはやんちゃな暴れん坊が多く、各スタ ッフはき っとそれなりに苦労した
事と思います。 ｛実も苦労しました。言うことを聞かなかったり、殴られたり蹴られたりと
散々な思いをしてきたと思いますが、そうや って苦労して悩んだ数が多いだけ、き っと人
は成長するのだろうと思いました。子どもたちと接する 1
pで、一人ひとりそれぞれに課題
を見つけ悩み考え、それを実践したりして人は大き くなるのではないかと考えていました。
ぶ っちゃけ辛か ったこともありました。 自分でやりたいと思っていることはた くさんある
ので、休日の朝から活動するということに抵抗をすよえたこともありました。 しかし、時間
は作りょうで作れると思います。長野県で言う、「ず くJの出し具合だと思います。決して

J
!
：
たものはたくさんありました。 これから
無駄で はなかったと思います。 l年間 を通して 1
もこの l年 I
M
Jの牟礼の活動で学んだことを忘れずにこれからのいろいろな活動につなげて
いきたいと思います。牟礼の活動に関わってくださ った土井先生、振興公社の万々、保護
者の皆様、活動に参加 してくれたチどもたち、そして前崎農場長はじめとした一緒に活動
をしてくれた仲間すべてに感謝をしておりますn とうもありがとうございました。
（
教育実践科学専攻

2年 松 山 博一
）

牟礼ふるさと 農場での農業体験
牟礼ふるさと農場では、春にジャガイモ、サ ツマイモ、ソパを植え、それを中心とした
活動を行 ってきました。子どもたちは、上に入 って汚れることを苦に思わず、生き生きと
した桜子で活動をしていました。お迎えに来られた保説者の方からも「なかなかこういう

Jという戸をいただきました。
機会はないから、良い経験になると思う 。
しかし、振り返った時に反省されることは、

f
f
l
Hの使い )Jです。活動の中で、スコップ

や鎌といった用具を使用 しました。特に鎌は、 ソパ刈 りで使ったのですが、使い方の卜分
な説明ができていなかったため、それぞれの子どもが、ソパを刈 ることにしか意識をやれ
ておらず、周りで他の人が作業している

l
.
J
を気にできてドませんでした。 それによって大

きなケカはありませんでしたが、何かあってもおかしくなかったと思われます。そこが今
後の課題です。
、 6月 と雨が降ってしまい、ジャカイモとサツマイモを子どもたちは自
それから、 5月
分たちの手で植えることができ ませんでした。その後の活動の中で、ジャガイモやサツマ
イモ に関するクイズに答えたり、それぞれの班に分かれて看板作りをしたりし、子どもた
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ちも「どこに植えであるの？ Jとそれぞれに興味は示していましたが、実際、自分たちが
育てているという実感はなかったように感じられました。収穫の時に、自分たちの育てた
ものだという意識をもう少し高められていれば、より良かったです。しかし、ジャガイモ
やサツマイモを嬉しそうに探し、見つけたときは「あった！

Jと言って興奮して掘り起こ

している子どもたちの姿は、とても印象深いものでした。
（教育実践科学専攻

3年笠原千絵）

牟礼ふるさと農場
この活動は、豊かな自然の中で作物を作ったり、遊んだりする中で、子どもたちに豊か
な心を育んでほしいというのが目標でした。月に l回の活動は、自然の変化に合わせて行
われます。そのため、春から初夏にかけての時期は雨が降ってしまい、中止になることも
ありました。私たちにとっては、雨の日や陽射しの強い目、冬の厳しい寒さは活動を阻ま
れてしまうので、今まではただ「いやだなあ」と思っていたのですが、作物にとっては雨
や陽射しがなければ成長できないし、厳しい寒さがあるからこそ、春に暖かくなったとき
に元気に芽を出すので、欠かすことができないものだということを感じました。これは子
どもたちにとってもいえることだと思います。さまざまな苦難を乗り越えたとき、自分と
は違う「他人Jと出会い、受け入れようとしたとき、人は大きく成長できると思います。
この活動では、新しく出会った友達と一緒に農作業をしたり、ゲームや運動会をして遊び
ます。「遊ぶJということを通して子どもたち同士が親しくなっていくこと、作物の成長を
見ながら四季を身体で感じることができるこの活動は、現代の子どもたちにとってとても
よいものだと思います。様々な人とふれあうことで、子ども一人一人の心の中に新しい考
えや感情をいれてあげることはとても大切だと思うので、牟礼での活動は私にとっても多
くのことを学ぶことができたし、子どもにとってもよい体験になっていると思いました。
（生活科学教育専攻

2年 中河亜実）

牟礼の自然で遊ぶ
畑がどこまでも広がり、周りには木が生い茂っている牟礼。空気はとても澄んでいて、
牟礼に行くたびに大きく息を吸い込みたくなりました。私たちは、この牟礼の自然を目の
あたりにし、この自然、を活かした遊びもしてみたいと思いました。農作業の合間に、農作
業とはまた別の自然との関わり方をしようと考えたのです。それが、霊泉寺湖での課題解
決ハイキング、畑に立てる看板作り、収穫が終わった畑でのミニ運動会につながりました。
どれも、広い大地、木、土、草などの自然、を利用した活動内容です。夢中になって活動を
続ける子どもたちの姿を見て、私たちはやりがいと手ごたえを感じました。しかし、同時
に多くの課題や反省もありました。
自然には様々な関わり方があると思います。それは自然、以外のものにも言えることです。
ただ見方を少し変えるだけで思いもよらない発見があること、それを忘れずこれからの活
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動に活かしていきたいです。

（教育実践科学専攻

3年 怯土智美）

5
. 農場長反省と今後の課題
｜
＊全体を通して｜
今年度反省すべき 一番の点は 、忘れ物の多さである 。毎回必ず何かしら忘れ物をしてい
た。忘れ物をすることは、絶対になくすことは不可能なことなのかもしれないが、それに
してもうっかりという ことが多かったように思う 。これは、プラザ内での連携や、役割分
担がきちんとできていなかったからであると思う 。
一方、今年度最もよかった点は、毎週月曜日の授業後を定例会として、時間をかけて一
回一回の活動を振り返り、 一回一回の活動を時間をかけて練ることができた。特に二年生
の出席率が高〈、とても助けられた。ただ活動をするだけでなく 、活動をする前に目的を
みんなで話し合い、活動後には活動を振り返り、次に生かす。 これを念頭においていたも
のの、準備などに多くの時間をとられ、目的に関しての話し合いがおろそかになってしま
ったのがとても残念であ った。
｜
＊農場パスポートの活用に関して｜
活動への出欠を確認する ために、農場パスポートを発送し、返信してもらっていた。
パスポート という割には、当日持ってきたからどうなるというわけでもなく、扱いが不明
瞭であった。子どもにとっては、一ヶ月に一回の活動以外での学生とのコミュニケ ー ショ
ンの場であると思うのでもっと大切にすべきであったと反省している。

‑43ー

2プ ラ ザ 茂 菅 ふ る さ と 農 場

1.茂菅ふるさと農場 とは
平成 1
2年度）の時に、子どもた
茂菅ふるさと農場は、第 7期信大 Y0U遊サタデー （
ちと 一緒に農作業体験をすることを目的として始まった。子どもたちと共に土を耕し、自
然とふれあい、そしてそれを肌 で感じる 。そうした体験を通して、お米の知識を得ること
ばかりではなく、日々の活動から人間 としての成長を 目指した、つまりは「土づくりによ
る人づくり Jを目指した活動である。昨年度からは、それまで畑として使用していた土地
も田んぼとして、計 6aの田んぼでお米作りをしてきた。今年度も昨年度と同様に、 6a
の田んぼにうるち米ともち米を約 7:
3の割合で作ることとなった。
こうした茂菅農場での活動は、農家である林部さんご夫妻、 JAの方々、茂菅地区育成
会の方といった多くの方々の ご協力に支えられている 。その支えがあって初めて 、地域の
子どもたちとそのお父さん、お 母さん、そして学生、教官が一緒になって iつひとつ手作
業で心をこめてお米を作ることができるのである 。こうして多くの人々の和の中でできた
お米は、 lつにはアフリカのマリ共和問へ送られている c 茂菅農場は、国際協力団となっ
ているため、食料がな くて困っている人たちへ収穫したお米のうちのいくらかを送ってい
るのである。 もう lつには、昨年度農場で係れたお米は、今年度の牟礼や茂菅を始めとし
た活動の際に、昼食として、私たちの／］の源として活用される 。

2.今年の茂菅ふるさと農場の特徴

4年目となる今年の茂菅の活動では、 主に 2つのことを新しく取り入れて行ったc まず
lつ目は、 養護学校 の子どもたちも農場 に呼んで一緒に活動をした、ということである 。

3プラザ「虹色アトム J
の活動で一緒に活動してきた養護学校の子どもたちを呼ぶ ことで、
参加者に広がりを持つことができた。それと同時に、昨年度の活動を終えて 一つの課題と
なっていた「プラザ聞のつながりの弱さ」というものを解消する 1つのきっかけともな っ
たのではないかと感じる。障害をも った子たちと 田植えをしたことは、参加 してくれた子
どもたち、お父さん、お母さん方にも楽し く、貴重な体験とな ったようである。 また、そ
れは学生スタ ッフにと っても貴重な体験でもあった。
もう Iつの特徴というのは、「茂菅ふるさと農場通信j という情報冊子を活動の合聞に
子どもたちに向けて発送したことである。活動と活動の聞には、短くても約 1ヶ月の時間
がある。その問にも農場での稲さ んたちはグングンと成長 していく 。気がついたときには
もう稲かりだった、気がついたらお米ができていた、そうしたことがないように、少しで
も今の農場の様子を伝えられればと思ったことが通信発送のきっかけであっ た。本当は週
に一度とか二週に一度ぐらいの間隔で、皆で集まることが出来ればよいのであるが、それ
もなかなか難しし 」 そのため、通信という形でも良いから様子を伝えようということであ
った。通信に対する声は、まだ参加者の方からは聞いていないのであるが、少しでもその
時々の農場の様子を感じることができ、次の活動が楽しみになるようなものであ ったので
あれば、発送した価値があったと思う 。

‑44‑

3
. 活動報告
今年度の茂菅ふるさと農場での活動は以下のようであった。
日時

3月下旬

内

容

参加者

スタッフ

今年度の活動について学生のみで話し合い

4月 4日（金） 今年度の活動について、協力者の林部さん、
1
4
:
0
0〜1
6
:
3
0 大内さんと話し合い

学生 3名

4月 1
3日（日）
茂菅地区育成会の方との話し合い
1
4
:
0
0〜1
6
:
0
0

学生 4名

5月 27日（火）
1
5
:
0
0〜1
8
:
0
0
6月 4日（水）
午前

6月 7日（土）
9
:
3
0〜1
2
:
3
0

学生多数

・農場にて田おこし、あぜシート整備

教官 l名

学生多数

−代かき

教官 1名

第一回活動『田植えしたよ！口 j
→養護学校の子、いとぐるまの会の子た
ちとの手での田植えの活動

子ども 1
6名

学生 1
7名

保護者多数

教官 l名

子ども 3
7名

学生 1
9名

保護者数名

教官 l名

第一回活動『田植えしたよ！口』

6月 8日（日）
1
0
:
0
0〜
1
5
:
3
0

→茂菅地区の子、昨年参加の子とたちと
の田植えの活動。植える子、苗を渡す
子、苗を運ぶ子の 3グループに分業し、
ローテーションしての田植えの作業

6月中旬
〜7月下旬
7月 1
1日（金）

田んぼの草取り作業

学生多数

→授業や運営委員の時間を使い田んぼの

教官 1名

雑草（稗など）をとる

f
茂菅ふるさと農．場通信 N
o.l1発行

7月 1
2日（土）
田んぼの草取り作業口（自由参加）
1
5
:
0
0〜1
6
:
0
0

学生 2名

7月 1
3日（日）

学生 1
0名

〜 8月 1日
（
金
）

田んぼの水揚げポンプ当番

わり）

は 6時に閉めに行く

7月 1
9日（土）
田んぼの草取り作業口（自由参加）
1
5
:
0
0〜1
6
:
0
0
第二回活動『すずめ、あっちいけ！

8月 2日（土）
9
:
0
0〜1
2
:
3
0

ほど（日替

→朝は 6時にポンプを開けに行き、夕方

子ども 2名

学生 6名

子ども 2
3名

学生 1
1名

保護者数名

教官 1名

子ども 30名

学生 23名

保護者多数

教官 1名

J

→ 4、 5人のグループで 1つぐらいずつ
案山子を作ってたてたり、鳥よけネッ
トを張ったりする活動
第三回『稲かり、いイネ〜！』

10月 4日（土）
9
:
0
0〜1
6
:
0
0

→稲かり用カマを使って手で稲を刈り、

1
0株ずつ束にして縛り、はぜにかけて
干した活動
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（午前中は学生だけで、午後は子どもたち
と稲かりをした）
第四回『だっこく j
→千歯こき、糖み、ハーベスター等を

1
0 月 26 日

｛吏つての脱穀の活動

（
日
）

（午前中は学生だけで、午後は子どもたち

9
:
3
0〜1
5
:
3
0

子ども 2
5名

3名
学生 1

保護者多数

教 官 l名

と脱穀を）
−『茂菅ふるさと農場通信 No.2J発行

12月 6日（土）
9
:
3
0〜 1
2
:
0
0

第＝回 Y0U遊フェステイパルにておもち

子ども 1
3名

っきの講座「わーい！べったんおもちつき

保護者・一般

6名

〜茂菅でとれたお米だよ〜J
第五回活動

『うマイっ！思いのコメったも

1
2月 1
3 日 すげヨネ〜 J
→今年取れた新米を使つてのお寿司パー

（
土
）

1
0
:
0
0〜1
5
:
0
0

学生 2
4名

ティーと今年のまとめの会

.
r
茂菅ふるさと農場通信

子ども 2
9名

3名
学生 1

保護者多数

教 官 1名

No.3J発行

茂菅ふるさと農場の活動に当初から登録しているのは、子ども 4
6名、保護者 7名、学
生

1
4名であった。しかし、特に茂菅スタッフに登録していない学生も毎回の活動に大勢

参加してくれた。

4
. 活動のすすめ
各活動においては、体験することに重点を絞り、なるべく多くの時間を体験作業に当て
ることを意識し、進めていった。活動の流れは大よそ以下のようである。

.1、c
o
o
k
i
n
g隊出動（約 60分）・・・おにぎり作り

O、スタッフ集合・打ち合わせ（約 1
5分）・・・本日の活動について流れ・内容、学生
の動き、グループ等の確認、
口農場へ移動して会場準備

0分
）
し受付（約 3

・・・農場にて子どもたちを迎える、名札つけ。

2、開会式（約 1
5分
） ・・・農場長、土井先生、林部さん、大内さんのお話、活動説明、
3、各体験活動（約 6
0〜90分
） ・・・田植え、案山子っくり、稲かり、脱穀などの体験、
4、休憩・思い出絵日記記入（約 30分）
・・・活動の振り返り、
5、閉会式（ 1
5分
）
・・・農場長、土井先生のお話、
6、後片付け
稲かり、脱穀の活動では、午後からの活動としたために、午前中に会場準備を兼ね、学
生のみでの事前稲かり（脱穀）講習会という形をとった。学生同士の交流・体験に意外と好
評であった。
（障害児教育専攻
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3年 北 川 伸 尚 ）

5
. 参加学生からの声
・子どもたちと一緒に田植えから収穫まで手作業でできて、楽しかったです。お米作りの
ことは知らないことばかりでしたが、収穫までの体験でたくさん学ばせてもらいました。
みんなでがんばった後のおやつはとってもおいしかったです。
（生活科学教育専攻

3年字良知子）

・普段、何気なく食べているお米。そのお米を食べるまでの大変さを実感できた一年でし
た。スタッフのみなさん、お世話になったすべての人に感謝です。
（社会科学教育専攻

3年丸山大輔）

・はだしでの田植え、かかし作り、かまを使つての稲刈り、千歯こき・唐みで ψ脱穀・・・
貴重な体験がたくさんできました。
今年は私にとって、今までで一番の豊作の年となりました。私は茂菅と、一緒に活動し
たみんなのことが大好きです。

（生活科学教育専攻

2年 神林彩井）

・茂菅での活動は大変ではあったが、とてもやりがいがあり、充実した内容であった。
（社会科学教育専攻

2年仲埜陪介）

・ことしもたくさんのお米がとれてよかったね。小さい子もがんばっていたし、大きい子
はさすがだなあとかんしんするうでまえを見せてくれたよ。みんなお米といっしょにどん
どん大きくなっているんだなあとおもいました。らいねんもたのしみです。
（生活科学教育専攻

4年那須紋子）

・・今年も田植え、かかしづくり、ネットはり、稲刈り、脱穀と体験できたことを嬉しく思
ってます。林部さん、大内さんといった田んぼの名人から教わり、北川農場長が学生スタ
ッフに伝え、学生スタッフが子どもたちに伝えて、できあがったお米です。お米を作るの
に 50人以上の人が、何回も田んぼに足を運んでいます。こうやって田んぼで人とのつな
がりができていきます。このことを大切にしていきたいですね。
（教育実践科学専攻

4年山本公三）

・次世代へそして世界の人々へつなげるための米づくりかな
（社会科学教育専攻

3年五味測嘉）

・素晴らし活動は、林部さんと農場長、スタッフの力だと思います。
（障害児教育専攻

3年熊田賢人）

・米所、新潟県人の私にとって、ここでの活動はとてもいい経験になりました。暑くても
寒くても、元気に子どもたちと活動できて、とても楽しかったです。
作業をして、みんなで輸になってたべるおむすび、最高においしかった。自然よ
がとう。お米さん、ありがとう。

（生活科学教育専攻

あり

3年 長野幸恵）

・稲を植えるところからかかしをつくずですずめよけをして、稲刈り、脱穀まで、自ら経
験することの大切さを学ばせていただきました。自然と直接触れ合って、とても楽しそう
に活動をする子どもたちと一緒に自分自身も楽しくできたなあと思います。
（生活科学教育専攻

3年松田朝子）

・5月に田植えをしてから 5ヶ月たち、りっぱなお米ができましたふ毎日毎日何気なく食
べているお米がこんなにたくさんの手間と時間をかけて作られていること実感し、これか
らはー粒ー粒かみしめて大切にいただきたいと思います。みんなで一生懸命作ってとって
も楽しかったです。ありがとうございました。

（生活科学教育専攻

3年 中嶋婦美子）

a唖

・回棺え経験簿の紅白身が、昔にタイムスリ ップすることができて楽しかったです。大正
女のたしなみが得られました。

4年 佐々木美緒）

（
心理臨床専攻

・念願の茂菅の活動に、回数は少なかったけれ と、参加できて嬉し、楽しでした。

4年 増 由 美 和 j

（障害児教育専攻

−今年の茂菅の活動には田植えに参加させていただきましたド障害をもった子供たちとか
かわってきた経験がほとんどなかったので当日までは緊張の連続でしたが、一緒に組にな
った男の子と田植えをしてみると、いつのまにかそんなことも忘れていました。貴重な体
験ができました。ありがとうございました。

4年 島田綾香）

（
社会科学教育専攻

・茂菅の活動に参加して今年で 3年目でしたが、毎年新しいことがあって楽しく作業する
ことができました。
今年は田植えしか参加できませんでしたが、夏に茂菅の田の横を通った時、稲が青々と
成長している姿をみたらなんだか嬉しかったことを覚えています。子どもたちとのかかわ
りを含め、たくさんいい経験をさせていただきました。
（社会科学教育専攻

4年 坪 野 さ や か）

・米一粒つくるにしても 、いろんな人の苦労があり、努力がある 。 自分が実際に体験して
みることで気がつきました。

（障害児教育専攻

3年 武井恒）

・稲から植えて、お米になるまで育ててい く活動を通して、農家の人たちにありがたさや
食物の大切さも分かったり、その中での人との出会いもあったりで、すばらしい活動だと
思います。

（障害児教育専攻

3年 村岡久美）

・田植えに参加した。長野養護学校の子たち、そしてその兄弟と、土に触れて体験するこ
とが出来た。アトムの立ち上げの時、あるお母さんは、「地域に畑仕事のできる場所があっ
たら ・
.
.Jとおっしゃっていた。 その願いを今叶えることが出来てとても嬉しく思う 。
（
生活科学教育専攻

4年原山美樹）

・お天道様に感謝し、子どもの笑顔に支えられながら、今年も無事米を収穫できました。
この一年、自分の中で何が変化したのか、課題は何かを見つめ直し次へつなげていきます。
（理数科学教育専攻

4年 花村尚美）

−田植えに参加しました。田んぼの中に入ってやわらか〜い土の感触を直に感じて、自然
に対してやさしくなれた気がしました。子どもたちといつも体験しない田植えができたこ
とは、本当に楽しくよい経験ができましたむ

（
生活科学教育専攻

4年 藤岡恵美）

・茂菅ふるさと農場は、とーってもステキな所です。 トンボさん、クモさん、カエルさん、
バッタさん、稲さん、そして心の温かい、いろんな人達に出会えます。
私は稲かりに参加させていただきました。みんなで協力したら、あっという聞に刈り終
えることができました。楽しい思い出がまた一つ増えました！
（
生活科学教育専攻

2年松淳栄美）

・子どもたちが嬉しそうに自分たちが可愛がってきた稲を刈 っている姿が印象的です。自
然の中での子どもたちの表情はとてもキラキラ ロしていました。参加できてよかったです。
（教育実践科学専攻 2年渡塗彩）
−一年かけてお米も子どもたちも学生スタ ッフも、とっても成長したと思います。これか
らもたくさんの人達の手で、茂菅を、 Y0U遊世間を楽しい場所にしてゆきたいです。
｛教育実践科学専攻
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2年 原 絵 里）

・楽しかった！ありがとう！！

（教育実践科学専攻

2年 松山博一）

・イネ刈り初体験。かまで刈って、なわで結んで、はぜかけをして、すずめ避けにネット
をかぶせて、みんな手作業でやりました。手が痛くなった分、おいしいおコメができるね。

2年富岡須子）
（社会科学教育専攻 3年 石関千絵）

（生活科学教育専攻
−茂菅って・・・ステキ！

モスゲマン、万歳！

6
. 今年度の活動の反省
今年も無事、収穫までたどり着いたわけであるが、やはり沢山の反省点があげられる。
大きくは次の 3点である。
｜反省のない活動｜
今年の活動には反省の機会がなかった。最初の活動の時だけであった。やはり、何らか
の活動をしたのであれば、ほんの小さな活動であっても関わった人全員で意見を出し合い
次に生かしてく。これが当然のことである。しかし当然のことなのだがなぜか忘れてしま
っていた。活動が終わった直後、その感情、印象を忘れないうちにほんの少しでも良いの
で語り合う時間を設けなければならない。そのような意味で、今年はただの活動でしかな
かったのかもしれない。
｜少人数での準備｜
呼びかければ協力してくれる人はいたはずだ。しかし、その一声がかけられなかった。
一声かけても、協力してくれる人とうまく仕事分担することができなかった。活動当日に
だけ参加して「楽しかったよ。ありがとう。 jという声は沢山聞けた。だが、一緒に準備を
して始めて協力して活動する楽しき、嬉しさが味わえるものだ。そういう意味で、楽しき
の表面にしか触れられなかったように感じる。
｜準備の取り掛かりの遅刻
毎回、準備の取りかかりが遅くなってしまい、前日まで必死に準備することが多々あっ
た。大学の授業の関係で仕方がない面もあったが、一つの活動が終わり、反省し、すぐに
次の活動へ向けて進める。そういうサイクルを続けていかなければならないと感じた。
しかし、本当に l回だけでも参加してくれた学生が沢山いた。そういう意味で、全く初
めての人にも入ってきやすい活動はできてはいたのかもしれない。
（障害児教育専攻

3年北川伸尚）

スゲマン！活動日をは
じめ、農場パスポート
や農場通信にも欠かせ
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3プラザ虹色アトム
1
. なぜ「アトム Jなのか
みなさんは、「鉄腕アトム j と「鉄人 28号jをご存知か？どちらもロボットである。「鉄
腕アトム jは自分の意志で自由に動くことができるが、「鉄人 28号jは人に操作されて動
くロボットである。これを受けて、「子どもたちを塾企主活動ではなく、子どもも学生も一
緒になってのびのび活動したい！ !
Jという願いを込めて、第 2期の「信大 Y0U遊広場J
にこのプラザ名が誕生した。

2
.虹色アトムができるまで
「鉄腕アトム j では、長野養護学校の保護者の有志で運営されている「楽しい放課後ク
ラブにこ 2
Jの活動に協力させていただく形で、活動が始まった。また、中学部の子どもた
ちは、昨年 1
0月よりサンアップルでのプール活動へと移行していった。今年のアトムで
は、小学部の f
にこ 2
Jと中学部の「いるかクラブjの 2本柱で活動の指針が決まった。
今年は「虹色アトム」というプラザ名で立ち上げた。「虹色Jとは、アトムだけの活動
だけにとどまらず、プレーパークや茂菅、牟礼の活動などに参加してほしいという願いを
込めて生まれた。つまり、色んな「色＝活動」を、子どもたちに体験してもらいたいとい
う形の表れである。そして、今年は茂菅の活動に参加する子どももいた。

3月に今年の活動内容について話し合ったところ、施設の状況などからサンアップルで
の活動がメインとなった。活動内容は保護者の方々の希望により、プール指導とムープメ
ント教育を、月 1回の割合で行うことが決まった。
プール指導とムープメント教育を行うにあたって、学生は一体どれだけのことができる
のだろうか。私自身、大学の講義でムープメント教育に触れたものの、とても実践できる
だけのスキルと知識が身についたとは思わない。そこで、今年 3月 21日に行った学生代
表（武井、前崎、熊田）の話し合いの中で、反省会は当然として、知識の向上を目指す勉
強会の時間を作ろうということになった。勉強会は「鉄腕アトム jにて出された課題でも
あり、私自身このような時間を持ちたいと考えていた。
それは、自分の様々なボランティア経験から通して「ただなんとなく j やっていては、
意味がないことを実感していたからである。一つひとつ意味と意義のある支援ができるよ
うになってこそ、アトムの願いである「子どもも学生も一緒になってのびのび活動したいj

r

がたち成されるのではないかと思う。そのために、勉強会のテーマは「自閉症の理解J ム

r

ープメント教育の意義J自閉症児への基本的な対応Jを取り上げることにした。特に、「自
閉症児への基本的な対応jは、去年のにこ 2を通して私自身が学んで生まれたひとつのエピ
ソードがあった。この内容は去年の実践記録として載せた。拙い実践と小さな事実かもし
れないがよ特に障害児教育を専攻していない学生にとって、自閉症児への対応を考えるき
っかけになればと思い、勉強会に取り上げることにした。
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3
.2
0
0
3年度の活動
．にこ 2
日時

#1
4/22 （火）
#2
火
）
5/20 （
#3
火
）
6/24 （
#4
（
水
）
7/9
#5
火
）
9/30 （
#6
金
）
10/24 （
#7
土
）
10/25 （
#8
11/18 （
火
）

活動内容

場所

参加人数

プール

サンアップル

子ども

7名

学生

5名

サンアップル

子ども

9名

学生

4名

ムープメント

サンアップル

子ども

5名

学生

7名

プール

サンアップル

親子

6家族

学生

0名

プール

サンアップル

子ども

3名

学生

3名

プール

サンアップル

子ども

4名

学生

4名

プール

サンアップル

子ども

3名

学生

5名

プール

サンアップル

子ども

6名

学生

4名

体育館
，
ムープメント
体育館

4
.r
虹色アトムJ
の活動を振り返って
まず、何よりの成果として、子どもの姿と自分の支援が具体的に話し合われるようにな
ったということが挙げられる。「今日は楽しくできた J「うまくかかわることができなかっ
たJなどという抽象的な反省ではなく、もっと具体的に突っ込んだ反省会ができるように
なった。これに伴い、場面の再現力の向上と具体的事実の情報の共有ができるようになっ
た。また、「私だったらこの場面では、このようにしてみる jなどの代案を示すことで、ア
ドバイスの価値が上がっていったと思われる。
また、周囲の学生の対応や、一般利用されている地域の方とのかかわりなどを通して、
その場で実行していく姿もあった。その場での自分の最善を尽くしていった証拠だと思う。
そして、今後のあり方を考えると課題も見据えていかなければいけない。
第一は学生スタッフの参加状況である。授業の関係上仕方ないが、決して十分とは言え
ない人数である。子どもたちには担当の学生と楽しい時間を過ごしてもらいたい。そして、
保護者の方々には、その時間だけでも自分たちの時間を過ごしてもらえる環境を作りたい
と思っていた。そのために、スタッフ確保は必要である。
第二は児童理解である。去年のシステムを引き継ぎ、子どもの担当を決めてきた。しか
し、毎回同じ学生が担当できない場合も生じてくる。その時の児童理解の共有が甘かった
と思う。だから、子どもごとに反省会の項目をまとめて、その時の担当学生に渡すシステ
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ムを作ることができればよかったと思う 。
第三にプール指導において初心者であったことがある 。 いるかクラブに参加した時に、
指導員の万から、いくつかの指導技術を教えてもらったことはあった。 しかし、レディネ
スを考えると実態に合っていないので、そのプール指導はできなかった。学生スタッフで
セミナーに参加するなど、外部への勉強会も考えていければと思った。
私はこの虹色アトムのプラザ長を通して、何より統率者としての使命と組織の大切さを
学んだ。組織は統率者を鏡で映したように、そのまま反映されていく 。 だから、自分のひ
とつひとつの仕事の大切さを実感した。例えば、組織やシステムをしっかりと確立するこ
とで、児童理解の共有がもっと広がったかもしれない。今年は未熟な自分の統率者として
の力量分だけしか、情報の共有ができなかったと思う 。統率者の

r
r任は重い。組織やシス

テムを常に改善の対象と見ていくことで、それが磨かれ残ってい くものであると思う 。 プ
ラザ長として学んだことを、これからの自分と「にこうと「いるかクラブjの活動に活か
していければと思う 。
（障害児教育専攻

3年 熊 田 賢 人）

にこ 2レポート
普段プールで子どもと関わることは少ないと思います。にこ 2はそのような機会を与えて
くれました。 しかし、今までプールで関わる機会がなかった分、プールという空間で何を
して過ごし、その中で子どもとどのように接すれば良いのかが、難しい点でした。代表の
熊田君が事前に、その日ペアを組．
む子どもの好きなこと、遊びなどを教えてくれました。
それは子どもと関わる上でとても助かりました。今後は、にこ 2は遊ぶことが活動であるの
ですが、その子がプールでの好きな遊びはもちろんのこと、どのくらいまで顔をつけられ
るのか、泳げるのか、何を目標としているのか、何が嫌いなのかなどの情報をもっと得ら
れると良いと患いました。
（私がにこ 2に参加させてもら ったのが最近なので反省会に出た
ことがな く、実際にはみんなは反省会での情報交換で子どもの株子を把握しているのかも
しれなのですが。
） 出た回数は少ないけれど、楽しいのと同時に頭はフル回転で一瞬一瞬子
どもとの関わりを大切にしたことで、本当に良い経験をさせていただいたと思います。
（障害児教育専攻

3年 木 村 理 子）

にこ 2の活動に参加して
「
月 l回、障害を持つ子どもの プールやムープメント活動に参加してみないか。
Jある日
友たちにこんな誘いがありました。水泳には少なからず自信があったので私はこの誘いを
受けることにしました。 こんな何気ないやり取りから始ま った『にこ 1の活動は、私に多
くの事を体験させ、考えさせ、成長できる機会を与えてくれました。
私はこの活動に、できるだけ都合をつけて多く参加できるようにしました。何回か参加
していると、子どもたち一人ひとりの好みが分かつてきました。 しかし、回数を重ねてい
く中で楽しさと同時に不安も広がっていきました。その不安とは、私とペアになった子ど
もが、その活動を有意義なものだ ったか、楽しいと感じてもらえたのか、ということでし
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た。 というのも私は毎回の目標というものがもてず、子どもたちと毎回ただ接していただ
けでした。 月に l回というペースに原岡カfあるのかもしれませんが、毎回ペアとなるチど
もとの関係づくりで時間が終わってしまったり、大幅に時間が取られたりしてしまったり

手
しました。 例えば水泳では毎回こどもとの関係づくりに始終するのではなく、子どもがi
}
Jや圧力を身体全体で感じたり、泳ぎ方の練習をしたりするようなその子その子にあった
メニューも大切ではないか、と思うようになりました。 しかし現状は、子どもがしたいこ
との後ついて回るという様子で、こちらから何かを提供するということはなかなかできま
せんでした。他人からとやかく言われない環境でストレスを発散することも必要だと思う
のでそれはそれで良いと思います。 しかしそれだけではなく −

.
e
rした目標に基づいた遊び

のようなものも取り入れると活動に幅が出るのではないかな、と思いました。
今年の反省を来年に活かしてよりよいものにしていきたいと思います。
（障害児教育専攻

3年 深 瀬 人 寛）

スモールステ ップの大切さ
にこ 2の実践を過して実感したことは、スモールステップの大切さでした。K君を担当し
たときのことです。
最近プールに顔をつけることが少なくなっているということを聞いて、
その日は顔を水の中につけることを目標とすることにしました。水に浸かりながらまずは
普通に水上でじゃんけん。 そして次は水の中でじゃんけんを試みてみたところ、意外にも
簡単に K君は水に顔をつけてじゃんけんをしてくれました白そこで、プールサイドにいた

K君に水中に浮かべたフラフープに向かつて水に入るように促したり 、水の中で立ったり
浮いたりしている K君にフラフ−，7＇を何度も通すということを通したりすることによって、
『フラフープをくぐる j という意識を持ってもらうようにしました。すると、何度もこの
ようなことを繰り返すにつれて、水の中で縦に持ったフラフープも得意のパタパタで通れ
を持ってきて 3つに増やし、水の中で
るようになりました。最後は K君自らがフラフー 7＇
縦向けに 3つ並べたフラフープをも泳いで通れるようになりました。
子どもたちは、スモールステップで少しずつ段階を踏むことによ って、抵抗なくいろいろ
なことに挑戦ができるようになります。せっかく

f
にこ 2
Jというプールの時聞があるのだ

から、子どもたちに少しでもたくさん身体を動かしてもらいたいと思います。 そのために
も、子どもたちがたくさん「にこ 2
J笑顔をみせてくれるような実践を行えるように私も頑
張っていきたいと思います。
（障害児教育専攻

3年 黒石可奈）

． いるかクラブ

1.いるかク ラブと は
平成 1
4年 1
0月より、建議学校中学部の「にこりメンパーに水泳の志望者を募り、「に
こりの活動とは別のクラブとして活動を開始した。詳細は以下の通りである 。
クラプ名： いるかクラブ
対象： 養護学校中学部の生徒（「にこリメンバー以外も含む）
目標： 本人たちが自主的に活動をし、仲間意識をもってくれること

‑53‑

活動場所：サンアップル
活動日：毎週金曜日
活動時間： 1
6
:
0
0〜 1
6
:
5
0
活動内容：プール指導（個人のレベルに合わせた指導）
スタッフ：コーチ（ 1名
）

学生（ 3名
）

※2
0
0
3
/
1
2
/
1
2現在

なぜ「にこりと活動を分け、独立しなければならなかったのか。それは、目的が違う
からである。「にこりの目的は、
｜子どもたちが楽しく放課後を過ごせるようにすること
であるのに対し、「いるかクラプJの目的は、前述したように
｜本人たちが自主的に活動をし、仲間意識をもってくれること
である。明らかに違う。つまり、「いるかクラプjはプール遊びの活動ではなく、プール指
導の活動なのである。子どもたちが自ら動き、各々の目標に向かつて努力する。その手助
けを私たち学生とコーチで行っている。

2
. 前年度の活動について
第 1回目の活動は生徒 7名に対し、学生 3名、コーチ（サンアップルの職員） 1名だっ
た。私たち学生は何をやっていいのか全く分からず、ただコーチの指示通りに動いた。生
徒たちはプールということで太はしゃぎであった。各自好きなように動いていた。ある生
徒は潜って遊んでいたり、またある生徒は水をかけ合っていたりした。これでは、プール
指導というより、プールに入って遊んでいるという状況だった。私の中で漠然と不安が募
る
。
「どのようにして、この子たちにプール指導すればいいのだろう J
答えが見つからないまま、第 l回目の活動が終わった。漠然とした不安と何もできない自
分に対しての苛立ちだけが残った。
しかし、第二回目の活動以降は、コーチのアイデイアでなんとか見通しがついてきた。
そのアイデイアというのは、様々な道具、活動を取り入れることである。例えば、フープ
を使って、その中をくぐる活動であったり、錘を底に沈めて宝探しをしたりする活動であ
る。これらの活動により、生徒たちは次第にプログラム通りに動くようになった。また、
各々のレベルがはっきりしてきた。ある子は潜ることができ、プログラムもなんでもこな
す。しかし、ある子は潜ることさえできなかった。なので、生徒個人に合わせたプログラ
ムを用意し、それぞれ目標も決め、活動を進めていくことになった。

3
. 今年度の活動について
試行錯誤の前年度の活動を踏まえ、今年度がスタートした。基本的なことは変わってい
ないが、活動内容は次第に固定化したプログラムになっていった。私たち学生も指導に慣
れ、コーチの指示を待つのではなく、自分から生徒たちに関わるようになった。
そんな中、 2ヶ月程コーチが都合で不在のときがあった。指導は全て学生に任された。
そのときの活動メモ（概略）がある。
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1
. 体操

2
. 腰掛キック ※補助するときは子どもの足の親指を持ってパタパタさせる。
3.壁キック ※手足が曲がって縮こまった姿勢のとき→ひじを伸ばして、体中をのぴ
のびとする。

4.呼吸を入れた壁キック ※子どもが呼吸をする方に立つ。
5
. 呼吸 ※呼吸の位置をなるべく低くすること。
6
. ビート板キック ※前に進むときは視線の位置が大切→前方をまっすぐ見て目をそ
らさないように。

7
. クロール

※フォームが乱れてきたら→ヘルパーをつけて無理のない泳ぎに戻して

練習をする。

8.背面キック

※補助するときは子どもの頭を持ち、途中で立ちそうになったら足で

子どもの体を支える。

9
. 背泳ぎ ※親指から頭上に運んだ手が水に入る直前に、手のひらを外に向け小指か
ら水に入れる練習をする。
これは、コーチが考えた固定化したプログラムに、私が大切なことをメモしたものであ
る。コーチが不在の問、毎回このメモを事前に見て対応した。その結果、スムーズに指導
することができ、少人数のスタッフで生徒たちを動かすことができた。

1ヶ月程不在のときがあった。そのとき
は、保護者の方もプールに入り、指導していた。 1ヶ月後、プール指導を再開すると、生
これとは逆に、私たち学生が教育実習のため、

徒たちは驚くほど上たちしていた。どの子も見て分かるほど上手になっていたのである。
「努力は段階的に重ねなければならないが、発たちは加速的に訪れる jとよく言われるが、
正にこのことだと実感した。

4
. 今後の活動について
いくらスタッフが一生懸命指導しても、生徒たちに何の変化も訪れていないように感じ
るときがある。そんなとき、「こんな指導でいいのだろうか。これをやって何の意味がある
のだろう Jと思う。しかし、それは間違ってい．
る 。なぜなら、前述したように、努力直線
と発たち曲線があるからである。発たちは目に見えなくても努力は必ず蓄積されている。
それが、積もると、あるとき不思議とできるようになる。丁度、実習後に私が見た生徒た
ちのようにである。だからこそ、生徒たちの可能性を信じ、常に励ましていくことが大切
になってくる。今後も引き続き、コーチと連携しながら指導を進めていく。
（障害児教育専攻
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3年武井恒）

4プラザ

キャンパス・プレーパーク

1
. プレーパーク略歴
従来の公園や施設に見られるような「禁止事項Jを取り払い、そこに集う人たちの「や
ってみようリという気持ちを大切にし、それを実現させることのできる場、それが プ
レーパーク です。
キャンプがしたい、農作業がしたい、不登校の子と関わりたい、 3世代交流がしたい、
子どもたちと継続的に関わりたい・・・・学生たちにはたくさんの願いがありました。こ
れらの願いを全て可能にすることはできないかと考える中、出会ったのは羽根木プレーパ
ークでした。お膳立てされたものではなく、自然に行えることに魅力を感じ、学生たちの
熱い想いから『キャンパス・プレーパーク jは 2
0
0
1年 4月 28日にオープンしました。プ
レパでは、私たち学生が遊びを提供するのではなく、子どもたちが自らの思いで様々な遊
びを創り出していくことができるように、その環境っくりや安全管理につとめます。もち
ろん、学生も子どもたちに負けない位に、楽しく遊ぶことをモットーにしています。
オープン l年目は、試行錯誤の中、日を追うごとに多くの子どもたちが集まるようにな
り、子どもたちと学生の距離が縮まっていきました。その一方で、保護者の方との距離、
温度差は広がったままでした。プレパを託児所のように捉えていたり、プレパでの遊びに
理解を得られなかったりすることもありました。保護者の方のプレパへの理解を深めるこ
とが一年目の課題となり、地域への広がりを目指しました。
プレパは l歳の誕生日を迎え、新たなカタチをみせました。たくさんの保護者の方が集
まるようになり、親子揃つての参加が目立つようになりました。保護者の方や地域の人々
に助けられ、 学生がつくるプレパ から みんなの、みんなでつくる、みんなのためのプ
レパ に変わって行きました。
（生活科学教育専攻

4年審沼夏子）

2
.2
0
0
3年度のプレーパーク
プレーパークが始まって今年で 3年目。 3年目は一つの結果が出るときでもあります。
その節目に中心となって関わっていくことで私たちなりに結果を出してきました。今年は
「学生主体から子ども主体への移行J
という目標のもとに、学生が子どもたちの遊びの補助をする存在として活動してきました。
プレーパークには子どもたちだけでなく、子どもの保護者、近所の方々、ワンちゃんたち
がそれぞれ思い思いに遊んでいます。
最近では、土曜日に地域の育成会等の活動が盛んに行われるようになり、土曜日の午前
中はそちらの活動に参加する子どもがたくさんいるので、今年からは土曜日は午後のみの
活動ということになりました。活動日と活動時間は以下の通りです。
木曜日
土曜日

1
5
:
0
0〜 1
1
:
0
0(
1
1月からは 1
6
=
3
0まで）
1
3
:
0
0〜 1
1
:
0
0

前年に比べ、土曜日の活動時間は短くなりましたが、その分充実した時間を過ごしてい
ると思います。子どもたちが安心して遊べるような場になるために道路に飛び出せるよう
な場所に看板を立てたりもしました。

（教育実銭科学専攻

3年原かつ江）

︒
戸

｛
遊び｝
今年度のプレパで最も流行した遊びはジヤングルジムを使った基地作りである 。地域の
}
f々から寄付していただいた木材やドラム缶 ・プ l
レーシートを利用して、ジャングルジム

に足場を確保し、その上でおままごとをしたり、お菓子を食べたり、おしゃべりをしてい
たりする子どもたち のその日来た子どものア fデ fアで改造が繰り返され、常に形を変え
）を通して、学年 ・性別問わず仲良 くなる
ていく基地は見ているだけでも面白い。基地作 I
子どもが多かった。
続いては木工。普段、あまりかなづちゃのこぎり、なたを使わない子どもたちの工具を
）出すつわものが
使う様子は黙って見ていられないこともあるが、最近ではいすなどを作 I
出現したほどの上達ぶりである 。高学年の子どもが低学年の子どもにかなづちの正しい使
い方や釘の抜き方を教えている姿も見られるようになった。
ほかにも、ポール遊び、ケント、鬼こゆっこ、火遊び、草遊び、水遊びとい った定番のも
のから、「ウクレレを弾きながら歌う子ども、それに合わせて踊る子ども、縦笛でセ ッショ
ンする地域の方j という独自の特技を生かした遊びゃ、保護者と中学生の交流など世代を
超えた交流も見られた。ただ、オープンの時聞が午後になったことから、料理の回数が減
ってしまったのはとても残念である 。
｛
運営］
昨年度までは、年中無休だ．ったプレパだが、

3年生中心の運営で夏休みの運営は教育英

0
習もあって困難であった。仕方なく、 8月の第 3週から 9月いっぱいをお休みにした。 1
月に再オープンしたのだが、今まで一定の数で来ていた子どもの増減が激しくなってしま
った。 また、後期にイベントが集中してしまったのも反省点である 。 でも、プレンジャー
・毎はないよう、ベストは尽くしたと思 っている 。
一問、後1
［
子どもたちの変化 l
昨年度までに比べて、今年度のプレパは低学年 ・低年齢の子ども達が増加した。今年か
ら新しく来るようになった子どもや、しばらく来ていなかったが、何かをきっかけに再び
来るようになった子どもも多い。 その一方で、常連の子どもたちの年齢が上がり、初めの
ころは別々に遊ぶことが多かった。常連の子どもたちの中には「ここは私達の遊び場なの
に」という意識もあったようである。 しかし、最近では、幼児の面倒を見たり、 一緒に遊
んだりする姿が多く見られるようになり、年上の子どもが年下の子どもをいたわる態度が
育まれていったように思われる。
プ レンジャーに対しては 、
言葉づかいや態度が惑かったりすることもしばしばだ、ったが、
いざと言う時には、危険な事をする子どもに対して子どもが進んで注意をしたり、プ レン
ジャーを信用 してくれていると感じられる言動があったりして、よい信頼関係を作ること
が出来たと思う 。
｛
地域との関わり ］
プレパは地域に住んでいる犬のプリーダーさんたちの集会所でもある 。散歩に来る外
レにくる親子もいる。
国人の夫婦もいる 。サッカ ーをしにくる高校生もいる 。キャッチポー J
プレパはけしてプレンジャーと子どものためだけにあるのではない。プレパは地域の人た
ちみんなのためにある。
（社会科学教育専攻

‑57ー

3年 石 関 千 絵 ）

3
. 昨年度までの比較と問題点
プレーパークは、卒業生やこれまで関わっていた先輩方のおかげで、本来私たち学生が

r

目指していた、「地域の憩いの場J 地域の人々との関わりの場Jに今までにも増して近づ
いてきたような気がする。誰でも、いつでも利用できる広場として、プレーパークでは夕
方になると、犬の散歩途中の人が立ち寄っていたり、開園以外のときでも親子連れが遊ん
でいたりするのをよく見かけるようになった。子どもたちも、昨年に比べると、遊んでく
れる学生を目当てに来ている、というよりは、誰か友達が来ているのを楽しみに遊びに来
ている子どもが多いように感じる。また、以前は学生が何かやろう、ということを期待し
て、受身でいる様子が多かった子どもたちが、最近では、何か自分で遊ぶものを持って、
プレーパークでみんなで遊ぼうとその子ども自身が主体となって遊びを考えている子ども
の様子がしばしば伺えるようになった。地域の公園や広場の感覚で、学生が主体となって
いない理想の広場に近づいていると感じる。しかし、それは一方ではプレーパークに関わ
るプレンジャー（学生）が少なくなったということもあると考えられる。今までは活発で
あった学生の関わりの減少によって、主体が学生から子どもに変化したということである。
地域に受け入れられる場となっていったのは、昨年までの先輩方が地域の方との関わりが
深かったおかげでもあるのだ。それを、これからも上手く引き継いでいくことができると、
もっと地域の多くの人から知られるようになると考えられる。
私は、プレーパークに昨年から参加して、プレーパークは何の規則もない、自由な遊び
場で、学生が何か企画して遊んでいるわけでもなく、そのときの思いつきによって子ども
との遊びは常に変化し、日常の遊びが行われている、そのような場であると考えている。
そこがプレーパークの特徴で、良い点でもあるのだが、参加する学生の立場からすると、
はじめは、自由に遊んでいる子どもたちとどのように関わったらよいのか分からず、「とっ
つきにくいJ感じがある。今年はなかなか新メンバーのプレンジャーを増やすことができ
ず、プレーパークこそが本来の子どもの姿を見ることができる、私たち教師を目指す学生
にとっては最良の学びの場であると考える私にとっては、このことは今後の課題である。
また、プレーパークと地域とのつながりが増してくると、プレーパーク自体の管理をし
っかりとしなければならないと思う。みんなが使う共有の場であることを考えると、使う
学生や子ども、地域の人が一緒になってプレーパークの手入れをしたり、みんなが楽しく
使えるようにしたりして利用者自身が自分で責任をもっ、ということが今のプレーパーク
を利用する私たちには欠けていると思う。そのことは、プレーパークに来る子どもたちに
とっても、自分自身の行動に責任を持ち、地域である社会の一員ということを自覚するた
めには大変重要なことであると思うので、ぜひこれからの課題としていきたい部分である。
今年のプレーパークは子どもたちが保護者と来ているのを見かけることが多かった。今
までは、託児所化しているのでは・・・と思われることもあったようだが、そうではなく、
公園や広場に学生も遊びに来ている、という感覚が感じられ大変うれしく思う。大学一学
生→色域という関係がより一層親密になり、これからもこのような関係が進んでいけばよ
いと思う。
（生活科学教育専攻 3年藤田優子）

4.プレパのイベント
その日その日に、行う遊びを子ども達自身で考えていくのが、プレパの楽しさであると
思うが、学生自身が計画したイベントは、子ども達にとっても学生にとっても、とてもわ
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くわくしたものになる 。 それは、イベントを実行してみて実感できた。 f
ベントの準備や
実行に関わってみて、計画 ・準備する事の大切さを身にしみて実感する事が出来た。今ま
では、イベントに参加するという形でしかイベントというものを感じていけなかったが、
イベントを作りあげるまでの過程を見る事で、それまでの大変さや苦労を実感する事がで
きた。
今年行ったイベント
遊ぼうパン（湯谷小との合同イベント 。 今年で 3回目）
プレパ DEハロウイン？ ！ （去年同様、研究室を回った。今年も大好評）
冬だ ！プレパだ ！くんせいだ ！〜みんなで楽しく焚き火パーテ fー〜
最後のイベントは寄せ書きと焼きいもと爆裂をやることになった。寄せ音きはプレパで
の思い出をみんなで好きなように描いて行こうと思う。焼いもは今まで何回かやってきた
が毎回楽しく出来たので今回も盛り込むことにした。 また；隠製は段ボールで簡単に作れる
のを知り、やってみたいと思い盛り込む ことにした。実際に教材研究をしてみたら 、 とて
もおいしく作れたので、当日もうまくいくと思う 。
（
生活科学教育専攻

3年 沖 田 幸 子）

5
. 保護者の方から見たプレーパーク
「外遊びが大好きな、 l歳のおてんば娘に手をやいていた半年前のこと、忙しい学生生
活の合間を縫って、子ども達と遊んでいるこちらの活動の新聞記事・が自にとまり、さっそ
く通い始めました。その頃は娘も緊張して私の洋服をつかんで離さず、すぐに後ろに隠れ
て泣き出す始末。同じ位の子どもはいないし、少し早すぎたかなと正直思いました。そん
な私達が空き地に着くとすぐ声をかけていただき、親子ともどんなに心強かったことでし
ょう 。何も言葉が出なかった娘も、年上の子ども達や、子どもの自の高さでお話して下さ
る学生さんに刺激され、気がつくと少しずっしゃべるようになっていました。
落ち J
長・や小枝、草花、土や虫等、遊具やおもちゃでは体験できない四季折々の遊びが気
に入り、今では帰るのをいやがって泣くようになりました。親のほうも子どもに戻った気
分で楽しんでいます。お寺の錨が鳴ると、もっ終りかと思う程です。
いつもお世話になっているばかりで心苦しく思っておりましたが、この機会にプレーパ
ークの学生さん、信州大学の先生方に感謝を込めて心からお礼申し上げます」
この文章は、今年度からプレーパークに遊びに来るようになった y (1歳 ・女）ちゃん
の保護者 ・西川純子さんからの寄稿です。初めてプレパに来た時の Yちゃんは、歩くこと
はできるけれどもプレパの入り口で足が止まってしまい、お母さんから離れられずにいま
した。 しかし、時間が経つにつれ、少しずつプレパの雰囲気にも慣れ、瞬く聞にプレパの
アイドル的存在になりました。プレンジャーから見ても、 l歳の幼児の発達はめざましく、
毎回いくつかの単語を覚えたり、にっこり笑って手を娠ってくれたりする姿に歓声があが
ります。最近では、小学生の子ども達が競って自分の名前を覚えさせようとする場面もあ
りました。 Yちゃんがいることで、子ども達、特に低学年 ・一 人っチの子とeも達は「年上J
という自党を持ち、人に優しく接する事を覚え始めています。
また、お母さんの存在も大きな効果をもたらしてくれました。中学生はお母さんと話す
のがとても楽しいようです。いろいろな話を持ちかけては、大声で笑い、満足気な嫌子で

QU

帰っていきます。プレンジャーも、経験豊富な大人・保護者という視点からのお話を聞く
ことができてとてもよい機会を得ることが出来ました。
こんな世代間交流が生まれ、育まれてきたことをとても嬉しく感じるとともに、プレパ
を聞いてよかったと報われる患いです。
（社会科学教育専攻

3年石関千絵）

6
. プレパとわたし
「新しい居場所j
初めての活動に参加する前、プレパで遊んでいる子どもたちに受け入れてもらえるだろ
うか、どうしたら仲間に入れてもらえるだろうか不安でした。いざ、プレパヘ行くと「こ
んにちは。jとあいさつをした次に「誰？」と聞かれて戸惑ってしまいました。というのは
自己紹介をするタイミングがつかめないでいたところにふとそのタイミングが訪れたから
です。知らない人（自分）が自分たちの居場所（プレパ）に来たわけですから「誰？」と
聞くのはあたりまえなことではあるのですが、私としては自分に対して興味を示してくれ
るということを考えていなかったので、拍子抜けした感じでした。
しかし次の瞬間にはそのことがとても嬉しく感じました。プレパの先輩が「新しいプレ
ンジャーだよ。Jと言ってくれ、子どもから「（名前は）なんていうの？ Jと聞かれ「たく
み
。 jと言ったすぐ後に「たくみ一緒にサッカーやろうぜ！」と言われて嬉しくなりました。
その空間に入ると、子ども達にとって大学生はただの年上になるようです。そのことは
それまで抱いていた不安を一気にかき消してくれました。同時にこの空間にもっとたくさ
ん来たいと思いました。それでも参加できる時間がとても短く、顔と名前が一致しない子
どもがいたので早く覚えたいと思いました。ある時、土曜日に参加できる時があり、ちょ
うどその日、加茂小学校でバザーがあり、たくさんのプレパの子どもたちとバザーを回る
ことができました。その後プレパで、バザーで買ってきた大きなトランプを使ってみんな
で遊ぶことができました。その日、プレパの先輩が私のことを「たっくんJと呼ぶのをま
ねて子どもが「たつくんj と呼んでくれたことがとても嬉しく、この日一日の活動で子ど
も達との距離がとても縮まった気がしました。この日得た子ども達との距離を決して離す
ことのないよう、そしてもっと近づけるょっに、これからもどんなに少ない時間でも、プ
レパに行き続けたいと患っています。
（音楽教育専攻

2年宮田拓巳）

「プレパに参加してj
私は 3年になってからプレパに参加するようになった。子どもと初めて遊んだ時は、子
どもに受け入れてもらえるか緊張したが、「あなた、だれ？ Jの会話からスタートし、すぐ
に仲間に加わった。私の名前を覚えてもらいたい分、子どもの名前を覚えようとがんばっ
た。しかし、その日は覚えられでも、次回になると、「えっと〜 Jと頭の中をひっくり返し
ていた。さらに新たな子どもとの出会い…子どもの名前って本当にいろいろだ。活動は、
中当て・鬼ごっこ・野球・サッカー・基地作り・落書き・水遊び・ままごと・ポール投げ・
おしゃべり・ハロウインなど様々なことをやった。
この場所で子どもが楽しいと思うのが一番であるが、もちろん私も思いっきり楽しんだ。
小学生しか来ないと，思っていたが、まだ幼稚園にも入らない小さな子から、中学生、そし
てお父さんお母さん、さらにはおじいちゃんおばあちゃん、そして犬。大学の中のわずか
な広場でこんなにたくさんの人に出会えた。何だか得した気分である。
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週 2回の活動であったが、行けないことも多く、そのために他のプ レンジ吋・ーに迷惑を
かけたと思う 。
せっかく覚えた名前も忘れかけてしまい、子どもたちにも申し訳なかった、
しかし、まだ活動は終わらなし、。 これから楽しい冬がや ってくる 。蓄が降るのが待ちどう
し
し
、。子どもは風の子、元気に雪遊びが出来たらいいなと思う 3 今までの借りを返せるよ
うに、更なる発展ができるように、とこれからも積極的にかかわ っていきたいと思う
（生活科学専攻

3年 長野幸恵）

プレーパークに子どもたちの笑い声が響き渡る中、自由に遊んでいる様子を見守るプレ
ンジャーとしての自分がいる。また、我を忘れて、子どもと共にはしゃぎ、夢中になって
遊んでいる自分がいる。ときには、真剣に子どもと向かい合い、子どもを叱る自分がL、
る。
さらには、保護者の方と話をする中で、子どもの捉え方の違いを学ぶ自分がいる。プレー
パークでの出来事は、未熟な自分を少しずつ成長させてくれた。

3年問、プレーパークと関わる中で、最近、私も含めた学生に欠けてきたものが lつあ
るように思う。それは、学生自身の「私はこれをしたい」という思いと、それを実行する
力ではないだろうか。プレーパークは、禁止事項のない、自由な遊び場である 。子どもは
もちろん、学生ももっと自分のオジリナリテイを出していって良いと思う 。学生自身が遊
びをつくることも、大切である 。例えば、遊びの本を調べて、ゃったことない遊びを実践
してみたり、学生自身が持っている「芸」をやってみたりしてはどうだろうか。いつも千
どものやる遊びに参加するのではなくて、学生側から多少の遊びの提供があ ってもよいと
思う 。それでは、子どもが自分から遊びをつくろうとせず、提供されるのを待つようにな
ってしまうと考えてしまうかもしれないが、それは学生にと っても同じことではないだろ
うか。待っているだけでなく、自分から進んで遊びをつくって、実践していくことが、将
来の教材づくりにつながってくるだろう 。
プレーパークは、子どもと接することができるだけでなく、保護者の方や地域の方と身
近に話ができる場となっている。このことを活かし、自分をもっと表に出して、保護者の
方や地域の方から率直な意見をいただき、学生自身の成長につながる場にもしていけたら
と思う 。
（理教科学教育専攻
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4年 花村尚美）

xYサタデースクールの実践
1
.

xYサタデースクールとは

「確かな学力Jを子供の人生の座標軸の X軸だとすれば、「豊かな経験」は Y軸に相当
すると考え、この座標軸の中で、「自ら学び考える J人聞を育てようと NPOが JAと連携
し、第 2第 4土曜日の午前中に農作業体験、基礎学習をしている NPO法人である。

2
. 各校の参加状況
oスタッフ参加状況
校名

NPO

JA

大学生

高校生

三
ロ
』
き
ロ
＋
I

ながの校

約 8名

約 3名

信大 4名

長野西 4名

2
2名
1
0名
2
4名

j
青泉女子大 3名

グリーン校

約 3名

約 2名

信大 3名

長野西 3名

松本校

約 8名

約1
0名

信大 2名

蟻ヶ崎 2名

o子ども参加状況
校名

l年生

ながの校

6名

3年生
1
5名

2年生
2名

グリーン校

l名
l名

松本校

4年生
9名
2名
1
0名

5年生
1
3名
5名
2名

6年生
7名
2名

合計

5
2名
1
0名
1
3名

3
. 各校の農作業の内容
農作業の内容本 a

日程

4月 図コスモスの種まき・マリーゴールドの花植え・ジャガイモの植付け
図トウモロコシの種まき

圏セロリの苗植え

5月 図トウモロコシの種まき・サツマイモの芽さし
因ナス、カボチャ、スイカの苗植え園田植え

6月 園、因田植え圏りんごの摘果
7月 図草取り 因トウモロコシ、ミニトマトの収穫圏セロリの収穫
9月

図トウモロコシの収穫、ヨーグルト工場の見学図梨の収穫、共選所見学
医事情刈り

1
0月 図、

I
Z
]
f
1
描刈り

図 、 困1
8日「ふるさと自慢大集合Jにてトウモロコシ料理＊・
図脱穀

1
1月 図、困りんごの収穫因パンジーのポット作り、キノコ種菌センター見学

1
2月 図もちつき、しめ縄作り判

一
＊函ながの校、図グリーン（篠ノ井）校、酢本校
＊・ながの校、グリーン校のみ参加 NHK企画
本3ながの校のみ Y0U遊フェステイパルと合同で行う
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4
. 各校の農作業の様子
どの校にも共通して見られるのは、 4月と比べて話しを聞く姿勢がよくなってきたこと
だ。また、農作業に取り組む姿も真剣になってきた。
ながの校では、人数が多いため、 5月から縦割りの班を作ることにした。多くの学校か
ら参加してくれているので、あえて、友達や兄弟を離した班にした。また、作業の効率の
よさを考えて班活動にした。しかし、友達が班にいないと、班を離れて友達のところにい
ってしまい、かえって、作業の効率を悪くしてしまうのと、自分の友達との交流しかなく
なってしまった。子どもたちの交友関係が把握できはじめた 1
0月からは、友達同士が含
まれる班に変更した。すると、農作業への取り組む姿勢が変わってきたのである。
（教育実践科学専攻

4年山本公三）

グリーン校では、お互いに仕事を交替しながらやるなど、子ども同士の関わりと、一緒
に参加した小さな弟の面倒を男の子たちが見るなど、縦の関わりが見られた。グリーン校
の学生スタッフは全員女性だが、田植えの日にながの校から山本君が手伝いに来てくれた。
すると、普段あまり学生とは話したがらない Y君が積極的に山本君と関わっている姿が見
られた。やはり向性の方が親しみやすい場合もあるので、両性のスタッフがいることは意
味があると感じた。グリーン校では収穫祭ということで収穫したトウモロコシと JAと農
家の方が用意してくださった野菜などでバーベキューを楽しんだ。これはグリーン校が少
人数であり、 JA・農家・家庭・スタッフの確かな連携によって行うことができたのではな
いかと思う。大人数の教室とは違った少人数独特の良い雰囲気も大切だと感じた。
（言語教育専攻

2年鍵谷美希）

松本校では主に、セロリ、りんご、お米などの、作物の栽培、と収穫の体験を行ってき
た。セロリの苗を植えるところから始まり、田植え、りんごの摘果、セロリの収穫、稲刈
り、脱穀、りんごの収穫といったような流れで体験活動が進められてきた。作物の収穫の
際には、その作物がどのような経路をたどって、私たちの手に届けられるのか、出荷場や
農家の方々のお話しを聞きながら学んでいった。農協から配られる資料をもとに、子ども
たちは、自分の手で実際に触りふれあってきた作物の特性や歴史、それにまつわる信州の
文化なども同時に学んでいくこともできた。 XYのある前日、熱を出して学校を休んでし
まった子どもが、「昨日、学校は休んでけど、 XYの活動だけは、いつも楽しみにしてるか
ら頑張りたい！」といって出てきてくれたことがあった。それくらい子どもたちにとって
は、始めは面倒くさいなぁと言っていた農作業体験も、やっていくうちに週末の楽しみへ
と変わっていった。また松本校では、いつも農家の方々の青年事業組合さんにお世話にな
っているが、そこの方々とも、毎回活動でお世話になっているため、子どもたちも積極的
に質問をしたり、教えてもらおうとする姿勢が多く見られるようになってきた。
（生活科学教育専攻 2年森脇奈美）

5
. 学習の時間
ながの校は、長野市内の 4〜6学年の高学年と、 1〜3学年の低学年の子どもたちを、
グリーン校は篠ノ井の高学年の子どもたちを、松本校は、松本市内の高学年の子どもたち
を対象に、月に 1囲（9
:
0
0〜 1
1
:
4
5）高学年は国語と算数を、低学年は国語と英会話を中心
に授業を行う。国語の授業では、基礎学力＜「読むJ「書く J「話すj「聞く」（伝え合う力）
＞をつけていくことを目的とし、 1年間を通して『みんなの前で発表できる力 J人とコミ

r
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ユニケーションとれる力 j をつけたいと考え、授業を考えてきた。また、農作業体験のふ
り返りや、農作業に関することを学習に取り入れ、体験を学習に結びつけるようにした。

6
. 学習の経緯
oながの校高学年（JA会館）
日程

＊算数について

時間数

学習内容（主に国語）

4月 1
9日

国語： lh 育開校式
算数： lh 合発声練習、金子みすずの詩

5月 1
0日

国語：2h 合農作業のふり返りと学習（新発見！）
算数： lh ＊発声練習、早口ことば、金子みす f の詩の朗読

6月 28日

国語： lh 合名前しりとり
算数： 2h （グループの友だちの名前を覚えよう！）

7月 1
2日

国語： 2h 食漢字クイズと漢字練習
算数： lh ＊お米博士になろう！（お米に関する学習と農作業のふり返り）

9月 27日
1
0月 25日
1
1月 22日

国語： lh 合オリジナルサタデー俳句を作ろう！
算数：2h

8日 1
9日のピックハットのイベントで展示！）
(
1
0月 1

国語：2h ＊平均を求めよう！ （農作業のふり返り）
算数： lh
自分の好きな 00
」というテーマで作文を書こう！
国語： lh

‑
t
r
*
rわいせいJに関する学習と算数の問題（農作業のふり返り）

算数：2h 食絵本の読み聞かせと漢字の学習、島崎藤村について

高学年の様子は 7
. で紹介する。

（教育実践科学専攻

4年 山本真望）

。ながの校低学年（ JA会館）
日程

4月 1
9日
5月 1
0日
6月 28日
7月 1
2日
9月 27日
1
0月 25日
1
1月 22日

時間数

学習内容（国語）

国語： lh

女開校式
英会話： l
h 食発声練習、谷川俊太郎の詩
国語： lh
英会話：2h
国語：2h

食たとえや擬音語擬態語を発表（ 4月の農作業種まきのふり返
り（子どもたちが農作業で感じた擬音語擬態語の発表）
合アフリカの音（絵本）の読み聞かせ、なぞなぞ詩、あてっこ詩

英会話： lh 女漢字練習、ひらがなの書き取り
国語： lh 女「いつ・どこで・誰が・何を・どうした jに着目し、主語述
英会話：2h
語をはっきりした文作り。
国語：2h
英会話： lh
国語： lh

女 4月からの農作業の様子を書いた新聞作り（ 1
8日 1
9日の
ピックハットのイベントで展示！）
合稲刈りの作文

英会話： 2h
国語：2h
英会話： lh

女ニュースの原稿の中で「いつ・どこで・誰が・何を・どうし
たJ
がどのように書かれているかを学び、生活作文を書く。

ながの校低学年では作文の表現力の豊かさを目指し、 5月から農作業を振り返りながら
擬音語や擬態語を学び、文構成・文章構成に力を入れてきた。
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英会話は、 NP
O の方が先生をされていて、動きと音楽などを取り入れ、楽しく英会話
をしている。子どもたちは、席を立ち、前に身を乗り出しながら、歌って踊 って英語にふ
れている。
（
教育英践科学専攻

4年

山本公三
）

oグリーン校 （
JAグリーン長野本所営農センター ）
J
ロ五
呈
ロ

日程

算数

信世

4月 19日

合発声練習

学年ごとのプリントを

5月 10日

女アイスブレイク

各自進める 。

6月 28日

＊なぞなぞ作り

7月 12日

合部首探しと漢字練習

9月 13日

＊お礼の手紙を書こう

10月 25日 す俳句を作ってみよう

1
1月 8日

食絵本漢字練習

グリーン校で は算数は一人一人に合わせて時間をかけて取り組み、国語では （
月に l回
しかないため）継続した活動でなく単発的な活動を多く取り入れた。例えば、漢字練習で
は多く書くことではなく、締麗に丁寧に書くことに重点をおいたように、普段の学校の授
寺聞をしっかりとかけること
業ではなかなか時間をかけられないだろうと思われるものに H
が、XYだからできることだと考えたからである 。 また、子ども 2人にスタッフ l人がつ
くことができるなど、人数が少ないことを活かした活動になっていったように思う 。
（
教育実践科学専攻

4年 篠原真美）

o松本校 （
JA笹賀支部）
日程

算数

国語

4月

合アイスプレイク ・発声練習

学年ごとのプリントを

5月

合発声練習 ・レクリエーション

各自進める。

6月

合作文

7月

合作文

9月

＊発話の練習

10月

公新聞の 4コマ漫画を用いた文章組み立て

1
1月

食俳句作り

松本校の国語では、コミュニケーション能力が高まるような授業が展開されてきた。机
に向かつて物を書いたり読んだりというよりは、まわりの友達と、より交流を深めていけ
るようなアイスプレイク的なレクを導入してきた。始めはそのようなものが主だったが、
次第に表現能力も培っていけるような発話の練習や、新聞の 4コマ漫画を用いた、文章、
会話の組み立ての練習なども行っていった。算数は、それぞれの学年に応じた問題プリン
トを提供し、私たちが採点者、解説者となって子どもたちのできぐあいを見てまわり、理
解が困難な子には、しっかりとついて理解できるようになるまで教えていくという形をと
ってきた。早〈プリン トを終わらせてしまうような子には、数遊びゃ、計算ゲームなどの

RU

FO

プリントをあらかじめ NPOの方に用意していただいて、子どもの学習意欲を持続させた。
（教育実践科学専攻

2年林真由美）

7
. 学習の時間の反省と今後の課題
。ながの校高学年の場合
ながの校では参加する子どもの人数が多いため、他学年の友だちと関われるということ
を生かし、グループ活動を有効的にやっていこうと考えていた。しかし、農作業体験では

l年生から 6年生が同じ班になり一緒に活動することができたものの、学習の時間では学
年の差が大きく、友だち関係等の問題もありグループ学習を有効的に行うことができなか
った。農作業でのグループ活動を生かしながら学習でもグループ活動ができる環境をつく
っていきたい。
JA会館で学習を行うためチャイムも鳴らず、授業と休み時間のメリハリがつかなかっ
た。また、同じ学校の友だち同士でくつついてしまい、学習の時間も集中できなかったり、
友だちの答えを写してしまったりという様子も見られた。「授業に集中すること j 「人の話
はちゃんと聞くこと J「授業と休み時間のメリハリをつけること Jを意識し、次のことを心
がけた。一つ目は、はじめと終わりの礼をしっかりするということである。子どもたちに
ただ礼をさせるだけでなく、まずは学生スタッフが大きな声でやるようにした。二つ目は
席の固定である。 9月までは自由に好きな席で学習を行っていた。しかし、農作業体験で
もJ
Aの方のお話をしっかり聞いてほしい、作文や算数の問題には集中して学習に取り組ん
でほしいという願いから、席を固定するようにした。始めはやはり抵抗があり、文句を言
っていたが、ある 5年生の女の子は「学校では友だちとおしゃべりしちゃってぜんぜん先
生の話を聞いてないからぜんぜんわからなくなっちゃって・・・頭悪くなっちゃった。j と言
い、「わからないから教えて？ Jと意欲的に学習をするようになった。今までは話もしたこ
とがなかった子どもたちでも席が隣同士になると、 5年生が 4年生に教えてあげるという
姿も見られた。これからも子どもたちの実態や学習内容に合わせて学習方法を考えていき
たい。
（教育実践科学専攻

4年 山本真望）

8
. 一年間を通して
私は、活動が始まったばかりの頃は、子どもの名前が分からなかったり、どんな子なの
かということも分からなかったりと、少しとまとeっていた。しかし回を重ねるごとに、は
じめはほとんど話してくれなかった子が話すようになってくれたり、私に向かつて自分の
ことを話してくれる子がいたりして、そんなささいなことがとてもうれしかった。また、
自分も、はじめは子どもたちひとりひとりのことが良くは分かっていなかったので、子ど
もたち全体を見ていたのだけれど、だんだんと一人ひとりがどんな子なのかということが
分かつてくるにつれて、子どもたち一人ひとりにも眼がいくようになってきたように思う。
また、学習の準備の話し合いなどを通して、初めて授業を考えるということを経験し、
授業を作る難しさを感じたことと、そのことがとても勉強になると思った。まず、学生同
士の話し合いでいろいろな人の意見を聞く中で、子どもたちに対する配慮など、自分に欠
けていたものに気付くことができた。そして自分たちの考えた授業を子どもたちの前で行
うことで、実際に子どもたちの反応を見ることができるので、何がよくて、何がいけなか
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ったのか、課題は何なのかということを実感できると思う。
私は一度前に立って授業を行った。「いつ・どこで・だれが・なにを・どうした j という
文をつくる練習をする授業だった。はじめに今回の授業でどんなことをしたいのかという
ことを説明したのだけれど、子どもたちにあまり伝わっていなかった部分もあったようで、
いけなかったと思った。これから何をするのかということを、子どもたちの中ではっきり
とさせるということは大切だと感じた。授業中の子どもたちの様子は、集中してやってい
る子もいるのだけれど、集中力が途切れて、他のことに興味がいってしまう子も見られた。
全員が集中できるような授業にするということがとても難しいと感じた。また、少しふざ
けぎみになってしまう子に対する注意の仕方なども、難しいなと思った。
授業をして自分に足りなかったと感じた部分を、今後の活動で少しでもよくしていきた
いと思う。
（言語教育専攻

2年梅牧歩美）

私は一年間の活動を通して、子どもと活動をしているその時にその時に、同じ目線で一
緒になってはしゃいだり遊んだり考えたりすることの大切さと、子ども達だったらどう考
えるか、どんな授業が楽しいのか、そういった面から子どもの視線になって考えることの
大切さを学べたように思います。子どもと同じ目線になって初めて子ども達と仲良くなり、
信頼関係を作ることができたように感じます。
活動を通して、 XYサタデースクールに限ったことではないとは思いますが、学生だか
らできること、学生だからできなくて悩んでしまうこと、「学生」が活動をしているという
ことによる長所や短所があるように感じました。例えば、学生は、先生ではないため子ど
もに近く親しみやすいお兄さんお姉さん的存在であること、一方で学生であるために教科
などの専門性に欠け、子どもに指導する場面で不安になってしまうといったことが挙げら
れます。活動中何度も、どうすればいいんだろうと悩みました。でも、このような長所や
短所を受け止めた上で、今、学生である私達にできる精一杯のことをやることが一番大切
なことなのではないかと思います。
最後に、私がこの活動をやって一番よかったと思うことは、 XYサタデースクールの学
生スタッフと出会えたこと、そして一緒に活動できたことです。どんな授業をしょうか、
農作業ではどんな工夫をすればいいか、学年を超えていつもみんなで一緒に考えましだ。
迷惑もたくさんかけてしまったのに、いつも明るく「大丈夫、がんばろうリと笑顔で返
してくれました。本当に感謝しでもしきれないくらいありがとうの気持ちでいっぱいです。
私にとって XYのみんなはなんでも相談できる家族のような存在です。皆さん、これから
も頑張りますのでどうぞよろしくお願いします！
（教育実践科学専攻
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2年原絵里）

「わらの会Jの活動報告
0
. はじめに
「わらの会j とは、養護学校に通っている子どもとその親の会である。この会には自閉
症の子どもが多く、脳性マヒや精神遅滞の子もいる。そこでは音楽療法士の先生をよぴ音
楽療法が行われている。この音楽療法では、音楽を用いながら子どもの認知機能の発達を
促したり、社会性を身に付けさせたりすることを目指している。最終的には、会話ができ
るようになることを目指して活動していると先生が仰っていた。
（教育実践科学専攻

2年林真由美）

1
. 参加の動機
昨年、教育参加や介護等体験において障害をもっている子どもと接することが多くあっ
た。その経験が私の考え方を変えた。それまで私は、障害者（児）に対して可哀想だとか、
辛いのではないだろうかなどと思い込んでいた。しかし、実際じかかわりを多く持つこと
によって、その子どもたちは可哀想なのでも辛いのでもなく、ただ不自由なだけで、日々
元気に過ごしていることがわかった。そこで、私もそのような子どもたちの中に入って一
緒に元気に過ごしたいと思った。そう思っていたときに、友達から Y0U遊世間の中に「わ
らの会j という障害をもっている子どもの音楽療法を行っている活動があると教えてもら
い、迷わずに参加することを決めた。ただ、その時は音楽療法ということに対する知識は
全くなかった。
（教育実践科学専攻

2年奥泉祥子）

2.活動内容
隔週土曜日に、福祉センターなどの一室を借りて 1時間ほとe音楽療法を行っている。ま
ず、始まりの歌を歌いながら、みんなであいさつをする。次に、身体を温めるためにまた、
音楽に合わせて動いたり止まったりできるように部屋を走り回ったり、後ろ向きに歩いた
り、大股で歩いたりする。それが終わると子どもと親または学生がペアの活動を始める。
まず、リズムに合わせて、先生が「頭Jというと子どもが自分の頭を触るように親または
学生が自分の頭を触って見せることでそれを促す。次に子どもと一緒に手をつないで向か
い合わせに座ってシーソーこぎを行ったり、茶摘みの歌にあわせて二人で手をパンパンと
叩いたり、手遊びをしたりして感覚に刺激を与えるようにする。これが終わると、全員で
ラッパや太鼓、マラカスなどの楽器を鳴らしたり、ポールを投げたり、転がしたりする。
これは、自分の順番のときに鳴らしたり、投げたりできるようにすることを目標にしてい
る。そして最後にジャンケンに勝ったら後Jろに負けた人が続いて繋がっていくというジ ヤ
ンケン列車をして全員がー列になったら終わりになり、その後、さようならの挨拶を歌っ
ておしまいになる。
（教育実践科学専攻

3
. 活動を通して
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2年渡遺彩）

回を重ねるごとに、子どもたちがたくさんのことができるようになっている ζ とがわか
J
I
買番を待つこともで
る。A さんは名前を 呼ばれると返事ができるようにな ったし、自分の J

きるようになった。 また、友達や私達の使った楽器などを片付けてくれるようにな った。
優しさが育ってきたようである 。B くんは最初のころは、知らない私達がいたからだと思
うが、そのせいでパニックを起こしてしまい、一緒に活動することが難しかった。 しかし
今では、パニックを起こすことも少なくなり、｛尋意のあいさつも私達にしてくれるように
なった。 C くんは母親と一緒でなければ活動が困難だったのだが、徐々に私達にも慣れ、
一緒に活動できるようになった。 また、模倣も上手になった。
私達のかかわり方は、初めの頃は子どもと仲良くなること、子ども遥が私達に慣れて く
れることを目指していこうと思っていた。 しかし、毎回の活動の中で徐々に成長していく
子ども達の姿を見ていくにつれて、子どもと仲良くなることよりも私達はその成長を見る
ことが喜びになっていった。 また、保護者の方とのかかわりを通して保護者の方の中にあ
る優しさの中の強さを垣間見ることも多くあった。保護者の方は、私達が知らないところ
で子どもと手を取り合い、泣き、怒り、喜び、多くの防壁を乗り越えてきたのだろうと思
う。音楽療法の時間に子どもがパニックを起こし、わめき叫んでも子どもを押さえつける
のではなく、温かい目で見守りながらなだめている姿に、強さを見て取ることができた。
また、子どもの少しの成長でも自分のことのように喜ぶ保護者の方の姿を見て、私自身心
から感動を覚えた。私はよく養護学校の中に教育の原点があると耳にしていたが、やっと
その意味がわかったような気がした。子どもの成長を自分の喜びとし、子どものためにな
るように優しさの中に強さを兼ね備えることが大切なのではないだろうか。
（教育実践科学専攻

2年 渡 遺 彩 ）

4. まとめ
活動を始めたばかりの頃は、自閉症の子どもにどのように接すればいいのかということ
がわからず、子どもが気に入った楽器などを手放さないとき、パニックを起こしてみんな
の輪から離れてしまったときなど、どうしたらいいのか戸惑ったこともあった。 しかし、
保護者の方や先生からその都度アドバイスをいただき、今まで活動して くることができた。
この経験を生かしながら、私達はこれからもこの活動を続け、子ども達と手を取り合い、
子ども達から多くのパワーをもらっていきたい。そして、「わらの会Jにいつまでも子ども
達と保護者の方の笑顔があふれでいますように、と心から願う 。土井先生、音楽療法の竹
田先生、「わらの会」の保護者の方々、そして何より、私達と 一緒に活動してくれた子ども
逮に感謝したいと思う。
（教育実践科学専攻

2年奥泉祥子）

n3
FO

城山中間教室メンタルフレンド
1
. 誰もが持っている人間関係形成能力
1
）とりあえず、動く。
『やってみたい Jと，思ったのは不登校の児童生徒と学生中に関わっていきたかったから
だ。それとともに私の所属しているサークル活動との兼ね合いもあり平日に参加できる活
動を探していて、まさに『やってみたい』に至った。今、とても貴重な体験をさせて頂い
ている。やってみたいことに対して 動く 、これはとても大事なことだと考える。
2）動いたら、変わった。変わってきた！！
城山中間教室には前期は火曜午前中、後期は金曜お昼の時間というように週 1で 2時間
ほとe通っている。 UNO・善光寺への散歩・おしゃべり・卓球・そして勉強、初めて体験す
る不思議な空間だった。私が最初に会ったのは中学 3年生の女子生徒 2人組、 Aさんと R
さんだ。 2人と少し打ち解けられた、と感じたのは『好きな人Jについて話を始めた頃だ
った気がする。どうして好きな人の話になったか思い出せないのだが中間教室に通うよう
になってしばらく経つ頃、彼女たちは私に好きな人との今の状態を話してくれるようにな
った。私はその話を聞きながら、私自身の話もした。同じく中学 3年生の男子生徒 2人組
とは卓球や UNOといった活動を通して話すようになった。しかし男子 2人組と女子 2人
組は同じ教室にいても話をしない、お別れの挨拶も交わさない関係なことに気づき、私は
そんな 2グループをどうにかしてお互いに話せられるよう、人間関係を自分たちで作る経
験をしてほしかった。そこで女子生徒に『一緒にいるのに話さないのは何だか寂しいから、
挨拶してみようよ。一歩踏み出そうよ！
た。声をかけることを

Jと伝え、その日『パイパイ j を言うことになっ

やだやだ、恥ずかしい と言っていた Aさんだが、いざ挨拶をす

る時になると Rさんに続いて本当に小さい声だ、ったが『パイパイ j と言った。男子 2人は
驚いた様子でその日挨拶の返事は返ってこなかったが、 Aさんも Rさんも ちゃんと言え
たね

一歩踏み出せたね と嬉しそうだ った。そして 3人で次回も挨拶しょうね、と話し

ていたのが前期の終わり頃だっただろうか。先日いつものように中間教室へ行き 4人で卓
球をしていたら男子 2人組が帰ることになった。そこには パイパイ と元気に挨拶をす
こ
るAさんと Rさんの姿があり、とても嬉しかった。その後、岡田先生とお話をした時に f
こ最近、自分たちから挨拶するようになったし男子 2人からも返事がくるようになった。

4人だけで卓球などしているときもお互いに話しているよ。 jと聞き、みんなの中にもちゃ
んと人間関係が形成できる力があるんだよ、と心の中で繰り返した。
来年も再来年も城山中間教室へ通わせていただきたいです！
（教育実践科学専攻

2年黒崎藍子）

2.城山中間教室の友達との出会い
不登校の子ども達に何かできないか。この想いから私は、城山中間教室に五月からメン
タルフレンドとして黒崎さんと一緒に活動することになりました。私は毎週月曜日、授業
のない時間とお昼の時間を利用して城山中間教室に通っています。
城山中間教室のみんなとは、主に卓球をしたり、外に出てバドミントンをしたり、ポー
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ル遊びをしたり、ウノやトランプなどのカードゲームをして遊んでいます。私がみんなの
学習を見た時間はほんの少しの時間だけです。私が参加中、ある程度勉強の区切りがつい
ているみんなに対し先生は「みんながんばったなあ、そろそろ勉強はおしまいにして、み
んなで車球するぞ〜！

Jと言って、まだ学習に気持ちが向いているみんなに向かつて、遊

びに行くよう促しました。子ども違は「ああーん、せっかく（勉強が）いいとこだったのに
い〜」といいながら、卓球のラケットを持って外に出ます。私はこの時、中学 3年生がほ
とんどを占め高校受験を控えているのに、勉強をしなくていいのかと不安になりました。
せっかく学習に姿勢が向いている子ども逮に勉強よりも遊びだ！と声掛けする先生を不思
議に思いました。
しかし、みんな卓球やウノをやっているときは、女の子や男の子関係なくチームになっ
たり、席が隣になったり、いつもは出さない大きな声を出したりととても楽しそうです。
普段はあまりしゃぺらない男の子と女の子も、ゲームのときは一緒に作戦を練ったり、審
判の役割分担を決めたりして、遊んでいる時が一番イキイキしています。
そして何より、私が城山中間教室に来て、みんなと親しくなれたのはこの遊びのお陰で
した。私自身も、特に男の子とはそれまであまり話せずにいたのですが、遊びゃゲーム中
は、楽しく会話ができ、そこから仲良くなることができたのです。
先生は、「城山中間教室は勉強をするところではなく、人と人が触れ合うところなんで
す。勉強は一人でもできる。でも城山中間教室での遊びはみんなと一緒じゃないとできま
せん。jとおっしゃいました。だから、子ども達には勉強よりも、遊ぴをやろうと生徒達に
促しているのです。
「遊びJによって、接するきっかけが持てない子どもたちとも交流ができ、それを通し
て仲良くなれるのです。現在教員をしている先輩も、子どもの注意をひきつけたり、集中
力を引き出しだりするためには、ちょっとしたゲームは大切だよ、とおっしゃっていまし
ことなのだと思います。
た。子どもとふれあうために一番簡単で一番大切なことが「遊ぶJ
また、遊びを通して Y君の変化にも気づくことができました。 Y君は、自分がうまくい
かないことに対してとても敏感に反応し、勉強も間違っていると劣等感を持ち、以前はゲ
ームでも、自分が負けると悔しくてもうだめだと投げやりになっていたのが、最近は、「次
はがんばるぞ〜！もっとネット近くに落とさなきゃいけないんだ！

Jと、自分を責めるこ

となく、前向きに受け止めているのです。
はじめは、不登校の子ども違に何かできないか、という気持ちがあってメンタルフレン
ドにはなったものの、不登校の子ども達との付き合い方について深く勉強しているわけで
も、カウンセリングの勉強を専門にやっているわけでもなかったので、自分で本当に大丈
夫だろうかと心配でした。実際 i子ども達はそれぞれに複雑で、違った思いや悩みを抱え
ています。ですが、城山中間教室での私の役目は、たぶん、カウンセラーとして子ども達
に接するのではなく、遊んだり、一緒に勉強したり、ちょっと年上の友達としてみんなと
生活することにあるのだと思います。 城山中間教室のみんな という 友達 ができて本
当によかったと思います。これからもみんなと楽しく勉強に遊びに打ち込んでいきたいと
思います。
（教育実践科学専攻
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2年原絵里）

湯谷小子どもランド
1.湯谷小子どもラン ド2003

湯谷小子どもランドは、毎月第 2、 4土眼目に湯谷小に通っている子どもたちやその保
護者の人たちが有志で集まる遊びの会です。今年度の湯谷小子どもランドでは、鮫子やク
リスマスケーキ作り、竹の食器などのものづくりをしたり、オリエンテーリングや公園に
お出かけ、ミニ運動会、湯谷小学校の体育館で大縄跳びゃドッヂボールなどの運動をした
りもしました。 また、地域のポランティアの方を招いて手品ショーも開催されました。
毎年ある湯谷小子どもランドですが、昨年と比べて子どもたちの顔ぶれもずいぶん変り
ました。 しかし、子どもたちの笑顔、一生懸命な姿、仲間を思いやる気持ちはいつでも同
じです。私たちはこの子どもたちの姿に心を奪われました。そして活動の中で子どもたち
からたくさんのパワーをもらいました。私たちは子どもたちが成長していく姿を継続的に
見ることを通して、自分たちの成長につなげていくことができたと思います。

2
. 学生の学び 〜参加者の反省から〜
この湯谷小の活動には二年間参加しました。 もともと子どもが大好きでしたが、やはり
股初はどう控したらよいのか少しとまとεいました。 しかしこの二年間で、子どもたちとは
もうかなり仲良くなり、今では行くだけで子どもたちが寄ってきて僕にのしかかってきた
りします。 とても嬉しく感じ、いつも参加するのが楽しみになっています。あらためでこ
の二年間を振り返ってみると、普段の大学生活を送っているだけでは子どもと触れ合う機
会がないので、子どもたちと触れ合えて僕にとってとても貴重な経験になりました。 この
活動を通して子どもの成長を見ることができたし、自分が子どもとどんどん積極的に関わ
っていくのを感じました。 この経験は絶対に自分にとってプラスになると思うし、成長に
つながったはずです。
（生活科学教育専攻

4年 吉 田 祐 紀）

湯谷小子どもランドの活動の中で最も印象的だったことは、ここでは子どもたちの異年
齢間交流、そして保護者同士の交流が踏んに行なわれている点です。兄弟の少ない子ども
たちにとって年齢の違う子どもたちと遊ぶことは、広い世界を知ることが出来る機会であ
ります。子どもたちは様々な年齢層との交流の中で自分の立場 ・役割というものを理解し
行動するようになりました。集団の中の一員ということに気付いたら、これまでの自分勝
手な振る韓いも少なくなり、小さい子を優先して自分は後回しという様子もたくさん見ら
れました。 また保護者の方も休日に自分の子どもと遊ぶ時間を持てること、また他の家族
と交流を持つことで、学校の様子を聞けたり子育ての悩みを相談したりする機会を持つこ
とができているようでした。子どもランドに参加することで、子どもも大人も地域や社会
とのつながりを持てる素晴らしい活動だと感じました。
（
生活科学教育専攻
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4年 秦千暁）

私にとって七月に妙高自然、の家で行われた湯谷小キャンプは思い出深いものとなりまし
た。私はそれまで湯谷小子どもランドの活動に、一度参加しただけでしたが、子どもたち
とすぐに打ち解けることができました。館内オリエンテーリング、カレー作り、キャンプ
ファイヤー、沢登りなど、さまざまな活動をしましたが、どれも楽しかったです。なかで
も，思い出深かったのは別れ際です。二日目の朝から、同じ班の男の子が、「楽しいことはす
ぐ終わっちゃう。今日がずっと続けばいいのにな。」と何回もつぶやいていて、私だけでな
く、子どももこのキャンプを楽しく過ごせていたということがわかり、とても嬉しく思い
ました。一泊二日という短いものでしたが、とても充実したキャンプになりました。
（教育実銭科学専攻 2年村上真美）
私は昨年も湯谷小子どもランドのキャンプに参加しましたが、その父兄の方々や他大学
の学生さんとも交流ができ、とてゐ心に残るものだったので今年も参加させていただきま
した。今年は保護者が大変熱心で、ひとつひとつの活動に「子どもにこのようなことを学
ばせたいj というはっきりとした願いをもっていらっしゃって、企画・運営の面でも大変
勉強になりました。昨年も今年もそうですが、雨が降ったり、予定通りのプログラムが行
なえない場合、「何かやってもらえませんか？」ということになります。このような時、そ
の場でゲームを行なえるということはとても大切なことだと感じます。そして普段から使
えるネタのようなものを身につけておく必要を感じました。

／

（地域スポーツ専設

4年藤本晃子）

第 l期「信大 Y0U遊広場j おでかけプラザから、湯谷小子どもランドに参加し始めて

早 3年がたとうとしています。年月が経つにつれて、子どもたちが私たち学生を湯谷小子
、おはよう！ !
J「××は
．どもランドの仲間として受け入れてくれ、毎回の活動では「00
まだこないの？ Jと、私たちが来ることをとても楽しみにしていることが伝わってきまし
た。私はそれに応えたいと思い、子どもたちに一生懸命向き合ってきました。思い返せば、

2年前、子どもたちとどのように接すればいいのか分からず困惑してしまったこともあり
ました。その混乱を子どもたちと継続的に付き合っていくことで、自分なりの接し方を確
立し、また一般的な子どもを知るというよりもその子自身を見つめていくことができたよ
うに思います。
私たちの成長は、保護者の方々のおかげでもあります。企画は私たちだけではできない
規模の大きなものを用意してくれてたり、また私たち学生が子どもの前に立つということ
を経験できるように、企画の一部を任せてくれたりと活躍の場を与えてくださりました。
そこで、大勢の前で話すということの難しさを感じ、一人ひとりと関わるのとは異なるこ
とに気付き、注目のさせ方などを学ぶことができました。どのようにすればいいかという
答えは誰も教えてくれません。自分でやってみて、振り返り、そして新たな関わり方を見
つけていく。このように実践で学ぶことができたのは、保護者の方々が学生の力を信じ、
多くの実践の場を与えてくださったおかげだと思います。
（生活科学教育専攻
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4年藤岡恵美）

信州須坂町並みの会・町並みフェスト 2003
1.信州須坂町並みの会 ・須坂町並みフェス トとは
明治時代初期か ら昭和初期に建てられた歴史的建造物を活用した、市民による町づ くり。
『僕らは、何代にも Eってここに生きてきた先人遠のかけがえのない命の姿が「町並み」
であると理解し、大切にしながら生きる道を模索してきた。そして次の世代にも大事にし
ていってもらいたいと願う 。今回は、そんな意味からも子ども述に、古い町並みで時間を
過ごしながら「体で町を味わい、知ってもらおう Jと考えた。子ども遥の回りは溢れるよ
うに何から何までそろっている時代だから集ま って くれるか心配はある 。でも大切なこと
は伝えないとこわれてゆ くばかりだから、子ども遥に精一杯呼びかけようと思っている 。
先生や、学校に協力してこられた特技を持つ方と手をつなぎながら 。 くったくのない、体
から溢れ出てくるような笑みを思い描きながら開催したいと，思 っている 。
「子ども達の町並み天国Jということの他にも徐々な団体の方にもお願いをしてイ ベ ン
トが繰り広げられる。銀座通りや中央通りを抜けたところにも足を向けて頂きたい。
新緑のなか、須坂を南北に縦断する旧街道「谷街道Jの綿内 一須坂横町フェスト会場区
間をみんなで歩く 。民家の植栽から都市計画まで考えさせられる 。歩き、体感して進める
郷土づくりだー
町並みの会が発足してから 1
5年。町並みの良さ・文化の奥深さを知 ってもらおうと町並
みフェストを年 l回開催している 。 また、旅人に須坂の町並みを知ってもらおうと、ガイ
ドマンの育成や町並みガイドを実施したり、食文化を育てようと紫米の生産 ・販売を行っ
たりしている。j と須坂町並みの会の紹介にある 。信州の味噌蔵として古くから栄え現在で
も蔵が残る町並みを活かし地域の活性化、また近年では総合学習で自分たちの町のことを
学んだ子どもたちの地域への発表の場として須反問並みフ ェス卜は開催されている 。

2. 須坂町並みフェ スト 2
0
03へ参加に至った経緯
「信大 Y0U遊広場Jから「信大 Y0U遊世間 j になった理由の一つに、ーこれまでは
活動の範囲が学生 ・子どもが中心であったが、これからは地域やそこに住む人々つまり 世
間

も活動の対象にしたい。そして地域からの要望にも広〈耳を傾け共に活動をし、地域

に根づいた大学であっていきたいーと聞いたことがある 。そして「信大 Y0U遊世間Jに
なった今年、共に活動をしたいと手を挙げてくださった団体の一つが須坂町並みフェスト

2
0
0
3を主催する、須坂町並みの会であった。
0
0
3に惹かれた理
手を挙げてくださったたくさんの団体の中から私が、町並みフェスト 2
由がある 。もともと須坂は、長野市に隣接した比較的都市部であるという面と、志賀高原 ・
菅平のふもとでありまたのどかな回国果樹園が広がる、都市と農村が融合した素晴らしい
私のお気に入りの街であった。そしてそのような個人的な思い入れの強い街で、蔵の町並
みを活かしたイベント、子どもたちに活蹄の場があるイベントにいたく感心 しこの町並み
フェスト 2
0
0
3に参加しようと思った。

3.須坂町並みフェス ト2
0
03の様子

‑7
5‑

今年の須坂町並みフェスト 2
0
0
3は 5月 2
5日に行なわれた。子どもの参加者は須坂小学

0
0人。歩行者天国の中に小学校ごとにブースを出し、
校と小山小学校の 5年生の児童、約 1
O
U遊世間の中だけでは集まらず、他大学の学生に
それぞれ活動を行なった。スタッフは Y
も声をかけ信大生 3名、県短生 3名、長野大生 1名の 7名で参加した。須坂小学校ブース
と小山小学校ブースに別れ活動を行なった。
須坂小学校は総合学習で蔵の町並みを学習し、その保全のために須坂市長の手紙を出し、
蔵の保存をお願いした経緯などを展示し通りかかった人たちの関心をヲ｜いていた。また、
フリーマーケットも開催し子どもたちが自分で値段を決め、自ら交渉し町並みフェストを
楽しんでいた。小山小学校も展示、フリーマーケットを中心に活動していたが、最大の売
りは自分たちと同年代または小さい子どもたちとの交流にあった。プースのなかではぬり
絵、ブーメラン作りなど「町並みフェストに参加してくれた他の子どもたちとも友だちに
なりたいJとの願いのもと子どもたち同士の交流が盛んに行われていた。
子どもたちとは町並みフェストの前日の準備で一度顔を合わせただけで、当日どれだけ
親しくなれるかが心配であった。しかし、当日は子どもたちの方からも積極的に話し掛け
てくれ、とても楽しく活動を行なうことが出来た。 また、学生スタッフが小学校ブースご
とに別れていたので「あっちの小学校の様子も見に行こうよ Jと子どもたちに働きかかる
ことによって、小学校聞の交流できたと思う 。
学校で学んだことを学んだままで終わらせず、地域の人たちに発表する場があり、それ
が町の活性化につながっている 。総合学習の望ましい姿を垣間見ることができ、この活動
に参加できたことをとても幸せに感じている 。
（
生活科学教育専攻
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4年 秦干暁
）

YOU遊フェスティパル本部
1
. y0U遊フェスティパルの概要
一年間の Y0U遊世間の活動や、臨床経験科目の集大成として、主に 2 ・3年生自らが
中心となって、子どもたちと関わりたい、という思いが、今年は 14の「講座Jとな って
土）に開催された「第 3回Y0U遊フェスティパル」の参加
あらわれました。12月 6日 （
者はこれまで Y0U遊世間の活動に参加してくれた子どもたちゃ地域の方や、その他臨床
経験科目の中で関わってきた 120人の人が一斉に集い、スタッフは当日松本から参加する
1年生スタ γ フを合わせて 170人という、これまでで一番規模の大きいものになりました。

学生が中心となる「講座Jでは、それぞれが得意分野を生かし、子どもたちゃ地域の方
と共に学べる場になります。スタッフは、参加者の全てが言わば「バリアフリー Jでみん
なが楽しめるようにと、取り組んでいきました。講座の概要は以下の通りです。
（生活科学教育専攻
NO
.

講座名

① あなたも私もムーブメント P

②
③

女スライムン食
音であそぼう！作ろうメロ
̲
,
.

アイ

④
⑤
⑤

気志ヲ
団
.
；
っス P

キャプテン

対象

30名

年齢制限なし

20名

年齢制限なし

W506

20名

年齢制限なし

W505

15名

小4〜一般

舞踏場

40名

年齢制限なし

生協2F

20名

小・中学生

グラウンド

（
障害児2年）
笠原千絵
（
実践3年
）
石津昌史
（
生活科2年）
寺島純一
（
実践2年）
渡辺彩

一

（
実践2年）

みんなで元気にサッカー

松山博一

だ！

募集人数

岩羽純一

ピパ女クリスマスパーティ

3年 藤田優子）

（
実践2年）

化学実験教室

（
理数3年）

第一体育
館

W舘のフ

野路史稔

⑦

会場

20名

小4〜一般

ロア・プレ
I~

⑧

ょうこそ！ ！お菓子の城へ

*
わーい！

⑨

べったんおもちつき P
〜茂菅でとれたお米だよ〜

⑩

し
.
e
ts食きりすこん 1
ま1

藤波千晃
（
実践2年）

15名

小1〜一般

30名

幼児〜一般

15名

年齢制限なし

N302・
N303

神林彩井（
生
活2年）・
宇良
知子（生活3

N102

年）
小林崇
）
（実践2年
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調理室

あなたも私もムーブメント
障害児教育専攻

2年 岩 羽 純 一

1.講座開講の動機とねらい
ムープメント教育というものを夏休みの集中講義で初めて知った。 率直な感想として楽
しかった。 身のまわりにあるものを使い、工夫して、たくさんの運動ができることを学ん
だ。その授業を受講した約 20 人の学生が、夢中になって動いていた。私もその中の一人
だったが、この運動を子どもたちと一緒にできたらどれだけ楽しいのだろうと考え、教師
になったら必ず実践しようと密かに思っていた。 しかし早くもムープメントが実践できる
機会に恵まれた。 Y0U遊フェステイパルでは、自分たちで企画した講座を聞き、子ども
たちと交流できると聞いた。これは子どもたちにムープメントの楽しさを知ってもらえる
と思い、講座を開くことを決意した。
この講座のねらいとしては、「人と人との触れ合いJということを重視して企画した。ム
ープメン卜教育をする中で子どもと学生が関わり、子ども同士でも関わる。このように、
体を動かしながらさまざまな年齢の人と関わるということを重視し、講座のねらいとした。

2
. 教材研究
当初の計画では、体育館にいくつかのムープメント教材を配置し、子どもが遊びたい教
材で自由に遊ぶということを企画していた。これだけではとても 2時間 3
0分遊ぶことが
できないという意見が出た。教材で遊ぶ時間を約 40分間にし、残りの時間で、子どもた
ちを lチームと 2チームに分け、つなひき、玉入れといった競技をすることを企画した。
教材は、長野養護学校に協力していただき、たくさん借りることができた。しかし長野
養護学校でも子どもたちが使うということで、借りるのが前日になり、それまで教材研究
ができなかった。そこで教材を借りる前に、それぞれの教材に対し責任者を割り振り、自
分の担当する教材ではどんな運動ができるのかということを考えた。教材を借りてくると、
当日と同じように配置した。実際学生で運動をし、運動方法を書き出した。
教材の運搬に時間がかかってしまい、前日の教材研究も十分にできないまま終了時間に
なってしまったので、各教材の危険箇所をその場で徹底して確認し、その後で運動方法を
検討した。

3.当日の様子
教材研究が十分でないまま当日になってしまったので不安はあった。しかし優秀なスタ
ッフと共に、納得するまで話し合ったことが私の励みになった。
朝食をとりながら今日の流れを再度確認し、子どもたちの到着に備えた。
子どもが到着すると、あらかじめ決めておいた学生とベアになり、開会式が始まるまで
体育館の中で遊んだ。主にペアになる学生は i年生を優先した。最初はお互い緊張してい
る様子で、うまく打ち解けてなかったので、講座の中でする予定だった自己紹介を開会式
前にした。自己紹介をしてからは、ペア意識が強まったのか会話が弾むようになり打ち解
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けたように見えた。開会式終了後、他講座の子どもたちが体育館から出て行くのを座って
待った。
全員が体育館から出た後、体育館中央に集合し全員でラジオ体操をした。学校で体操し
たことがあるので、スムースにできた。ラジオ体操第ーをした後、「ひょっこりひょうたん
を踊った。特に踊り方は説明せず、真似をさせるという方法で 2回踊った。その後に、
島J
アイスプレイクとして「てつなぎおに」をした。
次にムーブメント教材を配置する時聞があったので、ペアの学生と遊ぶ時間を取り、ス
タッフは準備をした。ムーブメント教材は、トランポリン、ロープ、ブロック、キャスタ
ー X2、アスレチッ夕、玉入れ、的当てと 8種類設置した。およそ準備ができたところで
集合させ、運動方法と危険箇所を確認した。危険箇所にはパツ印を貼り、子どもたちには、

J印があるとことには入らない j と約束した。説明の後、各ペア、ムープメント教材
ノ
「f'
で自由に体を動かした。それぞれの教材には責任者が付き、その教材の運動方法の説明を
担当した。教材で遊んだ子どもには、あらかじめ配っておいたカードにシールを貼るとい
った形で達成感を持たせた。約 30分するとシールを全て集めた子どもがでてきたので、
それぞれの教材で違った運動方法を考え、そこで遊ぶとシールがもう l枚もらえるという

5分間取ったが、子どもたちは休む様子がなく、
ようにし、約 55分間運動した。休憩を 1
遊びまわっているので少し早めに「しっぽ取りゲーム Jを 2回行った。
次に子どもを l列に並ばせ、 lチームと 2チームに分け、つなひきを 2回行った。綱引
き後に、玉入れをする予定だ、ったが時間がなかったので最後のバラシユ｝トをした。パラ
シュートでは、子どもやスタッフだけでなく保護者の方々にも参加してもらい、全員で行
った。とても盛り上がり、片付け時間を考慮して早めに終了した。

4.講座をだしてみて
初めての講座企画・運営ということで、予想していなかった問題がたくさん出てきた。
実際やってみて気付いたことは、子どもたちの課題達成が予想以上に早かった。また時間
に余裕を持って計画したので余りすぎてしまった。これを救ってくれたのは、子ども自身
の発想カとスタッフの努力だ った。子どもたちは本当にいろんな遊びを考え出し、遊んで
いた。スタッフに違う遊びを考えて欲しいと頼むと、即座に教材を応用し考え出してくれ

5分間長い約 55分間遊ぶことができた。それまで
た。その結果当初予定していたよりも 1
5分間はとても大きかった。
予定はかなり早まっていたので、この 1

5
. 反省と感想
ミニミニ運動会の反省点は、教材研究が十分でなかったことだ。十分な教材研究をして
あれば、もっとスムーズに進行することができただろう。しかしそれを補うスタッフの努
力によってこの講座は、 1人の怪我人もなく無事終えることができた。それは企画会議で
お互いに意見し合い、支えあってきた成果だと思う。一人ひとりが自分の仕事を責任持っ
て実行したことにより、このミニミニ運動会という講座を行うことができた。支えてくれ
たスタッフ、参加してくださった子どもたち並び保護者の方々に感謝している。

︒
円

会スライムン食
教育実践科学専攻

3年 笠 原 千 絵

1
. 講座開講の動機
私がスライム作りの講座を出したのは、教育実習の中での子どもの一言がきっかけでし
た。実習中、理科室の前の掲示板に、毎月貼りかえられる理科新聞のようなものが貼られ
ていて、その月はスライムについて大きく写真が載っているものでした o 私自身はスライ
ムを作った経験がなかったのですが、年の離れた弟が学校で、作ってきたものがとても印象
的だったので、その新聞が目にとまりました。最近、子どもの遊びの中心はテレピゲーム
だと言われている現代で、子どもがどういうものに興味を示すのか分からなかったのです
が、あるとき、一人の子どもがその新聞を見て「面白そうだな。作ってみたい。Jと言って
いるのを耳にしました。スライムに興味を持つところは、私たちが子どもだ、った時と変わ
らないのだと思ったら、嬉しい気持ちになり、そこで、今年の Y0U遊フェステイパルで
スライム作りの講座を出そうと思いました。

2
. 教材研究
自分自身がスライムを作るのが初めてだったので、材料を探しに行った先の薬局でスラ
イム名人と言われている薬剤師の方に教えていただいたり、インターネットや本で遊び方
の応用を調べたりして、ーから教材研究を行いました。しかし、調べていく中で、スライ
ム作りに欠かせないホウ砂という粉が、危険なものだということが分かつてきました。ホ
ウ砂は、口に入れなければ問題ないものなので、周りでしっかりと管理ができていればス
ライムで楽しく遊ぶことができるのですが、講座募集をかける前にしっかり調べておくべ
きだ、ったと反省しました。
実際、作ってみると簡単に作れて、色をつけたり、ラメを入れたりしてとてもきれいな
ものが出来ました。さわり心地も気持ちがよく、子どもたちも喜んでくれそうな気がしま
した。インターネットのなかで、動くスライムというものを見つけました。これを子ども
たちの前でやったらきっと驚くだろうと思い、理科専攻の友達に無理を言って砂鉄と磁石
を貸してもらい、−試してみました。弱い磁石ではあまり反応は見られなかったけれど、強
力な磁石を近づけると、砂鉄の入ったスライムはみるみるうちに磁石を飲み込みました。
それは私たち学生でもとても惹きつけられるものだ、ったので、是非子どもたちに見せたい
という気持ちになりました。
スライム作りに関しては、事前になんとかなるものだ、ったので、十分な準備ができまし
た。悩んだのは、 1日の流れでした。 2時間半という時間が与えられたのですが、私の中
で、子どもたちがスライム作りに飽きてしまわないかという不安が大きかったです。飽き
ることのないように、色をつけるものも絵の具だけでなく、透明感の出る食紅を用意した
り、砂鉄と磁石を用意したり、絵をかいてスライムに転写できるように牛乳パックを用意
したりしましたが、全てに飽きてしまうことも考えると、そのときにどうしたら良いかと
悩みました。

3
. 当日
スライムンの講座には 9人の子どもと、お母さん l人が参加してくれ、学生スタッフも

︒
︒

7人が協力してくれて、賑やかに行うことができました。
流れですが、計画していたようにうまくはいきませんでした。アイスブレイクのあと、
スライム作りに取り組んでもらい、最後の方で l人 l人出来上がったものを発表、閉会式
での全体発表でどのようなことをするかを話し合うという流れで計画を立てていました。
しかし、子どもたちは私が予想していたよりもスライム作りに興味を持ってくれ、「次は何
色にしよう J「もう少し柔らかいスライムも作ってみたいな Jと、次から次へとスライムを
｛乍っていたので、発表の時間も、閉会式での発表の話し合いもすることができませんでし
た。私はそれでよかったと思っています。まさか子どもたちが、あんなにもスライム作り
を楽しんでくれるとは思いませんでした。子どもたちは、初めてスライムを作った時、洗
濯のりと水にホウ砂の飽和水溶液を加えて勢いよくかき混ぜながら、固まってきたところ
を見て「うわああ j と嬉しそうに声を上げました。そして手にとって「気持ち悪いよー j
と言いながらも感触を楽しむように両手で触っていました。その嬉しそうな姿がとても印
象的でした。また、何色も混ぜて作ったり、 lつのスライムを長く長く伸ばしたり、手を
スライムの中に埋めてみたり、活動の様子から、子どもたちの発想力に驚かされました o
子どもたちが楽しんでくれているのを感じ、また、子どもたちは飽きるどころか「もっと
やっていたい j と言ってくれ、前日までの不安が一気になくなりました o
当日は、ホウ砂の取り扱いへの注意もスタッフの協力ですることができ、事故やけがな
く終えることができました。しかし、子どもは遊ぶ時に、服につけてしまうということを
考えられていませんでした。子どもたちに配布したプリントや、黒板に書いて服につけな
いようにすることは促しましたが、実際、夢中になってしまい 1箇所についたスライムが
ぼろぼろと広がり、服の大部分を汚してしまう子もいました。スライムは、酢や食塩で採
めば落ちやすいのですが、注意を促すより前に汚れても良い服で来てもらうべきだったな
と思い、そこまで考えられていなかったことを反省しました。それから、スライムの不燃
ゴミとしての捨て方も課題として残ります。可燃物について取れないスライムをどうすべ
きかを検討するべきでした。

4
. y0U遊フェスティパルを終えて
準備に余裕を持って取り組めなかったことも含め、いくつか反省点が残りますが、私は
スライムンの講座を出すことができて、本当に良かったと，思っています。準備に余裕を持
てなかったことで、ラスト 1週間は、やることの順番を立てなければいけないほど時間に
追われました。しかし、なんとか当日に間に合い、当日は子どもが本当に楽しそうに、笑
顔で 2時間半を過ごしてくれ、それが私にやってよかったと思わせてくれる一番の要因で
す。憎まれ口をたたいていた子が、最後に「楽しかったj と言ってくれたときは、本当に
嬉しかったです。
私は、 Y0U遊フェステイパルで、初めて自分の企画で何かをするということをしまし
た。スライムンを通して、自分で計画して、それを楽しんでもらうということの難しさを
知りました。そして、スライムンの講座を成功させることができたのは、協力してくれた
講座のスタッフ、相談にのってくれた本部のスタッフ、周りの講座長の力があってのこと
だと思います。 1人でやろうとしても、なかなかうまく行きません。私は良い仲間に固ま
れました。講座を出せたことは、今後、何かをする時に必ず力となってくれると思います。
やり遂げられたことを自信にしていきたいです。
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音で遊ぼう！作ろうメロディ− J
>
生活科学教育専攻

2年 石 漂 昌 史

1
. 講座をだした理由
なぜ Y0U遊フェステイパルに参加して、講座をだそうと思ったのだろうか。別にたい
した理由はなかった。ただ子どもと遊びたかった。それが、この講座をだそうと，思った一
番の理由だろう。また、このフェスティパルの 1ヶ月ほど前から Y0U遊世間の牟礼の長
から、ぜひ講座をだしてほしい、と言われていたのも理由の一つだ。こうして私は軽い気
持ちでこの講座をだすことになる。
どのような講座を出そうか、と考えたときすぐにスポーツか音楽関係で講座をだしたい
と思った。なぜなら、私は音楽やスポーツ、特に球技が好きだからだ。どちらにしょうか
迷った。しかし、スポーツだとできる子とできない子が出てしまう可能性があるのではな
いか、と思ったので音楽関係で講座をだそうと決めた。音楽といっても何をどのようにし
て講座にするか考えたが、これはすぐに案が出てきた。リサイクル楽器をみんなで作って、
その楽器で演奏会をしよう。そうすれば楽しい講座ができるのではないだろうか。そのよ
うにしてあっという聞に講座の大まかな部分が決まった o

2.当日の講座
参加してくれる子どもは 5人。ひとりは幼稚園児の男の子、あとの 4人は同じ小学校の

3年生の仲良し組みだ、った。開会式が終わり、私たちは活動場所に移った。その後、私は
みんなに挨拶をして、これからこのような楽器を作ってもらい、その楽器で「聖者の行進j
を演奏してもらう、ということを説明した。子どもたちの反応は予想とは大きく違い、顔
には不安がいっぱいである。私は、聖者の行進ならみんな知っているだろう、と勝手に思
い込んでいたが、幼稚園児の R君は聖者の行進を知らなかったのである。他の子も知って
いるような、知らないような、といった感じである。それは子どもの顔に不安が出るのも
当たり前である。私もその顔を見てとてもこの後のことが不安になってしまった。とりあ
えず先に進めないといけないと思い、みんなに自己紹介をしてもらった。しかし、 S さん
が机の下に隠れてしまう。 R君もまねをしてしまい自己紹介が進まない、という場面もあ
り、また不安になるのである。
その後、アイスプレイクで「リズム

4
J というゲームをしようとしたが、みんな恥ずか

しがり一向にしてくれない。知っていても知らないと答える子どももいた。このゲームな
らみんな知っており、積極的に参加してくれるはずだ、と思いアイスプレイクにしたのだ
が、結局なかなかこのゲームを始めることができず、時聞が経っていくだけだったのでア
イスプレイクはやめにした。確かに今考えてみれば、子どもたちが会ったばかりの知らな
い大学生と一緒にリズムにのって、声を出してゲームをするのは恥ずかしくてできない、
ということは容易に考えられることだった。こうして楽器選びにはいったが、ここでも問
題が起こった。用意した 4つの楽器（マラカス、タンバリン、カズー、ふくろう笛）を誰
か最低一人が作るように考えていたが、 1つの楽器に 3人が作りたいと言い出し、 3人じ
ゃないと嫌だと言う。こっちが勝手に考えていたことなので「駄目。 j とも言えず、結局自

t
u
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o

分のやりたいものを人数に関係なく、やらせようということになった。その結果、 lつの
楽器には誰もいない状態になってしまった。これも予想できたことかもしれなかったが、
予想していなかった。
このようにして楽器作りをはじめてもらった。楽器作りは順調に進んでいた。中には音
がなかなか出ず他の楽器を作り出す子どももいたが、みんな一生懸命作業に取り組んでい
た。はじめの挨拶、自己紹介、アイスプレイクのときは子どもたちだけで固まって学生と
あまり接してくれなかったが、この時にはスタッフの学生と楽しそうに活動していた。そ
のなかで私は、子どもたちが学生に少しずつ心を開いていくのを感じた。スタッフの学生
もはじめはなかなか子どもたちが近づいてくれないことに不安を持っていただろうが、そ
の不安もこのときにはなくなっていたのではないだろうか。スタッフの T さんは「子ども
たちと何かをやるのはすごく楽しかったし、何か言ったとき笑顔で言葉を返してくれると
すごくうれしかったです。自分の存在の確認が出来るような気がしました。Jと活動後の感
想文に書いてくれている。ここでは楽しいひと時を過ごすことができた。
予定より少し時聞が短くなってしまったが、楽器製作後、課題曲「聖者の行進j を何回
か CDで聴き、練習した o 子どもたちが扱った楽器はマラカス、タンバリン、カズーであ
る。ふくろう笛は誰も吹きたい人がいなかったので、スタッフの学生が演奏した。編曲は
できるだけ簡単に分かりやすいものにしておいたので、子どもたちは 4、 5回練習しただ
けで上手に演奏することができた。活動時間が終わり、閉会式が始まる時間にはちゃんと
決められた場所に移動することができた。閉会式の発表の時には無事に失敗することもな
く演奏をすることもできた。演奏後には聴いてくれたすべての人から大きな拍手をもらい、
スタッフの学生、そして子どもたちはハッピーエンドを迎えることができただろう。

3
. 講座をだして
今回この講座は、大きく 2つのことを教えてくれた。
−何もないところから新しいものをつくる。それは、とても．大変で難しい 0
・私たちが心を開けば、子どもたちもそれに応えてくれる。
はじめは軽い気持ちでこの講座をだしたが、この講座に多くの労力をかけ、それにもか
かわらず当日はズタズタになるとは予想などできるはずがなかった。いざ当日に向けて準
備をしようとなると、しなくてはいけないことが次から次に出てきた。そのためには手伝
ってくれる人を集めなければいけなかったし、いつ何をするかを計画しなくてはいけなか
った。人はすぐに集まったのだが、計画をしっかり立てることができなかったので、無駄
なことが多く、しなくてはいけないことができなかった。計画の大切さを実感した。それ
と同時に新しいものをつくることの大変さを感じた。
「はじめの挨拶、自己紹介、アイスブレイクのときは子どもたちだけで固まって学生と
あまり接してくれなかったが、この時にはスタッフの学生と楽しそうに活動していたJと
書いたが4そこには学生が積極的に子どもたちと関わり、子どもたちと仲良くなりたい、
という気持ちがあった。だから子どもたちもその気持ちに応えてくれるのだと思う。子ど
もは私たち以上に人の気持ちを敏感に感じ、そして素直にその気持ちに応えてくれるよう
な気がする。この講座は決して成功したとは言えないが、様々なことを思い、感じするこ
とができ、この講座をだしてよかったと思う。この経験はきっと今後の私に大いに役立つ
だろうと確信する。
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ビパ女クリスマスパーティー
教育実践科学専攻

2年 渡 遁 彩

1
. 私も講座を聞きたい
私は去年、 Y0U遊フェステイパルに l年生スタッフとして参加し、当日は子どもと共
に、楽しみながら行うことができた。しかし、私たち 1年生は子どもと同じ位置づけで、
当日までの経緯に携わることはなかった。それが少し寂しく、来年への熱い思いに変わっ
たような気がする。また、講座後の懇親会では、講座を開いた先輩たちが涙を流しながら
これまでの辛かった経緯を話しているのを聞き、来年はきっと私が講座を開講して、先輩
遠のように想像できないほどの達成感を味わいたい、そう，思った。
そして、 l年越しの思いをついに実現するチャンスが来たのだ！今までにない大人数で、
大規模な講座にしたい、と思った o それは、私が昔からみんなで lつの目標に向かつて何
かをする、ということが大好きだったからである。
そうして考えた結果、 1つの『ピパ食クリスマスパーティー j という講座の中に 6つの
工作系のブースを設け、最終的にみんなでパーティーをする、という形にしようと考えた。．
自分で考えたものではあるが、これはかなり大変になるな、と感じた。相当な不安とプレ
ッシャーがよぎる中、私の中に熱い気持ちがこみ上げてくるのを感じた。絶対、子どもが
心から楽しめるような講座にしたい、と，思った。
第 1ラウンド

〜スタッフ＆子ども集め〜（ Y0Uフェス 2ヶ月前）

大規模な講座に相当するほどのスタッフが集まるだろうか。講座を立ち上げてすぐにス
タッフ集めから始めた。まずは、 6つのブースにそれぞれスタッフをつけ、担当者を決め

2名集めることができた o
なければならない。あらゆる人脈を使い、まずは 2、4年生で 1
スタッフ集めに協力してくれた友達に感謝、感謝であった。そしてここでも同じ学科の後
輩の人脈をフルに活用し、 1年生は最終的に 28名も集めることができた。次は子ども集
めである。最初は、 3名しか希望者がいなく、何も手につかないくらいあせった。しかし、
学校教育臨床演習でお世話になった学校へ出向き、遊フェスの案内を行うことにより、実
習先の子どもたちも参加を希望してくれた。最終的に 24名もの子ども（一般参加 2名含
む）が集まった。こうして、総勢 64名という大人数の講座が開けることになった。
第 2ラウンド

〜涙の日々〜

6つのブースには、「リース作り J「巨大クリスマスツリーの飾りつけjf
クリスマスコン

r

サート J ビーズアクセサリ一作り J「仮装J「カード作り Jがある。そのため、スタッフへ
の情報伝達も非常に苦労した o それぞれのブースに伝えることは山ほどあるが、スタッフ
の都合があわず、話し合いに人が来ない…。言い知れぬ不安が私を襲い、このままで本当
に成功するのだろうか、と夜も眠れない日々が続いた。それを打開したのは、 案ずるより
産むが易い という聞き直り精神であった。人を動かす立場として、本来なら人に指示を
し、動かすのに労力を使うべきなのかもしれないが、私は、それが全てではないと思った。
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必要な情報と指示は与えるが、それよりも 、自らが率先してひたすら動 くことで、結果的
にみんなに思いは通じる、ということがわかった。何度もこんな大規模な講座にするので
はなかった、と後悔し、独りで作業しながら涙がこぼれ落ちてしまうときもあ った。 しか

Jと励まして くれたり、同じ講座のスタッフが「あま
し、林さんが「悩まないで頑張ろう 。
り協力できなくてごめんねり と言葉を掛けてくれたりしてくれたのが大きな励みとなった。
第

3ラウンド 〜 ビバ当 日 ！！思い描いていた子 どもの笑顔 ・揺れる生協 2階〜
当日の流れは以下の通りである 。
巴

アイスプレイク （
15分間）

80分間）
口 各ブースに分かれて活動 （

ロ

クリスマスパーティー

(
40分間）

ロ
ロ

スタッフがハンドベル演奏
各プース作成したもの等をステージで発表
リース

・カード

仮装

・ツリー

・ビーズ

ロ l年生の出し物（実践男子）
口 手作りお菓子のプレゼント

口 きよしこの夜合唱
当日、私の願いは lつ、子どももスタッフもみんなが楽しんでほしいということだっ
た。結果的にその願いはかなった。当日は、各ブース、子どももスタッフも笑いが絶えず、
本当に楽しそうに作業をする姿が見受けられた。 またその陰に、パーティーの準備を別室
で進めてくれた 1年生スタッフ、子どもたちのためにハンドベ J
レを練習していてくれたス
タッフ、小雨の降る中、寒さをこらえ生協前の木に飾り付けをしてくれたスタッフがいた
ことを忘れてはならない。 この講座は誰 1人欠けても成功しなかった、と心から思う 。ス
タッフは子どもの安全に配慮しながらも、場を盛り上げてくれた。
． そして何よりも子ども
たちの笑顔があふれでいたと思う 。パーティーで、子どもたちが作ったものを発表する時
に見せてくれた満面の笑み、誇らしげにポーズを決めた姿を見、これまでの苦労が報われ
た気がした。
最後に
人っていいなあ、というのが終わ ってか らの私の率直な感想だ、った。最後まで諦めずに
頑張ってよかった。いろんな人の優しさに触れることができた。
忘れられない出来事がある。 この講座に関わっていない多くの先輩方が会場作りを手伝
ってくれた。文句ひとつこぼさず一生懸命手伝って くれた。「何か私にできることない？ J
その言葉が本当に嬉し く、感動して涙がこぼれそうになった。
私がこの講座をやり終え、一番学んだことは、人とのつながりの大切さであると思う 。
この講嵯で本当に多 くの人に助けられ、た くさんの優しさをもらった。私は、この感謝の
気持ちを忘れず、常に優しさを持ち、人と議していきたい。
この講座に協力してくださ った皆様に感謝申し上げます。本当にありがとうございまし
た。

n
o
n
o

みんなで元気にサッカーだ！
教育実践科学専攻

2年 松 山 博 一

1
2月 6日に行われた Y0U遊フェスティパルで、僕は「みんなで元気にサッカーだ！」
という講座を開きました。理由は、単に僕はサッカーが好きだからです。といっても、別
にそんなに上手なわけではないので、子ども達に技術指導をするといったようなことはで
きないし、するつもりもなかったのですが、子ども達と，思いつきり楽しく元気にサッカー
ができたらいいなという気持ちで講座を出しました。子どもは 9人、そしてスタッフは松

8人位いたと思います。当日急逮
本から教育参加として来ていただいた l年生も含めて 1
来ていただいたスタッフの方もいました。嬉しかったです。ありがとうございました。ち
ょっと子どもが少なくて残念でしたが、大勢で楽しく元気にサッカーができました。予報
では天候も心配されていましたが、何とか午前中は天気がもち、おでんとさまにもとても
感謝しています。みんなの行いがいいからなんとなく晴れる気がしていました。天候がも
ったことは本当によかったです。
当日は、まず準備体操をして、アイスプレイタチックなことをして、（ちなみに後でゆ
っくり話しますがここらへんのことは全部先輩にやってもらいました。本当に感謝してい
ます。ありがとうございました。）そして試合に入りました。 20分ハーフのゲームをしま

1
した。低学年の子がゴールを決めたら少し多めに点が入るというルールを設けたので、 1
対日という大熱戦になり、最後は劇的なゴールデンゴールで幕を閉じました o
どんな時でもスポーツはドラマだなと思いました o その後は、時聞がちょっと余ったの
で、スタッフ対子ども達で戦いました。結果は、疲労困ぱいのスタッフの負けでした。
子ども逮にとって楽しかったかは分からないけど、子ども逮が笑ってくれていてよかっ
たです。子ども逮と笑顔を共有できて、その場に一緒にいることができてよかったです。
計画がどうとか、プログラムがどうとかじゃなくて、やっぱ、そこに集まったメンバーで
その場でそれぞれがやりたいと，思っていることをやって、そこで笑顔を、そして楽しいひ
と時を過ごせたこと、ホントよかったです。子ども達も満足そうにして帰ってくれたと自
分で勝手に思っています。スタッフもみんなの子どもにうまくボールが渡るように配慮し
・
、
．

てくれて、本当に楽しい活動ができました。ついつい本気になってマジでセンタリングを
あげてボレーシュートを決め、子どもがひいたという噂もちょっとありましたが、とにか
く楽しかったです。皆さん、お疲れ様でした。そして、どうもありがとうございました。
しかし、計画段階での反省点は大いにあります。結果として、当日は何とかうまくいっ
たと思いますが、過程は最低だ ったと思います。でも、はじめに言っておきたいのですが、
先程も述べたように僕は基本的に本番一発勝負です。あまり難しいことを考えるのは得意
分野ではありません。頭が弱いからです。
しかし、計画するということも重要なことだと思います。それから逃げているようでは
自己満足で終わってしまうと思います。でもそれだけじゃダメな気もしました。でもとに
かくまず、自分自身の考えの甘さに気付かされました。
サッカーということで、特に準備はいらないかなと思っていて、フェスが近付くまでの
んきに生活していました。ところがいざ前日となってみると、ストップウォッチがないと
n
o

か、ピプスが足りないとか、ボールがフニャフニャとか、試合形式、試合方法、コートの
準備、実は体育科の先生が海外に行っていたとか、そんであまり融通も利きませんでした。
これが大きな問題点、だ、と思いました。それが社会ってもんなのかなとも思いました。
とにかく施設の準備にいろいろな人の許可が必要だったりして、何だかやることがいろ
いろ浮き彫りになってきました。しかし、元来のんびり屋の僕はまだ何かピーンと来なか
ったりして、そういや前日の夜ものんきにガストでダべってたりして、僕は最低でした。
そもそも企画書を書いていないという事態に見舞われ、しかもその企画書は先輩に作っ
てもらったという始末でした。なんせ僕は適当主義なので、周りのスタッフにはたくさん
迷惑をかけました。自分の力不足を感じました。素質の無さを感じました。周りのスタッ
フの方も感じたと思います。僕はあまり上に立つのは向いていないと感じました。僕を支
えてくれた先輩や周りのスタッフの皆さんには本当に感謝しています。ありがとうござい
ました。あなたたちがいなかったら活動は成立しなかったと思います。
一応自分の中にはこういう流れでやっていこうという考えがあり、指導案チックなもの
は書くのが面倒くさいので、頭の中で流れを考えておき、場のムードとかに合わせてやっ
ていけばいいかなと思いました。時間配分もとりあえず試合は絶対にやりたかったので、
そこだけは注意し、あとはうまくまとめればいいかなとか考えていました。チームとかも
その場でグットンパでもして決めればいいかなとか考えていました。甘ちゃんすぎました。
だけどそれでは失敗するとありがたき渇を入れられ、やはりそれを文章にして形に示さな
いといけないと思いました。それが社会ってもんなのかなって感じました o 自分自身の考
えの甘さに気付きました。
チーム決めについても、先輩の提言を受け、学年の差があるのでやはり学年ごとに前も
ってしっかり決めておいてよかったと思います。とにかく夜遅くまで付き合ってくれた先
輩はじめ、スタッフの皆さん全員に感謝しております。時に講座長を変わったほうがいい
とかいうこともちょっと言われましたが、自分でもそう思っています。でも、自分なりに
できました。自分を否定しようなんて気は、生意気だと思いますがさらさらありません。
自信とかそんなものは無かったけど、不安もなかったです。頼りない、本当に頼りない講
座長でしたが、周りの皆さん、そして、この場を提供してくださった皆さんに感謝してお
ります。どうもありがとうございました。

n
u

ょうこそ！ ！
お菓子の城ヘ食
教育実銭科学専攻

2年 藤 浪 千 晃

1.講座を出そうと思ったきっか け
私が Y0U遊世間でお菓子作りの講座を出そうと思ったきっかけは三つある。まずーっ
目は、誰かの講座に入り手伝いをするよりも、自分がやりたいと思ったことをやり、自分
も子どもたちと楽しみながらも責任を果たせたらよいと思ったからである。子どもと触れ
合うことによってしか得られないものは数多くあり、また心と体で実際感じる経験は何よ
りも今後に役立っていくのでないかと私は考える 。子どもと触れ合う機会を自ら増やして
いこうと考え、 Y0U遊世間に参加した。
二つ 目は、私は食べること、作ることが好きであったからである。おいしいものを食べ
ているとき幸せな気持ちになれる 。それが自分の作ったものならばそれなりの自信がつく 。
お菓子作りを通して、科理をすることの楽しさ、周りの人と協力することの大切さ、用具
の使い万、油や火などの危険さを子どもたちに体験してもらいたいと思ったからだ。
三つ 目は頼りになる友達や先輩が身近にいたからだ。講座を出したいという話をポロッ

Jしてくれると言ってくれた友達が私にはいた。 この講座を
とねが出したときにすぐに協 ）
Jを発揮した。
行うにあたって、友人の支えはかなり大きな ）

2
. 当日の流れ
フルーツ鮫子包みとミックスジュースを作った。 フルーツ鮫子包みは、鮫子の皮の中に

i
l
lで揚げた。 ミックスジュースはミキサー
りんごの煮たもの、モモ、チョコバナナを入れ t
にみかん、モモ、バナナ、牛乳を入れ混ぜた。
jの説明 ・自己紹介→
作り ）

作業 →

試食

→

感怨記入

→

発表

3.講座を出しての反省・ 感想
jの説明から感惣を書くことまでやるということで
二時間という短い時間の中で、作り }

予想はしていたものの、時間が足りず子どもをあせらせてしまったのが一番の反省点だ。
｛乍ったものを食べきれていないのに中断させて次の作業に入らせてしまったり、二回作る
はずのミックスジュースを一 回しか作れない班があってしまった。 もっと時間が有ったの
ならば、計量カップ、スプーン、はかり、缶切りを使い分量の量り方、道具の使い方など
準備段階から経験してほしかった。 またそうじ、洗い物など最後まで自分で活動をこなす
ことによって、達成感を味わってほしかった
この活動を通して感じたことは、人が集まれば集まるほど多くの知恵、方法、アイデイ
アが出てきて、より良いものが最終的には作れるということである 。 まず何を作るかの話
し合い、試し作り中、事前準備、カードっくり、最後の片付けまでの多くの場面で数々の
意見や提案がスタッフから出てきた。私はいくつかそのように出てくる案に毎回納得させ
られたり、そこからまた、よりよい案はないか考えたりした。そのことにより細かい点に
まで自をつけることができたし、逆に広い視野で全体を見ることもできた ように感じる。
本当にこの講座は多くのスタッフに支えられてこそできたものであると思う 。私のわがま
まに付き合い、協力してくれた人に心から感謝をしたい。
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子どもたちが「楽しかったJ「また作りたい」と言ってくれ、感想に書いてくれたのが何
よりも嬉しかった。作業中に飽きてしまい、つまらないと言われてしまったらどうしょう
かと，思っていたが、どの子どもも意欲的に楽しそうに取り組んでくれた。そんな子どもの
姿を見て私も楽しめたし、不安もいつのまにか消えていた。子どもたちが家に帰ってもう
一度作ってみたり、家の手伝いを進んでしたりするようになってくれればいいと思う。
活動前に私たちは、子どもの目線に立ち、子どもならば一つのことをやるのにどれぐら
いの時聞がかかり、どこまででき、それに対し私たちは何に気をつけなくてはならないの
か一通りの予想を立てた。その予想を元に活動することによって、大けがや大きなハプニ
ングもなかった。しかし、所々では事前には気付かなかった注意点がいくつか出てきた。
ここで得た反省、良かった点を今後の活動に生かしていきたいと思う。

4
. スタッフの感想

YOU遊フェステイパルは私たちに自信をくれたと思う。自分たちだけで企画の時点か
ら作り上げるという大きなプレッシャーで楽しみという気持ちと、子どもたちに喜んでも
らえるかという不安な気持ちがあった。でも当日は、始めに嫌で泣いている子も徐々に話
しかけていくうちに笑ってくれるようになったし、感想でも楽しかったと書いてくれてい
たo いろいろなことに気を遣い疲れたけれど、子どもたちに喜んでもらいまた、無事に終
わり楽しかった。貴重な経験ができた o
（教育実践科学専攻

2年寺島由加）

普段 Y0U遊世間の活動には参加していないので今回この Y0U遊フェステイパルの活
動に参加し学校にいる以外での子どもの様子を見られる良い機会であった。 Y0U遊フェ
ステイパルはそれぞれの講座はもちろん、本部、会場作り、クッキング隊などスタッフ全
員の協力や助け合いがあるからこそ成り立つものであることを実感した。当日は一人指を
切ってしまう子がいたものの、大きなけがもなく安全に子どもたちが楽しめたようで良か
った。
（教育実践科学専攻

2年村上真美）

時間に制約があったのであう少し時間の計画をしっかり立てておく必要があったと思っ
た。油はねをしたことで揚げ物をするときの注意点を分かつてもらえたのではないかと思
う。実際に経験することによって学んだことは以後忘れないだろうし、その子にしっかり
と身についていくと思う。
（教育実践科学専攻

2年荒井育美）

今年は子どもと活動する時聞が午前だけということで、仲良くなって楽しんで帰ってく
れるかなとん心配だ、ったのですが、子どもたちの嬉しそうな顔を見ることができ本当に幸
せな時聞が過ごせた。
（教育実践科学専攻
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3年高橋朋子）

わーい！ぺったん

おもちつき》〜茂管でとれたお米だよ〜

生活科学教育専攻
生活科学教育専攻

3年 宇 良 知 子
2年 神 林 彩 井

1
. おもちつきしたい！
私ははじめ、今年の Y0U遊フェスティパルにスタッフとして参加しようと，思っていま
した。今までの Y0U遊世間の活動でも、私はいつもスタッフとして参加していて、講座
の中心となる責任者には自分は向いていない、自信がない、という思いがありました。し
かし、教育実習で、一生懸命苦労して教材研究をして授業に臨み、子ども遂に自分の思い
を伝えることができた喜びゃ感動を味わうことができて、一生懸命打ち込んでやったこと
はすべて自分のカになるという思いがあったことと、茂菅ふるさと農場の活動を通して仲
良くなった神林彩井さんと、二人なら心強いという気持ちがつながり、茂菅ふるさと農場
で収穫されたお米を使っておもちつきの講座を開くことになりました。
（生活科学教育専攻

3年字良知子）

2
. 当日の流れ（参加者…子ども 1
3人、一般 1人、保護者 4人
）

9
:
0
0〜

おもち蒸し始め。（ 2升と 1
.
5升
）

9
:
3
0〜
9
:
5
0〜

N103へ移動。トイレ・荷物・エプロン。班ごと整列。
はじめのことば・注意事項（講座長）

1
0
:
0
0〜
1
0
:
1
0〜

今日は何をするのかな？「鏡もち説明J（松津・竹内）

1
1
:
0
0

写真撮影（思い出カード用）

おもちつき（一人ずつ交代で・ N103前にて）
かがみもちをつくろう！

1
1
:
3
0〜
1
1
:
5
0

（スタッフは班の子の思い出カードに記入。）

食べよう！ （ブルーシートの上で班ごと）
おわりのことば

スタッフ（ 1年生 6人
、 2年生 5人
、 3年生 9人
、 4年生 3人、計 2
3人
）
北川伸尚（障害児 3年）、丸山大輔（社会 3年）、那須紋子（生活 4年
）
、
横井秀太朗（生活 4年）、吉田祐紀（生活 4年）、芋川裕子（生活 3年
）
、
大島雅子（生活 3年）、沖田幸子（生活 3年）、熊回賢人（障害児 3年
）
、
）
、
中嶋婦美子（生活 3年）、長野幸恵（生活 3年）、松田朝子（生活 3年
別府紀佳（社会 2年）、斉藤愛子（心理 2年）、竹内史（生活 2年
）
、
新田香織（心理 2年）、松浮栄美（生活 2年）、関麻依子（生活 1年
）
、
田中順子（生活 1年）、田中真理子（理数 1年）、坪内章江（生活 l年
）
、
宮尾典愛（生活 l年）、村山貴子（理数 1年
）
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3
. 本番は一瞬
私には、講座長が作った活動に参加してもらうのではなくて、スタッフみんなで活動を
作り上げていきたい、という願いがありました。自分自身 1年間茂菅の活動をしてきて、
活動は作り上げてこそ得るものがあると感じたからです。そこで今回、準備の内容や時間
についてのメールを毎日しつこく送り、当日も細かく役を割り振って活動をしました。ま
た、準備の中でけじめとして活動の初めと終わりに整列して挨拶をすること、鏡もちつて
なんだろう？という学びの活動の内容について、教材研究、当日の流れなど、みんなで案
を出し合い、見落としがないかを何度も確認し合ってみんなで活動を作り上げることがで
きました。当日のことを考えて何度も不安になって、そんな時も「みんながついているか
ら大丈夫だよ」と励ましてくれて、本当に今回のこの活動はみんながいたからこそできた
のだと思います。私は、本番の戸惑いや失敗など反省点が多く、活動後に自分自身に対し
でかなり悔しい思いをしました。しかし、そこで後ろ向きになるのではなくて、よかった
点も悪かった点も、前を向いてこれからに生かしていきたいと思います。今回、厳しく優
しく指導してくださった先輩や、あらゆる面で助けてくれた多くの仲間に本当に感謝した
いと思います。ありがとうございました。
（生活科学教育専攻

2年神林彩井）

4
. 活動を終えて
当日までの準備は思った以上に大変なものでしたが、協力してくれるたくさんのスタッ
フに恵まれ、教材研究の看板作り、思い出カででド作りを一緒になって作ることが出来まし
た。そこでは自分では考えつかないアイデアや工夫を取り入れることができて、楽しい、
嬉しい思いの中、よりよいものを作ることができました。また、おもちつきの教材研究で
は当日関われない先輩方も来てくださり、何もわからない私にアドバイスをくれて、先輩
方がいることが私にとって大きな支えになりました。当日は、頭ではわかっていても、体
が動かず、何を話したらよいのかわからなくなったり、講座名まで，思い出せなかったりし
た場面もあり、本当に緊張していました 0・反省点をあげれば、 4年生の先輩方に頼りすぎ
ていたこと、スタッフにわかりやすい指示ができなかったこと、各グループでのまとまり
が薄かったこと、などたくさんあります。この講座を通して、責任者になることの大変さ
を学ぶことができました。やってみたからこそ、わかったこと、感じたこと、多くの反省
点が自分の中にあり、それは学ぴだと感じます。本当に講座を聞いてよかったと思えるよ
うに、自分の力になるように、この講座を通して学んだことを大切にしていきたいと思い
ます。この講座を開くことができたのも、幼児用の杵、臼を貸してくださった茂菅保育園
の先生方、多くの講座の中からこの講座を選んで来てくれた子ども達、父母の方々、参加・
協力してくれた先輩方、スタッフ、土井先生、林部さん、大内さん、みなさんのおかげで
無事に終えることが出来て、感謝の気持ちでいっぱいです。
（生活科学教育専攻
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3年宇良知子）

L
e
t
'
sヲたきりたんぽ！
教育実践科学専攻

2年 小 林 崇

私が今回、「 Y0U遊フェステイパルJに講座を開くことになった動機は、至って単純な
ものです。それは自分が主体となって子どもたちと活動をしてみたいということでした。
私は Y0U遊世間の「 lプラザ牟礼ふるさと農場Jに参加していましたが、ここでの
活動は、参加するスタッフ全員で活動内容を決めていきました。もちろん、その全ての活
動は有意義なものであったし、自分にもかけがえの無い体験となりました。しかし、団体
活動という制限がある以上、個人の意見はどうしても後手に回ってしまうのも現状でした。
自分がこんな風に子どもと接してみたいという願望を叶えるために、今回の活動はまさに
うってつけのものと考えました。
そこで自分が考えた活動は、私が秋田県出身と言う特性を生かして、名産品であるきり
たんぼを作ってみようというものでした。長野県ではめったに目にかかることの無い料理
でしょうし、子どもたちの好奇心も得られるものといえば、一緒に作って食べることがそ
の一つに挙げられます。新しい文化に触れることで、広い視点、を持ってくれることも期待
でします。他にも色々考えましたが、結局当初の予定通り、この企画で頑張ってみること
にしました。
準備段階では、地元からきりたんぽに必要な道具や材料を送ってもらい、試作品を作る
ことから始めました。やはり、料理をする上で最も気をつけなければならないのは、衛生
と怪我のことです。これらの問題を解決するために、まずは自分で作ってみて、どのよう
な問題があるのかを確かめることが必要だったのです。また、恥ずかしながら秋田県出身
とはいえ、きりたんぼを作る機会が豊富だ ったわけでもありません。親からアドバイスを
もらい、どのように調理すればいいか、子どもたちはどうすれば楽しく活動できるか等を
細かく教えてもらい、参考にしていきました。
その後は、きりたんぼに関する資料集めに没頭しました。ただ作って終わるのではなく、
その背後にある歴史や郷土、さらには秋田県全般に関することを学んでもらうことに重点
を置けるように、簡潔にまとめていきました。ただ、実際に作業してみないことにはどれ
ほどの時間がかかるのかが定かではありませんでしたから、とりあえず必要最低限のこと
だけを取り上げ、きりたんぼを食べながら楽しく教えられればと考えていました。
前日はスタッフ主共に人数分の道具を集め、模造紙にわかりやすく書いたレシピを貼り、
教室の飾り付けに追われていました。スタッフの提案から、子どもたちやその保護者の方々
に感想を書いてもらうことにし、またメモ程度にまとめたレシピも持ち帰ってもらえるよ
うな工夫も凝ら Lました。活動した後でもご家庭にて作っていただき、より一層の楽しみ
が増えてくれることを期待したのです。それによって、親と子どもの関係にまた一つ役立
ててくれれば、これ以上の喜ぴは無いと思いました。
当日は子ども 3名、保護者 2名という、合計 5人の参加者で割と少数なものでしたが、
逆に私はそれを良しに考えました。そのほうが一人ひとりと濃い関係が築き上げられるし、
アットホームな雰囲気で活動できるからです。もちろん、多くの参加者がいてくれでもそ
のような関係が出来ることは否定しませんが、正直スタッフの中に 3、 4年生がおらず、
n
u

2年生だけで活動をしていかなければならなかった私の講座にとって、少数梢鋭であるほ
うが望ましかったことがあります。私自身、これが初めての経験でしたし、スタッフの中
にも去年参加した人がいない状況でしたから、このことが今回は好転した気がします。
そしていよいよ活動を開始したのですが、実際に活動をしてみたところ、私の不安は全
て紀憂に終わったことになります。子どもたちは皆一様に私の言葉に真剣に耳を傾け、終
始笑顔を絶やすことなく活動をしてくれていたようです。保護者の方の援護も大きく、作
業は私が思っていた半分程度の時間で終えることになりました。席について試食してみた
ところ、子どもたちゃ保護者の方から「おいしい ！Jと絶賛されたことは、私の誇りです。
子どもの一人からは、「この活動になって本当によかった。また家でも作ってみたいjとい
った言葉をもらい、思わず感動してしまいました。
その後の

f
秋田県講習j も、好評を得ることが出来ました。 さすがに保護者の方でも知

らないような地元の風習や郷土料理の裏側を語っていくうちに、皆さんから「へえー」の
連発をいただき、胸を張ってこの活動は成功できたんだと実感できたように思います。
最終的には衛生面でも、怪我に関しても問題なく終えられたことに、内心ほっとしてい
ます。不安が絶えることのなかったこの活動でしたが、子どもたちと共に活動し、得たも
のはここで語り尽くせない程のものです。 自分の胸の中にある温かい何かが、この活動の
全てだったように思います。辛いこと、大変なこともたくさんありましたが、やはり今思
うことはこの活動をすることにして、本当によかったということです。スタ ッフの皆さん、
子どもたち、保護者の方々、そしてこの活動を運営された土井進先生を始めとする実行委
員会の皆さん。感謝はしてもしきれませんが、最後に一言だけお礼の言葉を述べて終わり
にしたいと思います。
「たくさんの思い出をありがとう J
私が教育実践科学を専攻した理由は、他大学のように教職を目指した勉学に励むのでは
なく、もっと教育というものを広い視点で見極めたかったからである。特に臨床学校教育
学では、教育の歴史、方法、哲学などを深いところまで研究されている方々が多く、その
知識も豊富である。教員ももちろん、夢ややりがし、のあるものだと考えるが、私は教育に
関する全ての学問を習得したい。そのために、この専攻は一番自分に合ったものであるこ
とを確信している。
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マリック・マジック
〜君は M r.マリックを超えられるか〜

教育実践科学専攻

3年 松 土 智 美

1
. はじめに
講座募集締め切り目、私は何の講座を出そうかと考えをめぐらせていました。
出会った子どもたちと

「初めて

2時間半で何ができるだろう。子どもたちもスタッフも一緒に楽し

めること、 ゃった という成果がでるものがいいかもしれない、そういえばもうすぐクリ
スマスやお正月が来るから、そこでも活かせるものがいいなあ。・・・あ！手品は？！手

Jこれが『マリック・マジック j
という講座が生まれた瞬間です。私は去年から「信大 Y0U遊広場Jでの活動に参加して

品をやったら楽しそう〜！そうだ、手品の講座を出そう！

きたこともあり、今年の Y0Uフェスでは何か自分で企画してみたいと考えていたので、
講座を出すことには迷いはありませんでした。内容に関しては、少し安易に決めてしまっ
たところもありますが、やると決めたら全力投球です。工夫次第で準備も当日もきっと楽
しいものになる、そう信じてワクワクしていました。

2
. 決戦前
講座は子どもたちゃスタッフが年齢に関係なく一緒に活動できる場だ。私はその利点を
活かし、

「みんながいるからできること j を味わえるような活動にしたいと考えた。

まず、マジツクショーは欠かせないと，思った。マジックは見てくれる人がいるから楽し
い。また、人のマジックを見てびっくりするのも楽しい。そして、マジツクショーはその
どちらも叶えてくれる活動だと思ったからだ。次に、子どもたちとスタッフの関わりや子
どもたち同士の関わりがもてるような活動をしたいと考えた。そのため、マジツクショー
の後に、自分がマスターしたマジックを教え合う活動を入れ、十分な時間をとることにし
た。マジックの練習に入れば個人活動になってしまいがちだが、教え合うことで子どもた
ち同士の関わりやスタッフ全員との関わりをもつことができるのではないかと考えたのだ。
そして最後に、みんなでできるマジックを用意することにした。何かの縁で出会ったのだ
から、みんなで協力してできるマジックができたらいいなと，思っていたからだ。それが閉
会式の講座発表で披露した「マリマジロエスケープjである。
そうと決まったらさっそく準備に取りかかった o 講座にはマジック好き（？）な 8名の
スタッフさんが集まってくれ、時間を作っては細部の内容から物品の準備まで、積極的に
取り組んでくれた o ああだ、こうだとアイデイアを出し合いながら、教材研究をすること
はとても楽しかったし、それらの活動が当日に大きな成果を発揮したのではないかと思う。

3
. 講座の流れ
①M s
. マリック（講座長）ショー
②自己紹介〜魔法の箱〜
③班活動でマジックマスター
④マジツクショー
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⑤マジックの種明かしと教え合い
⑥エスケープ（みんなでできるマジック）

4.決戦当日
「発表会（マジツクショー）があるからがんばってね。

Jとの言葉に「え、やだよ。 j

と嫌な顔をしていた K くんは、班のスタッフが見せたマジックにも「できないよ〜。 j 「
絶
対無理。 j と言っていたが、できるようになると「これ簡単じゃん。
から発表する。

J 「これかっこいい

Jとノリノリでマジツクショーをして会場を盛り上げてくれた。他にも、

すばらしい演技力でみんなを惹きつけた Tくん。スタッフでも難しかったマジックを見事
にマスターした最年少の M さん。何度も練習し、トップバッターですごいマジックを披露
した Kさん。持ち前の器用さでマジックをこなし、スタッフよりうまいんじゃないかとう
わさされていた M くん。恥ずかしがり屋なのに最後のせりふがプロを思わせた M さん。
どの子も、みんなから驚きと絶賛の大きな拍手をもらうと、とってもいい笑顔になった o
子どもたちが輝いている瞬間であった。その後の子どもたちは、自分に自信がついたよう
で、さらに積極的に取り組むようになった 0・今までのような「できないよ〜。

Jという雰

囲気から「これもあれもやってみたい」という雰囲気にガラっと変わったのには驚いた。
私は当日、班には入らず全体的な様子を見ながら関わっていたが、子どもたちもスタッフ
も夢中になり取り組んでいるときの表情は、どの瞬間もとても輝いているなと思った。

5
. 決戦後
講座の反省をあげれば、班活動に入る前に、もっとみんなが打ち解けられるようなアイ
スプレイクをしたほうがよかったのではないか、時間が思ったよりも押してしまいみんな
を焦らせてしまった、閉会式の講座発表ではマジックの司会も子どもたちができるように
すればよかった、などなど他にも細部にわたりたくさんの反省がある。しかし、全体的な
様子からは、みんながマジックを一緒に楽しみながらできたのではないかと思う。また、
教え合う活動ではスタッフが子どもたちへマジックを教えることはもちろん、それが子ど
もたち同士であったり、子どもがスタッフへ教えたりする場面も見られた。そのような点
では私の当初の目的はほぼ達成できたのではないかと思う。私自身にとっては、当日を含
めスタッフと力を合わせてきた 2週間のすべての活動が有意義なものであったし、この講
座を出すことができて本当によかったと，思っている。
今回、私は講座を通して強く感じさせられたことがある。それは、思った以上に自分の
頭が固かったことだ。私は、今まで「子どもたちにこんなことを感じたり考えたりしてほ
しい。 j という目的によって活動を選んでいく必要があると考えていた。もちろんそれも
重要ではあるが、

「この目的にはこの活動Jという考えがすでに固定してしまっているの

ではないかと，思った。もしかしたら、この目的別の活動という考え方自体も決めつけなの
かもしれない。また、それに関連して活動内容を最大限に活かす環境作りについても考え
させられた。子どもたちの心を動かしたり、自由な発想、を促したりするのは環境次第だと
実感したのだ。マジツクショーのステージなどのセッティングも環境だが、それ以外にも
子どもたちの周りにある「もの」、それは雰囲気も含めて、それらすべてが環境であり、
環境の違いは子どもたちの気持ちゃ活動に大きな影響を与える。例えば、創作の活動の場
合を考えると、基本材料以外に葉っぱや石などがあるのとないのとでは大きく違うと思う。
まさか使わないだろうと思うものでも、子どもたちの周りに置いておけば、きっと子ども
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たちは私の想像をはるかに超え、思いもよらない発怨力と創造力とでそれらを作品に利用
するだろう 。そのような環境作りは他の活動にも同じようにいえることだ。今回のマジッ
クの講座でも、もし活動には直接関係がなくても紙やポールなどが周りにあったら、新し
いマジ ックを閃いた子どもがいたかもしれない。知らず知らずのうちに自分の考え方が固
くなっていたり偏っていたりしていたことを感じ、今後はもっと無限に広がる発想を自由
に引き出せるような活動内容や環境作りをしていきたいと思った。

6
. おわりに
私は Y0Uフェス後も友達をつかまえては自慢気にマジ ックを見せていますが、子ども
たちも今頃自慢気に家族や友達にマジックを披露しているのかなぁと思うと、とても嬉し
く思います。今回の講座は、スタ ッフみんなの個性とアイデイアがたくさんつまっている、
内容の濃いとてもおもしろいものになりました。私ひとりでは決してできないことです。
準備、本番、片付けとどれもスムーズにいったのも、スタ ッフさんの協力があったからで
す。私はこの 2週間、信頼できるスタ ッフがいることは、何て頼もしく楽しいのだ、ろうと
感じてきました。講座に協力してくれたスタッフのみなさん、また、運営委員会をはじめ

YOUフェスに掠わったスタッフのみなさんに心から感謝しています。
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飛んでけー！ばんぴーナス！
社会科学教育専攻

2年 松 本 好 平

1.なぜこの講座を出そうと思ったのか
私は、社会体験実習を履修しておらず、 Y0U遊世間にも参加していなかった。学生の
聞は、子どもたちと接したいと思っても、なかなか接する機会は少ないと思う。それゆえ、
今回のような Y0U遊フェステイパルに参加することで、子どもたちと接する機会を得た
いと，思った。また、「飛んでけー！ばんびーナスリでは、弓矢という遊び道具を製作する。
製作した弓矢はそのときだけのものではなく、後まで残る。製作し、家に帰ったときや後
に思い出したときに、これを使って遊ぶことができる。つまり、自に見える思い出として
残ることになる。それゆえ、子どもたちには、自分たちの手元に残るものを作ってもらい
たいと思い、この講座を出した。

2
. 当日の講座の流れ
「飛んでけー！ばんびーナス！

Jでは、「八百弓（やおきゅう） Jという弓矢作りをした。

「八百弓 Jとは、弓が矢に固定されていて飛ばない。そのかわり、矢の先に大根などの野
菜を細かく切って刺し、それを飛ばして遊ぶものだ。矢玉が八百屋に関係あることから、
八百屋の弓をもじって「八百弓 Jという。
体育館での開会式の後、「八百弓Jを製作する教室に移動した。はじめに、これから一緒
に「八百弓 Jを作る仲間を知るために自己紹介をしてもらった。次に、子どもたちが楽し
みにしていた「八百弓 Jの製作をした。今回は、時間を考え、子どもたちに弓矢の「矢J
の部分を中心に製作をしてもらった。「弓」の部分は事前準備（教材研究）で加工しておい
たものを使った。「矢Jの制作方法として 2種類を用意した。それは、小万を用い削ってい
く方法と、のこぎりで切り目を入れ、錠で割る方法だ。参加者にやりたいほうを選択して
もらったが、全員前者を希望した。「矢jが完成した子どもたちから、最後の仕上げとして、
「
弓 j・「矢J
.「つる jのかわりのタコ糸を組み立てた。全員 1時間前後で製作できたと思
う。完成後は、各自が持ってきた野菜などを実際に飛ばしてみた。黒板に様々な点数の的
を描き、高得点を目指したりした。

3 講座を出してどうだったか
i
t

Jの講座には、

4名の子どもたちと私を含む 4名の
スタッフが参加した。合計 8名という少人数であった。それゆえ、参加者全員がお互いに
製作したものを使って、飛ぶ距離や当たるところを競うといった温かい雰囲気の中で、製
作や遊びができた。また、子どもたちは、自分で自分の遊び道具を製作したことで、作る
今回、「飛んでけー！ばんぴーナス！

ことの面白さや、自分で製作したもので遊ぶ楽しさを知ることができたと思う。その上、
自分で製作した遊び道具を持ち帰ることができてよかったのではないだろうか。
また、講座の中で、子どもたちは、自分で作ることや、自分たちで製作したものを使っ
て遊ぶことが好きだと感じた。今回、「飛んでけー！ばんびーナス！
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Jでは、なた・小万・

キリといった刃物を多く使った。 また参加者も小学校 2年生から 5年生まで幅広かった。
それゆえ、刃物の取り扱いについては、特に気を配った。様々な怪我を未然、に防ぐために
も、軍手の着用や刃物などの扱い方の指導を行った。結果として、怪我をした参加者はい
なかった。 全員が怪我することなく製作できて良かったと思う 。

4.スタッフの感想
今回、初めて Y0U遊フェステイパルに参加して、子どもたちと一緒に活動して、遊ぶ
ことの楽しさを改めて実感しました。子どもたちは、私たちが予想していたよりも、小万
やキリの扱い方が上手であり、作業もできぱきとしていました。子どもが楽しみながら作
業をして、楽しく、弓矢で遊んでくれたのが、一番うれしかったです。
また、教材研究の大切さも知りました。今回は、刃物を使うので、子どもたちの安全に
気を使いました。様々な場面を想像することも大切だと思いました。
（
芸術教育専攻

2年 松 岡 賢 二 ）

私は子どもたちとめったにふれあう機会がないので、子どもたちとふれあってみたいな
と思い Y0Uフェスに参加しました。 はじめは子どもたちも緊張気味だ ったし、私自身も
少しの緊張がありましたが、いっしょに遊んでいるうちに最初はおとなしい子かな？とい
う印象を受けた子も活発に楽しそうに遊んでいたので、参加できてよかったなと思いまし
た。ただ l人終わったあとに別の講座のほうがよかった … という声を開いたので、自分の
いたらなさを感じました。全員を楽しませるのは難しいことかもしれないけど、それをど
うにかしてあげるのがこれからの課題じゃないかなと思いました。

（
工学部

l年 佐 々 木 和彦
）

AU

合格祈願だ興譲館！！最終頂上決戦 i
n朝日山
社会科学教育専攻

3年 五 味 測 嘉

1
. 講座をやろうと思ったわけ
「信大 Y0U遊興譲館Jの活動が終わりに近づいていた 10月の中旬頃だった。「子どもた
ちの最後の思い出のために何かやりたい。何かできないだろうか。 j という思いに駆られた
とき、ふと朝日山が自に入った。ピピンときた o すぐに「（興譲館の）あの子らが山に登る
という（彼らにとっては）面倒であろう話にのってきてくれるだろうか。Jという消極的な
考えが浮かんだが、そんな陰気な考えを取っ払ってくれたのは、第一期信大 Y0U遊広場
の運営委員長を務められた町田竜太さんが、去年の実践記録に私たち後輩へ向けて書き残
してくれた『やってみなきゃ何も始まらない Jという言葉と、そのとき私が読んでいた本
「竜馬がゆく J（司馬遼太郎）の中に出てきた『英雄とは、自分だけの道をあるくやっのこ
とだj という言葉であった。（出不精の極みのような私にとってこの 2つの言葉は、この活
動をやってきた中で何度も私の体を動かしてくれた、魔法のような良く効くおまじないで
あったように思う。）その後、土井先生にその企画のことを話すと、「いい企画だ。 YOU
遊フェステイパルの講座の 1つにしよう。 j とおっしゃっていただき、去年通っていた子 6
人にも誘いを掛けて輿譲館の同窓会を兼ね、さらに登山後に終館式をやるということで、
思いがけず講座としてやらせていただくことになったのである。

2
. 準備
まずは朝日山へ試し登山へ行った。下ちゃん（下里洋平・社会科学教育専攻 3年）に試
し登山の案内役を頼んだところ快く引き受けてくれ、 1
0月 25日（土）、無事に天気に恵ま
れ朝日山に登って来ることができた。次に、参加してもらいたい 8名の子どもたちに手紙
（登山への招待状）を書いたところ、今年度継続的に通って来ていた 2人と去年まで興譲
館に通っていた 6人から参加するという連絡をもらった。それから、当日参加してくれる
学生の数の把握、学生への役割の振り分け、子どもへの当日についての詳しい連絡などを
行った。石関千絵さん（社会科学教育専攻 3年）には紙と割り箸で合格祈願のお札を作っ
てもらい、渡辺彩さんと原絵里さん（教育実践科学専攻 2年）には当日の昼食にみんなで
食べるおむすび、を握ってもらい、バナナを用意してもらった。

3
. 実践
登山当日、自分は何をしたかというと、晴れてくれること・晴れたままでいてくれるこ
と、けがをしないようにすること・けがをさせないようにすること、子どもたちと学生が
来てくれること・楽しんでくれることをできるだけ思った。そして、事が早めに進むよう
に子どもと学生に、時には大声で、時には素早く指示を出し、動かした。

4 反省（感想や今後の課題など）
I

準備は、試し登山をしたことが大きかったと思う。山の心地よさや怖さ、道順、急勾配
で登るのがきつい地点、危険な箇所、合格祈願するべき場所（朝日山観音の洞窟と朝日山
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観世音堂の 2ヶ所あること）、合格祈願の方法（饗銭と紙と割り箸が必要だということ）、
休憩するべき地点、城跡の様子、展望台からのけっこうな眺め、お昼を食べるべき場所、
トイレのある所、人との触れ合いが期待できるということ（道中、地域や登山客と思われ
る人に話し掛けられたり、食べ物をいただくことがあった。）など様々なことを知ることが
できたからである。反省するに、試し登山はできれば参加学生全員で行けたら良かったと
思う。道に迷うことがないように下見のときに写真を撮っておくか、もしくは目印をメモ
するぐらいのことはしておけば良かったと思う。子どもたちに朝日山や自然について学ん
でもらうために、学生がそれらについての知識を予め得ておいたら良かったと思う。
今年度興譲館に通っていた 2人の子の参加意欲が沸くように、去年までの子を誘ったこと
も大きかったと思う。その 2人の子は、他の知っている子の参加によって参加する気にな
ってくれたのだと思うからである。手紙を出すとき住所が分からない子がいて困．ったのだ
が、土井先生は FAXを利用したりわからない子と仲の良い子の手紙−に同封するなどしてそ
の問題を解決された。そのことに感嘆すると同時に、自分の無能さを痛感した。
当日は、晴れてくれたこと、登山参加予定者であった子ども 8名と学生 7名がちゃんと来
てくれたこと、それと Y0U遊広場の卒業生で現役の先生であるにつしーさん（西津俊輔
さん）が飛び入りで参加してくれたこと（登山の際、予想外のハプニングも水面下で起こ
っていたのだが冷静に対処していただいていたのである。）、昼食のおむすびのためにいた
）
だいた茂菅の新米について、茂菅農場長のきーちゃん（北川伸尚・障害児教育専攻 3年
に話をしてもらったこと、下ちゃんに諸注意（ふざけないことやトイレのことについて）
を言ってもらったこと、参加者全員に受験に向けての願いを出発前に書いてもらったこと、
金ちゃん（前崎伸周・教育実践科学専攻 3年）に準備運動係と先導をしてもらったこと、
小島澄さん（障害児教育専攻 4年）に救護係をしていただいたこと、丸ちゃん（丸山大輔・
社会科学教育専攻 3年）に城跡の説明をしてもらったこと、洞窟で合格祈願ができたこと、
朝日山観世音堂にてお祈り札を挿して合格祈願ができたこと、途中 2度ほど道に迷ったが、
予定よりも早く安全に帰って来ることができたこと、道に迷ったとき地域の人に道を教え
てもらい全員でお礼が言えたこと、記念撮影ができたこと、久しぶりの再会に楽しそうで
あったこと、終館式では参加した子どもたちと学生一人一人の感想や自分の思い、今後に
ついての抱負を言ってもらったこと、最後の見送りで全員と握手ができたことなどが良か
ったと思う。安全や成功を思うことがどういう効果をもたらしたのか、実証はできないが、
やはり思うことは大事であると感じた。反省するに、子どもたちにもっと役割をもっても
らえたら良かったと思う。また、久しぶりの再会のせいもあってか、周りの子とうまく話
ができないでいた子もいたと思うのだが、そのときにすうっと入っていってその子と話を
したり、その子の「らしさ j を引き出してあげられたら良かったと思う。それから、終館
式では、子どもたちに自分なりの最後の言葉を送ることになったわけなのだが、私は、自
分の人や物事に対する気持ち・思い・心の大事さ・大切さを、私に関することでみんなが
知っていること（興譲館やその子たちに対する思い、自分の姿勢や生き方など）を例に挙
げて、もっと具体的にもっと現実的にもっと熱く語れたら良かったと思う。
以上のような反省を忘れないようにして、反省を今後の課題として少しずつでも克服して
いき、いつか活かせるようなとき（遠足の引率？）が来たときには、活かしていけたら良
いなぁと思う。
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子どもの笑顔と触れあい学んだこと
理教科学教育専攻

1年 前 崎 全 洋

先日、信州大学教育キャンパスにて行われた「 Y0U遊フェステイパルJに、私はボラ
ンテイアスタツ・フとして参加しました。もともと子どもが好きで教師になりたいと決めた
私にとって、今回の活動は本当に楽しく、

rYoUフェス j に参加した子どもたちとともに

純粋に活動を楽しむことができました。
私は今回の「 Y0Uフェス j の中で『ピパ食クリスマス j という講座を選んで、そこで
さまざまな年代の子どもたちとともに、仮装用の衣装を作ったり、顔にペイントしあった
りして遊びました。はじめはなかなか心を聞いて話してくれなかった子も、自分からどん
どん話しかけて、まずは自分が楽しんでいる姿を見せることで、時聞がたつにつれ子ども
のほうから積極的に寄り添って話しかけてきてくれるようになりました。そんなときに子
どもたちが見せる笑顔は、私にいつもやる気と元気を与え、「疲れJという 2文字を吹き飛

r

ばしてくれます。「この笑顔を見るために自分はここにいるんだJ この笑顔があるからこ
そ自分はここで楽しむことができているんだJという思いを改めて感じることができまし
た
。
私は今、「学校教育臨床基礎j という授業の一環として信州大学教育学部付属松本中学校
に通っています。そこでは、 l年生のクラスに臨床基礎実習生として配属されていて、授
業を見させていただいたり、一緒に部活動に参加させていただいたりしています。
その中で、実際の教育現場に立って生活することによって、教師としての自覚を持った
行動を学び、そこから学校における教師のあり方なども学ぶことができます。このように、
中学校に通うことによって自分自身とても勉強になって、学ぶことも非常に多いのですが、
それは全て『学校j という枠の中でのことであり、子どもたちの中にはその枠の中にうま
く溶け込むことのできない子もいるのです。だから、『学校j という枠の中から一歩外に出
て、そこで子どもたちとまた、真剣に正面から向かい合い、ともに笑い、ともに楽しむこ
とのできたこの「 Y0Uフェス Jのような活動は、中学校で学ぶことのできることとはま
た違ったことを学ぶことができる場として、とても大切なものだと感じました。
この活動を通して、私の中でもっとも勉強になったことは、子どもに楽しんでもらうた
めには、まず自分が子どもの気持ちになって物事を考え行動し、そして一緒に楽しんで活
動しなければいけないということでした。
このことは口で言うだけならすごく簡単なことで、私もこの活動に参加させていただく
前までは、それぐらい何とかなると思っていました。しかし実際に参加してみて、子ども
の気持ちに立って考えることの難しさ、楽しさの中にやっていいこと悪いことのようなけ
じめを持たせることの大変さというものをすごく実感しました。
どんなにこっちががんばっている姿を見せても、全然関心を示してくれない子もいまし
た。しかしそれは、自分自身がその子と本当に心から楽しい時間を過ごしたいと感じてい
なかったからだと思い、接し方を変えてみたらすぐに心を聞いてくれて、それからはとも
に楽しい時間を過ごすことができました。ただ何となく遊んであげるという簡単な気持ち
では、絶対に子どもは振り向いてくれません o 子どもは、大人の心の中が分かるかのよう
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に、鋭い感性で楽しいことと楽しくないことを判断します。子どもは素直で純粋なのです。
だからこそ子どもの気持ちになったり、子どもの視点から物事を見たりすることはすごく
大変なことなのです。でも、それができたとき、私たちは子どもが心から笑って楽しんで
いる姿を見ることができるのだと思います。そんなことを今回の「 Y0U遊フェステイパ

ルJから学ぶことができました。
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Y OU遊フェスティパルに参加して
保健体育専攻

1年 土 肥 直 也

私が教育学部に入った理由は、子どもが好きだからである。将来の志望は小学校の教師
だ。教育学部に入ってからは、教育現場にふれる機会も多く、教職の難しさに気付きつつ
も、ますます教職の楽しさややりがいを知ることができたと思う。そして私が Y0U遊フ
ェステイパルに参加したのは、子どもとふれあいたかったからである o 教育学部のイベン
トで、子どもたちとふれあうにはいい機会であると思ったし、午後には、現職の先生方や
教育学部の先輩方とのシンポジウムで教職についての話が聞けるということで、そちらの
方も楽しみであった。
午前中に行われた子どもたちとの講座では、子どもとペアになってトランポリンやアス
レチックなどで遊んだ、。私とペアを組んだ子はとても活発な子で、私も遊ぶことは好きな
ので、一緒に走り回ってすぐに仲良くなることができた。「学校教育臨床基礎J
の時間にク
ラス担任の先生も言っていたが、やはり一緒に遊ぶことができるということは重要なこと
らしい。この日の午前中の活動は、楽しむことができたし、子どもたちも楽しんでいたよ
うに思った。入学当初は子どもと何を話せばいいかと言うことなどの戸惑いがあったが、
子どもと接する時間が増えるにつれてだんだんなれてきたように思う。私は活動の後、た
またまペアの子に、昼食は学生食堂で食べるということを言ったのだが、その子はお母さ
んに頼んで、「お兄さんと食べる jと言ってくれて、うれしかったし、半日で子どもと打ち
解けることができたという自信にもなった。
午後からのシンポジウムではまず、教員採用試験に受かった先輩方や院生の方の話を聞
くことができた。そこでは先輩が教育実習で学んだことや、子どもと接する中で悩んだこ
となど、貴重な話を聞くことができた。次に、グループに分かれて「臨床体験科目 Jにつ
いての討論をした。各グループには学生、信州大学の教授、信州大学の卒業生で教職に就
いている方がいて、様々な意見を聞くことができた。またその後、すべてのグループの意
見を発表しあった。そこで出た意見もいろいろな考え方があり、内容の濃いシンポジウム
であったと思う。
今回のフェステイパルに参加して、自分もこのような活動に関わっていけたらいいと思
った。自分の将来にもつながることであると思うし、それを自分たちで企画して成功させ
るというのはとてもやりがいのあることだろうと，思った。またシンポジウムで討論した「臨
床経験科目 J
について自分なりに 2つのことを学んだ。「学校教育臨床基礎Jとは将来教職
を目指す自分にとって成長の機会を与えてくれる場であり、そこで壁にぶつかったときに、
それを解決するために講義を受けると言うことだ。今回のシンポジウムで学んだことは人
によって違うかもしれないが、少なくとも自分にとっては大きな学ぴの場となった。自分
の目標である教員採用試験までは 3年あるが、今回学んだこと、また今後も学ぶことは大
いにあると思うので、そのひとつひとつの経験を大切にし、成長していきたい。
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「

YOU遊フェスティパルで学んだ「先生J
野外教育専攻

1年 前 枝 真 嘉

僕は友人の土肥直也君と一緒に Y0Uフェスに来た。体育館に入ると、次々に子ども達
がやって来た。土肥君と僕は開会式までの関子供達とバレーを楽しみながら、一人一人に
名前を聞いて声をかけた。初対面でワイワイ遊べる雰囲気ができていた。講座は＜音のメ
ロデイー＞。大学生 9人に対して子どもは 5人だ った o 1年生は僕一人だ った。まず、自
己紹介をした。僕は必死に名前を覚えた。初め、子ども達は 9人の大きな大学生前に緊張
して 5人でかたまっていた。紙笛、缶笛、ペットボトルのマスカラ、タンバリンを各テー
フ ルに作った。子ども逮はいくつも作った。 S ちゃんは 4っとも作り、紙笛にラッパの形
に切った色紙をつけておもしろいものになった。一緒に作る聞に仲良くなり、体育館で発
表する聖者の行進を練習した。子ども達は、「また来る？また会おうね。Jと言い、僕は「う
ん、また会おうね。」と言った。子ども達は仲良くなると（まーにいちゃん）の名前や住所を
きき、また会えるか尋ねてくる。このことは一人一人の人との出会いを大切にする良いこ
とと思う。閉会式、たくさんの人の前での演奏は大好評だ、った。
午後のシンポジウムから Y0Uフェスの OBの人達も来た。 OBは 1
0年前から去年卒業
した若い先生達だ。シンポジウムでは、まず 4年生の話を聞いた。ほとんどの人が子ども
達にどう接していいのかわからなかったようだ。目の前にいる立派な先輩達は子どもとの
ふれあいの初めの段階でつまずいていたことに僕は驚いた。僕は未来の自分の話だと，思っ
て聞いた。野口陽子さんは「いい先生になろうと考えすぎて、子どもとぶつかっていくこ
とを見失ってしまう。 jと言った。身にしみた。懇親会で土肥君と僕は先輩や OBの人達と
混じって話し、しなのき会館に移ってさらにいろいろな人と話した。
吉田小学校教諭の笹崎さんの話「プリントの名前のところにプロジェクト Xと書く子が

r

いて、私が注意したら、今度はうけるとおもったのにって言うの。 J おもしろいね。 J（
僕
）
「クラスにその子と苗字を変えたら名前が一文字違いの子がいて、その子が次は苗字を変
えて書いたの。プリントを見たら同じ名前が 2人あると，思ってよく見たら一文字違うの、
叱ってもやめないの。Jこういった小学生のいたずらを「おもしろい。 j と言い、楽しそう
に笑いながら話してくださった。
阿部桂子さんは f
教員採用試験のためにランナーを 3回ゃったよ。学生同士で勉強をや
っていないよねと慰め合っていちゃいけない。しっかりやらないと。先生の仕事は実際に
雑用が多いから大学生のうちに臨床経験科目で雑用することも大事。J
と教えてくださった。
悩んでいる高校の先生もいた。「私の勤めている高校の先生方は教室や黒板が汚くても、生
徒がうるさくても気にせずに、そのまま授業をする先生が多い。生徒にとって良くない環
境です。それに、高校生なのに文章が全然書けない生徒が多くて教えるのが難しい。 jと泣
きそうにおっしゃられた。ある幼稚園の先生は「LDの子への対処がわからない。 j と他の
先生方に相談していた。 OBの先生方は熱い思いで教育に挑み、楽しさを見出したり悩ん
だりしていた。僕は若い先生達の話を自分のことのように聞いていた。僕にとって「先生J
について真剣に考えるよいきっかけになった。
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振り返れば…そこに自然があった
教育実践科学専攻
「さあ、足の裏からアースを感じてみよう！

4年 幸 阪 創 平

J初等生活科指導法の田植え授業の初日、

土井先生の掛け声に続いて私は田んぼの中に足を踏み入れたものの、その日、私はアース
を感じることはなかった。ただ、炎天下の中、田んぼを区画して手作業で苗を一斉に植え
ていく…常に一定の姿勢で腰は痛く、額からは汗がとめどなく流れていく。「どうして俺は
こんな作業してんだろう？ Jというのが初めて初等生活科指導法の授業を受けた時の正直
な感想であった。東京からやってきた私にとって、長野の豊かな自然環境の中でわが身を
置くことは人格形成にゆとりと安らぎを与えてくれると，思っていたが、まさか大学の授業
で田んぼに入って苗を植えたり、鍬を持って畑を耕したり、農家に行って林檎の木の芽を
摘みに行くということは思ってもみなかった。しかし、授業に参加していくうちに今まで
自分が体験してこなかった田植えや畑仕事や農具の扱う作業に新鮮さを感じ始め、大学で
しか味わえない貴重な機会に出会っているのだと考えるようになった。今振り返ってみる
と、体験重視型の授業ほど自分が学んだことを自信を持って語れるものはないと思う。あ
の夏、私はアースを感じることは出来なかったが、あの貴重な体験は田植えの技法や鍬や
鎌の取り扱いの知識しか知らない人よりも実際に田んぼに入った時の泥がヌルっと足の指
と指の聞に入りこんでくる奇妙な感触や一生懸命農具で土を耕した時の苦労を味わった私
の方が子どもにその臨場感を伝えられる自信がある。また、私はこの体験を通して米に対
する価値観も変わった。炎天下の中、汗水たらして植えた米のことを思い出すと、毎日何
気なく口にする米一粒ー粒が愛しく感じる。以前、何かの機会に、授業で植えた苗が収穫
期を迎えたので，その米を食べさせてもらった時、普段、一人暮らしで「タクワエ君」と
いう格安の古米しか食べていなかった私にとって、新米の味は格別においしかった。
さて、今年の東京都の教員採用試験の二次試験の集団討議で「特徴のある学校作り j と
題して私達受験生が特色ある学校を作るために独自のプランを立てるというテーマが出た。
その時、私が提案したプランが「練馬大根プラン Jである。私の住む地域では東京の 23
区にしては珍しく大根が有名である。その大根を農家の方と共に子どもが育て、農作物が
できるまでの過程を見つめ、農作業の大変さや農作物の有り難味を体験から学ぶと共に、
練馬と大根のつながりや歴史を見つめなおすという，地域性にも根ざしたプランである。
果たして、この提案が面接官を納得させるプランであったかどうかはわからない。でも、
私があえて、この討議の席で「練馬の大根」を出したのは、やはり子どもの頃、東京にい
た時に自然に関わる機会が無かった私が、大学生となり長野にやって来て、臨床経験科目
から自然の中で農作業をして喜ぶ子どもの姿を目の当たりにしたり、私自身が自然と触れ
合うことで新たな発見、驚きを感じ、その必要感を身を持って学んだことが大きかったか
らだと思う。
それでは、最後に最近私がふと，思ったことについて述べさせていただきたいと思う。私
は部活の傍ら、筋トレをやっているが、筋トレというのは毎日闇雲にやっても筋肉はつか
ない。かといって、長いことやらないで時間をあけるのもよくない。では、どうするか。
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トレーニングの後には必ず一定の筋肉の休息を入れて−あげることで筋肉が回復し，さらに
繊維の太い筋肉が作られるのだ。この仕組みは臨床経験にも言えることではないかと思う。
つまり、多くの臨床経験をふむことは非常に大切だが、ただ経験をたくさんすれば良いと
いうものでもない。時にはその経験を振り返り、反省して、じっくり自分の中で考える時
間を大切にする、またその経験を周りの仲間と話し、共有し合うことが自分自身の人間性
を豊かにし、次の臨床経験にさらなる充実を与える結果を生むのではないだろうか。
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自分なりの問題意識をもつことの大切さ
心 理臨床 専 攻

4年

商法朋美

私の大学生活の中で，本当に勉強になったものは何か？今回，初めてこのようなことを
考えてみた。思い返せば最初の 2年間，ただ流れるように過ぎていった気がする。授業に
おいては必要だと言われるから受講し，自分とは全く関係のない訴を聞いているかのよう
に消極的だった。教育参加ではキャンプなどに行ったが，その場で与えられた子どもとの
かかわりにおいては ，一生懸命に遊び積極的にかかわったが，「言われた範囲で Jという点
において消極的であり，その場から離れれば，それで私の中では完結していた。
その理由として，私はいつもお客様だったと思う。私自身の意識の問題に加えて，企画
からかかわる，といっ機会がなかったことも理由の lつだと思う。加えて 1回単独の行事
が多く自分で問題意識を持ち，どう対処するか考えながら継続的にかかわる，という段階
にまで至らなかった。
そんな中で大学 3年生のときに「信大 Y0U遊広場Jの紹介で始めた，中学校での心の教
室相談員活動から学んでいるものはとても大きい。学校内で相談制度が根付くためにどう
すればよいかを考える中で

自分で本を読んだり先生方と話ながら ， いろいろなことを実

行してみた。また生徒の相談を聞くスキルが自分に足りない，との思いから大学のカウン
セリングの授業に積極的に参加し，学んだことを中学校で実践しようとしてきた。常に中
学校で感じている問題意識があるために大学の授業においても，ただ鵜呑みにすることな
く自分なりに考えること が多くなった気がする 。また，心理学においては大学で学んだ知
識が，そのまま学校で使えないものも多く知識と現場で感じているもののギャップを感じ
ることも多かったが，その中でどのように中学校で活用するか考える機会にもなった。
このような自分の問題意識から試行錯誤する過程とともに，もう 1 つの意義としては，
生徒でもなく教師でもない立場から定期的に学校に接していることで，学校の雰囲気を感
じるだけでなく，学校制度の問題点や教師のあり方（特に私の場合においては，生徒とか
かわる際の教師の特徴や

教師と家庭や SC との連携など）についての良い点，あまり良

くない点を客観的に見ることが出来た

r

という点である。これにより自分が教師になった

ときに，「こうしていこう J こうしないように気をつけよう Jといった具体的なイメージ
を持つことができた。
また大学 3年生のときには教育実習にも行った。ここで初めて授業をする，という体験
をした。ボランテイアなど子どもと接する機会は多くあるが，授業をする，という機会は
教育実習しかなかった。教師の要素としていろいろなものが必要だと恩うが．授業をする
ことについて学ぶ機会として，教育実習はとても貴重だったと思う。
私にとって臨床経験科目は，継続的であること，実際の現場で主体的にかかわれること，
という 2点が重要であったと思う。また，この 2点を満たした臨床経験科目は，講義や大
学生活すべてにおいて 自分の考えを深めるための視点や問題意識を与えてくれる，勉強
したことを実際に実践してみることが出来る，学校や教師について知ることが出来る，と
いう意義があったと思う。これらは，大阪府の教員採用試験の面接で私が話した内容にも
深くかかわっている。また，学生という第三者の立場から感じている「教師になったとき
にはこうしたい」というイメージは，教師になった後も常に大切にしていきたいと思う。

理論を学び実践し、また理論ヘ
生活科学教育専攻

4年 藤 岡 恵 美

私がずっと，思ってきた疑問がある。それは、「大学の講義は本当に実践の場で生かされる
のか」ということ。この 4年間、何のためにこの講義をとったのかと聞かれれば、ほとん
と守が免許に必要な単位だったからという答えしか出せない自分を恥ずかしく思う。自分に
は何が必要なのか。自分を知る術がなかったことが大きな原因だと思う。
その疑問を少しずつ解いてくれたのは他でもない「子どもたちとの関わり」だった。大
学の講義の中では、まるで誰もができるかのように淡々と理論を述べている。しかし実際
には初めて子どもたちと関わった時、どのように接すればいいのかすら分からず、困惑し
てしまった。自分の力の無さには驚くほど動揺し、次への方向を見つけることができなか
った。私は教師に向いてないのかもしれないな。悔しいけれど、そう思うことが一番簡単
な方法だった。
ちょうどその時、私は「信大 Y0U遊広場Jに参加し始めた頃だった。行なわれた活動
の振り返りでは、自分のプラザについて話さなければならない。できなかったと明るく振
舞おう。みんなに無力な自分を知られたくない。しかしそんな思いとは逆に、涙が止まら
なかった。「くやしかったね。でも最初はみんな同じ思いをしているよ。恵美も出来るよう
になるよ。J一生懸命話を聞いてくれて、そしてそう言ってくれた。子どもたちから逃げず
に向き合うことができたのは、この言葉のおかげだ。みんなのようになりたい。
私がはじめにやったことは、みんなの真似をすることだった。回線をあわすことは、講
義の中でも聞いたことがあった o 実際にやっている人を見て、自分もやってみる。大きく
うなづいたり、笑いかけたり。非言語コミュニケーションから伝わることは、言葉にはで
きない安心感を与えるようだ。
活動後の反省会などで子どもについて自分の見解を話す。そこでは自分を振り返るだけ
でなく、他の人の新しい視点やその人自身の振り返りがさらに膨らみ、自分では気付くこ
とができなかった新しい見解へと変っていく。
ある時、障害児教育専攻の人が、障害児についての話をしてくれた。今まで、無意識の
うちに子と寺もといえばすべてが健常者であることを前提に話をすすめてきた私は、自分の
視野をもっと広げていきたいと思い、障害児教育の概論を受講した。講義の中での理論。
学んだら実銭の場へ。ボランテイアに参加して実際の関わり方を探る。自分がつまづいた
F

問題について、講義の中でその答えを考えながら聞くなんて今までやってこなかった。あ
の時の講義の中で言っていたことはこのことだったのか、と振り返って改めて理解できた。
実際に感じて、やってみて気付くことがたくさんあった。
臨床の場では、漠然とした理論を具体化し、その理論を深めること、また新しい自分な
りの関わり方を見つけ出すことができることを知った。そこで私は自分を知り、成長する
ための大きな手がかりを得た。理論を学び実銭し、また理論へ戻る。このようにして繰り
かえされる学習こそが自分には必要だったのだと気付いた。最初に述べた「大学の講義は
本当に実践の場で生かされるのかJという疑問が生まれること自体、自分がいかに目的意
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識を持たずに過ごしてきたかがよく分かる 。
臨床経験科目では、講義や本などで学ぶ知識をより深〈理解することができる 。 またそ
こでは、今まで気付けなかった自分を知ることもできる。そして、助け合い刺激しあえる
仲間に出会うことができる 。臨床経験科目の中で学んだ知識、気付いた自分自身の姿、す
ばらしい仲間たちは、これからの自分自身にと ってかけがえのないものになることは間違
いない。

体験での気づき
教育実践科学専攻

4年 山 本 公 三

私にとって臨床経験科目の意義は、自分の現在の力がわかることだ。臨床経験という実
際の子どもと接することや学校に入ることで、これから自分が何をしていけばよいのか実
感できるのである。
私は、大学 1年のときの介護等体験で養護学校に 2日間実習をした。そこで初めて、幼
い子どもと遊び、話をした。 H君は私にすどくなついてくれ、いつも私のそばで行動をし
ていた。そんな H君に会うと、自然と笑顔になり、楽しかった。もっと子どもと接したい
と思った私は、 2年のときに、「信大 Y0U遊広場j に参加した。月に l度以上、小学生と
接していたが、自分の気持ちを子どもに伝えることができなかった。嫌なことをされても
我慢して接していた。それは、子どもに嫌われてしまうということもあったが、それより
も、どういうタイミングでどのように自分の気持ちを伝えればいいのかわからなかったか
らだ。それを感じて以来、自分の中で「これをしたら注意しよう。Jという線を引いて接す
ることにした。そうして、子どもたちと接する中で、少しずつ自分が変わっていったので
ある。
自分の力のなさが実感できたのが、附属長野小学校での基礎実習である。授業を作り上
げることができなかったり、子どもの実態が読めなかったりと、今までの自分ではだめな
んだと気づかされた。自分の意思を持つことも大切だが、子どもは今何を感じているのか、
何を望んでいるのかを考え、自分の意思を右に左に変えていかなければならない。私は、
もっと授業という場で子どもと接したいと，思ったので、実習を終えた次の

1
0月から、「 X

YサタデースクールJという NpOとJA、「信大 Y0U遊広場jが連携している活動に参
加した。ここで、 2月までは授業の甘として子どもについていた。今年の 4月からは、低
学年の国語の授業を担当させていただいている。実習中では忙しくて、また実習前では実
感がなくて、学習指導要領などしっかりと読んだことがなかったが、国語では何を教えれ
ばいいのかわからなかったので、それをもとに授業を考えていくようになった。本を読む
ことが嫌いな私だが、授業のことを考えると、自然と読む気になった。
こういった体験から、本を読むきっかけになり、国語や数学などの教官に指導をいただ
こうと思うことにつながるのである。また体験をすることで、私は成長できたと思う。臨
床経験科目がなければ、子どもを見る目というものが養われていかなかったと思う。また、
自分を省みることもできなかった。
最後に、 1
1月 2
6日の門脇厚司先生の講演で、先生がおっしゃったことを伝えたい。「総
合的な学習の時間で、子どもたちに地域の大人や親たちと直にふれあわせることが大切な
んだ。生の人間にふれあうことで、人間というものを感じていく。Jと。これは、私たちに
も言えることだと，思った o 生の子どもとふれあうこと、その親や地域の方とふれあうこと
で、子どもの考えや、親の考え、地域の方の温かさがよくわかる。こういったことを感じ
ていくことで、教師としての力量が形成されていくと私は思う。
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「体験Jを通して得たもの
芸術教育専攻

4年 中 村 日 砂

l年次から 4年次までの臨床経験科目で様々な体験ができたが、私にと って特に強い思
い入れがあるのは 3年次の基礎教育実習だ。基礎教育実習の指導教官の先生に、授業にお
ける細かい発問の仕方から子どものとらえ方まで、多くの事を教えていただいた。
ある日こんなことがあった。クラスの男子 A君が泣いている 。普段とても元気な彼が泣
いているので、戸惑った同じクラスの実習生は、何と言っていいか分からず、彼に声をか
けることができなかった。その日の事後指導の時、彼女が先生にその出来事を話すと、先
生は、「じゃあもし部活で後輩が泣いていたらどうする？ Jと聞き、彼女は「放っておけな
し
、

Jと答えた。すると「それと同じ ことだよ Jと、先生は言い、「人と接することに大人も

子どもも関係ない」と統けた。私も A君が泣いていたことは知っていたし、自分が彼女の
立場だ、ったら A君に声をかけることができなかったと思う 。だからこそ先生の言葉は重み
があった。その言葉を、何も体験していない状態でただ言われただけであったら、私の中
にそれほとさ響かなかったと思う 。 しかし、体験することによって、先生の言葉は大きな意
味をもって私の心に響き、ずっと忘れずに持ち続けていたい大切なメ ッセージとなった。
数日後、私は廊下で別の子どもが泣いているのを見た。一瞬ひるんだが、あの時の先生の
言葉を思い出して、その子に「どうしたの？ Jと声をかけることができた。すると、その
子は泣いている理由を話してくれた。
「学ぶとは変わるということんこれも先生がおっしゃっていた言葉である 。実習はいつ
も「実践」→「反省」→「実践」の繰り返しで、失敗することや分からなかったことが種
になって、次の実践に生かせる。もちろん、学んだことがすぐに形になって実践に結びつ
かないこともある。 しかし私は、つまずいて、そこから自分で何か感じ取ることこそが、
「学ぶ＝変化Jの第一歩だと思った。
基礎教育実習中、不安なことや分からないこと、できないことがたくさんあって、肉体
的にも精神的にも本当に辛いときがあった。 しかし、あれだけがむしゃらに頑張れた時間
というものは今までに無かった。そして、仲間と協力することの素晴らしさや達成感、何
よりも子どもたちの笑顔が、苦しさを上回る位の喜びを私に与えてくれた。
基礎教育実習のみならず、臨床経験科目は私にとって、学生のうちに実際の現場で教師
としての視点をもつことや教師の経験ができた貴重な体験となった。その中で教職の厳し
さを目の当たりにした面もあり、自分はとてもやっていけないと諦めそうにもなったが、
教職の素晴らしさの一端にも触れることができた。そうした全てのことは、体験しなけれ
ば分からなかったことである。挫折も喜びも希望も、臨床経験科目を通して味わい、より
教職につきたいという思いを強めた。臨床経験科目での様々な体験によって、決して講義
室では学べない多くのことを学ぶことができた。 この体験で学んだことや、それをやり遂
げた自分の姿を思い出して今後の励みにしていきたい。
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誰にも負けない教育に対する情熱
理数科学教育専攻

4年 斉 藤 崇

自分が教育学部に入学する前は、教育学部というところは「将来は先生に成りたいJと
いう夢を持った人がたくさんいる所で、医者になりたいという人が医学部に入るのと同じ
であるというような感覚を持っていた。しかし、実際にはカリキュラムの中に自分の専門
とする教科の免許の他に、学校図書館司書教諭や学芸員、社会教育主事の資格も得ること
ができる。そういった意味では教育学部で学生生活を送る上で、自分は何をしたくて大学
にいるのかを考えていないと迷った挙句どれも中途半端であったり、手付かずになってし
まったりすると思った。もしそうなったら、苦労して大学に入学した自分がもったいない。
今、自分はカリキュラムの中に、臨床科目があることにとても感謝している。その中で
も、経験させてもらった教育実習はとても大きいものだった。しかし、授業前に緊張して
いる自分に対して、「初めてだから、ちゃんと出来なくてもしょうがない。Jと言い聞かせ
ている部分もありました。初めてだということでガチガチになってしまわないように、何
らかの方法でリラックスさせることは重要だとは思うが、自分のような意識ではせっかく
の教育実習という場で得られることも、半減してしまうのではないかと思う。常に現場で
は目的を持って何事にも臨むようにしなければ、それは終えた後にほとんど何も残らない
のではない。大学のテストに一夜漬けで臨んだ後と同じように…
学校には、家庭教師でも塾講師でも学べない（経験できない）ものが「学びj という点
だけをとっても、たくさんある。

00科指導法基礎や教育参加などの臨床科目で学校現場

を参観させてもらったことは本当に大きい。大切なことはあきらめないことだと思う。世
の中、自分の期待していた通りにいかない時、むしろ期待遇りにいかないことの方が多い
と思うが、そうし百う時に投げ出したりしないで、そこから何かを得ょう、学ばせてもらお
うという気持ちの持ちょうで変わってくる。よく「諦めなければ、夢は必ず叶う。j という
言葉を聴くが、教育に関しては本当にその通りだと思う。自分が浪人生活の中で聴いた言
葉「人は不可能だと思う時やりたくないと決心しているのである J（スピノザ）がある。
臨床科目も年々変わってきていて、自分たち 4年は経験していないが今の 2年生が 1年
次に学習した臨床基礎はとても大きいと思う。松本に教育実習に行った時、クラスに配属
された l年生が公開研究授業の補助をしていたりして、うらやましく感じた。臨床科目の
発達によりやがては、すばらしい先生が続々と生まれてくるので、自分も負けずに精進し
なければと焦っている。
教員採用試験の時に感じたこととして、自分の周りは受験するのは今回が初めてという
人がほとんどのグループだった。さらに、入学試験の学力レベルとしては信州大学よりも
上という人逮だらけで集団討論など緊張した。試験を終えてみると理論や対処の仕方など
の面は、自分の方が劣っていると感じたが、心の底の部分（教育に対する気持ち）は信大
生の方が必ず勝っていると感じた。カリキユラムの点で信州大学はゆるい所もあるが、教
師になる上で大切なものをたくさん学ばせて貰える大学だと思う 0 ・だから、信大生である
ことに自信と誇りを持って学生生活を有意義に送って欲しいと思う。
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本当の自分で勝負の基礎教育実習
理数科学教育専攻

4年 野 口 陽 子

私は、大学 3年時の「基礎教育実習jで初めて、 1ヶ月という長い間、子どもたちと生
活を共にするということを経験しました。そして、これがきっかけで「子どもと向き合う J
ことを真撃に考えるようになっていきました。
私は、教育学部に在籍していながら、日頃子どもたちと過ごしたり、ふれ合ったりする
ことが少なく、子どもと向き合うことをそれほど深く考えていなかったように思います。
しかし決して適当に考えていたのではなく、まだ子どもと向き合うということの重みをわ
かっていなかったのです。
「基礎実習Jでは、実習校で約 1ヶ月間実習生として、子どもたちの前では先生として
奮闘しました o この実習を控えて私は、たくさんの不安を抱えていました o うまく授業が
できるだろうか。子どもたちとうまくコミュニケーションがとれるだろうか。このような
心配事が頭から離れなかったのです。
実習が始まり、私は子どもたちとコミュニケーションをとろうと必死でした。そして 1
週間ほどたった時、私はあることに気付いたのです。
「先生、私の描いた絵、見て〜。j と言ってくる子どもに、「わあ、上手に描けたねえ。j
と言っている自分がいたのです。「上手に描けたねj
。私は心からその言葉を言っていたの
でしょうか。流れのままに、子どもをただ褒めようとして言っていたのではないのか。こ
のことに気付いた時、自分のことが嫌で、情けない気持ちになりました。子どもたちは、
純粋な心で私にぶつかってきているのに私は子どもたちに本当の私を見せていないのでは
ないか。そう思ってから、今までの自分の子どもたちへの接し方を思い出して嫌悪感を抱
いてしまいました。そして、どうやって子どもたちとの聞にできたこの溝を埋めようかと
考えるようになりました。これが、実習で私がぶつかった大きな壁でした。
しかし、この壁を私は乗り越えることができました。指導教官の先生の言葉で、私は自
分を出す勇気を持つことができたのです。「本当の自分、生の自分で勝負だよ。」というこ
の言葉に私は背中を押されたような気がします。「何も完壁じゃなくていいんだ、子どもた
ちと意見がぶつかってもいいんだ。 jと思えるようになったのです。むしろ、心と心で、本
当の自分でぶつかり勝負していく先生のほうが素敵なんだと、子どもと向き合うとはそう
いうことなのだと感じたのです。
それから、私は今の自分を隠すことなく、子どもと向き合うようにしました。今の私で、
そのままの私で子どもと接していくようになったのです。それまでの私は、「いい先生jと
いうのを意識しすぎていて、子どもの心を見てはいなかったのです。その先にあるお互い
の関係に気を置きすぎていたのだと思います。子どもの心を見ょうとしなければ何も始ま
らないのに。
基礎実習で、私は一番大事なことを学び、感じることができたと思います。「子どもと向
き合う Jことを私なりに見つけられた充実した実習になりました。この体験があったから
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私は、教育というのは子どもとともにあるものだということを実感でき、私自身の教師像
を確立することができました。そして、この実習をきっかけに「こんな先生になりたい、
子どもたちの心を大事にしたい。 j という情熱がひしひしと生まれてくるのを感じました。
教員採用試験を受験するにあたり、この情熱が私の魅力につながっていったのではない
かと感じています。
これから、きっと多くの壁にぶつかり悩むと思います。しかし、この実習で感じた「子
どもと向き合う Jということを忘れず、思いっきり悩んで一つ一つ乗り越えていきたいで
す。そして、教師として成長していきたいです。
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教育（共育）の場
理数科学教育専攻

4年 岡田洋平

大学生活は、時間的に余裕のある生前であるとともに、またその時間を大切に孝え、学
問や自分自身の人間性を高めていくために自分なりの生活をしていく大切な時期でありま
す。それなのに私は、大学の講義をただ教員免許取得のための講義（単位1としか考えて
jを学ぼ
おらず、講義に対して、自ら学聞を深めていこう、いろいろなものの考え方・見 }

うという主体性がありませんでした。 しかし、 2年次での「学校臨床演習基礎jや 3年次
からの「教育実習Jでは、多 くの子どもたちを相手に 教師．，として接していきます。授
業や学習につまずいた子どもたちへの支援、また子どもたちとの交わりの中でどう誉めて
いけばよいのか、悪いことをした時の諭し万やそのタイミングなどの接し方に大いに戸惑
い、不安になりました。 そういうことから自分の知識不足、人間性などの向分の欠点を感
じることが多々ありました。それでも、子どもたちの興味をそそり、学習意欲を持っても
寅示実験の工夫）など、できる限りの一生
らえるような授業案 ・教材研究 （
理科なので、 j
懸命さに、子どもたちも応えるように授業を受けてくれました。それを喜びにまた頑張れ
る自分がいました。
私にとって臨床経験科 目とは、共 T
f （ともに学び、ともに育つ）の場だと思います。実
際に人と人とのかかわりの中で、成功は自信につながり、また失敗や挫折は自分自身を見
つめ直す良い機会となります。知識不足という面では、大学での講義への向学心につなが
りますし、また教師としての人間性としては、日々の生活や活動において磨き上ょうとす
るモチベーションとなります。そうい った意味で臨床経験科目は、大学での講義や生活・
活動をより充実させるものであり、また教師になろうとする自分と学校 （
現場）とを結ぶ
パイプとして大切な科目だと思います。臨床経験科目の謀題としては、いかにこの科目と
学生とを結び付け、主体的に活動し、何かに気付いたり、考えたりする機会になっていけ
るかだと思います。 また得た貴重な経験を今後の人生の櫨として 、 どう自分に掠り返して
1
:
i後指導がありますが、他の臨床経験
いくのかも大切です。 3年次の教育実習には事前 ・1

科目においても事後 レポート提出だけにとどまらず、円分と他の仲間 との経験の共有や交
わる場が必要だと思います。加 えて、特に 3年次の教行実習は事前から緊張や不安を感じ
る学生が多いので、精神的なケアという面でも考えてい ってほしいです。
臨床経験科目を受けてきた今の私は、中学校の他教科免許の取得、子どもたちとかかわ
る活動や少年自然の家でのボランティアなど、自分なりに時間を有効的に過ごしてきまし
た。 またサークル活動として、ヒッチハイクをやっているのですが、人々の善意で旅でき
る感謝の意や幅広い年代の方との価値観の交流など、今の自分を支える経験・栂として、
築き上げてきました。

今までの自分では駄目だ。 自分で何かを始めなければ ・・・ 。 と

いう主体性の大切さを見出してくれたのも、この臨床経験科目が大きく影響しています。
今後も全国各地で活躍する教師を生み出す信州大学で、この臨床経験科目が学生にとって、
自分を磨き上げる良き機会になるでしょうし、なっていってほしいと思います。 もちろん
ねもこれらの経験を大切にして、いち教師として、いち人間として成長していきたいと思
います。
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「身体Jで感じて学ぷことの意義
言語教育専攻

4年 中 山 綾 香

私は教師になりたいという強い思いから信州大学に入学した。当初私は、教師になるた
めには一所懸命勉強し、多くの知識をつければいいと思っていた。しかし実際は違ってい
た
。 l年で「教育参加J
、 2年で「学校教育臨床演習J
、 l、 2年で「介護等体験j という
「臨床経験科目 Jがあり、子どもと接する機会があった。その中で私は、実際に子どもと
接する楽しさを感じるとともに、机上で学ぶこととの違いを感じた。思うように行動しな
い子どもに戸惑い、何を考えているか理解できずに困ってしまった。そんな経験を通して、
「果たして知識をつけるだけでいいのだろうか？ Jと考え、自分の学びに疑問を持った。
そのことを一番考えさせられたのは、 3、 4年の「教育実習Jであった。特に「基礎教
育実習Jでは中学 3年に配属されたのだが、子どもとのコミュニケーションのやりとりで
とても苦労した。ある子は何日たっても、私が話しかけても無視の一点張りで何も応答し
てくれなかった。しかし、毎日その子をよく観察していくうちに、自分の趣味のサッカー
のことを友達とよく話していることに気付いた。そこで、その話題で話しかけたところ、
次第に向こうから積極的に話しかけるようになった。その時、私は今まで自分は「こうい
う時はこうしなければならないJといったマニュアル的なことに縛られていて、その子の
立場・視点に立つことを忘れていたことに気付いた。しかし、子どもの視点に立つという
のは、実際に子どもと接してみないとわからないと思う。子どもは千差万別なので一筋縄
にはいかず、子どもを理解す？るには子どもと接する中で、雰囲気や微妙な表情の変化、言
葉などから「身体」で感じるものだ、ということが「教育実習Jをしてみての実感である。
また、実際に授業をしたり子どもと接したりすることを通して、知識と現場でのギャッ
プから生じた問題について、自分なりに試行錯誤するようにもなった。今までほとんど関
心のなかった学校制度の問題や、評価、生徒指導のあり方などについても関心が向くよう
になった。学校教育に対して積極的に、かつ広い視野から考えられるようになったことも、
私にとっては大きな変革だったと思う。
私は今まで、「継続は力なり jという言葉を座右の銘にしてさまざまなことに取り組んで
きたが、これは「臨床経験科目」にも当てはまると思う。私は子どもと継続的に接するこ
とで、常に自分の中に課題を持つことができ、そこから身体で多くのことを学び、私の血
や肉になったと感じるからだ。「臨床経験科目 Jの一番の意義、それは「身体jで感じて学
ぶことであると思う。教師は常に生身の人聞を相手にしているのだから、身体一目、口、
耳、肌など自分の感覚で学ばなければ分からないことは多くあるのだ。例え身体で学んだ
ことがうまく言葉には表せなくても、不思議なもので身体は覚えているものである。．やは
りこれが継続の賜物なのだ。実際私は教員採用試験の集団、及び個人面接で学校教育に関
してさまざまな質問をされたが、身体で学んだことをありのままに話すことができた o
以上述べてきたように、「臨床経験科目 jは私にとってとても大きな意義があった。そし
て、「継続は力なり jという言葉が示すように、教師になってからも子どもと接する中で学
び続けていく姿勢を大切にしていきたいと考えている。
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私自身を観つめられた臨床経験科目
社会科学教育専攻

4年 白木新

私は、臨床経験科目「教育参加Jにおいて「教育とは姿である Jという言葉に出会うこ
とができました。以前、私は、子どもとの関わり方を嫌々に思い悩み、実際に関わること
に対して跨踏していました。しかし、この言葉と出会ったことで発想の転換ができました。
私は、教育とはまず自分がやってみることであると考え、これを学生時代の目標としまし
た。社会科を教えるのではなく、自分が勉強することから始めようと考え、須坂市のりん
ご農家で働いたり、三郷村や下諏訪町の地域研究としてその地の信仰や祭りについて参加
しながら観察をおこなったりしました。卒論では、三郷村の人々がなぜ江戸時代の百姓ー
撲の指導者である義民多国加助を祭り続けているのかという問いを立てて、地域の人々の
歴史意識を明らかにしようとしています。けれども、まず自分が勉強という目標を持つこ
とで、子どもとの関わりからは一時撤退していたのかもしれません。四年間を通してみて
も、子どもと関わる機会は決して多いほうではないと思います。そんな私にとって、臨床
経験科目は、子どもたちと関わるための貴重な機会になりました。
特に、中学校における基礎教育実習は、私の目標としていた「教育とは姿である Jとい
う言葉と子どもとの関わりとが重なり合うような経験をたくさんもつことができました。
その一例としては、実習生である私とクラスの子ども全員だけ、担任の先生がいらっしゃ
らないなかでの芋掘りという体験です。子どもいっても中学三年生でしたので、芋掘りな
どつまらないとドッジポールを始めてしまいました。他のクラスは授業中でしたので、ド
ッジポールの声が学校中 に響きました。私は、これはまずいと思いましたが、これまで子
どもとの関わりも少なかったため注意することができませんでした。私は、最後には自分
の姿なのだから、自分でまず芋掘りをしました。今思うと、もう少し一緒にやろうとか声
をかければよかったのですが、黙々と芋掘りをする私の姿をみてでしょうか、子どもたち
も一緒に掘り始めました。この時、私は、こうやって自分からやっていくことが教育の基
本だとしたら、なんて楽しいんだろうと思い、採用試験を受けることにしました。
私にとっての臨床経験科目の意義とは、普段、自分が考えていることや、おこなってい
ることを、子どもや高齢者の方々に投げかけ、そこから自分考えやおこないを見直してい
く機会であると考えています。
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僕にとっての「臨床経験科目 Jの意義
理数科学教育専攻

4年 小 川 敦 嗣

僕は、 4年開通して臨床経験科目を受けてきました o そこでの体験が、教員を目指して大
学に入学してきた僕にとって意義のあるものであったと考えます。教科指導という一面に
魅かれて教師になろうと思った僕は、臨床経験科目を通して教育が人間と人聞が関わりあ
う中に成立するものだと実感することができました o このことにこそ臨床経験科目の意義
があると思いますし、そもそも臨床経験科目ができた背景にも、机上の勉強だけでは得ら
れない体験をすることにあったのだと思います。
こういった臨床体験を通しての教師の資質の向上といったこと意外に僕はもう一つ別の
側面からみた「臨床経験科目 j の意義があるのではないかと考えます。
先ほども言ったように僕は、教科の指導者としての教師像を頭に描いて教師になりたい
と思っていました。高校を卒業する時、教育学部を選ぶ人の理由は様々だと思いますが、
その大半は教師になろうと考えている人なのではないでしょうか。しかし、人間同士の関
わりの中で生まれる教育は、決して簡単なことではないと思います。これが正解というも
のがない以上、試行錯誤を繰り返していくしかありません。そういったことを実践してい
る現場の空気に触れることで自分が本当に教師を仕事にできるのかどうか、見つめなおす
ことも必要なのではないでしょうか。夢見てきた教師像と、現実の教師像とのギャップを
知り、それでもなお子どもと向き合っていくことの魅力を見つけることができるとしたら
それは大きなことだと思います。
一方、自分が本当は教師にむいていないかもしれない、そう，思ってちがう道を探すので
あればそれも価値のあることだと思います。良い意味で、教師の道を断念することができ
る機会を臨床経験科目は与えてくれるように思います。教育学部に入ったから教師にしか
なれないのではないか。そんな不安が僕の中に四年間つきまとっていました。四年後の進
路が大学入学時にすでに決定しているという感覚は、逃げ場のないプレッシャーとなって
いました。様々な教育問題が新聞に載っているのを目にするにつけ、自分がそんな中に身
を投じることができるのかと臆踏することもありました。その時に、支えになってくれた
のは臨床経験科目で出逢う自の前の子どもたちでした。
ただここには大きな問題もあると思います。臨床体験をしてきたということが騎りにな
ってはいけないと思うのです。自分のことを信じられることは大切なことだと思います。
教師になりたいという熱意も必要でしょう。しかし、臨床体験をしてきたことが、そっく
りそのまま教師として子どもたちと向かい合えることに結びつくとは思えません。指導法
をはじめとする専門の勉強なくして教師になることはできないと考えます。臨床経験科目
は、机の上で勉強したことの実践と捉えて臨むことが大切だと考えます。
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願い・目標の確認の場
保健体育専攻

4年 関 谷 北 斗

私にとっての臨床経験科目は、「教師になりたい jという願いを強くさせるものであった
と感じています。
私が教師を目指すきっかけとなったのは、私が中学生の時の部活の顧問の先生の姿にあ
こがれてでした。その先生は、私の話を良く聞いてくださり、休み時間などでもよく遊ん
だりおしゃべりをしたりしてくださいました。部活での悩みもよく聞いてくださいました o
このような先生のようになりたいと思い、私は教師を目指すようになりました。
しかし、大学生活をなんとなく送っているうちに、この「教師になりたいJという願い
が薄れていき、将来何になりたいのかがわからなくなってきた時期がありました。特に、

l年生のときは強く感じるようになっていました。そんな私は、教育実習や、学校教育臨
床演習などを通して、子どもと関わり、子どもの笑顔に接し、この「教師になりたい j と
いう願いを再び強くし、将来は教員になろうと改めて心に誓うようになりました。
私は、今回長野県の教員採用試験に合格することができましたが、今考えてみると、こ
れには「教師になりたい」という強い願いが大きく関係していたと思います。 l次試験で
は、とにかく知識を詰めこまなければならず、勉強以外に方法はありませんでした。毎日
勉強を行うのですが、勉強が嫌になってくるのです。何度となくもうやめたいと思いまし
た。しかしそんな時、頭をよぎるのは教育実習での子どもたちの姿でした。私が教師を目
指す理由は、先ほどもお話したように、子どもと向き合っていく教師になりたいというも
のであり、その夢のためならと踏ん張ることができました。
このように、臨床経験科目によって、どのような教師になりたいのかを考える場になり、
その思いを強くすることができると感じています。そのことが、よりよい教師になりたい
という気持ちを生み、教師として自ら学びつづける姿勢に結びつくのではないかと考えて
います。
また、臨床経験科目として、教育参加・学校教育臨床演習・基礎・応用実習を行ってき
ましたが、毎年学校に行き、実際の教育現場の空気に触れることができるということは、
たいへんありがたかったと思います。大学での講義だけでは学校現場についての知識は得
ることができますが、雰囲気や子どもの反応などはわかりません。生徒を理解するという
教師にとってのもっとも大切なことも、大学の講義では経験することができません。現場
に出て子どもと関わることではじめて生徒を理解し、お互いに気持ちを伝え合うこともで
きるのだと感じました。こうしたことが教師となって実際に現場に配属される前に経験す
ることができ、それについて考えることができるということは、大きなプラスになると思
います。
私にとって、臨床経験科目は教師としての実践力を身につける場であると同時に、教師
になりたいという願いを思い出させてくれる場になりました。これから教師になる私にと
っては、生涯忘れることのない経験であると同時に、忘れてはならない貴重な経験であっ
たと思います。

一
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旧カリキュラムでの教育実習
大学院美術教育専修

2年 前 平 か ん な

わたしは大学を二年前に卒業しました。わたしの大学時代は旧カリキュラムで、臨床経
験科目というものがありませんでした。しかし、教育参加と教育実習、教育実習の事前事
後指導の三つは、皆さんと同じようにありました。その中で、今でもわたしの中に最も印
象深く残っているのは教育実習での体験です。
わたしが小学校 1年生の国語の授業を行ったときのことです。子ども遼を前に「こども j

r

と板書したときに、子ども遠から「えー。 j 「先生一。 J 違うよー。Jと批判の声がたくさん
挙がったのです。わたしは自分の書いた「こども」という字を見て、何が違うのだろうと
不思議に思いました。しばらく気付きませんでしたが「も Jの書き順の誤りを目ざとく指
摘されていたのです。
わたしは、子ども遥が教師をいかに鋭く見ているかということを知りました。板番ひと
つをとっても、子ども達は、いつも先生の板書を書き写すために担任の先生の字に似てく
るという話を聞いたことがあります。普段の生活の中で最もよく使う「ひらがな jでさえ、
一つ一つの教材研究を怠ってはならないということを学んだのです。教育実習は初めて子
ども遠の前で授業をするという緊張感だけではありません。日常では気付かない L様々な
ことを教えてくれるのだと感じました。
国語の授業で、子ども逮はわたしの間違いに気付きましたが、もし誰も気付かなければ
筆順を間違って覚える子もいたかもしれません。そう考えると教師とは、非常に責任感の
問われる仕事だといえます。子ども達の前では日常でなにげなく使っている言葉、態度、
行動、すべてにおいて緊張を併せ持たなくてはなりません。
たとえば、歯ブラシをくわえたまま机を運んでも、わたし遼は歯ブラシが喉に詰まらな
いように気をつけることができますが、子ども逮にとってその行動はとても危険なことで
す。それを子ども達に注意をし、なおかつ、自分自身も行動として示さなくてはなりませ
んo 大人としての常識は子どもには通用しないのです。
教育実習を終えてからわたしは、子どもへの色彩の影響について、研究を進めました。
信州の山々を若草色、萌黄色、木賊色などの言葉で表現するような、豊かな心を持つ子ど
もを育てたいという願いからこの研究に取り組みました。この研究を通し、私は調査や文
献から論究することの充実感を味わいました。わたしは、実習で出会った子ども逮を思い
浮かべ彼らにも、この面白さを伝えたいと思いました。これから出会う子ども達にささい
な感動や興味・関心を見逃さずに、学ぶことの楽しさを知るためのきっかけづくりをした
いと考えています。
自身の体験からわたしは、専門の図面工作だけではなく、各教科や総合的な学習などで、
子ども達とともに学ぶ楽しさを味わえる教師を目指しています。また、自らより多くの経
験を積み、生涯学び続ける教師でありたいと考えています。
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「なかよしキャンプjからの想い
障害児教育専攻

4年 増 田 美 和

毎年、春になると障害児教育専攻学生の有志を中心に「自閉症児療育キャンプ（通称『な
かよしキャンプJ
)
Jのボランテイア本部が専攻内に設置されます。北信自閉症児親の会に
よって主催されるこのキャンプに学生がボランテイアとして参加するのですが、ボランテ
イアといっても、キャンプの日程、活動内容、食事のメニューから部屋割りまでその全て
を計画、準備し、自閉症児とその家族、学生、その他あわせて 1
00人規模のキャンプを作
り上げていきます。このキャンプで 2年生は、主に自閉症児とペアを組み 2泊 3日を過ご
します。これが「障害児指導法臨地実習Jという臨床経験科目になります。その後、「なか
よしキャンプって楽しい！

Jと、その魅力にとりつかれた学生が 3、4年次に学生ボラン

9回目を迎え
テイアとして参加する…という形で続いてきたこのキャンプも、今年で第 1
ました。
私も見事にその魅力にはまり、 3年間参加しつづけた一人です。

2年生のとき、私は障害児教育専攻であるにもかかわらず、障害のある人とかかわった
ことがほとんどありませんでした。そのため、キャンプのペアが決まり事前の活動が始ま
っても、どう接していったらいいのか不安でいっぱいでした。その子の好きなこと、得意
なことよりも、嫌いなこと、苦手なことばかりが気になっていました。何かきっかけがあ
ったわけではありません。自分の中で「こうすればいいんだリと，思ったこともありませ
ん。ただその子といっしょにいるうちに、単純にその子がかわいくて仕方なくなりました。
だいすきになりました o 「どうにかして来年もペアを組めないものだろうか…jと真剣に考
えたほどでした。
そうして私は、 3年生でレク係、 4年生でディレクターとして、なかよしキャンプに参
加しつづけました。このキャンプを作ることで、みんなで一つのことに向かっていくこと
の楽しさを心から感じました。子どもとのお別れのときに決まって涙ぐんでしまうのは、
お別れが悲しいのと、頑張ったことへの満足感と、もうこのメンバーでキャンプを作るこ
とはできないんだという寂しさが一度に襲ってくるからだと思います。
今年のキャンプの途中、私は急に山を降りなければならない状況になりました。でもこ
のキャンプで私のなかよしキャンプはおしまいなんだと思うと、どうしても降りたくない
と思いました。 3月からの準備のことや、それからの日程を考えると、今山を降りたらき
っと後悔するという思いがありました。悩んだ結果、私は山に残りました。このことを快
く許してくれた家族のおかげで、私はキャンプを作っていく充実感を最後まで感じること
ができ、また温かく見守ってくれる家族の大きさを感じました。
「なかよしキャンプj という臨床経験科目を通して私が感じたことは、子どもといっし
ょにいることの楽しさ、みんなで作り上げていく大変さと、その何倍ものおもしろさ、そ
して充実感。それと、家族のありがたきだと，思つ・ています。これらのことは私の中で大き
くて、たしかな想いですが、これがこの後の私にどう役に立つのかはわかりません。でも、
経験できて本当によかったと思える「想いJです。そんな想いを経験させてくれた「なか
よしキャンプJという「臨床経験科目 j に、心から感謝しています。
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自分で認識する自分の成長
理教科学教育専攻

4年，花村尚美

r

1
. 臨床経験科目 j と自己の力量形成
.1年次
「教育参加J…長野県阿南少年自然の家での
「ふれあい自然体験キャンプj に参加

.2年次

「学校教育臨床演習J…小学校の授業参観と児童館ボランテイア
「信大 Y0U遊広場J…農場関係を中心に参加
「
第 2回全国フレンドシップ活動」…熊本の阿蘇で他大学との交流、野焼き体験

・3年次

「基礎教育実習J…附属松本小学校で実習
「信大 Y0U遊広場J…農場関係を中心に参加、運営委員会の会計

・4年次

「応用教育実習 j …附属松本中学校で実習
「信大 Y0U遊世間 J…プレーパークを中心に参加

経験を積み重ねることで、 1年次には抽象的であった課題が、 2年次に具体化、 3年次で
自分なりの考えを持つことができたのではないかと考える。
またこれには、経験だけではなく、授業も大きく影響している。子どもの発達や教科指
導法、また専門教科の知識などが、至る所で活躍していた。その知識があることで、物事
に対するとらえ方も、一つの側面からだけでなく、多面的にみられるようになってきたと
思う。
「臨床経験Jと大学の授業を通して、自分の成長を認識し、自分の今の課題を見据え、
次へつなげていくことが、自分自身をさらに大きなものにしていくことになると思う。

。

2
. 学生からみた「臨床経験科目 j体系化の意義と課題
「教育参加 jから

f
学校教育臨床演習 j
、そして f
基礎教育実習 jヘ

「教育参加Jから「学校教育臨床演習 jへのつながりは、 l年次で体験し課題となった

ことを、どう 2年次で解決しょうかと意識する自分の中だけでのものだったように思う。
私にとって、「学校教育臨床演習Jは、何か物足りないようなもので終わってしまった。ま
た、「基礎教育実習Jにつながったことは小学校の授業参観であり、指導法については、特
につながりが無かったように思う。
いま「教育参加Jのレポートは、学部教官が添削し、評価している。その評価したこと
を「学校教育臨床演習 j につなげることはできないだろうか。また、「学校教育臨床基礎J
のレポートを各専攻の教官に渡し、内容を把握し、 2年次の「学校教育臨床演習 j につな
げていくことができないだろうか。
また、「学校教育臨床演習 jは、分野ごと異なった内容の授業が行われている。 2年次で
異なった「臨床経験Jをした学生が、 3年次の「基礎教育実習 jでどのくらい「学校教育
臨床演習Jのことが活きているのか、また違いはあるのかを検討し、「学校教育臨床演習 j
のあり方を各分野で見直していくことができるのではないだろうか。
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第 1分科会
。藤森美紀（生活 4)

O鷲i
幸智子（実践 3)

小柳幸恵（障害児 2) 森泉裕之（明善小）

藤岡恵美（生活 4) 岸本愛（障害児 2)
鈴木理英（卒業生）

青木真由子（院 1)

小林輝行（教官）
〈講師〉
山口直行（諏訪郡原村立原中学校）

竹下雅道（長野市立松代小学校）

大沢安貴子（上田市教育委員会学校教育課）
臨床経験科目の意義について話し合いました。
〈利点・良い点〉
10年前は、事前・事後指導、教育実習、 Y0U遊サタデーだけだったので、このよう

な
、 l年生「学校教育臨床基礎j、 2年生「学校教育臨床演習 j、 3年生で 1ヶ月間の
教育実習というシステムは、とても充実しているように思う。うらやましい。
現場の教師としては、多くの経験を学生のうちに、積んできてほしい。

1、 2年生のときから臨床経験科目があることは、徐々に学校現場を見ていくことが
できるので、精神的に良いと思う。

l、 2年生のときの臨床経験科目では、子どもの姿がきちんと見えていなかった。ま
た、子どもがかわいいというイメージしか持てなかった。しかし、 2年間の Y0U遊
広場を通して、今日発表できるほどのものを得ることができた。活動を続けていくこ
とに意味があると思う。
若いときにこそ、子どもとの関係づくり、魅力を身につけることが大切。
〈疑問点・改善点〉
授業として、単位をつけ、このようなことをやらせることに違和感がある。
授業で、段階的に臨床経験を進めていくことが本当によいことなのか。
自ら進んで取り組もうとする主体性が大切なのではないか。
また教育に対する思いや子どもたちと関わかたいという強い意志がないままで、単位
を取らなくてはならないということで、教育参加などで授業を参観することは、授業
者に対して失礼だと思う。
サークル的な意義と残した方がよい。
しかし、経験したことに頼りすぎで、自分は経験があると自信を持ちすぎることは間
違いではないか。
臨床経験科目を必修にすることで、そこからおもしろさを見つける学生にとっては意
義があるけれども、おもしろさなどを見いだせない学生にとっては、この「信大 Y0

U遊世間 j を単位とすることに少し疑問がある。
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第 2分科会
。西絢平（実践 4)

O藤田優子（生活 3)

幸阪創平（実践 4) 白鳥麻衣（社会 3)

田中順子（生活 1) 杉山真裕子（卒業生）

伏木久始（教官）

〈講師〉
林向達（岡崎女子短期大学）

小池祐介（長野県飯田養護学校）

葛田英男（葛田労務管理事務所所長）

臨床経験では、子どもの実態を直接知ることができる。はじめは、「子どもと仲良くなれ
てうれしい、楽しいJという気持ちから活動を続けるにつれて、活動だけでなく、それを
振り返ることが必要であると気づくようになる。しかし、臨床的な活動は、やれば良いと
いうのではない。
教育学部や教員養成課程がかかえる問題点は、このような臨床的な活動を多くの人々に
知ってもらい、活動する人たちは、やりっぱなしではなく、フィードパックを行うように
しなければならない。そのフィードパックの方法については、これから、教官や地域の大
人たちが考えていかなければならない。フィードパックについては、教員としてどうある
べきかを考えるというだけでなく、人として、どうあるべきかについても考えるというこ
とにもつながる。
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第 3分科会
。那須紋子（生活 4)

O字良知子（生活 3)

増田美和（障害児 4) 東徹（障害児 2)

嵯峨みず穂（言語 2) 遠藤字覚（障害児 2) 松津栄美（生活 2) 荒井育美（実践 2)
青木歩（卒業生） 干川圭吾（教官）
〈講師〉
渡辺一博（伊那市立東部中学校）

中村祐介（長野県長野養護学校）

北津勝親（信州大学教育学部国際交流室）

2年生の具体的な体験と学びをまず話してもらいました。
〈嵯峨さん〉
臨床基礎で幼稚園へ行き、行事への参加、教育実習生の授業を見た。幼稚園で色々な先
生に出会い、先生が子どもと接する姿を見て、教師になりたいという気持ちが高まった。
臨床基礎で提出したポートフォリオが手元に返ってきていないため、当時の課題が分から
ない。 1年生の頃に書いたポートフォリオから、今の自分の気持ちゃ考えの変化、その時
学んだことを知るために返してもらいたいと思う。
〈松浮きん〉
臨床基礎で幼稚園に行き、保育室の壁画の手伝いをできる限りの時間までやった o 次の
日に先生に「子どもたちが喜んでいたよ Jと言われ、とても嬉しかった。子どもの姿をビ
デオにとり、ピデオおこしをしていることを知り、先生は子ども一人ひとりをよく観察し、
子ども同士の活動をみて、一人の人間として関わっていることを知った。
教育参加では、ゲーム・食事の時間で親子がグループになってしまい、子どもと関われ
なかったことが心残りであり、課題だと感じる。
〈荒井さん〉
教育参加で幼稚園に行ったが、何かを学びに行くというより、とにかく子どもと関わる
ために行くという感じがした。
キャンプでは、家族単位で動くため、教育者という感じではなかった。臨床演習では授
業参観ではなく副担任、補助的役割で関わった。子どもにほめてあげたら、後で先生に「ほ
めてくれてありがとう j と言われ、ほめることの大切さを学んだ。
講師の先生からは、渡辺先生からご意見をいただきました。
臨床経験科目として体系化され、単位ほしさになって主体的でなくなると心配だったが、
今日の Y0U遊フェステイパルをみて、活動している学生は、単位ほしさに来ている感じ
がしなかった。
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第 4分科会
。山本真望（実践 4)

O長野幸恵（生活 3) 南波朋美（心理 4) 滝j
畢輝佳（理数 2)

塚本祐亮（生活 2
) 橋本哲市（言語 2) 原絵里（実践 2）梅牧歩美（言語 2)
村山貴子（理数 1) 天岩静子（教官）
〈講師〉
田中清一（飯田市立旭ケ丘中学校） 清水美香（信州大学教育学部附属松本幼稚園〉
関川光彦（NPO法人 XYサタデースクール校長）
臨床経験科目で体験して感じたことを最初に出してもらいました。
子どもと接するときは、教師でも友達でもない。このときの回線、学生の立場はどう
すればいいのだろうか。
今の活動は、子どもと 1対 1の環境。来たい子が来る。他にまとめる先生がいる。将
来先生になれば、集団をみることになる o
実習などはすでに枠のある中で、先生として活動、自分でつくるのは難しい。
このような意見が出される中で、「 l対 1と集団の違いは何かJという話へと進んでい
きました。この疑問に対して、講師の先生から次のようなご意見をいただきました。
〈田中先生〉
それの答えはない。人それぞれでしょう。臨床経験科目は、子どもという存在を抽象的
なものから、具体的なものにするためのものである。今は、学生である立場をフルに生か
すべきでしょう。特に、若さや特技を。 lクラス 40人といっても、 1人 l人異なる。
臨床基礎は授業参観のみというけれど、今できることに、何があるのかを考えて、授業
に臨んでみてはどうだろうか。
〈関川さん〉
子どもとは、廊下でコミュニケーションがとれ、また親しみが持てる。子どもと接する
とき、機嫌取りではなく、自然に接することが大切。また名前を呼ぶときはフルネームで。
人のことは、すべて分かるものではない。人と対時するときは、相手を尊重し、正義を持
ち、対等に接することが大切である。
また、教員免許を持つということは、一番はじめにあることである。教員免許をもって
いるから、「専門Jというわけではない。教員免許を取ったという所を出発点に、人間的に
鍛えていかなければいけない。教師には、子どもを信頼する、人として尊重する、子ども
が好き、自分も勉強する、教えることが好きということが必要である。
教室で子どもを集団としてみてしまうが、プロの先生は 4
0人
、 l人 l人の違いが分か
る。自分で道を聞いて行くようにしなければならない。テクニックよりも、気迫・情熱・
元気が大切である。
−このことをふまえて、集団を指導していく上でも、 l対 lは大切なことであり、個人と
の対応を、臨床経験科目で経験したいということになりました。
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第 5分科会
。岩脇悟子（理数 4)

O前崎伸周（実践 3)

岡田洋平（理数 4) 小林直木（理数 3)

石津昌史（生活 2) 富岡填子（生活 2) 前枝真嘉（野外 1) 発生川武次（教官）
〈講師〉
角田正和（岡山県早島町立早島小学校）
岡部桂子（
長野県上回養護学校）

吉津正彦（大町市立大町西小学校）

塩原孝茂（茂菅ふるさと農場 ・保護者）

l年生は教育参加で何を経験したか、また、臨床基礎、臨床演習と現在のカリキュラム
について、どう考えるのかを 中心に話しました。
学部の先生と現場の先生が密に連絡が取れていない。
教育実習での前後で気持ちの変化がある 。
先生になりたいという気持ちはあった。教育参加で国立高速少年自然の家で子どもと
初めてふれあい、先生方のすばらしさを目の当たりにした。 また当時 にシ ョックを受
けた。

2年になって R君との出会いから、自分の考えを見つめ直す機会を得た。 自分

が先生に国執していて、一人の人間として R君をみていなかったことを深く反省した。
臨床基礎があると、教育実習で得られるものも大きい。最初に、年齢も近いことがあ
り、子どもと仲 間や友達感覚で接していた。 しかし、 Y0U遊世間の活動などを通し
て、少しずつ変化した。あまり馴れ馴れしくなると、注意できなか ったり、なめられ
てしまったりするので、それはいけない。 どうしたら良いのか、迷った。
この ような意見に対して、講師の方から次のようなご意見をいただきました。
共に学び、共に育つ。変化の意識。お兄さん、お姉さん的な先生だ った。 自分自身、
先生に魅力を感じていなかった。
転校生のような感じ。応用教育実習でも転校生。信頼関係を築いてい くということが
最初。まずは、こども 一人ひとりから、その関係を広げてい く
。 それが全体にできて、
授業や学級経営ができる 。
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第 6分科会
。森田美保（保体 4) O石関千絵（社会 3) 中村日砂（芸術 4) 渡辺彩（実践 2)
小林崇（実践 2) 北沢康孝（芸術 1) 林徹（理数 1) 中川明子（理数 1)
土肥直也（保体 1) 榊原保志（教官）
〈講師〉
坂本真哉（長野県諏訪養護学校） 平野理恵（長野市立川中島小学校）
西浮俊輔（上伊那郡辰野町立辰野西小学校） 遠藤正裕（新光電機）
まず一人ひとりの意見を出してもらいました。
子どもとともに学ぶ。子どもが安心して学校に来られるように。
子どもの笑顔が大切。
授業で子どもと接する機会があることがいい。
プレーパークで、学生の様子を見ていると…。
子どもと楽しく過ごすことが大切。
現実と向き合うために、勉強中。
このような意見が出される中で、榊原先生から「力のある教員餐成をしていくためにカ
リキュラムの見直しをするための意見がほしい j という意見から、臨床経験科目を経験し
てきて、役に立ったことを出してもらいました。
どのような子どもであっても、物怖じしないで接することができること。自分より小
さい子どもと接することで、子どもがどんなことを学びたいか望んでいるかを理解で
きるようになってきた o
子どもと接する時聞が長く、自分の中でそれをかたちにできる。 Y0U遊広場で、執
行部が楽しんでいると、参加者も楽しめるということが大切であると気づいた。

1年生から Y0U遊サタデーに関わった。また国立高速少年自然の家で、主催事業に
関わる中で仲間とふれあい、いろいろな場所でいろいろな人と関わることで、子ども
に対しても、大人に対しても、接することができた。体験することで、 l年生なりに
学ぶことがある。
キャンプで、子どもと関わることについて、学生の自由にできることが良い。カリキ
ユラムにすることで、臨床経験についての動機付けになる。
教員採用試験対策で考えたことは、教育実習は自信になる。自分が苦労したことが自
分の力となってくる。また、自分に足りないものを補うのは講義である。しかし、教
育実習が終わってから気づくので、それでは遅い。大学が学ぶ場を提供してくれてい
ても、自分が大切だと気づかないことが多い。理由をつけて、勉強してほしい。
わらの会で、障害児とのかかわりを通して、続けていくことで、子どもの成長を喜ぶ
自分がいる。 Y0U遊世間に出会えたから、これに気づけた。また普段の講義に対す
る取り組みも違ってくる。
このような意見から、臨床経験科目から得られるものは絶対に忘れない。その経験から、
理論に入っていく。理論を学ぶことによって、経験したことの裏付けがされる。そして、
自らの成長につながっていくことでしょう。
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第 7分科会

。

i
竜j
事貴（理数 4) O原かつ江（実践 3) 斉藤崇（理教 4) 山！照美希（芸術 4)
永田佳奈子（理数 2) 塚本麻衣子（実践 1) 早津秀（実践 1) 九山裕太（理教 1)

原千恵（理教 1) 田中真理子（理教 1）北烏茂樹（卒業生）
〈講師 〉
新井清規（長野県長野養護学校）

村・松久和（教宮）

林一真（名古屋市立金城小学校）

志村昌之（茂菅ふるさと農場 ・保護者）

丸山公弘 （
JAながの）

最初に斉藤君と村松先生から意見をいただきました。
斉藤 ：「学校教育臨床演習Jと教育実習のギャ ァプの差が大き l、
。この 2つの間に、もう一
つステ ップがほしい。
付松 ：その一つのステップについて何かアイデ fアありますか。いま、指導案を準備する
時間として、 7月 2週に実習と、 8月にいままで通りの教育実習をやるように、附属
学校固と準備を進めている 。
このあとに、 l年生から「教育参加Jと「学校教育臨床基礎Jについての意見を出して
もらいました。
原：「教育参加Jは楽しかった。「学校教育臨床基礎Jは学校のクラスにふれあえる機会が
あっていい。
早津 ：「教育参加jは、授業の言葉だけでなく 、リアルに分かるのでよかった。自分の無力
を感じ、何かしないといけないと思った。「学校教育臨床基礎」は、子どもとふれあう
ことを重視。環境の整備もやるので、 一つの経験としてはいいのではないか。
ここで、臨床経験ー講義一臨床経験…というようにつながっていくというまとめをした。
このあと、講師の先生からご意見をいただいました。
田中 ：年間を通してふれあっていけるので、 一人ひとりの特徴をとらえやすい。子どもの
反応を見て、 対応していける 。教師をみながら学んでいると同時に、「先生Jと呼ばれ
る立場に即座に立たされるが、 叱ることができない。
水田 ：「学校教育臨床基礎Jと「学校教育臨床演習」のつながりがない。「学校教育臨床基
礎Jは先生の手伝いや授業をみる 。 しかし、授業記録の取り方を習っていないから、
分からない。「学校教育臨床演習 jは記録の取り方について聞いた。基礎のときに教え
てほしい。
村松：広い意味での教育（ 1年）→学校教育で教科についてみる （2年）→実際に教える
(3年）というように、広いところから、狭いところへと向かっていっている 。
林 ：教師に必要な力は、生活指導と教科指導。「学校教育臨床基礎Jでは子どもとふれあう
だけでいい。「学校教育臨床演習Jでは、指導案の作り方を学んでいく 。
新井 ：私たちのときには、ステップなしが良い経験となった。指導案の形式のみで終わっ
た。指導案は現場で書くのが良い。授業記録は、自分で顕り返ったときにわかりやす
い記録の取り方でいい。
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第 8分科会
。原耕平（実践 4)

O沖田幸子（生活 3) 山本公三（実践 4) 林下佳与（実践 4)

佐志田英和（実践 3) 熊義史（理数 1) 佐々木顕（理数 1) 酒井俊輔（実践 1)
〈講師 〉
中村典史（名古屋市立笈瀬中学校） 太子奈奈（長野市立篠ノ井西中学校）
町田竜太（船橋市若松小学校） 小池宏明（JAながの調査役）
「臨床経験科目 J体系化の意義と課題ということについて話し合いました。
〈意義〉
教師として自覚を育てる。
自分を見つめ直すいい機会。自分が教師に向いているのかどうかを。
自分が先生になるのかどうかということの選択肢になる。
将来への自分探しの場になる。
〈課題〉
ただやみくもに経験をするだけのやりっ放しな状態になっている気がするので、大学
側がもっとその改善のための受け皿を用意すべき 。
専門学科ごとの専門を深める臨床経験ができたら、自分自身の課題を見つけることが
でき、「基礎教育実習 Jに行く意気込みゃ意義がもっとよくなってくるのではないか。
臨床経験が「基礎教育実習 Jの 6週間だけしかなかったため、現在の授業づくりに苦
労している 。そのため、大学時代にも っと授業をどうつくっていくのかということに
関する経験を増やしていくべき 。
専門を深める経験をするべき 。
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第 9分科会
。蓉沼夏子（生活 4)

O北川伸尚（障害児 3)

小川敦嗣（理数 4) 中河亜美（生活 2)

神林彩井（生活 2) 長野彩子（実践 1) 森岡 I）エ（障害児 1) 岩間裕子（障害児 1)
白井克典（院 1) 大熊通夫（市民開放授業）

漆戸邦夫（教宮）

〈講師〉
両角孝之（
小県郡青木村立青木小学校）

佐々木美恵（茅野市立永明中学校）

林部信造（
農 業）

「臨床経験科目 jの課題とは何かということで話しました。
〈現職の先生の立場から 〉
私が学生だった頃よりは、いろいろな機会がありました。つまり、出会いがそこら中
にありました。いまは、学校のカリキュラムの中にはありますが、自分から外へ出て
行くことは少ないのではないでしょうか。 自分から、臨床経験の場を求めていくこと
が大切 なのです。「臨床経験科目 Jがこの土台になればいいのではないかと考えます。
〈院生の立場から〉
大学で学んだ知識や積んだ経験を自分の必要に応じて、加工し、自分なりの形にして
いく ことが必要である 。知識 ・経験がそのままの形では、現場で役に立つとは限らな

、。
し
〈学生の立場から〉
目立つ子ばかりに意識がいって、静かな子になかなか関われない。
嫌われるのがいやで、なかなかしっかりと注立できない。
このような意見から、「臨床経験科目 Jとして現場に出るときは、「お兄さん ・お姉さんJ
の立場であり 、「一教師Jとして現場に出るときは、「先生」の立場であるというこの間の
ギャップが、いろいろな課題をうんでいるのではないかという話になりました。しかし、
この課題が人としての成長につながっているのかもしれないという意見もありました。
また、普通に学生時代を過ごしていただけでは、なかなかできない体験をしていて、こ
れはすばらしいことであり、現場に出てから必ず役に立つことがあるだろうという意見も
ありました。
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第1
0分科会
。原山美樹（生活 4) 五味測嘉（社会 3) 白木新（社会 4) 竹内史〈生活 2)
菅原勇介（理数 4) 埋橋由佳（実践 1) 小林由紀（実践 1) 篠原圭（理数 I)
藤垣誠（実践 I
)
〈講師〉
登板武人（長野市立松代小学校） 森下房枝（栃木県立足利南高等学校）
守時公枝（兵庫県臨床教育研究所所長） 藤原剛（ NTTデータソリューション）
自分が「臨床経験科目 j から得たことをまず出してもらいました。
具体的な子どもの姿をみながら、子どもの実態や性質をとらえることができた。
体験をするなかで、疑問が生じ、さらに体験をしたりするなかで、その具体的な答え
を得ることができた。
不登校や障害をもった子どもについて、大学の講義から、理論の上ではそれなりに把
握していた。しかし、それは一般的な対処法のマニュアルであり、一人ひとり違う子
どもたちにあてはまるわけがありません。理論にあてはまらない子ども一人ひとりの
様々な一面にあわせて、自分なりの接し方、関わり方よ教え方、気持ちの示し方を試
行錯誤しながらやってみることに、この「臨床経験科目 Jの意義があると考えます。
出された意見をまとめてみると、次のようなことがいえてくると思う。
信大教育学部における「臨床経験科目 Jの意義の 1っとして、社会力が身につくという
ことが挙げられると思う。
社会力の 1つとして、自分の思いや考えを周囲に発信していく力というのがあると思う。

f
基礎教育実習Jで子どもたちの前に立って授業をしたことや、研究授業の研究会の際に
大勢の学生や教官の前で発言をしたこと、それから、「社会体験実習（ YOU遊世間）」の
活動で子どもたちの前に立って何らかの説明をしたことや、活動の反省会・定例会・運営
委員会などで自分の意見を述べたことを通して、必要に応じて笑顔で挨拶したり、相手に
聞こえる声で話したりできるようになったという人がいた。
そういった能力というのは、（教師になれば否応なしに身に付いてくる能力なのかもし
れないし、また、人間のもともとの資質として、「生きる力 jの lつとして潜在しているも
のなのかもしれないが、）自分を成長させるために、新しい力を身に付けていくために基盤
となるものだと思われる。そのため、 1度身に付いてしまえばなかなか失わないであろう
そういった力を、できるだけ早い段階で身に付けることができるようにすること、そこに
『信大教育学部における「臨床経験科目 J
体系化jの意義があるのではないかと思われる。
よって、『信大教育学部における「臨床経験科目 j体系化j の課題は、信大教育学部の
学生及び信大教育学部の運営にかかわる人間が、成長していくために基盤となる力、すな
わち社会力を、早い段階で身に付けていけるような「臨床経験科目」を体系化することだ
と恩われる。さらに言えば、「教育参加jや「臨床教育演習 Jといった授業を改善すること、
あるいは新しい「臨床経験科目 j を創設することだと思われる。
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第1
1分科会
。宮川幸浩（実践 4)

O松土智美（実践 3) 関谷北斗（保体 4) 松田朝子（生活 3)

村上真美（実践 2) 木村理子（障害児 2) 柳原桃子（実践 1) 川端智子（実銭 1)
〈講師〉
清水麻紀子（金沢市立千坂小学校） 小林則雄（長野市立松ケ丘小学校）
西滞久恵（岡谷市立湊小学校学童クラブ指導員）
まず学生から見た「臨床経験科目 Jはどうかということで話し合いが始まりました。
関谷： 2年生で「学校教育臨床演習Jをはさむのは良いと思う。学校の雰囲気でふれるこ
とで、学校に慣れることができる o
村上：「学校教育臨床基礎jで信大附属に 1年行きましたが、子どもたちと一緒に様々な経
験をすることで教師になりたいという気持ちが高まりました。
松田： 2年次で、 1週間学校に行きましたが、ただ授業の観察をしただけで、教師として
子どもとどう関わるかというのには、手ごたえを感じなかった。しかし、教育実習で
は初めて教師として子どもと関わることができて、良い経験をした。
柳原：臨床がないと、 1年生はやることがない、臨床によって、現場をみることができ、
教師の良さや大変さが分かつた。
小林：教育実習で子どもがくれた手紙が今も心の励みになっている。
松田：教育実習では、一つひとつの授業でいっぱいで、子ども主体の授業ができていなか
った。でも、生の子どもたちと向き合い、授業に全力投球することで、その分子ども
たちが応えてくれるという経験をし、感動した。
清水：みなさん臨床や教育実習で良い経験をしていると思います。実際の現場では、すべ
ての授業に全力投球するのは無理がある。子どもたちを何の教科で、どこまで伸ばそ
うかと焦点を絞って取り組む必要がある。ただ、教師の意気込みがあれば、子どもた
ちはついてくるものです。
臨床経験科目 jの実際の現場とギャップを感じつつも、「臨床経験科目 jで体
私たちは f
験することの良さについて話が進ました。次に、「臨床経験科目 jの謀題について話し合い
ました。
関谷： 2年次の「学校教育臨床演習Jでは、配属される学校によって、活動に差がありま
した。例えば、ある学校では子どもたちと関わることができたのに、ある学校では、
ずっとグラウンドの整備だけだったとか。活動内容にある程度の基準を設けたほうが
いいのではないかと思います。
小林：なぜ基礎教育実習、応用教育実習などの教育実習や臨床ができたのか知っています
か。新卒の教師が頼りないから、そのような教育実習で教師としてあり方とともに、
社会人としてあり方も身につけてほしいからです。必要なのは、教師としてどうかの
前に社会人として、大人としてどうなのかではないでしょうか。
清水：最後に一つ言いたいのは、授業だけでなく、休み時間も子どもたちにつき合える教
師になってほしいということです。
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第1
2分科会

。出沢綾子（生活 4)

O武井恒（障害児 3)

野口陽子（理数 4) 渡辺久士（障害児 3)

小林直木（理数 3) 岩羽純一（障害児 2) 松田佳太（障害児 2) 前崎全洋（理数 1)
千野加世子（卒業生） 古平政義（事務長）

阿久津昌三（教官）

〈講師〉
真島紀章（木曽郡大桑村立大桑中学校）

富山裕子（新潟県月が丘養護学校）

大内清（JAながの農地保有合理化指導員）
「臨床経験科目 Jの意義について、良かった点と課題・改善点を出し合いました。
〈良かった点〉
子どもとふれあうことができる。→実践に結びつく。
実践することで自分の課題が見つかる。
度胸がついた。
学生から教師になったときに、戸惑わないようにいろいろな経験ができた。
信念が持てた。
子どもたちに関することに意見が出せる。
農業体験などをすることで、子どもたちに自分がしっかりと理解して、伝えることが
できる。
〈課題・改善点〉
単発に終わらないようにすること。継続でやることで、自信がついたり、子どもたち
がみえてきたりするから。
意味を伝える。協力校側と大学側の両者が意義を把握しておかなければいけない。
目的意識を持っていない学生に対して、意欲づけのアプローチをする必要がある。
活動の機会の提供だけでなく、フェードパックできる存在が必要。
理論と実践を繰り返すべき。理論があるから経験がいきてくるのである。
何よりも大切なのは、自分の教師像に照らし合わせて、目的意識をもって活動してい
くこと。
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第1
3分科会
。横井秀太郎（生活 4) O丸山枝里子（実践 3) 前平かんな（院 2) 林真由美（実践 2)
鈴木春奈（実践 1) 江崎美保（実践 1) 矢竹喜美子（実践 1) 開仁志（富山大・院）
藤田英樹（教官）
〈講師〉
中野考之（諏訪市立城南小学校） 那須良寛（宮崎県高鍋町立高鍋西小学校）
笹崎典子（長野市立吉田小学校） 正村寿満子（長野市立青木島小学校）
まず、「学校教育臨床基礎j について、意見を出し合いました。昨年度から開設されて、

1年次で履修する「学校教育臨床基礎Jの問題点を学生から挙げてもらいました。
評価、振り返りがやりっ放しになっており、学部教官や附属学校園の先生方から具体
的なアドバイスや助言をいただくことができない。
、「何をしたいのかj という具体的な目的を持っている人が少な
「何を見てきたいかJ
く、単位を取るためのばくぜんとした活動になってしまう。
生徒・児童と関われるときがあまりなく、ものたりないと感じる。
授業参観へ行っても、何を重点的に見たらよいのか分からない。
「経験すること Jで終わってしまっていて、その活動を今後どのように活かしていく
か、具体的な考えを持てない。
という意見のなか、学部教官からは、次のような意見が出されました。
「学校教育臨床基礎j の活動内容について、詳しく知らなかった。
今回、学生の意識を聞くことができて、フィードパックでき、ありがたい。
また、講師の方々からは、次のような意見をいただきました。

1
0年前は「教育参加j もなく、このような科目があることをうらやましく思う。
現場に出ると他の先生の授業をみる機会はほとんどないので、「臨床経験科目 Jでその
ような機会があり、何となくでも授業をみるということは、後々の教育実習にもよい
影響を与えると思う。

l年生のうちから、自分の中で「振り返りがうまくできない j、「子どもたちと関われ
なかった j、「授業で何をみればいいか分からない j という感想を持つことで、教育実
習や今度の活動につなげていける。
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第1
4分科会
。西村崇（実践 4)

O笠原千絵（実践 3) 花村尚美（理数 4) 藤波千晃（実践 2)

松山博一（実践 2) 手島由加（実践 2) 降旗春希（保体 2) 内藤由季子（理数 1)
〈講師〉
小木曽雄亮（小県郡真田町立菅平小学校）

白井敬（諏訪郡富士見町立富士見小学校）

山王隆晃（玉川大学通信教育部） 北津栄樹（JAながの指導課長）
海沼正典（須坂市立墨坂中学校）
学生による「臨床経験科目 jでの、経験と課題について、中心的に討論は展開しました。
その中でも「叱る j ということに焦点があてられました。

l年次の「学校教育臨床基礎Jにおいて、週 1で子どもとふれあう機会を持ってきた。
そこで、何回も数を重ねるごとに、子どもに気を遣うようになってしまい、 2年次か
らの「社会体験実習 Jでも、なかなかそこから抜け出すことができないでいる。しか
し、先輩の姿から、叱ることを学び、少しずつ自然に接することができるようになっ
てきた。
という 2年生の意見に対し、 4年生からは、次のような意見が出されました。
本気で叱れば、それは子どもにも通じる。間違っていることは、間違っていると教え
てあげないといけない。
ということについて、経験をふまえて話しました。そして、講師の先生からは、次のよう
な意見が出されました。
子どもの悪さには何か伝えたいという思いが含まれている。ただ叱るというのではな
くて、子どもの回線に立って、その子の気持ちゃ考えていることを理解していくこと
が大切である。

1〜 3年生と 4年生の話し方に差がありよその差は、積み重ねてきた経験の差が表れ
ている。
自分の立場をはっきりさせることはとても大切なことである。
先生だから子どもを育てるのではなく、世の中の大人全員で育てていくことが重要に
なる。
という話から、子どもの姿を表面的にとらえて叱るだけでは、何もならないということを、
話し合いのなかで学びました o
このようなことから、叱るにもほめるにも、子ども一人ひとりに目を向けて、理解する
ことができていなければ、何も子どもに伝えることができません。このことを「臨床経験
科目 Jによって、学ぶことができるのではないかと思います。そこに
意義があるということが言えると思います。
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f
臨床経験科目 jの

第1
5分科会
。 田中慶子（生活 4)

O丸山大輔（社会 3)

中山綾香（言語 4) 篠原真美（実践 4)

田畑静吾（保体 3) 吉津あすか（言語 2) 費藤清夏（言語 1)
〈講師 〉
増野隆（愛知県岡崎市立竜谷小学校）

相磯素子（静岡県伊東市立伊藤幼稚園）

白鳥取二（八十二銀行小諸支店）
分科会では、次のような意見が出されました。
介護体験などで現場へ行き、実際に人々と接することで、新たな考えを持つことがで
きた。今までは、頭でばかり考えていて、実際には動けないという自分の姿に気づく
ことができた。
教師として現場に入っていくことができてよかった。

l年生でいきなり現場に入ったが、何の知識もない状態で不安を感じた。
意義は感じるが、単発的で、きっかけに終わってしまっている 。 もっと継続的に関わ
りたい。
受け入れ側の体制が整っていないようでは、本来の目的を果たせない。良い経験をし
た人と、不十分だった人の差があるように思う 。
現場離れが激しい。現場に出て、人々とふれあい、「知恵Jを得ることができる。大学
の講義では身に付きにくい経験をもっとしてほしい。
信大という組織を使って、世代間交流ができるようにしてほしい。

作−

絵本「わたし jから、学ぶもの

信州大学副学長藤沢謙一郎
フレンドシップ事業のシンポジウムが、講師として参加していただけた地域の方々、本
学の様々な体験をされた活躍している卒業生を迎えて、盛大に行われたことを嬉しく思い
ます。
今年 9月に前遠山文部科学大臣が信州大学を訪れました。その折に、これからの日本に
とって教育がきわめて重要な問題であるとされ、特に教員養成を担う学部のあり方につい
て、期待を込めて熱っぽく話されました。私が教育学部出身ということで、小宮山学長か

1年から
ら信州大学教育学部のことについて説明するように求められましたので、平成 1
始まった「臨床の知Jを中核とする教育研究の実際について、このフレンドシップ事業も
ふくめて話をしました。大臣は、大変関心を示され、ぜひそれを推し進めて信州から力量
のある素晴らしい教師を産み出すことが確信なのだということをおっしゃいました。
その意味で、教育について、教員養成カリキユラムについて、大学の教員だけでなく、
現在授業を受けている学生、受けた卒業生、本学部の臨床経験を支援してくださっている
地域のさまざまな方が、一向に会して、この臨床カリキュラムをどのように考え、より充
実したものにするか、共に考える場を持ったということはきわめて意義のある、すばらし
いことであると考えます。これからもこのような場を、継続され、教員養成カリキュラム
の充実・発展につなげていただければと期待しています。
さて、現役の学生のみなさんにお話ししたいことがあります。今学びの中にあるにある
「
私j という存在を問うて欲しいと思います。いろいろな関わりの中にいる「私Jは何な
のだろうかということを常に問い続けて、そうした関係の中にある「私Jをよりよい「私J
にしていく努力をしてほしい。そこから学ばなければならないものが見えてくると思うか
らです。
私の好きな絵本の一つに、谷川俊太郎の「わたし Jという絵本があります。
わたし
男の子のからみると女の子
赤ちゃんからみるとお姉ちゃん
お兄ちゃんからみると妹
お母さんからみると娘のみちこ
お父さんからみても娘のみちこ
おばあちゃんからみると孫のみちこ
けんいちおじさんからみると姪のみっちゃん
わたし
さっちゃんからみるとお友達
先生からみると生徒
隣のおばさんからみると山口さん家の下のお子さん
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ごろう （
犬）からみると人聞
きりんさんからみるとちび
ありからみるとでか
外人からみると日本人
宇宙人からみると地球人
わたし
お医者さんからみると 山口みつこ 5歳
レントゲンでみるとガイコツ
おもちゃ屋さんに行くとお客さん
レストランへ行くとお嬢さん
わたし
知らない人から見るとあの子誰？
歩行者天国では大勢の一人
この「わたし Jをみなさんが自分自身に置き換えて、その「私」が誰とどういうふうに、
いろいろな事象 ・事柄と係わ って存在しているのかし っかりと位置づけることができるの
、社会での様々な体験の場であると思います。そうし
か。そのことを学ぶ場が「臨床の場J
た関係の中での「私jの未熟さに気づき 、高めてい くことが、人間として成長していくこ
とだと思います。 どうか、臨床経験、様々な体験での相互行為の 中から、人間力をつけて
いってください。そんな学び方を期待しています。
本日は本当によい企画、催しであったと思います。ありがとうございました。

二
コ

ζ

‑1
4
9‑

講

評

信州大学評蟻員

教育学部カリキュラム専門部会長

干川圭吾

長時間にわたる発表、討論大変ご苦労様でした。まず講評から述べます。 15名の発表
と1
5分科会に分かれての討論があったわけですが、前半の 15名の発表に関しては、そ
れぞれの方が、自分の体験を通して、自分の言葉で、説得力のある発表をされたと思いま
す。後半は、それぞれの分科会で熱っぽい討論がされていたと思います。討論の纏めとし
て、各分科会を代表して 1
5名の方々が、大変参考になる意見を発表して下さり、感動し
ています。

「大変満足しています j の一言に尽きます。簡単ですが以上が講評です。

次に、この機会に、本日のシンポジウムに関連した教育施策について、学部の立場から
お伝えしたいことを述べます。学部では現在実施しているカリキュラムに関して、常に見
直し、改善していくことを考えています。

「臨床経験科目 j もその lつであり、常に新し

い試みやその改善を進めています。 10年ほど前から始まった「臨床経験科目 j の充実策
が昨年の「学校教育臨床基礎jの開講で一段落しました。そこで早々に、今年 4月からさ
らなる充実に向けての見直しを始めています。異なった時期に、いろいろな事情で開設し
てきた一連の「臨床経験科目 jの課題を明らかにし、各科目相互の関係を整理し、必要に
応じて改善する作業です。現在、何人かの教官が集まって、いろいろの情報・資料を集め、
議論しています。私はその責任者になっていますが、これまで陰ながら皆さんの活動を応
援はしてきたつもりですが、皆さんと一緒に裸足になって田んぼの中に入ったことはな
く、ほんとうのことが分かっているかどうか危倶も感じています。そこで、今日は皆さん
の発表や討論に参加し、学生の皆さんの声を良く伺う機会を持つ必要性から、

「講評Jの

役目を仰せつかったと認識しています。
これまでの発表・討論の中で、

「臨床経験科目としていろいろ実施されていますが、各

科目間の繋がりが見えない j、 「体系化されていない J、 「作成し、提出したポートフォ
リオはどう扱われ、生かされているのか・.J等の様々意見を頂きました。これらの意見
は学生の側から見た課題だと思います。そして、発表と討論の約 3時間を経て分かつたこ
とは、学部側で我々が感じ、考えていたことと、皆さんが考えていることとは殆ど同じで
あると言うことです。良い点もまた課題と思う点も共に、両者間で大きな「ずれ」はない
よう感じ、安心も致しました。
ただ l点のみ、皆さんがあまり気づかないかも知れない視点、からで、我々が考えている
こととして次のことを挙げることが出来るかと思います。今日ここに集まっている学生数
は 150名くらいです。これは学部全学生の 20〜 30%かと思います。残りの学生の皆さん
は、いろいろな事情で参加出来なかったものと思いますが、このような催しに参加する意
義をあまり感じない学生も存在することも確かです。学部としては、そのような学生に対
しても「臨床経験科目 jは必修科目として科すことになっています。そこで、皆さんだけ
でなく学部の全学生が、これら一連の「臨床経験科目 Jを勉強することによって、それぞ
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れの意義を感じて貰えるようにするにはどのようにしたら良いのか、と言う議論も大学に
とっては重要な視点であると言うことです。
このような事実も踏まえながら、皆さんの今日の発表、ご意見を参考にして、今後の見
直し、改善に取り組みたいと思っています。今 日は 10年前に本学部で学び、初期の頃の
「Y0U遊サタデー j等の活動を担ってくれた先輩も参加して下さっておりますが、今こ
こにいる学生の皆さんが、 10年後にこのような催しに参加し、

「私たちの時はこのよう

なこと無かった、今の学生はいいなあ一 ・..Jと言われるような「臨床経験科目 j に体
系づけて行きたいと思っています。
最後になりましたが、本日このシンポジウムにご参加下さった地域の協力者の皆さん、
先輩の皆さん、ご協力頂きましたことに心から感謝し、お礼申し上げます。

臨床経験科目の体系図

4年次

応用教育実習（ 2単位）

.
5単位）
教育実習事後指導（ 0

「信大 Y0U遊世間 J

（社会体験実習として 2単位）

3年次

基礎教育実習（ 4単位）

教育実習事前指導（ 0
.
5単位）

2年次

1年次

｜｜学校教育臨床演習（ 2単位）

｜

学校教育臨床基礎（ 1単位）

教育参加（ 2単位）
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「信大 Y0U遊世間Jから学んだこと
生活科学教育専攻

3年 宇 良 知 子

この 1年間の Y0U遊世間での活動に関わることができて、沢山のことを学ぶことがで
きました。私は茂菅ふるさと農場での活動に、去年に引き続き参加してきました。去年の
活動では、活動当日にスタッフとして関わっていたことがほとんどでしたが、今年は準備
から参加し、子どもたちと米づくりを体験することで、去年以上に学んだことの多さ、重
さを感じます。子どもたちとうまくコミュニケーションがとれるか不安で、先輩たちのよ
うに動けない、と無力な自分に落ち込むことがあった去年に比べ、今年の活動では、子ど
もたちが興味を持って取り組んでくれるためにどのような工夫をしたらいいのか、どんな
ことをしたら楽しんでくれるか、子どもの立場で考え、準備していく中で徐々に自分への
自信がつき、活動自体を，思いつきり楽しむことができました。
私が Y0U遊世間の活動に積極的に参加していきたいと思ったきっかけの lつに、 1年
生の頃の一般教養の講義の中で、「コミュニケーション能力をつけたいのなら、教育学部で
行なっている Y0U遊広場に参加しなさい、子どもとのコミュニケーションをうまくとれ
るようになれれば、コミュニケーション能力を高めることができる」そのような内容の言
葉を全学部の学生の前で話された先生がいて、それを聞き、 2年生になったら積極的に参
加していきたいと思っていました。今、 2年間の活動を通じて、子どもたちの立場に立っ
て考えていくことの難しき、活動を作りあげていくことの大変さを肌で感じ、先生のおっ
しゃったことが確かであることを強く感じます。 Y0U遊世間での活動の、人との関わり
は、子どもたちだけでなく、同じ思いで集まり活動している学生や、協力してくださる先
生方、地域の方が大勢います。そのため、コミュニケーション能力以外にも人との関わり
合いの中から、自分の欠点、を感じ、自分を客観的に見ることを通して、大きく自分を成長
させるきっかけになっているように思います。
今年も、茂菅農場で収穫されたお米の一部は食料不足に苦しむマリ共和国へ救援米とし
て発送されました。それは、世界には飢餓で苦しむ子どもたちが大勢いることを忘れては
ならない、ということを教えてくれたように思います。あまりにも豊か過ぎて恵まれた生
活の中で失ってしまったことは、人と人との直接の関わり合いだと思います。昔の人の生
活を知ること、農作業を通して食べ物が出来るまでを知ること、当り前にわかっていたこ
とが今は活動の機会を作らなければ、身につくことができなくなってしまいました。これ
から先も、人との関わりを大切にした Y0U遊世間の意義は大きく、活動の場を作らなけ
ればならないと感じます。一緒に活動をすることから生まれる人と人との関わり、心と心
のつながり、みんなで協力して喜びゃ嬉しさを分かち合うこと、周りの人からの支えから
感じた感謝の気持ち、 Y0U遊世間の活動から学んだことは、大学の講義だけでは、学べ
なかったと思います。 1年を振り返り、沢山の，思い出が心に残っていて、体験を通して学
んだことはこれから先も自分自身の励みになると強く感じます。また、活動で体験した苦
しみや悩んだことは自分自身を強く大きくするものになっていくと思います。これからも、
積極的に人と関わり、自分のできることを一生懸命がんばっていきたいです。
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プレーパークを通して
生活科学教育専攻

3年 沖 田 幸 子

私がプレーパークを一年開通してみて，思った事は、子ども達とコミュニケーションを取
る事の難しさです。初めて見る子や、自分からはあまり話し掛けてこない子どもに対して
の距離のとり方が難しく、ついつい、話しやすい子や話し掛けてくれる子とばかり話をし
ていたような気がします。私自身が受身の姿勢でいたせいだと、一年終えてみて反省して
います。学生スタッフが受身の姿勢で、子どもが話しかけてくれるのを待っていては、よ
いコミュニケーションがとれるはずはありません。そうやって頭ではわかっていても、行
動出来ずにいる自分がいました。そのため、プレーパーク（以下よりプレパ）に行きづら
くなってしまった時期があり、副プラザ長としての役割も果たせず、中途半端な状態にな
っていました。このような状態が長く続きましたが、こんな中途半端な自分が嫌になり、
ある日（プレパに行ってみよう）と思い、行きました。すると、子どもは久しぶりに会っ
た私に対して、以前と変わらずに接してくれて、正直涙が出そうになる程嬉しかったです。
久々に会ったので私の名前を思い出せず、「誰だっけー？ Jと言いながらも、私の背中に抱
きついてきたり、「白髪があるよ〜。 Jと言って、私の髪の白髪を抜いてくれたりと、久し
ぶりにプレパに来た私を受け入れてくれました。それから私は、徐徐にプレパに行くよう
になり、子どもと接する事の楽しさを思い出していきました。プレパに来る小学生は、ジ
ャングルジムで遊んだり、自分達で遊びを考えたりして、主に遊ぶ事を楽しみにプレパに
来ていて、中学生では、学校であった事やテレビの話しなど、プレパに来ておしゃべりを
するのが楽しみになっていたりと、年齢によってプレパでする事は異なっていますが、プ
レパを楽しい場として思って来ているのは、みんな同じだなと思いました。帰る頃になっ
ても、遊びに夢中になっていて中々帰ろうとしなかったりと、プレパで本気で遊んでいる
様子がよくわかります。またその一方で、遊びがつまらなかったり、けんかをして途中で
帰ったりする時もあったりと、様々です。プレパには、ボールやバドミントンのラケット
などの遊び道具とジャングルジムくらいしかありませんが、子ども逮は本当に色々な事を
思いつきます。特に、プレパに咲いている草花を使い、創意工夫して遊びを考えたのには
驚きました。よもぎの葉つばを小さく切ってつぶして丸め、それを近くに生えていた葉っ
ぱでくるみ、地面に這うようにしてびっしり生えていた根っこのようなものでぐるぐるに
巻いて、これを、（よもぎ爆弾）と名づけ、何個か作り、その爆弾を敵にめがけて投げて、

3回当たったら当たった人はそこでおしまいにするというルールも、自分たちで決めて遊
んでいました。私は子どもの創造力に感心するばかりでした。 プレパには何もない と感
じていたのは、私だけだ、ったんだと気付きました。子ども達は、プレパにあるものを最大
限に生かして、自分たちで遊びを創っていたのです。私とは違う視点で物事を見ていまし
た。よく、子どもを理解するには子どもの視点に立って物事を見る事が大切であると言わ
れますが、この事が実感できたように思います。子どもの視点に立って物事を考えるとい
う事は、子どもとたくさん接して、その子をよく観察する中でわかってくるのではないか
と思いました。
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実践からの学び
教育実践科学専攻

3年 笠 原 千 絵

・実践を通して
私は、 4月から、遊 Y0U世間の牟礼ふるさと農場での活動に参加させてもらってきま
した。 5月から毎月 l回の活動だったのですが、雨で中止となったり教育実習を挟んだり
して、子どもと触れ合うことができたのはたった 4回でした。自分の班の子どもを始めと
した子どもたちと、じっくり関われなかった事が残念です。
私が、班っきスタッフとしてついた班は、とてもやんちゃな感じの男の子が多い班でし
た。その中で男の子たちは、 T君という男の子を中心に遊んでいるような感じがし、私は、

T君に対し、子どもたちの中でのガキ大将という印象を持っていました。あまり喜怒哀楽
を顔に出さない子どもだ、ったので、どのような子なのかいまいち把握できずにいました。
しかし、 10月のサツマイモ堀り・そば刈りの活動で、彼の意外な一面に触れることがで
きました。 T君はいつもとは違い、サツマイモ堀りに興味を示し、何も言わず一人で黙々
と土に向かっていました。いつもやんちゃな感じなので、私は、ただサツマイモを見つけ
たいという気持ちでやっているのかなと思い、近くで一緒に取り組みました。しかし T君
の中にあったのは、ただ見つけたいという気持ちだけではありませんでした。確かにサツ
マイモを見つけることを目的にしている部分もあったと思いますが、サツマイモを見つけ
たとき、スコップで掘るのをやめ、自分の指でサツマイモの周りの土を少しずつどかして
いく様に掘り始めました。隣で掘っていた男の子が、サツマイモを見つけ、嬉しくて早く
掘り出そうと、スコップを使い続けている姿を見て T君は「おい、そんなやり方じゃイモ
が傷ついちゃうだろっ。Jと言って自分の指で掘る方法のお手本を見せていました。私はそ
の姿にとても驚き、とても嬉しい気持ちになりました。まさか、 T君が、サツマイモをそ
んなに大切にする気持ちを持っていたとは思わなかったからです。言葉づかいは良くあり
ませんでしたが、 T君は、このような気持ちを持てているのだから、他人の気持ちを思い
やれる人になれるのではないかと感じました。
−牟礼ふるさと農場に携わって
私は、 T君のサツマイモ堀りのことをきっかけにして、一人一人のことを良く理解する
ことの大切さに気づきました。子どもの成長に関わる大きな要因として、誉められる事と
叱られる事ということが挙げられると、私は考えます。誉めることはその子の良いところ
を見つければ、初対面の人にでもできますが、叱ることはそうはいきません。とっさに怒
ることもあると思いますが、それ以外に、その子のことを良く知らず頭ごなしに怒ったと
しても、その子に響くものはとても少ないように思います。子．どもの成長のために叱るこ
とができるのは、その子のことを良く理解した人だけです。私は、この牟礼ふるさと農場
での活動を通して、一人一人のことを良く理解する大切さを知ることができたように感じ
ています。これは、私がこの先教師を目指していく上で、とても大きな学びでした。
最後になりますが、私はこの活動を通して、色々な経験をし、学び得たことがありまし
た。同じように子どもたちの中にも、何か残るものがあってくれればと思います。
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YOU遊世間の振り返り〜T君とのエピソードを通して〜
障害児教育専攻

3年 武 井 恒

感動的なエピソードが lつある。それをもとに、一年間の Y0U遊世間の活動を振り返
ることにする。
去年から引き続き、私は養護学校中学部以上の子どもたちを対象にした「いるかクラプj
に参加している。毎週一回、 50分間だけのプール活動である。私は、去年から関わりのあ
る高等部 1年生の T君を担当している。 T君は、いるかクラブを始めたころ、水を顔につ
けるのさえ嫌がった。もちろん、水にもぐることなどできない。私は、なんとかして T君
にもぐってもらおうと思い、コーチと相談してあらゆることを試してみた。例えば、フー
プくぐりや宝探しなどである。しかし、どれも失敗だった。 T君は決しでもぐろうとはしな
かった。
そんなある日、コーチから「背泳ぎをやってみましょう。背泳ぎならもぐらなくてもい
いから j という提案があった。私は早速、 T君の背中と頭を持ち、水に浮かせてみた。する
と
、 T君は気持ちよさそうに、しかも上手に浮くことができた。その日から、もぐることを
中心にした指導から、背泳ぎを中心にした指導へと移行した。しかし、背泳ぎは易しくは
なかった。手を回すことを意識すると足が動かなくなり、足をパタパタさせることを意識
すると今度は手を回すことができなくなった。また、顔に少しでも水がかかると、足をつ
いてしまう。とにかく、何回も何回も 5mを泳ぐ練習を繰り返した。

T君の頭を持つ補助を何ヶ月も繰り返していると、次第に私の手にかかる力が少なくなっ
ているのを感じた o これなら＿25m泳げるのでは、と思った私は補助をするふりをして手は

T君の頭から離した。 T君はすいすい泳いでいった o そして 25m泳ぎきった。
「ゃった！ T君
、 25メートル泳げたよ！今、補助していなかったもんJ

T君の表情は変わらなかったが、私は飛び上がるくらいうれしかった。どんなに工夫しでも
もぐれず、背泳ぎをやっても 5mしか泳げなかった T君が 25mも泳げたからである。なぜ、
T君は 25m泳げたのか。もちろん、 T君自身が努力したからである。私はただ、 T君に付
き添い、楽しみながら活動していた。そして、改めて次のことに気が付いた。
「できたという成功体験がどんなことよりも大切である J
今までできなかったことが、できるようになることは素晴らしいことである。しかし、
それは容易なことではない。どんなに努力しでも、どんなに工夫しでもできない日々が続
く。そのときは、「やっていても意味がないjと感じてしまう。今回も同じだった。それが、
あるとき、突然できるようになる。努力というものは自に見えて現れなくても、．蓄積され
ているのである。そのことを、 T君は示してくれた。
できないことをできるようにするには、努力と工夫と諦めない心が必要である。私は、
そのことを T君とのかかわりの中で学んだ。背泳ぎはできるようになった T君だが、まだ
もぐれるようにはなっていなし、。次の課題はもぐれるようになることである。今後も T君
の可能性を信じ、 Y0U遊世間で学んだことを生かした指導を心がけたい。そして、来年

T君がもぐれるようになったJ
という成功体験を書きたいと考えている。
の実践記録には、 f
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土にまみれて
生活科学教育専攻

3年 長 野 幸 恵

子どもと関わることをやりたいと思い、昨年私は Y0U遊フェステイパルに参加した。
それまでは Y0U遊広場の存在は知っていても詳しくはわからず、興味が多少あっても、
きっかけをつかめないでいた。そこへ、フェステイパルのスタッフ募集があり、花火作り
と電気パンの講座のスタッフとして参加することができた。そこでは新たな人と出会い、
子どもと楽しみながら活動することができ、来年度は是非とも Y0U遊広場の活動に加わ
ろうと思った。そして 3年になり、 Y0U遊世間となったこの活動を始めた。他の 3年生
は去年の先輩方の活動を引き継ぎ、リーダー的存在となっていたが、私にとっては初めて
の活動であり、何をすればいいのかと戸惑いもあった。しかし、子どもと楽しく活動した
いという思いはかわらない。私は主に友人がリーダーとして活動する、キャンパス・プレ
パーク（以下プレパ）と茂菅ふるさと農場に活動することにした。
プレパでは子どもたちよりも私は新入りなので、まずは自己紹介、そして子どもたちの
名前を覚えられるように頑張った。この場所は私たちから何かを提供するのではなく、子
どもたちの遊びゃ興味を支えていくことが役割と考え、ボール投げをしようよとなれば、
ボール投げをし、鬼ごっこをするとなれば、一緒になって全力で走り回った。また、釘う
ちに興味を持った子がいれば、けがの無いよう見守りながら、「次はどうしょうか？ Jと木
を押さえていた。どこまで介入するかの判断は難しい。ただ、「だめ」と言っても子どもは
納得はしない。一緒に遊んでくれるお姉さんとしてただ遊ぶのではなく、安全面や様々な
ことを考えて行動するように心がけた。しかし、都合が合わずに行くことができないとと
もあり、プレパの学生不足の事態になってしまった。せっかく楽しみに来てくれる子ども
たちのためにも、できるだけ行けるようにし、さらには今後へ向けてプレンジャーがもっ
と増えたらいいなと思った。
茂菅の活動は田植え、案山子作り、稲刈り、脱穀と、子どもたちだけでなく、自分にと
っても貴重な体験をすることができた。鎌で稲を刈ったり、脱穀は千歯こきゃとうみ、と
これまで資料でしか見たことのなかった道具を使ったり、と田植えは何度もやったことは
あったが、米ができるまでの過程にここまで関わることができたのは初めてだ、った。数人
の班でガムテープの名札に書いた名前で呼び合い、子どもと「こうしよう、ああしよう j
とおしゃべりしながら活動するのは本当に楽しかった。準備を含めて朝から夕方までの活
動になるけれども、つらいとは思わず、首にタオルを巻いての農作業ファッションで夢中
で取り組んでいた。皆で輸になって食べる昼食のおむすびは本当においしかったのが記憶
に残った。それまでの道のりを知ることで、食べるという行為の喜びを感じた。
大学生になってここまで土を触ったり寸る活動に参加できるとは，思っていなかった。た
だ、本で知識を得るのではなく、実際に子どもと一緒になって体感するということは、全
ての感覚をフルに働かせて、学習することができる o そして、いつまでたってもこの経験
は忘れることはないだろう。こんなにいい事 2年のときからやりたかったよ、と悔しい気
持ちになる。 Y0U遊世間の活動は、子どもと関わる職に就きたいという気持ちが一層強
まるものとなった。
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実践から学ぶ
教育実践科学専攻

3年 松 土 智 美

はじめに
今年の 4月に Y0U遊世間として新たな活動がスタートし、私も心機一転、この l年は
牟礼農場での活動に携わ っていこうと決めました。初めはあまりの人数の少なさに活動を
発足できるかどうかと不安でした。 しかし「たとえ lつのプラザでも ・..Jそんな気持
ちで集まってきたみんなと Y0U遊世間を発足させ、これまで継続してこれたことをとて
も嬉しく思います。
臨床の知
「あんたがやればいいじゃん。J 「早くおんぶしてよ 。J 「ぱかみたい。J 「うるさい
なあ 。J 「くだらない。Jなど数々の暴言の上、頭や背中をパシパシ叩いてきた A さん。
牟礼での活動第一回目、私の班の A さんは、初め他の子たちとなじめずに一人ポツンとし
ていました。私が「私はトモミンていうんだけど、お名前は？ Jと話しかけると、

「
見り

やわかるでしょ 。Jと胸に員占つであるワ ッペンと指さしました。なるほど、強烈な子だな
と思いながら、私たちは色々な話をするにつれ仲良くなっていきました。A さんの粗暴な発
言や態度にうんざりすることもありましたが、絶対に私から離れない A さんを考えると、 A
さんを叱ってしまうことにはためらいを感じました。 しかし、次第に A さんは私を通して
班の子たちとも仲良く遊べるようになっていきました。すると A さんの態度はみるみる穏
やかにな ってい ったのです。 お昼には「トモミンごめん。冗談だから。 トモミンいい人だ
からこれあげる 。Jと言ってお弁当のチキンナゲットをくれました。私は A さんの言葉に
びっ くりすると共に、心を開いた A さんの姿が見られたことを心から嬉し く思いました。
あの乱暴なふるまいは、 A さんなりの精一杯の関わり方だったのでしょう 。子どもたちの中
には乱暴な態度で接して くる子もいます。 しかし、それを頭ごなしに叱ることは、その子
のメ ッセージを打ち砕いてしまうことになるかもしれません。 もちろん叱るボーダーライ
ンを決め的確に叱ることは大切なことですが、叱る前になぜそのようなことをするのかを
考えたり、直接聞いてみたりすることは重要なことだと思いました。子どもたちは常に様々
なメ ッセージを様々な形で発信しています。 それ らのサインに敏感に気づいていけるかど
うかは私次第なのだと痛感しました。
ここで紹介したのはほんの一例にすぎません。実践には本当に多 くの学びが詰ま っていま
す。私が去年参加 してきた活動は単発的なものでした。そこには短い時間の中に出会いと
別れがあり、多くの感動や学びがありました。 しかし、今年参加したものは 1年間を通し
て同じ子どもたちと活動する継続的なものです。出会いから別れまでの聞に子どもたちと
の関係が深まると共に、次の段階さらに次の段階と新たな問題や課題が生じてきます。今
年の活動では、関わり続けることで経験できる「臨床の知」があることを実感しました。
おわ りに
。
今まで一緒に活動をしてきたスタ ッフのみんな、 「お疲れ様でした」と「ありがとう J
みんなで作り上げていくことは大変なことだけど、やっぱり今年も「みんなでやる ってい
いなJと感じています。
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心の変化
教育実践科学専攻

3年 鷲 津 智 子

私が Y0U遊世間の活動を始めたきっかけは、単位の取得に追われている大学生活をこ
のまま続けてよいのだろうか？何かしなければいけないのではないか？という自分に対す
る疑問からであった。それからプラザ、を障害を持った子ども逮と関わる虹色アトムに決め、
半年以上活動を続けてきた。そして今、多くの学びを実感するに至っている。
障害を持った子ども達と関わりを持ちたいと思い、始めた活動であったが、内心不安も
大きかった。初めてのプールの活動では、担当の子に全く相手にされず、近寄るとはたか
れる始末だ った o 周りの学生は楽しそうに子ども遼と水遊び、をしているのに、どうして私
はうまくいかないのだろうと悩んでしまった。そしてそれからは、また嫌われたらどうし
よう。私が活動に参加することで子ども達を不快にさせてしまうのなら、私は活動に参加
しないほうがよいのではないかと不安な気持ちがいつも胸の中にあった o しかし、そのよ
うな悩みを抱えながらも半年間活動に参加してきた今は、不安は消え、子ども遥と同じ時
間を共に過ごしたい気持ちでいっぱいだ、と胸を張っていえる。これが私にとって、このプ
ラザを通して得た一番の学びであると思う。（気持ちの変化が学ぴとは言えないという考え
もあるだろうが、私にとってこの心の変化はとても大きなものだった。）また、他専攻の障
害児教育の学生と交流が持てたことも、私にとってよい刺激になった。専門の学生と話を
することは、活動に対する意欲の向上と活動の反省を行うよい機会であった。またプラザ
の活動面以外でも、友人が増えるというニとは視野を広げるという点で、考えが固執しが
ちな私にはよい中和剤になったと思う。
しかし、学んだことと同様に反省すべき点やこれからの課題も数多くある。まずは、子
どもにもっと注意を注がなくてはならないということだ。しっかりとその子を見ていたつ
もりでも、急に友達を叩いたり自傷行動をしてしまうことがあった o どのケースも大事に
は至らなかったが、何かが起こってからでは遅いので、これまで以上に責任感を持って活
動を行わなければならないと思う。そしてこれからの課題としては、子どもと関わる際の
責任感と並行し、活動以外の面、つまり障害児教育の基本的な知識を今まで以上に勉強し
ていきたい。その手段としては、障害児教育に関する研究会の参加や大学の障害児関係の
授業の履修、授業やプラザで疑問に思ったことを素直に教官や友人に尋ねることなどが挙
げられる。
何か心に疑問を持っていても、一歩踏み出さなければ何も始まらない、何も変わらない。
つまらないな、何楽しいことがないかなと思っていても、思っているだけではそれらはそ
う簡単に自分の方へはやってこない。当然のことだが、最も重要で、しかし普段私達が忘
れてしまいそうなことを、 Y0U遊世間は改めて教えてくれたように思う。そのことを忘
れずに、これからも反省の上に向上心を持ち、活動に参加していきたいと思う。
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豊作っ！
生活科学教育専攻

2年 神 林 彩 井

1
. 参加した活動
・2プラザ信大茂菅ふるさと農場（田植え、案山子作り、稲刈り、脱穀、他）
−その他・・・ 3プラザ虹色アトム（楽しい放課後クラブ

にこ＝

プール遊び）

湯谷小子どもランド（ぎょうざ作り）

2
. 豊作の一年
晴れの日も雨の日もありましたが、この一年は私にとって、今までの人生の中で一番
と言っていいほどの豊作の年となりました。
私自身の話になるのですが、私はそれまで主体的に何らかの活動に参加したり、様々
な人とふれあったりということをあまりしてきませんでした。去年の学校教育臨床基礎
でも、子どもが好きなはずなのに、どう接すればいいか頭で考えてばかりで思いっきり
楽しむことができなかったのです。私が今年初めに、 Y0U遊世間を、そして茂菅ふる
さと農場をやろうと決めたのは、ただ、子どもと直接関わる活動がしたい！やフたこと
ない田んぼをやってみたい！それだけでした。しかしこのときの「何かやってみよう j
という気持ちから思い切って踏み出してみた一歩は、私をそれまでの小さな世界から外
へと連れて行ってくれました。一番初めの田植えの活動にいたるまでのほんの 2ヶ月の
聞に、弱い自分とそれを脱したい自分の狭間で悩んだり、色々な人と出逢ってたくさん
感動したり…あまりにもたくさんのことがそれまでの私を総攻撃してきて、その反省会
で私はぼろぼろと泣いてしまいました。「何かjが私の中で変わったのだと思います。
他にも、この 1年間を通して私が得たものはたくさんあります。
稲刈りの時には，土井先生や先輩方に活動を作る機会を与えていただきました。 2年
生だから子どもと遊んでいてくれればいいよ、ではなくて、初めて裏方の仕事をやらせ
ていただいて、全ての活動は多くの人の協力と努力があってこそ成り立っているのだと
いうことを実感しました。
それから、先輩方の姿を見ながら活動や準備を重ねていくうちに、今この活動が楽し
ければそれでいい、ではなくて、何年かたっても子供の中に体験として生きていいてほ
しい、そして、子どもたちにどんなこと感じてほしいか、学んでほしいか、どうすれば
楽しんでもらえるか、ということを常に考えるようになりました。でも、実際の活動で
は、私が子どもたちに教えているのではなくて、むしろいつもたくさんのことを教わっ
ているんだなあ、というのも実感しました o
この一年間は、出逢いと感動の繰り返しでした。相田みつをさんの詩に、「出逢い、そ
して感動。人間を動かし人間を変えてゆくものは難しい理論や理屈じゃないんだ、なあ。
感動が人間を動かし、出逢いが人を変えてゆくんだなあ…… j というものがあります。
ここでの様々な人との出逢いは、私にとって他にはかえられない宝物となりました。ご
協力・ご指導いただいた全ての方に感謝しています。本当にありがとうございました。
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くろさ気合い子
教育実践科学専攻

2年 黒 崎 藍 子

自分の名前でここまで面白いことに気づいたのは初めてなのかもしれない。実は黒崎藍
子は気合いの入った子なのだ。
そんな私は「信大 Y0U遊世間」でメンタルフレンドとして城山中間教室に主に重点を
置き週 1で活動に参加させていただいている。所属しているサークル活動との兼ね合いも
あり、なかなか他の活動に全面的に参加できず中途半端ながら参加させていただいている
活動もあり、サークル活動に終止符を打ち終わったら本格的に気合いを入れて参加したい
と思っている。ここでは城山中間教室での触れ合いから得た思いを書いてみたい。
先日、私が所属しているサークルである信州大学交響楽団の演奏会が長野で、行われ、な
んと城山中間教室で一緒に遊んでいる女子生徒 4人が聴きに来てくれたのである。ちなみ
に城山中間教室では 自分のことは自分で決める というようなスタイルがあり、計画す
ることの重要性からも登下校時間やその日にすることなどは自分で決めることになってい
る。そのことを知っていて、なおさら 4人ともばらばらな地域に住んでいることも知って
いたので 時間を決めて県民文化会館の入り口で待ち合わせた というのを聞いたときは
本当にびっくり＆嬉しい状態だった。おりしも『中間教室対校卓球大会jがメンタルアド
J
'
｛イザーの先生の間で話されていて『もし、やるなら自分たちで話し合って卓球大会を計

画するんだよ。jという話が生徒の前で出ていた時期だっただけに自分たちで計画し実行で
きた気持ちはさぞかしどんなだろうと、私は一人でうれしく思っていた。
もっとうれしいことには前々から

f
演奏会が終わったら会えますか？ Jと聞かれていた

のでなんだろう？と思っていたらお花をプレゼントしてくれたのだ ！私と同じように城山
中間教室に通っている原さんにもお花のことは内緒にしていたらしく、 4人だけで考えて
くれたことが本当に嬉しかった。
城山中間教室に通うようになってから、常に自分の世界に閉じこもらないようにしなけ
れば、もっともっと世界を広げて自分に知識の肉付けをしなければ、と思うようになった。
それは中間教室に通う生徒達は何がきっかけで、何に興味を持ち、そしてどう世界が広が
っていくか分らないからである。そのためにもサークルでの音楽や勉強中である美術、も
っともっと本当にいろいろなことを学んでいきたい。勉強を見る、それだけのメンタルフ
レンドでもなしただ一緒に遊ぶだけのお姉さんでもなく、 何か を中間教室の生徒達と
引き合わせられたらいいな、と思う。それと同時に中間教室の生徒達が教えてくれる今時
の中学生な意見や思い、彼 ・彼女らたちの悩みなどを素直になって聞いていきたい。
メンタルフレンドという活動は、少なからず生徒とメンタルフレンドという信頼関係の
上で成り立つものだと思うし、心を徐々に許していける関係だとも思う。そしてなにより
自他ともにの成長を見ていきたいのもあるので、ぜひ来年も再来年も私は城山中間教室に
メンタルフレンドとして不登校の生徒達に接していきたい。
気合いを入れるときは入れる 、抜くときは抜くでこれからも黒崎藍子は
子 で生きてくぞ〜。

‑1
63‑

くろさ気合い

麦の秋側で感じた薫る汗
飽きること無し

笑うその顔
教育実践科学専攻

2年 小 林 崇

私は今年初めて Y0U遊世間、またその活動の一つである「 1プラザ 牟礼ふるさと農
場j に参加をしました。動機は至って明解、子どもとふれあう時間がもっとあるべきだと
考えたからです。子どもと共にある職務に就くであろう教育学部に在籍しながら、勉学だ
けに没頭するなどナンセンスです。教育実習等だけでは絶対的に経験が足りないし、他に
これといった解決策がなかったために、この活動に参加したというのが率直なところです。
具体的な活動内容に関してまでは、特に興味があるわけではありませんでした。
活動に実際に参加してみて考えてみると、いい意味で期待を裏切られたことになりまし
たo 主な活動は農作業。そばを撒き、ジャガイモやサツマイモを植え、それらを育て収穫
しました。子どもたちと一緒になって何かをするといった意味で、素直に一番楽しい時間
だと感じられるようになりました。彼らの顔は一様に明るく、授業中で一部見られるよう
な倦怠感溢れるものはただの一つもありませんでした。身体を使うということが、普段と
は違った彼らの一面を見れた気がするのです。
また、この活動を通してお互いが成長できたという点が、大変素晴らしいことだと思い
ます。共に楽しみながら活動をしつつも、いけないことをしたと感じれば怒ることも多々
ありましたし、作業で困った人がいたら助け合うことが、作業を通じて少しづっ形になっ
ていくのを肌で感じることが出来ました。私は先生という職業がいかに大変で、しかし、
やりがいのある仕事だということを、ほんの少しですが理解できた気がしますし、子ども
たちも第 l回の活動から比べて身体的にはもちろん、精神的にも大きくなりました。
一緒に活動を共にする子どもたちは、一癖も二癖もある、当初はなかなか気苦労が耐え
ないグループだ、ったように思います。一緒に活動をせずに、別のところで遊びだしてしま
う子どもや、他の子にちょっかいを出して、なかなか作業が進まない子、それに私たちに
ずっとくっついたままで、興味がなさそうな子。正直に言えば、この子逮は最後までこう
だとしたら、活動が上手く機能しないのではないかという不安がありました。実際、随分
長い問、スタッフで子どもたちを纏めきることが出来ずに、作業は難航してしまいました。
それでも根気よく、「一緒に活動しようよ！

凄く楽しいよリと語りかけた結果、彼らは

随分変わりました o 完全に、とまではいかないのですが、やるときはやる、遊ぶときは遊
ぶといったけじめがつけられるようになり、思わず叱ってしまったときも、話を聞いて分
かり合えるようになりました。大きな進展だったと思います。
私はこの

r
iプラザ

牟礼ふるさと農場j に参加できたことを、とても誇りに思ってい

ます。私は教職に就くかどうか、実のところ定かではありませんが、この経験は絶対に無
駄ではないと心から胸を張って言えます。当初の目的は十二分に呆たすことが出来ました
し、何よりたくさんの子どもたちの笑顔に出会えました。とても嬉しく思います。
最後になりましたが、土井進先生や前崎農場長を始め、この活動に参加した皆さん。か
けがえの無い体験を本当にありがとうございました。
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子どもとのかかわり
教育実践科学専攻

2年 手 島 由 加

1 はじめに
私は、 1年間を通して 1プラザの牟礼ふるさと農場に参加してきた。私の実家は農業も
しており畑で作物を作るということに関しては珍しいことではなかった。だが、振り返っ
て考えてみると、近くに畑はあるが関わったことはほんの少ししかないということが分か
った。子どもとふれあい、自分を見つめたいという願いもありこの活動に参加して、 1年
間やっていこうと，思った。今の子どもたちにとって、食べ物はお店で購入するものであり、
作るという発想はあまり出てこないのではないかと思う。また、学校週五日制の実施によ
り子どもたちが自由に過ごせる時間が増えた。その時間をただ家でゴロゴロと過ごすので
はなく私たちが提供する時間でいろいろなことを学んでほしいと思って活動に参加した。

2 学んだこと
月にたった 1回、また、雨で中止にもなったこともあり、回数は少なかったが、こども
たちから、また、活動を行っていくうえで学ぶことは本当にたくさんあった。このプラザ
は
、 3年生が少なく私たち 2年生に任されることが非常に多かった。この活動をはじめる
頃の私には、人をまとめる自信も責任を持つことに不安なところがあった。なので、積極
的に動くことに抵抗する部分があった。だが、先輩方が、どんどん仕事を任せてくれたり、
自分が中心で関わっている企画を子どもたちが、楽しそうにやっていたりするところをみ
て、自信がついたと思う。
また、子どもたちと関わっていく中でも不安な面があった。はじめ、子どもも私とどう
関わればいいのか分からなかったみたいで、私のことを「先生って呼べばいいの？」とか
「おねえさんでもいい？」など聞いてきたりもした。私は、一緒になって、子どもたちと
同じ目線で友達のように楽しく接したいと，思っていた o だが、活動を行っていくなかで、
それではいけないということに気付かされた。確かに友達のように楽しむということも大
事である。しかし、子どもたちが自然の中で、私たちの考えた運動会やソパ刈りなどの活
動をする中で、何かを学んでもらうということが私たちの願いである。また、普段出会う
ことが出来ない他の子どもたちとふれあうことで、積極性や社会性を培ってもらいたい。
だから、子どもたちと関わる中で、導いていってあげる立場でいなければいけなかったの
ではないかと思う。

3 まとめ
やはり、子どもたちはかわいい。何かを見つけると走って自分のところに見せにきてく
れたり、一緒にやろうとニコニコしながら手をひっぱってきたりと、子どもたちと関わっ
ていく中で子どもたちからたくさんの力をもらった気がする。自分遠の手で、直接子ども
遥と関わる活動を考え、それを自然の中で実行していく。こんな経験は、この牟礼ふるさ
と農場に参加していなければ出来なかったと思う。この活動をしてきて心からよかったと
思うことが出来る。ここで学んだことや課題を生かしていけるよう、もっと経験を積んで
いきたい。
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リアル牟礼体験
教育実践科学専攻

2年 寺 島 純 一

1
. はじめに
私は今年初めて「信大 Y0U遊世間 j に参加した。そして、数あるプラザの中から「 1
プラザ牟礼ふるさと農場j を選んだ。その理由は、「子どもと一緒に遊びたい！！」とい
うよりも「私自身が土いじりをしたい！！」という気持ちからだった。
私は、大学生になってから実家の庭で観葉植物を育て始めた。植物は裏切らないからだ
（笑）そのため、畑で作物を育てるということは、とても興味深いことだ、った。観葉植物
では味わえない「収穫の喜びJを感じたかった。

2
. 活動について
最初は天候に恵まれなかった。確実に雨男・雨女がいたであろうという程、雨が降った。
そのため、何度もスタッフだけの活動が続いた。私たちはその度に、服も長靴も泥まみれ
になり、雨の中での農作業の大変さを知った。
子どもたちと一緒に活動し始めたのは、夏頃からだ、ったと思う。農作業は、ジャガイモ
やサツマイモを植えたり、蕎麦を蒔いたりした。そして、収穫の時期には収穫をした。農
作業が無い時は、課題解決ハイクやレクリエーションをして遊んだりした。楽しんでいた
子どももそうじゃない子どももいたと思うが、子どもたちの笑顔はとても輝いていた。

3
. 子どもとの関わりについて
実際、私はどんな子どもたちがくるのか楽しみにしていた。けれども、子どもたちと接
してみて現実を知った。比べても意味はないが、私たちの子どもの頃と比べて、あまりに
も社会性がなきすぎる子どもが多いと，思った。何度言っても指示を聞かない子ども、言葉
遣いが余りにも悪い子ども、高学年なのに自己ばかり主張する子どもなど。家庭・学校で
の教育や生徒指導に疑問を感じずにはいられなかった。
しかし、希望もあった。私は、スタッフに対する子どもの暴力行動はスキンシップだと
思って割りきっていた。しかしある時、泥の中に石を入れてスタッフに投げつけている子
どもがいた。それはとてもスキンシップとは思えなかった。私はその子どもを本気で叱っ
た。叱った後、その子どもは泥を投げなくなった。私はその子どもはきっと私と距離を置
くようになってしまうと思った。ところが逆に、その子どもは親しく接してくるようにな
った。このことから、真剣に心から子どもと接すれば子どもは心を聞いてくれると思った。

4.最後に
私は子どもの頃にこのような体験をしたことが無かった。そのため、今の子どもたちを
羨ましく思う。私は「信大牟礼ふるさと農場jでの活動を通して、自然や人から色々なこ
とを感じ、学んだ。この経験が自分自身の糧となり、自分を大きくしたであろうと信じて
いる。
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自然の中での「遊びjから学んだこと
生活科学教育専攻

2年 中 河 亜 実

1プラザ「牟礼ふるさと農場J
牟礼の活動の中で行う「遊びJは、自然を使ったものばかりです。おもちゃ屋さんに売
っているようなおもちゃには、作り方や遊ぴ方、ルールも危険性もすべて書いてあります。
しかし、自然の中での遊びにはそのようなものがありません。何が起きるかわからないと
いう危険があるとも言えるのですが、最低限のルールを設けておけば後は状況に合わせた
遊び方ができるのです。初めは「そんなのつまんないよ j といっていた子も、みんなが泥
だらけになって遊んでいる姿を見て、ちょっとやってみょうかなという気持ちになったみ
たいで、その後楽しんでくれていました。
畑の中で草花を探して遊んでいたときに、ある子が「その草とおんなじ高さになってさ
がしてみよーっと」といって座り込んで探し出しました。私も一緒になって小さくなって
探してみると、今まで見えなかった小さな植物があったり、さつきまでは見えなかった世
界が広がっていました。自然に対してその子がしたように、自分が向き合いたいと思う相
手と回線を合わせることでみえてくることがたくさんあるということをそのとき改めて感
じました。先生が生徒の回線に立って考え行動することは、できそうでなかなかできない
ことですが本当に大切なことだと思います。
4月からの活動を通して、「遊びJ
が子どもたちにとってどれほど大きな役割を持ってい

るのかということを学びました。小学生同士で遊ぶ機会は学校などであるけれど、お兄さ
んお姉さんのような年代の私たちと話したり遊んだりすることは普段の生活ではなかなか
ありません。今は兄弟が少ないこともあり、友達などの他人とうまくコミュニケーション
がとれなくて学校生活が苦痛で仕方がないというような子どもたちもいるそうですが、自
分とは違う考えや性格の人と出会うことは本来なら自分にとって大切な意味を持つことだ
と思います。
これからの自分自身への課題として、いけないことをはっきりいけないといえるように
なりたいです。牟礼での活動の中でも、何度かそういう場面に遭遇したのですが、どうし
ても許してしまって怒れなかったことが、今でも後悔しています。その子のことを，思った
ら、愛情を持ってしかることも大切だと思います。将来、教師という立場に立ったら、注
意する場面も多くあると思いますが、ただしかりつけるのではなく、何がいけなくて怒ら
れているのかを生徒が感じ取れて反省できるような叱り方をしなければいけないと思いま
した。
今後は、地域や世界に関わったボランテイア活動に興味があるので小さなことでも積極
的に参加していきたいと思います。この活動に参加できたことは私の中でとても大きなも
のになっているし役立つものになりました。将来、教師としてではないかもしれませんが、
人と接する職業に就きたいと，思っているので、ここでの経験はとても有意義なものとなっ
たと思います。
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茂菅ふるさと農場に参加して
社 会 科学教育専攻

2年 仲埜陪介

自分はこの Y0U遊世間で、茂菅ふるさと農場での活動に参加した。この一年間で、様々
なことが体験できたと思います。何よりもまず、子どもと触れ合う数少ない機会を得るこ
とができたということです。 自分はこの子どもとの触れ合いこそが「信大 Y0U遊世間J
の活動意義であると思います。 もっとも、その意味では自分はこの Y0U遊世間を十二分
に活用できたとはいえないと思います。 この一年間に、子どもとのコミュニケーションが
うまくとれたとは言えないと思うからです。ただ、それでもこの活動に参加する前と比べ
れば、多少なりとも子どもとのコミュニケーションの能力は向上したと思います。だから 、
この活動は自分にとって有意義なものであったといえるでしょう 。
さて、この Y0U遊世間についてですが、これは自分達学生にとって子どもとのコミュ
ニケーションをとる数少ない場であると同時に、子どもにとっても、地域とかかわり合う
ことのできる数少ない場であると思います。昨今の子どもは、地域でかかわり合う機会は
極端に少なくなってきており、他人との触れ合いもあまりなくなってきています。そのよ
うな状況で、この「信大 Y0U遊世間j という活動は、子どもにとって、地域の人々と交
寺に田植えなどの貴重な体験をする ことがで きる大変重要なもの
流をもつことができ、同 H
ではないかと思います。そうい った意味で、この「信大 Y0U遊世間jの今後の課題とし
ては、是非ともも っと広く地域の人々に認知されるようになり、より子どもと地域の人々
とのかかわりを深めることができるように努めていくことだと思います。
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人と、子どもとふれあうために
教育実践科学専攻

2年 原絵里

私は、将来先生になりたい、そのために子どもとふれあいたい、一緒に何かをしたい！
という願いを持って信大教育学部に入学しました。 しかし、一年時は、子どもと触れ合う
教育参加j に限られ、物足りなさを感じていました。そんな中、
ことは『臨床基礎Jや f

f
第二回 Y0U遊フェステ fパルj に参加しないかと先輩方から声がかかり、このとき初
めて「信大 Y0U遊広場Jの活動を知りました。私は先輩方の意欲的な活動に対して、「こ
んなことを先輩達はやっているのか ！すごい ！リと思い、来年はぜひ「信大 Y0U遊広
場Jに参加したいと思いました。 これが、私の「信大 Y0U遊世間Jの前身である「信大

YOU進広場Jとの出会いです。
二年生になった現在、「信大 Y0U遊世間」の活動、主には XYサタデースクール、城山
レフレンド、そして Oプラザの興譲館に参加しています。 またそれ以外
中間教室のメンタ J
にも、キャンプに行ったり、お米の収穫をしたりといった活動を通して、たくさんの子ど
もとふれあうことができました。
特に XYサタデースクールの活動においては、子どもと同じ回線になることの大切さを
学ぶことができました。授業作りにおいて、子ども達だったらどう考えるか、どんな授業
が楽しいのか、そういった面から子どもの回線になって考えること、また、子どもと前動
をしているその時にその時に同じ回線で一緒になって、はしゃいだ り遊んだり考えたりす
ることが子どもとの信頼関係を作り上げるのにとても大切だと感じました。
また、城山中間教室のメンタルフレンドとして不登校の子ども達と接したり、湯谷小子
がとても大切だということに気づ
どもランドのキャンプに参加したりすることで、「遊びJ
きました。「遊びjによって、普段接することのない子どもや、うまく接することのできな
い子どもたちとも交流ができ、それを通して仲良くなれるのです。私は、この「遊びJに
何度も助けられた気がします。
他 にも 、「信大Y0U遊 世間Jは学生と地域社会の万々とが協力して作 り上げてゆくもの
なのだなと感じました。XYサタデースクールでは地域の JAに御協力いただいて活動が成
り立っており、興譲館や茂菅ふるさと農場では農家の林部さんにとてもお世話になってい
ます。そしてなにより私達の活動をするには、お子さんを参加させていただけるようなご
家族の万々のご理解や御協力がなくては成り立ちません。 これからも御協力いただいた
方々への感謝の気持ちを忘れずに活動に取り組んでゆきたいと思います。
一年生の時からの、もっと子どもとふれあいたい、子どもと一緒に何かをしたい ！とい
う恥の願いを「信大 Y0U遊世間Jが叶えてくれました。他にもたくさんのことをこの一
年間の Y0U遊世聞から学んだと思います。それら学んだことは、これからもより深く自
分のものにしていけるよう努力し、後々に生かしてゆけるようにしたいと思います。まだ
まだこれから、私自身で直してゆかねばならないことも多々ありますが、これからも、「信
大 Y0U遊世間Jという場所を通して、たくさんの人と、子どもとふれあい、自分自身も
子どもと一緒に成長してゆけたら、と思います。
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より多くの子どもたちとの出逢い
教育実践科学専攻

2年 林 真 由 美

私が、この「信大 Y0U遊世間 Jでの活動を始めようと思った理由は、主題にも
掲げたように、少しでも多くの子どもたちとのかかわりを持ちたいと思ったからで
ある。自分が将来、教壇に立つという夢を叶える前に、できるだけ多くのいろんな
子どもたちとの出逢いを経験しておきたいと思った。
そして実際、私はこの「信大 Y0U遊世間 jで、興譲館、 XYサタデースクール、
わらの会という三つの活動を行ってきたわけである。
興譲館は、私にとって不登校の子どもたちとかかわる一つの場となった。授業時
間との兼ね合いから、なかなか頻繁に参加することはできず、お昼休みに行って子
どもたちと、たわいもない話をしながら一緒にお弁当を食べることくらいしかでき
なかった。しかし、そんな中でも子どもたちとかかわっていくうえで大切なことは、
まず子どもの話にじっくりと耳を傾けること、子どもの心の声を聴こうとすること
であると感じた。子どもがうれしそうに言葉を並べ、熱心に語っている姿は、とて
も輝いていた。そして私自身、子どもたちに、そのような場をもっと提供できるよ
うな存在になりたいと強く思った。
次に XYサタデースクールの活動では主に農作業体験を通して、子どもたちの学
びの姿勢を感じ取っていくことができたと思う。始めは面倒くさいとか、テレビゲ
ームの方がいい！と口々に文句をいっていた子どもたちが、いつしか、この XYサ
タデースクールの活動を楽しみに週末を迎えるようになったことは、本当にうれし
く思った。同時に農作業体験の意義、すばらしさも改めて知ることができた。普段
私たちが当たり前のように感じてしまっている作物の恵みや恩寵にたいして感謝す
る心を、子どもたちは少しでも培っていくことができたのではないかと考える。
最後にわらの会における活動について述べたいと思う。ここでは、障害児を子ど
もに持った母親たちが、共に手を取り合って、音楽療法を通し、我が子の成長に少
しでも働きかけていけるような活動がなされていた。わらの会で初めて、私は、障
害を持った子どもたち、そしてその母親たちと出逢う機会を得たのである。始めは
正直どう接していったらよいのかが分からず戸惑っていたし、子どもたちもそんな
私の姿にただただ脅えているだけだった。しかし、何回か活動を重ねていくうちに、
子どもがふとした拍子に私の胸に飛び込んできてくれたのだ。あの時の感動は今で
も鮮明に覚えている。
このように私は三つの活動から、深く感銘を受ける経験をたくさんしてきた。ま
だまだ出逢ったことのない子どもたちは多くいる。けれどこのような機会をこれか
らも自分のものとしていき、もっともっと多くの子どもたちと出逢い、かかわって
いきたいと思う。そして、今まで出会ってきた子どもたち、これから出逢っていく
子どもたち、これらの多くの出逢いにたいし、私は心から．感謝したい。
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人との触れ合いから学んだこと
教育実践科学専攻

2年 藤 浪 千 晃

1
. はじめに
私が牟礼農場の活動に参加しようと，思ったきっかけは、子どもと触れ合う機会を増やせ
たらいいと，思ったからである。授業で子どもと触れ合う機会があったのだが、そこで子ど
もと直接触れ合うことによって学ぶことは限りなくあることを実感した。「触れ合いJとい
う経験はただ講義を受けるだけ、教科書を読むだけでは得られないものを多く私に与えて
くれる。だから私はできるだけ多くの子どもたちに出会い，話をしたり活動を共にしたい
と考えるようになった。

2
. 牟礼での活動が私に与えてくれたもの
この活動に参加する前は実際に子どもとへの接し方に戸惑いを感じていた。子どもと接
するのになぜか気を使ってしまう。機嫌や顔色をうかがってしまう。子どもと接している
ときの自分が本当の自分の姿でないことに気づき違和感を覚えていた。しかし、活動を幾
度かしていく中で、本当に自分の素のままの姿で子どもと接するのが一番良いことに気が
付いた。嬉しい時には子どもと一緒に声をあげて喜び、楽しいときには思いっきり一緒に
笑う。子どもたちが暴言を吐いたり、ものを人に向かつて投げたりしてきた時には、真剣
に良くないことだということや、自分の気持ちをそのまま伝える。私が思っていた以上に
子どもは、私の思いを素直に受け入れてくれた。変な不安を抱えて接しているよりも、自
分の気持ちを素直に伝えるように接すれば、子どもはそのまま返してくれる。お互いの意
思を分かり合い、接することができる中に居心地の良さを感じた。
また、周りの先輩、友達、先生から学ぶことも多くあった。自然、の植物を使った遊び道
具の作り方を教えたり、植物の種類、育ち方、様々な知識を子どもたちに話している友達
を見て、自分の経験のなさ、知識のなさを実感した。自分には子どもに教えてあげられる
ものがどれほどあるだろうか。友達の話を聞いていても自分が与えてもらうものの方がは
るかに多い。この経験を機にもっと周りのことを自分から知ろう、学ぼうという姿勢をと
るようにしなくてはならないと思うようになった。

3.これからの課題
牟礼の活動には様々な学年、様々な小学校から集まった子逮が来る。子どもたちはみん
な性格も、考えていることも、体質も異なる。わがままを言ったり、他人を気遣う行動を
できない子もいるが、みんな一人一人が良いところを持っている。それぞれの持つ良い所
を認め、もっと伸ばしていけるような子どもへの接し方についてこれから学んでいきたい
と思う。活動を通して何でも行動に起こし、やってみることが大切だと，思った。もしそこ
で失敗したとしても、そのことに気づけたことが自分の大きな財産になる。経験したこと
を振り返り、どうしたらもっと良いのか考え直す時間を大切にしていきたいと思う。
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牟礼ふるさと農場で得たもの、感じたこと
教育実践科学専攻

2年 松 山 博 一

僕は長野に越してきてまた新生活が始まったときに、何か子どもと触れ合うような活動
がしたいと，思っていました。そこで出逢ったのが牟礼ふるさと農場での活動です。 1年間
子どもたちと農場で活動を共にしてきて僕なりに得たものがたくさんありました。
僕の中で子どもと接するときの課題といえば、子どもを叱りきれないということです。
子どもが私たちスタッフを殴ったり蹴ったりということは頻繁にあります。また、農場で
の活動のため、泥を投げたりだとか、草を振り回している子どもはたくさんいます。そん
な時、最初の頃の僕は、どこか貫禄もなく、笑いながら言っているような僕でした。だか
ら子どもたちも図に乗ってそういう悪さは日に日にエスカレートしてきました。僕の中で
迷いがありました。むやみに子どもを叱りたくない。もしかしたら、子どもたちは私たち
スタッフとたくさん接したいと思ってやっているのかもしれない、または、そういうこと
でしか、ないし、そういうことによってこそコミュニケーションを取りたいと願っている
子どももいるのかもしれないと思っていたからです。しかし、活動の後半の方では、リア
ルに痛かったり、大した顔じゃないんですが顔に土をかけられたりと、子どもたちも自由
奔放になりすぎてきている感じがしました o 言葉遣いもなっていない、人の言うことは全
く聞かない。各スタッフの間でも同じようなことが話題になっていました。そこで僕は子
どもたちが悪いことをしたら注意するようにしました。時に真剣に叱ったこともありまし
た。活動の最後のほうでは、子どもたちの成長は明らかでした。言葉遣いに気をつけたり、
人のことを，思ってやれる子が増えたと思います。また、僕自身も自分の中での課題を少し
でも達成することができたと思いました o まだまだ自分には足りない部分はいっぱいあり
ますが、自分の経験の中でこの牟礼ふるさと農場での活動は有意義でした。土井先生はじ
め皆さんには感謝しています。どうもありがとうございました。
また、僕は 8月の活動のときに、 3年生が教育実習で不在だったため、 1日だけ農場長
代理ということで務めさせてもらいました o 牟礼の振興公社の方と連絡を取ったりだとか、
各ご家庭に連絡をしたりだとか、参加人数の把握だとかいろいろやることがあって、上に
立つ大変さを味わいました。当日の活動は絶好のお日柄にも恵まれて何とか成立させるこ
とができました。実習などで忙しかったであろうにご協力いただいた金ちゃんはじめ上級
生の方々、そして何より一緒に活動してくれ、頼りない僕をパッチリ支えてくれた 2年生
のみんなにはマジ感謝ッス。ありがとう！
また、僕はシートベルトをしていなくて、先輩方に叱られたことがありました。人の命
を預かっているということ、そしてこの活動は授業の一環であるということを忘れていま
した o 今後は注意していきたいです。
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牟礼ふるさと農場での経験
教育実践科学専攻

2年 村 上 真 美

私はこの 1年間、いくつかある Y0U遊世間のフラザの中で、主に牟礼ふるさと農場の
活動を中心に行ってきた。 l年生の時の教育臨床基礎でのように、子どもたちと定期的に
触れ合う機会が 2年生ではなく、しかし私自身、昨年の臨床基礎で様々な経験ができたの
で今年度もそんな経験をしたいという思いから参加することを決めた。
ここでの活動では、私たちは月 l回の活動内容の年間計画から、 lつ lつの活動のタイ
ムスケジュールやその準備など、自分たちがやってみたいと，思ったことをすべて自分たち
で計画し、実行していった。今まで私は、 1年の時の臨床基礎や教育参加などの子どもと
関わる活動でも、すでに計画されているものにしか参加したことがなく、自分たちが中心
となって行うものは初めてだった。はじめのうちは時間的なこと、どんなことをしたら子
どもたらが喜んで取り組んでくれるか、どんな危険が予想されるか、など考えながら計画
していくのは難しく 、戸惑ってしまった。また、何よりも私たちが悩まされたのは天気だ
った。緊張しながら迎えた第 I回目の活動は、残念ながら雨で子どもたち の参加は中止と
なり、 ペ
スタッフのみでジャガイモ、サツマイモの苗を植えることとなってしまった。続け
て第 2回目も中止となり、子どもたちと顔を合わせることなく 2回も活動の機会がなくな
ってしまい、本当に残念だった。実際に活動を行ってみた感想はというと、当たり前なの
だが、やはり計画は計画でしかないということを実感した。いくら話し合いを重ねても計
画通りにいかず、予測していなかった事態が起きたりしたこともあったが、一万で、予想
以上に子どもたちが喜んで取り組んでくれて、そんな様子を見てうれしかったりと、自分
たちが中心になって計画を立てたからこそ味わえたものがとても多かった。
牟礼ふるさと農場での子どもたちの様子は、とにかく元気なチが多く、その分対応の }
j
法など考えさせられることも多かった。何をどこまで許していいのか、また、いけないこ
とだと判断したときそれをどう注意すればいいのか、など叱ることの難しさを実感した。
その場その場で瞬時に判断し、その子に合った対応の仕方をしなければいけないという点
で、本当に難しいと思った。これはこれからの私の大きな謀題だと思っている。また、班
や全体がうまくまとまらなかったり、言うことを聞いてくれなかったりしたときに、全体
を見てどう声掛けしていけばいいのかなども、今後考えてできるようになれればと思って
いる。
子どもたちと関わる活動でだけではなく、スタッフとして準備片付け段階でも学んだ点
が多かった。 Cook
i
n
g隊として前日からの準備、当日の早起きはつらかったが、昼食にみ
んなで食べるおにぎりは本当においしかったし、汚れた長靴や軍手を洗うといった活動後
の片付けは、できることをすすんでやり、みんなで協力してやることのよさを実感した。
また、活動中も、友達や先輩方がどのように子どもと接しているか見ることができ、この
ことも自分としては参考になるよい経験だ ったと思う。
この l年を通しての牟礼での活動自体は数回というわずかなものだったが、そこから得
たものは多かった。実際に体験したからこそ学ぶことができたのだと思う。これからも械々
な経験をつんでいきたい。
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理論を越える実践
教育実銭科学専攻

2年 吉 村 真 司

1.動機

l年次の教育参加や学校教育臨床基礎などの体験を通して、子どもという存在の新たな
発見や良さを知ることができた。 2年に進級し、講義に臨床経験がほとんどない為、体験
的な学び、は減ってしまうのではないかと不安であった。理論だけ学び、机上のみの教育を
学びたくはないと感じていた。その時、「信大 Y0U遊世間Jのチラシを貰い、それに書い
てあった牟礼ふるさと農場に興味を持った。理由は、地元では自然がない為、今までほと
んど自然体験を行ったことがなく、このような体験を行うことも 教師になる為の資質と思
ったからだ。

2.得たもの
この牟礼ふるさと農場で得たものは多いが、ここでは主要な 2つの事を述べたい。
まず、牟礼の活動は天候との闘いであった。 その為、アイスプレイクやレクレーション
の準備をしても中止になることがしばしばあった。その時は、折角企画したのに残念だと
感じた。 しかし、中止になって企画が無駄になったとしても、それまでの過程で試行錯誤
して企画を考えたことに意味があると感じた。メンバーで協力して考え、創り上げたもの
は決して無駄にはならず、私たちの秘として残っていると思う。このことは忘れてはなら
ないことだと感じた。
次に、課題でもあり一番心に残ったことであるが、理論と実践のギャップを目の当たり
にした。牟礼の活動の中では、例えば、友達やスタッフに暴力を振るう子、言葉遣いの悪
い子、友達と馴染めない子、自己中心的な子など様々な子がいた。しかし、教育に関する
教科書や参考書にはこのような子に対してどついう対応が適切であるかなど普かれていな
い。ここでは理論が全く役目を果たさなかった。当初、私は学校教育臨床基礎での失敗の
「叱ると子どもに嫌われるのではないかJという不安を持ちながら行動していたので、子
どもの暴力などにただ回避するしかなかった。しかし、反省会の中で、このままではいけ
ないという各々の謀題となった。私は、そのような子どもと活動し、関わっていく中で、
本当に気持ちを込めて「叱る Jという行為をした。その結果、子どもに私の気持ちが伝わ
ったのか、それを反省して謝ってくれ、そのような行動が減った。正直その時は嬉しかっ
た。子どもの素朴さや良さが見えた。 同時に、実践は理論を越えていると感じた。 この一
連の体験を通して、理論では決して解決できないことを実践という方法で解決できた。確
かに、理論を学び、子どもを理解していくことも大切である。しかし、実際の子どもたち
の実態は、理論では解決できないことだらけである。そのことを考慮しながら理論と実践
を結びつけて子どもたちと関わっていきたいと思う 。

3
. 今後について
今後は、暴力を振るう子、言葉遣いの悪い子、友達と馴染めない子、自己中心的な子な
ど、まだ様々な性質を持った子がいる。その子それぞれに合った ニーズに対応した導き方
を実践の中から見つけ、実践していきたい。 また、子どもの良さをこれ以上に見取り、褒
めたり 叱 ったりとけじめをつけて子どもたちと関わっていきたい。
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「わらの会j で得た喜び
教育実践科学専攻

2年 渡 遺 彩

1.活動の動機
私は今期の「信大 Y0U遊世間Jで、主に Oプラザの興諜館、わらの会に参加させてい
ただいた。私は中学の頃、ボランテイアグループを結成し、養護施設で障害児の子と何度
も触れ合ってきた。経験を重ねるうちに、自分が相手に心を寄せ、初めて見えてくる子ど
もたちの純粋さ、優しさに触れることができた。その時の感動が今でも忘れられず、これ
まで、障害者の子との関わりを持ちたいと願 っていた。そんな折、社会体験実習の時間に
養護学校の保護者の方々が結成された「わらの会Jについて知る機会があった。私は即座
に参加を決意した。わらの会の子たちのほとんどが知的障害、自閉症，脳性マヒ等の障害
を持った子である。参加を決めた時点で、砿自身、自閉症に対しての知識は皆蕪に等しか
った。それからいろいろな文献で自閉症についての知識を得る日々が始まった。

2
.活動を通して
最初の頃は、やはり不安な気持ちでいっぱいだ った。私は目の前にいるこの子たちのた
めに何か役に立っているだろうか。コミュニケーション能力が乏しいため、話し掛けても
目さえ合わせてくれないこの子たちに私たちの存在は気づいてもらえているのだろうか、
と自問自答しながら、何もかもが手探りの状態でのスタートであった。しかし、活動を続
けるうちに、子どもたちの多くの成長を見ることができた。最初は私の話し掛けに対して
何も 言葉を発することがなかった Y君が、私の話し掛けに対して、「だあ、だあj と言葉を
発し、必死に答えようとしてくれたこと。 H君が、ラッパを自分の分だけでなく、私の分
も持って来てくれたこと。 Yちゃんが、先生が歌った歌を一生懸命復唱しようとしたこと。
その成長の 1つ lつが私にとって感動であり、喜びでもあった。そしてまた子どもたちは、
本当にはじけるような笑顔を見せてくれる。それにつられてわたしの体に嬉しく快い気持
ちが湧き 、胸に熱いものを感じた。私は、わらの会で子どもたちと過ごす時間がとても心
地よかった。子どもたちは、自分の今の力でできることを精一杯頑張っている 。ありの ま
まの姿で生きている。そしてわずかなできたことを先生、お母さん、私たちで一緒に喜ぶ。
子どもたちが見せてくれた純粋さ、無垢さ、必死さ、それらの全てが、私を「夢に向かつ
て強く生きょう Jと奮い立たせた。

YOU遊世間に出会い、わらの会の存在を知り、子どもたちに出会えたことは寄跡であ
り、私の臨床の軌跡である。これからも子どもとの関わりの 中で多くの喜びを見出してい
けたら、と思う 。わらの会でご指導いただいた先生、保護者の方々に感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
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I
. 4年生から見た「信大 Y0 U遊世間 Jの

活動意義と今後の課題
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体験が変えた自分
教育実践科学専攻

4年 山本公三

1
2 月 6日の Y0Uフェステイパル後の懇親会の席で、第一期 Y0U遊サタデーの実行委
員であり、現在岡崎女子短期大学の講師をされている林向達さんがこの活動の賛辞を述べ
たあと、最後に学生にこう提案した。
「もっと外を見てください。 もっと外を見るべきです。
J
と。 この言葉を聞いて、私は自分の気持ちが昨年の頃とは変わっていることに気づいた。
昨年までのねは、 Y0U遊広場から Y0U遊世間へ変わることに快〈賛成という気持ち
ではなかった。変わる理由としては、学生が子ども募集をし、大学に子どもたちを呼び、
さらには、企画運営までこなさなくてはならないという学生の負担が大きいのと、これか
らの時代、大学に子どもを呼んで活動するのではなく、地域の力を高めるために大学が何
をできるか考えなくてはならなくなってきているのではないかという考えから、地域の活
動に学生が参加し、地域に子どもを帰そうという願いを持ちはじめたからである。その考
え方に私も賛成はしていたが、何か自分がや ってきたことが間違っていたかのように感じ
てしまったのと、ふれあいプラザやイベントプラザをこれからもっと大きくしたいと願っ
ていた学生の気持ちが報われていないと私が感じてしまったからだ。

レJという JAと NPO
しかし、私自身この l年精力的に「NPO法人 XYサタデースクー l
が連携している活動に参加した。そこで感じたことは、子どもたちをどうにかしてよくし
たいと願っているのは、土井先生や学生だけではないということだ。 JAの方や、NPOの
方、地域の方が願っているのだ。しかし、どうしていいのかわからないのが、現状のよう
である 。そこで、今まで子どもたちと ｜
剥わってきた学生の力を取り入れることで、地域の
活動が盛り上がり、子どもたちが地域に愛着心が湧くのと同時に、地域の大人の方も子ど
もの顔や名前を党え、 地域の輪が強くなっていくのである。
そういったことをこの 1年間取り組んできた学生は、地域の考え方にふれていった。そ
の中で、自分たちができることや、伝えなくてはならないことを感じることで、私たちが
昨年してきたことでは学べなかったことを、今年の学生は学べていったのだと思う。

3名の
また、Y0U遊世間では活動できなかったふれあいプラザも、 2、 3年を中心に 1
学生が、昨年参加 してくださった家族と新しい活動を始めている 。 ここでは、昨年までの
学生が企画を考えることとは違って、親が活動を考えているのである。 N さんは、キャン
プなどが好きなので、この夏キャンプの企画をした。残念ながら雨で中止になってしまっ
たが、次の晴れた日に、バーベキューをしたそうだーまた Y さんは、仕事のつながりから、
ある土器作りの施設と交渉をし、参加者の家族 ・学生と土器作りに挑戦したそうだ。
このように、親が企画を考え、地域という大きなものではないが、家族という小さな 、
そして核となる部分が変わり始めている。これは、どうして昨年のように活動が続けてい
けなくなったかを、学生と親が何回も考え、話し合った結果だと思う 。
これらのことをこの 1年間で感じてきた私は、林さんの言葉の意味を心の底から共感し、
これからも地域に貢献していくためにどうしていけばよいかを、考えていかなければなら
ないと感じるのである。
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「
XYサタデースクールJで学んだ地域の活動の大切さ
教育実践科学専攻

4年 山本真望

今年度から「第 l期信大 Y0U遊世間」がスタートし、地域の中へ学生が出て行くとい
う地域とともに行う活動が本格化してきた。昨年度までも地域の方や JAの方の協力の下、
牟礼や茂菅の活動を行っていたが、それに加え、様々な地域の団体と連携しながら活動を
する地域貢献の姿勢が強くなっていった。 Y0U遊世間が連携し行っている活動の一つに
「N pO法人 XYサタデースクールj カfある。 4月からこの「 XYサタデースクールj に
参加し、地域との連携を実際にする中で、改めて地域での活動の大切さと連携の難しさを
感じた。
地域での活動の良さは、様々な人と関わることができるところにある 。「XYサタデース
クー jレJでは、長−野市内の／ト学生 l〜 6年生までが参加しているため、他学年の子と知り
合い共に活動をすることができた。高学年の子が低学年の子に算数を教えてあげる姿や、
リンゴ狩りでリンゴを取る l
順番を変わり、はしごを支えてあげている姿も見られた。また、
学生だけでなく大人のスタッフや JAの方、農家の方とも関わる中で、親以外の大人から
たくさんのことを学んでいた。稲刈りでは他の子のお父さんから玄米について教えてもら
っている姿が見られた。親以外の地域の大人と関わる機会が少なくなっている現在、こう
した地域での活動でたくさんの大人と出会うことは子どもたちにとって、とてもいい機会
である。
また、地域での活動では実際に自分で体験することができる。「 XYサタデースクールJ
では JAの方の協力の下、自分たちで田植えから稲刈り、苗植えから収穫をし、自分で収
穫した食材で料理をして食べることができた。今は簡単に手に入るお米やトウモロコシも、
実際に自分たちで苦労しながら作ることで、

f
田植えから始まり終わる米育ち Jr
カエル違

いねといっしょに育ってく J（※子ども たちの奮いた俳句より）というように、年間を通し
て作物が育っていくということを身をも って感じていた。 また、『ぼく植えたなえよたくさ
ん米にな h
Jf
回の稲が金色に光りカマをまつ J（※）のように、自分たちで作った作物の
収穫を楽しみにしている子がほとんどだった。その他にも、自分で体験し農家の方の苦労
や工夫を知って、

f
米作りひるがL、っぱいもういやだj f
働けば必ずみのる野菜達j という

ような俳句をつくった子どももいた c
「XYサタデースクールj の活動を通して地域での活動の良さと、連絡不足や意識の違
い等から連携の難しさを実感した。連携していくためにはお互いが自分たちの役割を明確
にし、連絡をしっかり取り合い意識の統ーを図る必要があると感じた。
完全学校週 5日制が本格的に実施され、地域では土曜日を中心に自然体験等のイベント
や活動が増えてきている。また、「総合的な学習の時間Jの取扱いにおいても自然体験やボ
ランテイア体験、ものづくり体験等学校外（地域）へ出ていくような活動が重要視されて
いる 。子どもたちを地域の中で育てていくために、子どもたちゃ保護者が「地域での活動
にどんな願いをもっているのか？ J「どんな力をつけたいのか？」ということを知り、今後
の活動に生かしていきたい。 また、今までの実践を地域と学校との連携に生かし、学校教
育でも地域での学びを大切にしていきたい。
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「興譲館Jと中間教室とのパイプ
生活科学教育専攻

4年 原山美樹

1
. 「輿譲館Jで学んだことを人に伝える
今年の 5 月、私、小川敦嗣、丸山大輔は、温尻教育センターにて、「興技館j における
実践を発表した。 これまで、「他機関に自分たちの実践を自ら打ち明かすJということは、
一度もしなかった。 どんな批判をされ、自己満足にも騒りにも受け止められかねないとい
う不安を無意識のうちに抱いていたのからなのであろう 。
発表に当たり、自分たちの実践はもとより、「親の思いや教育現場に触れた時に感じた
こと Jについても触れ、教育委員会の先生や、中間教室の先生に知っていただくことで、
より良い学校を築いていきたいという思いだった。
・・・子どもの親御さんから共通して聞かれたことは、「学校とのつながりがなく、孤独感
を味わっている Jということでした。ある母親からは、「不登校にな ってから、担任の先生は
なかなか尋ねてきません。尋ねてきたと思ったら「自分が行くと登校刺激になるからもう来ま
せん。Jと言われた Jという話を聞きました。 また、ある母親からは「不登校になってから、
プリントが一度も届きません。最初は、 f
l
.が取りにい っていましたが、そのうち｛t
l劫にな って
しまいました。娘は、少し期間をおいてまた学校に行きたいという思いでいたのに、狐立！惑を
感じました。
Jという話を聞きました。私たちは、生徒の現状報告に学校に尋ねていったこと
がありました。そこで会った担任の先生万は、とても子どもたちのことを心配していらっしゃ
いました。 しかし、このときの学校側の立場としては、不登校の子供に対して登校刺激を与え
ないような方針の元で動いていたということも聞きました。
この両者の意見を聞いて思ったことは、家庭の望むものと学校側の方針とが食い追ってしま
っていたのではないかということでした。家庭は、教師の一人の人間としての「元気かい？ J
というような関わりを求めているということがわか りました。つまり、学校と家庭との聞には、
パイプが必要で、学校側の無発進が原因で長ヲ｜く不登校は避けるよう努めていく必要があると
強く感じます。
（発表原稿一部抜粋）

2
. 新たな見方
聞いていた先生方は、「自分たちも同じような悩みを抱えている」と共感して下さったり、
「スケジュールを固定してしまうというのは、全てのチどもに当てはめるべきではないと
思う 。
J「コース制にした方が良いと思う 。Jなどと指摘をして下さったりした。中には、後
で手紙を下さり、「1
4歳だから 1
5歳だからといって、 1
4歳 1
5歳が学習すべきところをや

Jとご指摘いた
るのではなく、彼らが残してきた学習 ・活動に目を向けていく必要がある 。
だいたりした。そのご指摘を「輿譲館Jにもち返り、その通りにするということは出来な
かったが、新しい見方 ・考え方が生まれ、その考え方の基で、子どもにかかわることが出
来た。現在、「聞かれた学校jが、現場に求められている 。今回の発表を通じ「伝え方j を
考えて伝えていくことで、自分の視野が広まり独りよがりにならない教育実践が可能にな
っていくと感じた。学級をもっても、親や地域の方々、他の教師に自分の実践を見て頂く
勇気をもち続けていきたい。
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興譲館での学び
障害児教育専攻

4年 小 島 澄

私は、昨年から引き続き、一年間輿譲館の子どもたちゃ学生スタッフと関わってきた。
つい先日行なわれた旭山登山では、今まで輿譲館に来ていた子どもたちがみんな元気な顔
を見せてくれた。改めて子ども達を見ると、いつのまにこんなに大人になったのだろうと
思わずにいられなかった。出会った頃よりその面持ちも、中身も立派になっていた。
もうエネルギー充電だけの場ではないとして動き始めた昨年の後期。子ども達にここに
きている意味を感じてもらえるような何かをしたい、その何かを今年は追求してきたので
はないかと思う。
今年の冬、興譲館に来ている学生スタッフの企画のーっとして私はハンドベルを計画し
た。誰もが簡単にできて、みんなと楽しめるということでハンドベルを選んだが、音楽に
興味のない子ども達がやってくれるか不安だった。そこで、ベルの本体に音名を書いたカ
ードを貼ったり、子どもたちがよく知っている曲を選んだりして、自分が音を鳴らす場所
「僕、いい jと言っていたが、
を分かりやすく黒板に書いた。初めのうちは「やりたくないJ
曲をやり始めると子ども遠の顔が真剣になっていくのが分かり嬉しかった。この活動で本
当に楽しめたか、子ども遠の中で何かが変わったのかと言ったら決してそうではないと思
うが、思い切ってやって良かったと思う。一つのことをやり遂げる、それはとても大切な
ことだと思うが、その大切さを伝えていくのと同じくらい、子ども達に、いろんなことに
挑戦してみていいんだよ、ということも私は伝えていきたいと感じた。
興譲館で過ごす時聞が学習中心になり始めた頃、子ども達に変化が見られるようになっ
てきた。ペンをもつこと自体に抵抗を感じていた以前に比べ、積極的に学習に取り組む子
どもの姿がそこにあった。それは、英単語や漢字の練習の時、「もう少し練習させて」

f
あ

ーそうだったのかJ（悔しがる）という言葉からも感じられた。私自身も以前より時間を守
ることや、やると決めたことに関しては厳しく言うようになった。昨年、私は子ども達に
厳しく言うことができずにいた。しかし、私の背中を押してくれたのも子ども逮だった。
私は主に漢字のプリントを担当した。少しでも楽しく取り組めるようにと、漢字の成り立
ちゃことわざを入れて作るようにした。子ども達には、夏休み前に少し多めのプリントを
用意して渡した。やってくれたら嬉しいが、家でやるのは大変なのではないかと思ってい
た。しかし、夏休み後、「全部ゃったけど、あんな難しいのできないよ Jと怒られてしまっ
た。その言葉を聞いて、子どもの変化に驚いた。

2年間興譲館に関わってきて、影からの応援になりがちだった私を他のスタッフと同じ
ように接してくれた子どもたちにたくさんのことを教えられた。自分がやるべきことは何
かと悩み、苦しかった時聞があったからこそ目の前の子どもにとって今何が必要なのかと
いうこと、子ども遠の一瞬一瞬をどう一緒に過ごしていくかという責任の重さを感じてき
た。先日の登山で子ども達はみんな良い顔をしていた。子ども遥には興譲館で出会った仲
間をこれからも心の支えにしていってほしいと思う。そして、私も輿譲館での出会いとそ
こで学び得たものを大切にしていきたいと思う。
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4年生になったら…
理数科学教育専攻

4年 小 川 敦 嗣

今年は、興譲館での活動に終始した。去年の活動から見えてきた問題点、改善点を踏ま
えての活動になった今年、昨年とは違った関わりが新鮮だった。
最も楽しかったのは、今年から始まった農作業体験だ、った。今の時代、人が自然、と共に
生きているのだということを実感できる機会はなかなか無い。自分たちで土をおこし、そ
こにできた作物を収穫、調理することを通して自然に生かされているのだと感じてくれた
らいいな、と，思っていた。
しかし、実際に活動が始まると、子どもたちの方が経験も知識も豊富で驚かされた。土
をおこすことも、作物に合わせて土をもったりすることも初心者の僕にとって、子どもか
ら教わることの方が多かった。しかし、僕にとっては、初めて体験することの一つ一つが
新鮮で楽しかった。当初は作物ができるか不安だったが、そんな心配とは裏腹に夏になり
緑の葉が茂りだすとわくわくした。秋になり、イモの収穫をすると本当にイモがなってい
ることに素直に驚いた。この感動こそ、まさに子どもに感じてほしいと思っていたことだ
った。そこに至って初めて、自分が何の体験も無いままに、口先だけだったことを痛感す
ることになったのだった。自分が何の感動も覚えないものを子どもに提示することは難し

l
"
。

きて、 4年になった今年度、最も意識していたのが 距離感 だったように思う。去年
は、見るもの聞くもの全てが驚きと感動であり、率先して活動にも参加した。多くの仲間
に固まれて夜遅くまで議論し、そして泣いた。その感動は一生忘れないだろう。でも…と
考える。 3年生を中心に動き出した「信大 Y0U遊世間 j の中で今までのように、議論の
中心にいてはいけないのではないだろうかと。これは決して言いたいことも言わず黙って
いるという消極的な態度をとるのがいいと言っているのではない。迷った時には、当然助
言をすることも必要になるだろう。しかし、 3年生が 4年生の顔色を伺いながら話し合い
が進むようなことはあってはならないと，思ったのだ。興譲館長の五味測君を中心に、子ど
ものために何ができるかという議論が交わされているのを聞きながら、今年は子どもと関
わることに力を入れようと思った。
そう，思ったのにはもう一つ理由がある。来年からは現場に出ることを考えると今年のう
ちに教科指導面での専門性を付けたいという想いがあったからだ。子どもと向き合うこと
と同じくらい必要なのは、教科の指導者としての教師の力だと考える。そのために勉強を
することは楽しかった。知らなかった世界を知ることは単純に面白い。そのこともあって、
去年と比べるとグンと活動に参加することが少なくなった。もしかしたら、 3年生はもっ
と手伝ってほしかったかもしれないと思うと胸が苦しくもなる。自分のとった行動が正し
かったのか分からない。僕のワガママもあったと思う。だから、どうしてもここで他のス
タッフに掛けたい言葉がある。

F
ごめんなさい。そして、一年間ほんとうにお疲れ様。J
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大切にしたいこと
障害児教育専攻

4年 増 田 美 和

「ねえ。名前なんでいうの？」
「Yくん、いつも呼んでるじゃん。どうしたの？今さら J
「だから、それは名字でしょ？」
「え？ J
「だから、みわって、名字でしょ？ J
「
…！！ 」
「信大 Y0U遊Jの活動で、おそらく私が初めて参加し、そして一番長く続けている、
市内の中間教室での週に l度のメンタルフレンド。通い始めた時からのお付き合いの男の
子に、この春に言われた、衝撃の一言だ、った。 2年問、彼は私を「三輪

ナントカ」だと

思っていたそうだ。新しい子が入室するたびに自己紹介をしていたのだから、何度も私の
「本名jを聞いていたと思っていたのだけど…と思いながらも、実は私は少し嬉しかった。
それは、その子が私に（少なくとも「なんていう名前だろう Jというくらいは）興味を
持ってくれているのだ、と思えたからだ。「おばさん、ゴキプリって呼んでいい？」と、減
らず口はよく聞くけど、この子がこんな質問するなんて…そんな小さなことでも喜びを感
じた。通い始めの頃の私だ ったら、「名前も覚えてもらえてないんだ…Jと務ち込んでいた
かもしれない。しかし、その子の成長を私なりに感じられるくらいの、 2年間という時間
を使って、私はその子とかかわってこれた。継続して活動することのおもしろさを感じた。
「あら一。増田さん ！久 し ぶ り リ
声をかけられ振り向くと、昨年の「鉄腕アトム Jでいっしょに活動させていただいたお
母さんだ、った。今年の虹色アトムは、日程が合わずなかなか参加できないでいる。それで
も、顔を覚えていてくれた。声をかけてく れた。とて も嬉しい出来事だ った。
「広がった友だちの輪…こうしてプラザを通して知り合うことのできた人々との関係を、
これからも大切にしていきたいと思う。J
私は去年の実践記録にこのように書いた。大切に
したいと思っても、思うように時間が取れず、また自分の中に去年できなかった別のこと
もいろいろやってみたいという想いがあったため、どこまで実践できたのかはわからない。
しかし、上に書いたような出来事があると、「ああ。こういう関係を持ててよかったな Jと
思うのだ。子どもとだけでなく保護者ともこのような関係が作れるのは、「 Y0U遊広場」
と「信大 Y0U遊世間Jが、継続した活動の形だからだと思う。継続は力なり。継続する
ってすごいことだなと思う 。しかし、継続は危険な面もある 。やっつけ仕事のように活動を
こなしていない？スタッフの共通理解は？目的は明確？私はこの危険な部分への意識が
年々低下してしまった。 11年も続いてきたことだか ら、そしてこれからもきっと続いて
いくことだから、「ナゼ自分は Y0U遊で活動しているのかjを常に考えなければならなか
ったなと、そしてみんなにも考えてほしいな、と思う。これが私の考える大切なことである。
「信大 Y0U遊Jが、これからも楽しい学びの場でありますように。
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いっしょに、がんばっていきましょう
生活科学教育専攻

4年 事 沼 夏 子

いよいよ、締めくくりの時期となりました o 私にとっては、フレンドシップ事業での活
動においても、大学生活においても最終章をむかえようとしています。私は、この一年間

YOU遊世間の活動にほとんど参加することができていませんでした。そんな私が、あれ
これと述べることはできません。そこで、後輩のみなさんに日頃言えなかった メッセー
ジ を伝えたいと思います。
私が活動をする度に、いつも思うことは 仲間の大切さ です。活動は一人のカででき
ることではなく、仲間がいるからこそがんばれたこと、できたことがたくさんありました。
自分にはないアイデイアで楽しい活動を提案してくれたり、困った時はいつでも相談にの
ってくれたり、一緒にごはんを食べながら話し合ったり、たくさんの時間を仲間と共有し
てきました。その中で、活動を共にする仲間以上の関係を築くことができました。そして、
かけがえのない存在となりました。後輩のみなさんも、こどもたちとの活動について語る
だけでなく、いろいろなことを話したりしながら、すてきな関係を築いていってください。
たくさんの人と出会い、つながりを持つことができるということは、自分の世界がどんど
ん広がり、新しい自分を発見したり、秘められた可能性を見つけることもできるはずです。
私は Y0U遊世間の活動にほとんど関わることがなく、正直に言ってしまうと、 YO U
遊世間が向かおうとしでいる方向さえも、明確に捉えることができずにいました。おそら
く、私のように暖味にしか理解できていない学生や、地域の人々は少なくはないと思われ
ます。地域社会に地域教育力を持ってほしいという想いを地域の人々にどのように伝えた
らよいのか、私自身、明確な答えを示すことはできません。けれども、プレーパークでの
活動を通して、地域の人々に協力を求め一緒になって活動を作っていくうちに、「今度はあ
れをしようよ Jという言葉を聞くこともできました。学生だけでやるのではなく、保護者
の方や地域の方を仲間にして活動の中に引き込んでいくことが大切なのではないかと、考
えます。私は今年大学を卒業し、地域社会のひとりとなります。そんな私にできることは、

YOU遊広場や Y0U遊世間での活動で得たことを生かして、地域社会から何かを発信す
るための起動力となり、地域教育の実現の立役者になることなのかもしれないと考えてい
ます。直接的ではありませんが、遠く離れたところから微力ながらも、 Y0U遊世間の想
いを実現できるように、がんばっていきたいです。後輩のみなさんも、決められた枠にと
らわれずに、自分なりのカタチで関わりながら、想いや願いをかなえていって下さい。が
んばっていってください。
最後になりましたが、いつも元気な笑顔で「おはよう j と声をかけてくださった土井先
生をはじめ、多くの教官方、 長野の父と母 のように暖かく支えてくださった地域のみな
さん、そして活動をともにしてきた仲間たちに感謝の気持ちでいっぱいです。本当にあり
がとうございました。全国各地に同じ想いに向かつてがんばってきた仲間がいることが、
とても励みにもなり、とても幸せなことだと感じています。
これからも、いっしょに、がんばっていきましょう。よろしくお願いします。

‑185ー

臨床の知までの道のり
生活科学教育専攻

4年 那 須 紋 子

臨床の知とは、医師が床に臨むように、実際に現場に立って経験から得る知識のことで
ある。すばらしい情報をたくさん提供してくれる書物やホームページや講演会などがある
が、例えばレクリエーションの本を読み、その本通りに子どもたちとレクリエーションし
たとしても、それを実行する人間や対象とする子どもやその場の条件などが違うと、上手
くいくとは限らなくなる。ただ何かをコピーするだけではなく、何をするにも常に、「その
時のその場のその子に適したもの j を自分で考える臨機応変の能力が求められる。

YOU遊世間の活動では、一回の活動で本何冊分もの情報に匹敵する貴重な経験ができ
るo しかし、だからと言って、ただ活動に参加していれば臨床の知が身じ付くというわけ
ではないと思う。「知jとは理論的に脳に焼きつくことだと思うので、しっかり自分で考え、
その体験の持つ意味を意識化し理解することで初めて「知」と呼べるものになるのではな
いだろうか。
まず意識化するためには反省会や反省文の提出・公開が有効だと思う。何か知るために
は、まず何が分からないかを知ることが必要であるのと同じように、何かを解決するため
にはまず問題点を知ることが必要である。反省会や反省文の提出・公開は、自分が体験し
たことを他人に話したり文章化したりすることで、自分の考えが明確化し問題点が見えて
くるし、自分が意識しきれなかったところも、他の人の意見を聞いたり読んだりすること
で自分の問題として意識化することもできるのでとても有効だと思う。私は、去年の田植
えの反省会で、小学校低学年の R君が用水路で遊んでいるのを、私は注意したのだが、彼
はきかず反抗的な態度をずっととっていたことを問題として意識化していた。そして今年
の田植えで開会式中に同じ状況を目にじたのだが、去年のことを思い出しながら注意する
ことをためらっていた。すると R君が用水路に大きな石を落とし大きな音をたてた。去年
までの私なら、「こらこら、開会式中はちゃんと話を聴いて静かにしなきゃだめだよ。 j と
注意していたが、今年は「大丈夫！？怪我はない？危ないからやめて話きこうか。」と言っ
ていた。すると R君は、納得したように言うことをきいてくれたのだ。このことで、子ど
もは自分への愛を感じる言葉には反応してくれるのだということが分かり、その体験の持
つ意味が理解できた。しかし、このように体験したことを意識化するだけで理解すること
ができれば良いが、そうはいかないケースもある。数時間一緒にいるだけではいつまでた
っても魚類としか理解できない鯨は、勉強することで実は全く異なる鴫乳類だと初めて理
解できるように、知識が必要な場合である。特に幼児や障害児がそうだと思うが、どんな
子どもに対しでもカウンセリングなどの知識は必要だし、知っているかいないかで、−鯨を
魚類として見るか晴乳類として見るかくらいの違いが出てくることもある。ただ軽く臨床
体験と言っても、自分でしっかり勉強し考え反省して解決の糸口を探る体勢をとることは、
床に臨む者の資格として、臨床の知への道のりの切符代わりになっているのではないか。
このように、体験を活かして臨床の知を積み上げていくことが Y0U遊世間の意義であ
り、時間を見つけて毎回、勉強・反省を徹底していくことが今後の課題だと考える。
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人との出会いの大切さ
生活科学教育専攻

4年 藤 岡 恵 美

新しい場所へ踏み出すことはとても勇気の要ることだ。大学に入ってから 2年間、その
恐怖というべきか、不安な心に勝てずにいた。大学には与えられた場所がない。自ら自分
の居場所を見つけていかなければならない。ただなんとなく過ごす日々はそれなりに楽し
かったが、高校時代まで感じてきた満足感や達成感を得られることが出来なかった。
毎日の生活に対し充実感をもてるようになったのは、「信大 Y0U遊広場Jを始めてか
らだ。正確にいうと、「信大 Y0U遊広場Jを始めてちょうど 1年が経った時に、充実し
ていたなと感じた。「信大 Y0U遊広場」の活動に出合ったのは、 2年間ずっと感じてきた
虚無感から抜け出したいという気持ちがピークに達した時だ、った。不安もいっぱいだった。
しかしその中で、たくさんの人々とのすばらしい出会いがあった。子どもたちはもちろん、
その保護者、地域の人たち、そして多くの仲間に固まれていた。
はじめて子どもたちと関わった時、わけがわからなかった。ただ遊べばいいと，思ってい
たのに、その遊ぶことが出来ない。子どもたちの後ろを追いかけて終わった。 2 回目は子
どもたちの前で話す機会があった。予想通り子どもは見向きもせず、大声をはりあげて声
がつぶれた。出来ない自分を認めることがくやしかった。恥ずかしいとさえ思った。そん
な私を仲間は受け入れてくれた。「くやしかったね。でも最初はみんな同じ思いをしている
よ。恵美も出来るようになるよ。 j一生懸命話を聞いてくれて、そしてそう言ってくれた。
子どもたちから逃げずに向き合うことができたのは、この言葉のおかげだ。きちんと自分
自身で等身大の自分を受け入れることができた。そして、仲間の姿から子どもたちの関わ
り方を学んだ。真似していくうちに、自分なりの関わり方を確立していけた。一方で、私
は人に相談することが億劫になった。それはだんだん意地のようになっていたが、ふとし
た時に仲間の手助けをもらう占みんなで準備すると、活動のことを思いわくわくしたり、
もっとよくしようとする気持ちが生まれた。時には意見が食い違い、言い争いになったこ
ともあるが、それを解決することによって相手の考えを認め、視野を広げることができた。
お互いの考えを納得するまで何時間も語りあうことが「信大 Y0U遊広場j では精一杯で
きた。ここでは悩むことも泣くことも笑うことも、そして感動することも精一杯できた。
1年間活動をやり終えた時、子どもたちの保護者の一人が私の成長を認めてくれた。私

たちが来ることがとても楽しみだったと話してくれた。学生と子どもと保護者、地域の人
たち。みんなで作り上げた活動。昨年「信大 Y0U
遊広場Jのープラザ「おでかけプラザj
でやってきた成果が、今年「信大 Y0U遊世間 j と名を変え、大きく生まれた。
「信大 Y0U遊広場Jそして「信大 Y0U遊世間」での 2年間。悔しくて泣いたり怒っ
たり悩んだり、そして笑ったり感動したり・・・。たくさんの新しい自分の発見。人との関わ
りの中でしか見つけられなかったことがほとんどだ。人ってすごいな。あったかいな。
自分を成長させてくれる何よりの方法は、たくさんの人たちとたくさんの話をすること、
関わり合うこと。「信大 Y0U遊世間Jではそれが精一杯、納得いくまでできる場所だと思
う。後輩のみんな、多くのすばらしい仲間に出会ってください！！
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経験した私からこれからの私ヘ
教育実践科学専攻

4年 篠 原 真 美

私は第一期・第二期 Y0U遊広場の活動に参加して、自分たちのやりたいこと、新しい
ことを考え、工夫し、みんなで協力して何かを作る楽しさを感じてきた。だが当然難しさ
を感じることも多く、なんで上手くいかないのだろうか、多くの人々が一つのことに取り
組む時に必要なものは何なのだろうかと考える機会が何度もあった。第一期・第二期の活
動を通して感じたこれからの活動をよりよいものにするために必要なものは何か、 YOU
遊広場に参加した私からこれからの私への提言の意味も込めてまとめてみたい。
第一期と第二期の一番大きな違いは最初か最初でないかにあると思う。第一期の場合、
なにしろ新しいのだから参考にするものはあっても前例はないのが通常である。白紙なの
だから自由に書き込むことができる。しかし白紙の状態から始めるので大変なパワーが必
要になる。一方、二期には一期という前例があるのだ。ある程度の枠ができているだけに、
いくらご自由にと言われでも一期に比べ不自由になる。しかしその枠を作らなくていい分
のパワーを内容に注ぐことができる。そうしてどんどん内容は充実していくはずなのだ。
しかし、そのときに目的がはっきりせず一人一人の力が違う方向に向いていたら、せっか
く多くの人が集まっても思うようなパワーが出なくなってしまうだろうし、それどころか
人がなかなか集まらないのではないだろうか。そして私自身は、一期に比べて二期では何
をどうしたいということより、次は何をしなきゃいけないかということに意識がいってし
まったように思える。そのために、どこか一期のような勢いが少しなくなってしまったよ
うに感じるのだ。
人が行動を起こすとき、そこには必ず目的や目標がある。目的がはっきりしない行動を
起こすことはとても難しい。ゴールがどこにあるのかわからない時に、ゴールを目指すこ
との難しさを想像すればわかるように、これは当然のことである。特に、集団で何かに取
り組むときには、何をするために集まっているのかが一番大切ではないだろうか。
これからも Y0U遊世間でさまざまな活動をみんなで力をあわせて作り上げていくと思
うが、その活動をより多くの人に知ってもらい大きな活動にしていくために、また集まっ
た学生の力を 2倍にも 3倍にも活かすために、活動の目的や意義を話し合う時間をもっと
大切にしていくことが必要だと思う。
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コミュニティーの一員としての「信大 Y0U遊世間」
生活科学

4年 秦 千 暁

1.はじめに

7年間続いた「信大 Y0U遊サタデー Jを受け新たな装いでスター卜した「信大 YOU
遊広場J
。 2年間の実績のもと、今年度からは「信大 Y0U遊世間Jがスタートした。 広
場

から

世間

になった狙いは、大学は大学だけで殻に閉じこもっていてはだめでこれ

からは地域に開かれた大学を目指していかなければならないと聞いた。

世間 とは単に大

学の周りの社会を言うのではなく、その地域の小中学校やそこに住んでいる住人、自然条
件、そして大学も含めた地域の望ましい姿としてのコミュニティー＝
える。

世間 であると考

2
. 町並みの会の人々との交流

0
0
3に参加しているときは子どもたちとの触れ合いが主で、当 日はお手
町並みフェスト 2
0
0
3に至るまでには様々
伝いのお兄さんお姉さん的な立場だった。しかし 、
町並みフェスト 2
な打ち合わせ ・準備等が多々あった。事前の打ち合わせに何度か参加させてもらったが、
学ぶべきことがたくさんあった。まずは打ち合わせのテンポがよいこと。そして打ち合わ
せに参加している人たちは自分の役割をきちんとこなしていること。町並みの会を構成し
ているメンバーは仕事をしている方々なので、週 l回ぐらい、夜七時から。限られた時間
の中で効率的に話を進めるためには、仕事を任された人聞が責任を持ってこなすことがと
ても大切である。そして町並みの会の人々との交流を通して一番印象的だったことは、私
を一人前の人間として接してくれたことだ。大学生は、大人の中に入ればまだまだ世間知
らずの半人前として扱われることが多い。しかし、町並みの会では大学生も社会の一員で
あるし、もちろん、町並みフェストに参加する小学生の子どもたちも社会を構成する立派
な人間であるという気持ちが伝わってきた。社会を支えているのは大人だけではない。そ
こに住む全ての人々、自然環境、歴史等によって社会は成り立っていると感じた。

3. おわりに
大学自体も単なる教育機関としての役割は終わり、社会の一員としての大学となり地域
との共生を目指す時代になっている。そのためには聞かれた大学、地域と共に歩んでいく
大学ということを自らピ一アールすることが大切となる。その先駆けとして「信大 YOU
遊世間」があり、信州大学教育学部というものが、そして「信大 Y0U遊世間」が徐々に
世間 に認められてきていると感じる。
町並みの会の人々との交流でたくさんのことを学べたのは、自分が先頭に立って活動に
参加 してきたからだと思う。既存の活動に参加 し、リーダーの下で活動に参加することで
も学ぶことは多くある。だが新しいものを 開拓 し、自分が中心となってやれば得るものは
もっとあるはずだ。 Y0U遊世間の活動に参加しただけで満足するのではなく、自ら学ぶ
という姿勢を忘れず、そのためには労力を惜しまないでほしい。勇気を持って一歩踏み出
せば、これまでとは追った世界（＝世間）が見えてきて、更なる成長ができると信じてい
る
。
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4学年としての役目
理教科学教育専攻

4年 花 村 尚 美

今年度、私は「信大 Y0U遊世間Jの活動にあまり参加できなかった。いま、そのこと
を大変反省している。それに気づいたのは、 12月 6日の fYOU遊フェステェパルjと「シ
ンポジウム jの企画・運営をみたときである。 3年生中心で進めている中で、 3年生が様々
な点に悩み、どうしたらよいのか分からずにいる姿があった。そのとき、私は、「今年後輩
を育てることをしてこなかった。悩んでいる点のいくつかは一度ゃったことのある人が教
えていく部分でもある Jと反省し、それらの準備のときには、できるだけ関わるようにし
た
。 3年生には、本当にすまなかったという気持ちでいっぱいである。
この今年の私自身の反省をふまえ、今の 1〜3年の人たちが 4年にな。ときにお願いし
たいことがある。その内容は、次に挙げる 2つである。

lつ目は、 4年生が 2〜3年生の活動を見守り、一緒に参加しながらも、悩んでいる点や
気づいていない点があったときには、適切なアドバイスをしてほしいということである。
その理由は、 3年生が中心となって活動を進めていくことには問題ないけれど、一つひと
つの活動を反省するときに重要な意味を持つと思う。それは、昨年中心的に活動をやって
きた 4年がいることで、 2、3年生が気づかない部分を指摘することができ、後輩を育てる
ということにつながるからである。また、 4年自身も 2、3年生の反省点や課題部分をきく
ことで、自分が気・づかなかった点を学ぴ、これから活かしていくことができる。つまり、
ともに活動をする学生同士で、後輩・先輩関係なく、人として互いに成長していく場にな
るからである。

2つ目に、後輩のしている活動を観て、自分が今までやってきた活動を振り返り、自分
の活動を観
の成長を自分で認める機会にしていってほしいのである。「信大 Y0U遊世間J
て、彼らの感想や反省を聞いてみると、それが、かつて自分も悩んでいたことや考えてい
たことでもあることに気づく。そして、当時、自分が分からなかったり、どうして良いか
悩んだりした点が、いまの自分は、自分なりの考えを持っていることにも気づくと思う。
悩んでいた頃の自分を、後輩の中にみながらも、自分はどういう活動の中で、いまの考え
を獲得してきたのか、どうやって疑問点を解決したのかを振り返り、自分が成長したこと
を認める機会にしてほしい。そして、同じ悩みを持っている後輩に、すべて教えるのでは
なく、問題点の解決のヒントやアドバイスをしていってほしい。

4学年として、授業や卒業研究、教員採用試験の勉強などにも忙しいけれど、自分自身
を成長させていくために、また後輩を育てるということを考えて、名前だけでなく、「信大

YOU遊世間 Jの活動に継続して参加をしていってほしい。そして、そこで自分を成長さ
せてくれた地域の方々やともに活動した仲間に感謝し、お互いに尊重しあえる関係をつく
っていってほしいと願う。
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V
I
l
l
. 「信大 Y0 U遊世間」と

実践的指導力に関する考察
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其の身正しければ令せずして行わる
一第 1期

t
r
言大 Y0U遊世間j運営委員長としてー
丸山大輔社会科学教育専攻

3年

1
. YOU遊との出会い
教師という夢を抱いたのはいつの頃であっただろう。小学校 4年の文集に教師になりた
いということを書いていることから、少なくともその頃には明確に教師を意識していたこ
とがわかる。いつの事であったか、ある時、「信大 Y0U遊サタデー j の記事が目に止まっ
た。机上の学問だけでなく、大学の講義以外で実際に子どもと関わることを目的とした活
動が信大で始まったといった内容であったと思う。それを見た時、これだと J
思った。当時、
私は教師になれるならどこの大学でもかまわないと思っていた。ただ、私が教師を目指す
きっかけとなった小学校 l年から 4年までの担任の先生が信大教育学部を卒業されていた
ことから、単純に信大を目指していた。教師になるための勉強はどこの大学でもできるが、
教師を目指す者としての人間性を高めることのできるのは信大しかないと思ったのだ。

2
. 空白の 1年
教師を目指した時から私は中学、高校と学問力以上に自己の練磨を課題として、その場
を追い求めてきた。その目的を達成するために選んだ場は、中学では、部活や生徒会であ
り、高校のときは校風委員会、応援団であった。特に応援団での経験は現在の私のすべて
とも言える経験であった。大学受験に合格し、これからが本番と、意気揚々と大学生活を
始めた。しかし、 l年次の私の生活はそれまでの充実した日々のようにはなりえなかった。
その場を積極的に求めなかったことや、日々の授業に価値を見出すことができなかった私
の責任ではあるが、この 1年間は自己の練磨どころか、それ以前であり、私は無駄に時間
を浪費してしまった。

3
. 衝撃と目覚め 〜 f
興譲館Jとの出会い〜
2年になり、キャンパスが長野に移ると真っ先に「信大 Y0U遊広場j の説明会に参加
した。私の大学生活はここから始まる、という新たな決意を胸にどの活動にするかを考え
た。第二期の活動には学生の個々のニーズを満たす活動がそろっていた。そんな中、私は
興譲館という活動に興味を持った。以前から不登校に興味があったわけではなかったが、
この活動は土自の活動ではなく、平日で空きコマに活動に参加でき、平日は輿譲館の活動、
土日は他の農場などの活動に参加できると，思ったのだ。昨年度の興譲館の活動は、毎週水
木金曜の 9
:00から 19:00までの活動で、反省会は金曜の夕方から深夜にかけてであった。
初めて活動に参加したその週の反省会に参加した。今思えば、私が運営委員長として現
在に至っているそもそもの、そしてすべてのきっかけがこの反省会であった。自己紹介の
後に始まった反省会で私は大きな衝撃を受けた。反省会では子どもたちのこと、 1日の活
動について、自分たちの対応について、それぞれの教育観など、先輩方の白熱した議論が
夜遅くまで行われた。その様子は、喧嘩しているようにも見えるほどであったが、先輩方
はお互いを本気で憎みあっている様子ではなかった。私は、居場所がなく部屋の隅で、小
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さくなりながら、自分の胸の奥から熱いものが湧き上がってくるのを感じずにはいられな
かった。こんなに真剣に、熱く、子どもたちの事、教育について語れる先輩方を自の前に
して、こんな人が集う活動ならきっとなにか学べるはずだ、こんな先輩方と一緒に活動し
ていきたい、そんな先輩みたいに自分もなりたいと強く思い、私が学ぶべき場所はここだ
と、この反省会で確信した。

4
. 苦悩
それからの毎日は、興譲館漬けの活動であった。空きコマはほとんどすべて興譲館の活

9時まで 1日を共に過ごしてきた。子
動に参加し、一番遅くに帰る子とは、本当に朝から 1
どもたちとも徐々に打ち解け、先輩方とも仲良くなり、興譲館が私の居場所となっていっ
た。しかし、活動をすればするほど、子どもたちは実に 1年の 4分の lを私たちと過ごし
ているという現実、不登校ということを感じさせずに明るく興譲館に毎回通ってくる彼ら
を前に、ただ時間だけが過ぎ、そして結果的に何もできていない自分、そして、それに気
がつかず、興譲館が楽しくでしょうがない、ここが居場所だといった浅はかで、浮ついた
気持ち、不登校の子と接することで自分の経験幅を拡大したい、などという自分主体の考
え方をしている自分に気がついた。そんな私とは違い、ここにいる先輩は自分の成長だと
か、自己の利益など、まったくといっていいほど考えていない。すべては興譲館に通う子
どものためであり、見返りを求めているわけではない。だから、仲間同士で衝突し、喧嘩
に近い話し合いができるのに、終われば普段通りの仲間に戻れる。この活動の主体は、子
どもであり、ここに集まる不登校の子たちへの共通の想い、活動の目的、目標に向かい、
お互いを尊重し合えているのだ。それなのに自分は・・・。それからは、毎日悩み、日が
経つごとに、責任の重大さ、そのプレッシャーに押しつぶされそうな日々が続いた。そん
な中、反省会では、先輩、後輩関係なく侃々誇々の議論から何回も衝突し、自分たちがで
きる最良の方法を検討し、実践、反省を繰り返していった。不安で押しつぶされそうにな
りながらも、多くの仲間と支えあいながら活動を続けることができたように思う。

5
. 運営委員長として
このような 2年次の体験から、最初は興譲館長となろうと考えていたが、それよりも全
体の活動を見ていきたいという希望から、今年度の運営委員長をやろうと決意した。

(1）「多士済々（たしせいせい） J（優れた人材が豊富なこと）
発足から現在に至るまでの経緯を思い起こせば、困難の一言に尽きる。発足のために集
まってくれた仲間は昨年度の運営委員に比べ、大幅に少なかった。私は 2年次の 1年間は
興譲館の活動にしか参加できず、他のプラザの子とのかかわりはまったくと言っていいほ
どなかった o 加えて、学校内で Y0U遊広場に関わっていなかった友人もほとんどいなか
ったので、私は人伝の人集めはできず、本当に発足できるのか不安な日々が続いた。ピラ
を配ったりもしたが、まったく人は集まらなかった。そんな時、土井先生の「今いる人で
出来ることをやりましょう。Jという一言に私は助けられた。確かに人数は少ないが、今年
度で考えうる最も「信大 Y0U遊世間jの活動に必要な仲間が集まってくれたように思う。

(2）「泣いて馬設（ばしょく）を斬る J（全体の秩序を守るために、部下を切り捨てること。）
そんな来年の活動に向けて、立ち上げの協力をしてくれた仲間の中で、全体の活動方針
との違いから、昨年度のふれあいプラザを引き続きやりたいという想いを抱いていた友た
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ちを活動の方向性の違いからその活動を切り離すこともした。しかし、ふれあいプラザを
引き続いて立ち上げようとした仲間は、 Y0U遊の枠組みから外れはしたが、サークルと
して活動を立ち上げ独自にメンパーを集め、今年度活動をしてきたようだ。 Y0U遊の活
動とは違い、サークルとしての制限や、逆に自由になったことなどあったことと思うが、
教育学部にそのような動きが出てきたことは一つの成果であると思う。
(3）活動の変化からの歪み
もう一つの私の実践記録に記したように、今年度の活動は、昨年度までの活動との変化
が大きく、定例会もいままでのように昼休みではなく、今年度から試験的ではあるが火曜
の 5コマに設定した。これは、授業として活動をしていくことがそのまま単位となってい
たいままでのような形態ではなく、 lコマ 90分という時間を有効的に使い、他のプラザと
の交流を深め、それぞれの活動の準備の時間とし、活動とその振り返りをしっかりと共有
できる場というものを授業時間に確保することで得ょうとしたのである。このことによっ
て、今までお昼休みには来ることができた人が来られない、授業が入っている人が来られ
ない、場所が梅の部屋ということで入りにくいといった意見があった。しかし、今まで来
られていた人が来ることができないという問題は、今年度の活動目的、内容などから考慮
コマに来ることが出来なくても活動には参加することは今までど
していただき、火曜の 5
おり可能とした。これは、授業科目である「社会体験実習 jの単位をすでに取得した方へ
の配慮である。定例会は来られない方を排除するといった意味合いの時開設定ではなく、
単位を修得されていない方は他の授業と同様に、時間割を工夫していただくことでご了承
頂いた。梅の部屋に入りにくいといったことに関しては、こちらの対処の方法がないため、
ご容赦いただきたいということにした。
さらにこれらの原因に加え、運営委員長としての私の力量と社会力、人間力不足から、
例年多くの学生が参加する活動であったものが、運営委員の人数と比例するように、激減
した。活動内容の変化、雰囲気の変化から、入りにくい、という声が例年以上に多く聞か
れ、さらには、私の態度、性格に問題があるとのご指摘を頂いたが、どうしたらよいのか
わからず、そのまま l年が経ってしまった。このことから何か活動をするにもプラザごと
の人集めがその度にプラザ長の負担となってしまった。申し訳ないとしか言えない私であ
った。しかし、プラザ長の努力で活動が動き出し、何とか今年度を終えることができた。
今年度の活動で私は何か事を成したわけではない。今年度は運営委員の仲間の努力、活動
を成功させたいというそれぞれの想いがあったからこそ成り立った活動であった。

6
. 自分への戒め
今年度の活動で私が成した事はほとんど皆無だが、全体の長である運営委員長の仕事を
務めるにあたり、自分の心に戒めとして心に刻んでいたことをまとめることで、私の実践
記録とし、私が残すメッセージとしたい。

(1）実るほど頭を垂れる稲穂かな
私が形式的には全体の長として上に立つ立場になると決まったときから意識している言
葉？ある。あえて述べることではないが、この活動に偉い偉くないという立場の違いはな
い0 ・しかし、運営委員長として、活動の代表としての私は常に「謙虚さ」というものを忘
れてはならないと思っている。運営委員長をやったからといって、 Y0U遊の活動をやっ
てきたからといって、やっていない人と比局、それを競りにしてはならないし、そもそも
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騒りになるものではない。 もし、先輩、後輩、仲間の中でこの活動を騒りとして捉えるこ
とがあったならば、そのときはこの活動は終わるときであると私は考える。それは、この
活動が自己の社会力、人間力を鍛える場であるからだ。確かに、 Y0U遊の活動をやって
きた、あるいはやっているというと、フレンドシップ事業という点から見れば、全国で最
も長い、今年で 10年という伝統を持つ活動である。そのため、様々な場に行くと、信大の

YOU遊の活動の長と名乗るだけで、一定の評価を受けたことがしばしばあったが、決し
てそれは私が認められているのではない。 1
0年という歳月をかけて培われて きた先輩方の
おかげであって、私の活動ではない。私の評価が出るのは、目標である教師となり 、私と
ともに歩んでいく子どもたちが出してくれる、そんな先のことであろう。

(2）其の身正しければ令せずして行わる
この原稿の題にもなっているこの言葉の意味は、「上に立つ者の行いが正しければ、命令
）ということである。これは、前述した高校
しなくても万事がうまく運ばれる。 J（『論語J
の応援団で先輩方から叩き込まれたことである 。わが母校、長野日大高校の応援団の大き
な仕事 は 2つある。 lつは野球の応援、もう 1つが新入生の指導である。入学から約 1ヶ
月応援練習と宿泊研修を応援団は学校側から任され、そこで新入生が高校生としての自覚
が持てる よう指導するのが伝統である。そこで、上に立つ応援団の心得として叩 き込まれ
たのがこの言葉である。「何事も事を成そうとするならば、自分自身が努力をしなければな
らない。それが上に立つ者であったなら、なおさらである 。 自分が上の立場だからといっ
てそれに甘んじ、努力を怠るような人物に事を成すことは出来ないし、誰もついて こない。
そんな人からの指導は反感を生むだけである 。見た人が、上に立つ者の姿をどう受け止め
るのか、その人の人間性が問われる。他の人に、こうしてほしいといった願いがあるなら
まず自分が手本とならねばならない。 自分ができないこと、やらないことを他者に求めて
はいけないし、無駄である 。上に立つものが自己を鍛え上げ、その精神を忘れず、自己を
練磨し続けたなら、命令することもなく人はついてくるものであり、何事も成功する。 J
この教えは教師を 目指す自分に常に言い聞かせている。運営委員長という立場を履き違
運営委員長としての誇り、
えた自分には絶対になりたくない。第一期 「
信大 Y0U遊世間 J
プライドは大切にし、それを騎りにすることなく自分への戒めとしている。

7.おわりに
今年度の活動のキーワードは地域貢献でした。その言葉どおり今年度の活動が無事成功
したのは一重に地域の皆様、地域の子どもたち、保護者の皆様、支えてくださった諸先生
方、多くのスタッフ、そして何よりも土井先生のお蔭です。本当にありがとうございまし
た。地域の皆様と信大生による地域教育の新たな方向性が見えてきた 1年間だったのでは
ないでしょうか。未熟で不勉強な私が 10周年の区切りの年に、第一期「信大 Y0U遊世間」
の運営委員長としてここまで支えていただいたことをこの場をお借りしまして、御礼申し
上げます。ありがとうございました。ここで学んだことは、私が教師となった暁には、必
ず子どもたちへ、さらに学校から地域社会へという形で還元していくつもりです。これか
らの教育は、学校のみではなく、地域社会と連携して行っていく必要があります。それを
自覚した教師と、地域社会のご理解とご尽力を賜り、これからよりよい社会を築いていけ
る子どもたちを育成していくことこそ、教師を目指す一人の大人としての私の使命だと思
っております。 これからも 、「信大 Y0U遊世間」の活動をよろしくお願いいたします。
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私にとっての臨床経験活動の意義
ーザ OU遊世間の活動を通してー

藤田優子生活科学教育専攻

3年

1
. 第一期 Y0U遊世間発足までに
私は、 2年生の時の 1年間、第 2期 Y0U遊広場の多くの活動に関わってきた o それら
の活動を通して先輩や、周りの人の姿から多くのことを学んだ。次の年の活動について話
し合うときに、それまでの 1年間の自分自身の活動を振り返ると、とにかくいろんな経験
をしてみたい、どんな活動も楽しくて仕方ない、という気持ちであったことに気付いた。
何事もやってみなくては分からない、と考える経験重視であった自分に改めて気付いた。
多くのことを経験したにもかかわらず、その活動一つ一つに関わることだけに満足し、次
の活動に移るときに「自分は何を学んだか、活動前と比べて自分の気持ちの中で変化はあ
ったかj などということはあまり考えずにどんどん次に進んでしまっていたことを反省し
た。これからは、自分にとって課題を見つけられるような活動の仕方にしなければ、私に
とっての 2年目のこの活動を有意義なものにできなくなるかもしれない、という考えがあ
った。そしてそのことは、私だけでなく他の学生にもあてはまることで、それは Y0U遊
の活動を一人一人が有意義なものにするために必要なのではないか、という思いがあった。
また、基本的には学生の有志の活動であるが、中心になって活躍するその頃の先輩方の
姿や、自分の部活動での経験から、「楽しい、やりたいj と思ってやり始めたことが、「義
務Jになり、やがてそれが自分自身への「負担Jになっていくと、本人にとってもその周
りの人にとっても辛いのではないか、という思いがあった。その頃、次の年の活動を考え
ているメンバーはみんな、行動力があり、これから頑張っていこう、という思いに沸いて
いた。しかし、一つの活動をやっていくには、一人でできるものではない。「楽しい、やり
たいJと，思ったことが「義務Jとなり「負担j にならないようなパックアップ体制も必要
であると，思っていた。
このような思いと自分自身の状況から、全体的な視点で見る、運営に関することをやっ
ていきたい、と考えた。これから新たな活動をしていこうとしているメンバーは、その活
動に夢中で、そんなときは誰しも周りが見えなくなる。だけど、それは当然のことで、リ
ーダーシップをとって夢中で活動しているからこそ、そこに集まる子どもやスタッフのこ
とを一番よく分かつているのだ。しかし、そのような中でも、違った見方、一歩引いて見
れば、もし行き詰まったときでも別の視点から物事を見ることができるのではないだろう
か、私はそのような立場でいたいと思い、副運営委員長になることになった。

2. 私なりの Y0U遊世間への関わり方
2年生の 1年間の活動と、その後の自分自身の振り返りによって「臨床経験だけではい
けないJという思いが強くあった。しかし、自分自身がその考えに至るまでには多くのこ
とを経験してきたからであるが。そして、「活動・体験したから分かること J「体験だけで
は分からないこと Jがあることに気付いた。それをうまくつなげて、自分自身の成長を感
じられるようにするにはどうすればよいだろう？それが私自身の課題の一つであった。終

‑197一

わった活動を振り返るのは、面倒なこと 。まして新しく入ってきた 2年生にとっては「ど
うしてそんなことをやるのだろう？」と思うかもしれない。活動全体の中では振り返るこ
とができなくても、どこかでそれを少しでも考えるようにしよう、と思っていたが、結局
はなかなかそれを続けることができなかった。
また、私は第一期 Y0U遊世間発足のときの気持ちとは裏腹に、前期の授業が始まると、
自分の授業の都合や、 3年生という立場から、研究室、分野では中心になって活動しなけ
ればならないことが多 く、その役割を十分に果たすことができないでいた。 しかし、ある
とき、土井先生の言葉にとても励まされたことがあった。それは「あなたにしかできない
ことがありますよ 。
Jという言葉だ った。なかなか活動に参加できないのは仕方ない、と自
分の気持ちの中では割り切っていたが、先生のその言葉を聞いて、自分自身の心が救われ
たような気になった。それからは、自分ができる範囲で、できることをしよう、という新
たな気持ちになった。

3.第 3回 Y0U遊フェステ ィパル を通して
後期の授業に入り、私はもう既に Y0U遊フェスティパルのことが頭にあった。昨年の
第 2回Y0U遊フェスティパ jレでは、研究室で講座を出し、その反省会では感動のあまり
大泣きしてしまい、とても心に残る活動だった。そのときの思いが 2年目も Y0U遊の活
動に関わろう、という気持ちにつながった出来事であった。今年は運営委員のメンバーと
いうこともあり、最後の活動として、自分ができる限りのことは頑張ろうと思っていた。
また、今年で Y0U遊の活動が 1
0周年ということもあり、今までとは造って午前が子ど
もとの講座の活動、午後は学生シンポジウム。 この 2つを運営委員会のメンバーで作って
いくことになった。私は、主に午前の Y0U遊フェステイパルの裏方として、実行委員長
の補佐的な役割でいようと考えていた。 これまでの活動の経験から、活動の長（この場合
実行委員長）は全体的な視野で物事を見ていないといけないという思いが私の中にあった。
だから、実行委員長が全部動いて進めるのではなく、全体に指示するということが主な役
目であるので、私がどんどん動いていこう、と大ハリキリだった。 しかし、そう思ってい
たのもつかの間。 シンポジウムの方もあるので、運営委員のメンバー全員がフェステイパ
ルの準備ばかりはできない。去年の先輩の記録や話を聞くと、裏方の仕事は想像以上に重
要で、細かくて 、多かった。これらをやり遂げた先輩の偉大さをすぐに実感した。 そう思
うだけで気が重くなり、なんとも 言 えない重圧で、本当に自分たちにできるのだろうか、
と不安になってきた。 しかし、私の周りを見ると、頑張っている実行委員長や運営委員の
メンバー、フ ェステイパル直前になると、遅 くまで準備をしている講座長をはじめとする
スタ ッフの姿に後押しされるように、私もみんなと 一緒ならできる、と勇気が沸いてきた。
第 3回Y0U遊フェスティパルの準備を行うにあた って、私を影ながら支えてくれて、何
かと頼っていたのは 4年生の先輩方であ った。直前にな って何かとお願いし、助けていた
だいたことは本当に感謝しきれない。 そして、何より、 一緒にフェステイパル ・シンポジ
ウムを実行した運営委員のメ ンバ一、私のお願いを嫌な顔をせずに引き受けてくれたこと
を本当に感謝したい。
苦労を共にしたからこそ分かり 合 える部分はたくさんある 。そして、
松本から朝早 くから来て くれた l年生スタッフ や大勢の人の協力があ ったからこそ、成功
したと 言 える 。 この体験は私にと って、次への自信にもつながる活動であった。

︒
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4. 臨床経験活動で学んだこと

2年間の Y0U遊広場 ・世間の様々な活動や、特にプレーパークの継続的な活動によっ
て、私自身は、本当に子どもが好きであるということ、そして、小学生の頃から抱いてい
た夢「教師になりたいJという目標にただひたすら走っていた自分自身への疑いの念（本
当に教師になりたいのか？という気持ち）が全てとはし、かないが、「やはり、教師になりた
いJと気付くことができた。そして、多くの仲間や地域の方、子どもと関わることで得た
ものは大きい。多くの人と出会うということは、その人と自分自身との違いに気付くとい
うことであり、自分の長所・短所を見つけるきっかけになる。 そしてそのことは、自分を
見つめ直すことになる 。そうすることによって、自分自身が成長していくのではないかと
考える。
また、 Y0U遊世間の活動では、教育や子どもについて熱く語れる仲間がいる。多くの
人が教育についての意識が高く、それだけ自分も刺激される場にいることができるのであ
る。（しかし、ここで注意しなければならないのは、同じような考えの人聞が集まっている
場合が多く、ついつい自分たちの意見が正しいと思いがちになるが、決してそうではない
と常に心に留めておかなければならない。）そして、活動に参加する子どもの保護者にして
も、教育への意識が高く、話を聞くだけでも勉強になることが多かった。
ねは、生活科学教育専攻であるので、この活動をしていなければ、上井先生と話をする
機会はほとんとεなかったと思う 。先生との関わりの中で学んだものもとても大きい。その

r

中の一つに 、 f
a
c
et
of
a
c
eでのコミュニケ ーションの重要性Jである。何かを伝えるとき
に、人づてなどでは、ちょっとしたニュアンスの違いから生じる誤解が起こったりする。
お互いが嫌な思いをしないためにも、きちんと自分で話をすることが大切であるというこ
とを学んだ。そして、「人と人とのつながりの大切さjもそうである。私はこの 1年間の自
分自身のさまざまな活動において、多くの人と知り合うことができた。そして困ったとき
には助けてくれる友人もたくさんいることに気付いた。そのような周りの人とのつながり
は、私にとってかけがえのないものである 。
何よりも大きな学びは、多 くの活動をする たびに、少しくらい知識を多く詰め込んでい
て分かったような気になっていても、一度外に出て活動してみると、あらゆる場面で自分
の小ささや無力さに気付くということである。それは教師を目指す私にとって、とても重
要なことではないかと考える。というのは、教育実習中、附属長野小の中村芳人副校長先
生のお言葉の中に、「教師はついつい子どもを教えるという立場から、自分自身が未熟であ
るというのを忘れ、全て自分が正しいという気になってしまう。」というお話を聞いたこと
があった。常に自らが学ぶ姿勢でいるということは教師になる、ならない、にかかわらず、
人間として成長するかどうか、ということでも重要なことではないかと思う 。
このように、 Y0U遊世間の臨床経験活動を通して、人間性を養うことができたの では
ないかと考える。

5.臨床経験活動の意義
私は、教師になりたいという夢があり、信州大学教育学部に入学した。1年生のときは、
その夢があるにもかかわらず、授業は全く違った一般教養。早く実践的なことがしたい、
という思いがあった。そして 2年生で教育学部に来て、出会った Y0U遊の活動。こうい
う実践的なことがやりたかった、という思いで経験・体験重視の 2年生の l年問。そこか
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ら、多くのことを学び、次の謀題を見つける こと、活動の後の振り返りの重要性に気付く 。

P
l
an （計画） ‑Do （
実行）‑
Se
e
活動の後に自分を客観的に見つめ、次への課題を見出す。［
（自己評価） ］という一連の作業の繰り返しによって、教師への道や教師になるかどうかの
見極めだけではなく、人間 としての成長を見出せるということが臨床経験活動のすばらし
い点では ないかと 思 う
。 Y0U遊世間のような臨床経験活動は、はじめは「楽しい、やっ
てみたいJという気持ちから始めることが多い。 しかし、活動を継続的なものにするにつ
だけではいけない、自分が成長するための有意義な活動にしたいという思
れて、「楽しいJ
いが出てくる 。そう考えることができることが、自分自身の成長であると思う 。「やってみ
なければ分からない」と思う気持ちから「活動をして、そこから考えたからこそ次に生か
せる j と思えることが多くあるような活動にしていきたいと思う 。

6.おわりに
この 1年間の活動を振り返り、じっくりとそれが行うことができる実践記録こそ、とて
も重要なもので、今まで活動重視であった私たちにとって必要なものであると思う。この
機会で自 分の成長を確認し、次へのスタートとしていきたい。最後に、私は 12月 6日の
学生シンポジウムにおいて、この Y0U遊の活動がどのような背景で生まれ、 1年閥単位
の活動であるのに、どうして今まで続いているのかを知ることができた。それは 200人以
上の学生 ・
教官 ・
地域の方という参加者の数が物語っていたように土井先生を中心 とする 、
の賜物であると感じた。このようなつながりを大事にできるよう、
「人と人とのつながり J
私もこれから自分の目標に向かつて頑張りたいと思う 。
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思い、続けること
〜これからも生きていくために〜

五味測嘉社会科学教育専攻

3年

0
. 感謝
まずは何よりも感謝の気持ちを書きたいと思う。この 2年間で本当に様々な経験をさせ
ていただいた。いずれも経験して良かったと思うことばかりである。 Y0U遊の活動にか
かわってくれたすべての皆様・みんなに、本当に「ありがとうございます。j、「ありがとう、
ありがとうねえ〜。ありがちょん。 j と思う。

1
. 活動に参加したきっかけ
私は平素、自分のことを極悪人だと思っている。そして、私は出会う人のうち 7割から
9割の人に対して好意をもつことができず、「こいつは嫌いだ。 j と思ってしまう人生を送
ってきた。それは教育学部に入ってからも同じで、出会った人を知っていく過程で「ああ、
俺はこんな奴に教育されなくて良かった。 j と思うことがしばしばあった。そんな私にも、
好意を抱ける存在がいた。それが、今年度第一期 Y0U遊世間の運営委員長を務めた、丸
ちゃん（丸山大輔・社会科学教育専攻 3年）であった。 l年生で出会った最初の頃は、わ
からないことを何でも教えてくれる、あるいは何でも助けてくれる私にとって都合の良い
存在であったが、徐々に仲良くなっていくなかで一緒にいて楽しい存在にもなり、そして
少なくとも教育に関することを何かやっていきたいと考える上では、「この人についていけ
ば、まず間違いはないな。 j と一年生が終わる頃にはそう思うようになっていた。そして 2
年生になり、丸ちゃんが Y0U遊広場の活動に参加しようとしていることを知り、迷うこ
となくついてゆくことにした。

r

2. 信大 Y0U遊興謡館j をやることになった過程

(
1）「興譲館Jに参加することになったわけ
YOU遊広場の活動の中で、丸ちゃんが選んだのは「興譲館Jであった。理由を聞くと、
「不登校と関わったことがないから。今は不登校の問題が大きくなっているから、今やっ
ておけば現場に出たとき絶対力になるでしょ。それに他の活動と違って日常的に子どもと
顔を合わせる活動だから、子どもの素の姿が見られるでしょ。Jみたいなことを言っていた
記憶がある。「そりゃそうだなあ。 Jと思った私は、「不登校j には一切興味はなかったが、
その頃はまだ 1人で何か別の活動に参加する勇気もなかったこともあり、丸ちゃんと共に
「興譲館j に参加することにした。
(2）「興譲館Jでの苦悩・辛苦の日々
「不登校、不登校って言うけど、子どもなんてみんな一緒だろう。俺が行って何とかで
きない子どもなんているのかなあ。 j。そんな大そうな騒りと絶対の自信は、一ヶ月も経た
ないうちに私の中から忘れ去られていったと思う。「興譲館j の子どもたちは、私が見てき
た子どもとは明らかに違っていた。それまでの私は、子どもというのは自分にとって元気
や楽しいという感覚を与えてくれる存在であり、それゆえ、人間嫌いで極悪人の私でも、
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子どもは好きになっていきやすい存在だなあと感じていたのだが、「興譲館Jの子どもたち
はそうではなかった。松の部屋に一緒にいて話をしていると、次第に気分が沈んでくるの
である。そんな子どもたちと週に 3回、水・木・金と顔を合わせて関系を築いていくのは、
サッカーや他の運動をしているときはともかく、精神的に苦痛でしかなかった。それに加
え、徐々に「やだ。 j、「なんでやらなきゃいけないの。 j という発言ばかりを繰り返すよう
になってきていた子どもたちを相手に、彼らと出会った 4月当初は「一緒に話をしたり遊
んだりして、（ 2年生ということもあって）ほとんどの言動を許してくれる一番優しい（あ
まい）存在j であった私や丸ちゃんが、彼らの大嫌いな勉強をやらせていくのは吐き気の
するほど大変なことだ ったのを憶えている。そんな苦しい思いを抱えながらどうして辞め
ずに活動を続けたのか。それは、彼らを放っておけなかったから、もう少し率直に言えば
あまりにもかわいそうだと思ったからである。活動始動当初、 40名以上いた「興譲館j の
活動に参加したいという学生、実際に「興譲館Jの子どもたちと出会い、ふれあった何十
名もの学生が、 2ヶ月も経たないうちに「輿譲館j に姿を見せなくなったのである。「『僕
僕たちと関わるよりも大学の勉
たちと一緒にいるのが気まずいから最近来ないのかな。 j、f
強のほうが大事なのかな。 j子どもたちがそんな風に感じてしまったら、また取り返しのつ
かない傷を受けることになってしまう。それだけはあってはならない。 j層は思ったものの、
私にできたことは少しでも多く「興譲館」に足を運んでそういう風に感じさせないように
することだ、った。
そんな苦悩と辛苦の日々の中、子どもたちの多くは「興譲館j から自立していったのだ
が、未だに困っている子どもが 2人いた。私はその子らとお喋りをしたり、サッカーをし
ていく中で徐々に愛着を感じ始め、今年の 3月になる頃には放っては置けない存在になっ
ていたので、まずはその 2人のために活動を続けていくことを決意した。

(
3）プラザ長になったわけ
私は当初、プラザ長をやるつもりはなかった。長をやれる器でないことは悟りきってい
たし、何よりも長をやるのは他でもない、苦労を共にしてきた丸ちゃんにこそふさわしい
と，思っていた。がしかし、忘れもしない 1
2月の 1
5日（土）、土井先生とお話をさせていた
だく機会があり、そこで丸山君は全体の運営委員長を、五味測君は興譲館の長をやったら
どうかという奨励を受けた。その後丸ちゃんと 2人で話をしていろいろ考えた。そして「俺
は丸ちゃんが興譲館の長をやるならそれがイイと思うし、そうなったら俺は興譲館の副長
でも平でも何でもイイからがんばるよ。運営委員長をやるというならそれも妥当なことだ
と思う。丸ちゃんしかできる人いないと思うし。そうなったら俺は興譲館の長をやるよ。
やれる自信はかけらもないけどね。j みたいなことを言った記憶がある。そんな熱い？言葉
を経て、私は Oプラザ「信大 Y0U遊興譲館Jのプラザ長（館長）をやることになった。

3
. 何をやったかとやったことについての反省と課題
(1）人をみて、人を掴むこと
プラザ長をやる上で、人集めは最重要な課題の 1つであると，思った。そして人間嫌いの
私にとってそれは難題に他ならなかった。丸ちゃんを始めとする、去年からやってきた今
の 3 ・4年生がもし今年やる気がないとのことだったら活動を続けることは到底無理なの
で、そのときは活動を立ち上げないつもりだったのだが、意向を聞いてみると活動を続け
る気があるとのことだったので、いよいよやらねばならないと思った。しかし、それでも
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心配だった私は、それまでもずっと活動の悩みや苦しみを聞いてくれていた数少ない友達
である、下ちゃん（下里洋平・社会科学教育専攻 3年）に参加してもらうことにした。下
ちゃんは、私と同じで不登校には一切興味がないとのことだったが、私を助けるというこ
とで参加してくれた。「丸ちゃんが運営委員長になって、俺が興譲館の長をやっていけば、
必ず丸ちゃんとの関係が悪化するときが絶対に来る気がする。そのとき俺の支えになって
くれる人は下ちゃんしかいないだろう。でもこういう理由で、決して楽しくはない活動に
友達を巻き込むのには気が進まないなあ。」という，思いがあったが、結局は参加してもらう
ことになった。そしてさらに、 2年生の後半から徐々に仲良くなり、この熱い人に参加し
てもらいたい、この人ならやってくれると感じた金ちゃん（前崎伸周・教育実践科学専攻

3年）に参加してくれるように頼み、何とか説得して参加してもらうこととなった。それ
から思いがけず活動に参加してくれることになった理数科学教育専攻 4年の菅原勇介さん
を得た。活動をやるとなったときから、「たとえ俺が最後の一人になってでもやるさ。 j と
いう決意は持っていたつもりだが、このあたりでようやく「役者は揃った。これで本当に
なんとかやれるかもしれない。これならもし 2年生が一人も参加してくれなくてもやれる
だろう。Jと思った。このことが大きかったと思う。いやな予感どおり、丸ちぞんとは一時
期会話もできなくなるほど険悪な雰囲気になったこともあったが、何とか持ちこたえるこ
とができたと思う。友達になること・友達でいることは本当に難しいと思った。そして、
友達は大事だと思った。これからの課題の lつとして、友達を大切にしていきたいと思う。
(2）笑ってもらうこと
私が大事に，思っていることの lつである。去年の

f
輿譲館j の活動に参加する中で、や

っと子どもたちゃ学生に認識され始めた頃から、徐々に笑ってもらうことができるように
なった。私は友達と 2人でいるとき、 1対 lでいるときに相手を笑わせるのが得意だと思
っていたのだが、興譲館では子どもと 1対 1でいるときに相手に笑ってもらうことはほと
んどできず、逆に人が多くいるときに思いがけず笑いがとれることがあったように思う。
かなじかったのは、私は子どもにとって「おもしろいことを言う・やる存在Jでありたい
と思っていたのだが、次第に状況が変化し、「勉強をさせてくる存在」、

f
何かと厳しく接し

てくる館長という存在Jに変わってきてしまったことだ。真剣で厳しい雰囲気と楽しい・
明るい雰囲気を状況によってっくり分けることは非常に難しく、気の重い日が多かったこ
ともあり、今年度はあまり笑ってもらえなかったように思う。それでもやはり、

f
あの子ら

を（だれよりも）笑わせてきたのは自分だ。 Jという感覚もあるので、今後の自信にして、
これからの課題の 1つとして少しずつでも笑ってもらうカをつけていきたいと思う。

(3）書く（ことで伝えようとする）こと
私は 2年生の後期くらいからほぼ毎回、子どもたちが帰った後に子どもたちの予定表の
余白にコメント・メッセージを書いてきた。最初は読んでくれていたが、徐々に読んでく
れなくなった。 3年生になって長の仕事に追われでも書くことだけは続けようと思い、コ
メント・メッセージを書くという意識から手紙を書くという意識に変えて、予定表の余白
には自分の好きな言葉や自分が思うことを綴り、さらにルーズリーフにはその日一日の、
子どもとのふれあいを振り返っての率直な思いを 2人それぞれに書くようにした。さらに、
松の部屋の黒板には 2人が来る前に自作の詩や、やる気を起こさせるための言葉を書くよ
うにしたが、いずれも反応、は極めて薄かった。それでも続けようと思った。自分の文章は
自分にしか書けないものだし、その子を見ている自分にしか書けないことがあると思った
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からだ。書いて伝えようとすることは楽しいと思ったからだ。 一度始めたことを自分の中
で踏ん切りがつかないうちにやめてしまうのはいやだと思ったし、良いことをやっている
はずだと思ったからだ。読んでもらえないかなしさを紛らわすために、「自分の （
成長、文
章技術向上の）ために書いているんだ。
Jと思うようになったこともあ ったが、それではい
けないと思った。 「読んでもらいたいけど、読んでくれなし、。それでもいつか読んでくれる
かもしれない。だから続けるんだ。
Jと思 って、なるべ く思いを込めて苦くようにした。結
局、成果はかけらも得られなかったようだが、これか らだと思っている 。何年 ・何十年か
して、自分が書いたものを子どもたちが読み返してくれるようなことがあったらそれで最
高だと思う 。 ときどきでもそう思うことが大事なことだと思う 。 この手紙を書くという活
動によって、思うことの大切さを感じ、自分が子どもにわかってもらいたいことというの
が自分の中でより具体化され、自己満足できる文章を作る力がわずかながらでもついたの
ではないかと感じるので、自分としてはなかなかの成果だ ったと思う 。 これからも、課題
の 1っとして、少しずつでも書いて伝える力をつけていきたいと思う 。

(4）ぶつかり合うこと
ふれあうことの延長にぶつかり合うことがあると思う 。この l年を通して一番印象に残
っている出来事が、「信大 Y0U遊興譲館」に通ってきた 2人の子どもと、それぞれ l対 l
で、本気でぶつかり合ったことである 。 1人の子とは、茂菅の田んぼを手伝いに行ったと
きに、茂菅の田んぼでやりあった。 人と人とのつながりの大事さ 、興譲館の精神である譲
る心の大切さをわかってもらうためには譲れない部分だと感じた私は、その子の中にある
逃げの心みたいなものを見逃すわけにはいかないと思い、強く叱りつけた。その子からは
涙まじりの大声での反論があり、その子を掴んで帰そうとしない私の腕や足を殴ったり蹴
ったりしてきたが、断固として譲らず、私の伝えようとすることがわかってもらえるまで
話し続けたようとした。内心、中学生とこんな大ゲンカをして大丈夫だろうか不安に思う
ところもあ ったが、それでもいつも厳しさと真剣さをも って子どもと当た っていたのりさ
ん （
去年の Y0U遊広場で輿譲館の活動に参加されていた小林則夫さん）や自分の親でも
ここは譲らないはずだと思い、お互いが納得するまで（その子が納得したかどうかはわか
らないが）、最後まで話をした。もう 1人の子とは、前述した子が興譲館を休んだため 2人
でお見舞いに行ったときの帰り道であった。朝日山登山の話を出したところ、行かないと
言われ、やりもしないうちから物事を勝手に決めつけてしまう心、今までつながってきた
人間 （自分を含めた興譲館に参加していた学生）を信頼できない心を嘆き 、すれ違う通行
人も気にせず、熱心にそんな心ではいけないと説き続けた。このように子どもとぶつかり
合うことは決して悪いことではないと思つのだが、重要なことは自分の直感や考えを正し
いものとして信じきらないことだと思う 。 これらのことがあったとき、私は自分のしたこ
とが間違っていなかったかどうか、土井先生や友達にそのときの状況を説明し、他の人の
意見を聞き入れ、自分の言動を振り返るようにした。 これからも、ここぞ ！というときに
は恐れずに子どもとぶつかり合うことをし、そのとき のことを他の人の考えを聞き入れな
がら振り返っていける自分でありたいと思う 。

(5）サッカ ー
去年の「興譲館」の実践記録にもサ ッカーについて執筆させていただいたが、まだまだ
書き足らないのでわずかだが書かせていただ く
。 私はサ ッカーが大好きだ。だから「興譲
館」 でもずっと子どもたちと 一緒にサ ッカーをするようにしてきた。 しかしながら、今年

‑2
0
4ー

度は子どもの人数が 2人に減ってしまい、かっそれまでよくサッカーをしていた 4コマの
時間に 40分の勉強の時間を入れてしまったことで、サッカーをやる時間が途絶えてしまっ
た。運動が好きな子から来た最後の手紙に「みんなと一緒にサッカーや野球ができて本当
に楽しかった。 また会ったらやろう 。
Jとあったのを自にしたときに、嬉しさを感じると同
時にどうしてもっとやらせてあげられなかったのだろうという悔しさを強く感じた。その
子のために学生が必死になってがんばってきたが、結局彼にとって一番楽しかったのはサ
ッカーだったのだと思う。私は（だれよりも）サッカーの楽しさ・おもしろさ・厳しさ・
縦しさをわかってもらいたくて、運動貯きな子どもたちを外に連れ出しては本気でプレー
してきたつもりだがこれといった工夫はできなかったと思う。にもかかわらず、自分の思
いを表現するのが苦手な子が「本当に楽しかった。
Jと書くに至ったのは、サッカー（スポ
ーツ）の偉大さによるところが大きいのではないかと思う。サッカーについてのこれから
の課題は、自分からサッカ ーの魅力を引き出すことでサッカーを好きになってもらう力を
つけていくことだと思う。

(
6）仕事
私は Y0U遊世間に参加している学生の中でも、一番を独走するほど何をやっても「役
に立たない男」だと思ってきたが、そんなこともないだろうと思い込むために、自分がこ
なしてきた仕事を振り返ってみようと思う。運営委貝としての仕事を思い返してみるに、
ピラ配り、備品庫の廃棄物処理、竹の部屋の冷蔵庫の腐敗物処理、竹の部屋の整理、去年
のプラザのパネ jレ貼り付け、茂菅の田んぼの草取りやポンプ当番、プレパの草刈り、手紙
の宛名苫き、 Y0U遊フェステイパル ・シンポジウムの（会場）準備、 Y0U遊フェステ
イパルでの会場係とシンポジウムでの報告者、新聞社へ行き Y0U遊フェステイパル ・シ
ンポジウムの取材依頼をすること、感謝状を普くこと、実践記録の文章点検などがあった。
プラザ長としての仕事を思い返してみるに、子どもへの連絡（電話 ・黒板）、保護者への連
絡（電話 ・連絡帳）、担当教官 ・協力教官への報告 ・連絡 ・相談、定例会 ・運営委員会での
報告 ・述絡 ・相談、反省会、体験活動の準備、参加学生への連絡（主にメ ー リングリスト）、
体育館の使用許可を取って鍵を預かり返すこと、畑の水やり ・草とり ・支柱立て、学習プ
リント、宿題、本、サッカーボール、卓球ラケットの用意、プラザのパネル作り、実銭記
録の執筆などがあった。その他の仕事としては、牟礼への参加（言うことを聞かない子ど
もを叱ること、五左衛門先生の代理として子どもたちの前で話をさせてもらったことな
ど。）、茂菅への参加（開閉会式の司会、案山子っくりの説明など。）などがあった。「信大
生ーひまな人間Jを自負していた私でもさすがに大変だなあと感じるほどであった。また
これらの仕事は「自分じゃなくてもできること Jだと思ったが、「やらなければならないこ
とj でもあると思った。そういう意識で仕事に取り組むということが「自分にしかできな
いこと jではないかと感じた。これらの仕事は、ほとんどが自分ひとりでやれた仕事では
ないように思われる。しかし、それゆえに社会力や人とのつながりが得られたのではない
かと思う。これからもそういうことに気をつけて仕事をしていきたいと思う。

4.終わりに
もっといろんなことを書きたいと思うのだが、もうすでに余力と余時間が無いようだ。
自分にはまだまだ伝えたいことや考え・意見をまとめる力がないからだと思う。今年度の
実践記録の編集委員長であるハラカツ（原かつ江・教育実践科学専攻 3年）に無理を言っ
て私だけ特別に 6枚も書かせていただいたのに、情けない限りである。今後についてだが、
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この 2年間の Y0U遊の活動のお陰でより具体化してきた自分の思うこと（やりたいこと、
好きなこと ）を追い求めて行くために、 3.で明らかになった課題を解決していくために、
これからは自分の成長を Y0U遊の活動の場に頼らず、自分のやり方で自分の成長の場を
つくっていかなければならないのではないかと感じている 。無力の極みのような自分に、
自分で力をつけていくなどというようなことができるとは思えないところもあるのだが、
それでも自分の思いというのは自分が一番わかっているものだと思うので、決生の覚情で、
これからも生きていきたいと思う 。 このような実践記録を作成させていただく機会を与え
ていただいたことに、そしてこれまでに経験させていただいた数々のことに、改めて、気
持ちを込めて感謝申し上げたいと思う 。本当に、ありがとうございました。
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仲間と共に歩んだ一年間

‑
r
信大 Y0U遊世間Jの新たなる出発ー
前崎伸周教育実践科学専攻

3年

1
. はじめに
5年 3月に発足した。地域との連携・継続的な関わ
第一期「信大 Y0U遊世間Jが平成 1
りをモットーにした新たな活動の幕開けであった。昨年は、イベントプラザのみで継続的
な活動には携わっていなかった。私は、今年こそは継続的に子どもたちと関わりたい、何
を通して関わろうかと考えていた。そんな時、土井先生から「牟礼ふるさと農場の農場長
をやってみないか。 j とお誘いを受けた。今まで農作業は祖父母の手伝いをしたくらいでそ
れほど知識があるわけでもなく、経験もなかったので不安があった。しかし、新たなこと
に挑戦したい、継続的に子どもと関わりたいと考えていた私にとってはとても魅力的だ、っ
た。そこで私は「ぜひやらせて下さい。」と返事した。また、昨年度から Y0U遊フェステ
イパルの実行委員長をやりたいと考えていたので、 4月の時点でやらせていただくことに
決まった。
私がこの 1年間の活動を通して感じたこと、学んだことを振り返り、自分をじっくり見
つめなおすことで力と自らの資質を変えていきたい。

2
. 信大牟礼ふるさと農場
昨年牟礼に関わったことのある人が誰もいない状態からの、まさにゼロからの出発であ
った。そんな中でやはり心強かったのが多くの仲間の存在と連携してくださる牟礼ふるさ
と振興公社の協力であった。 3年生はイベントプラザで一緒に活動してきたメンバーがサ
ポートしてくれた。はじめは農作業に違和感を覚え、戸惑っているようであつなが活動を
進めていくにつれてのめりこんでいった。また牟礼の活動に欠かせないのが 2年生の存在
であった。 1
1名もの 2年生が毎回の話し合い、活動に参加してくれた。とても心強く、 2
年生で活動に参加したばかりなのにも関わらず、仕事をどんどん任せることができた。
(1）改革

牟礼に来る子どもたちは昨年も参加してくれた子が主であった。昨年と同じ活動をして
いたら退屈になってしまい魅力のある活動はできないと考えた。私たちは話し合いと、牟
礼村という地を何度も下見に行く中で、今年度の活動の方向性を模索していった。そして
今年度は、農作業に加え、牟礼の自然を生かした活動もしていこうと決めた。
昨年まで関わったことのない者ばかりというのが逆にいきたように思う。活動はこうい
うものでなくてはいけないという固定観念がないので自分たちのやりたい活動を思い切っ
てやることができた。 7月には牟礼村ウオークラリー、 10月には牟礼村大運動会など農作

‑207ー

業以外の活動でも盛り上がりを見せ、魅力ある活動ができたと思う。

(2）成長
私は、今まで面倒くさい仕事や作業から逃げてきた。牟礼の活動、とりわけ農作業に関
しては根気のいる仕事がとても多い。プラザ長として私が先頭にたってこうした作業に取
り組まなければみんなはついてこない。そんな思いから積極的に取り組むことができたよ
うに思う。
私にとって、牟礼での活動は初めての連続であった。そばの種がどんなものかを知り、
そばの生命力の強さを肌で実感した。そばが成長し、そば刈りを行うとき牟礼にくる子ど
もたちの方がそばについてよく知っているし、そばの刈りかたも自分よりかなり上手なの
で悔しいながらも感心していた。子どもたちから教えてもらったことの方が牟礼の活動を
通して多かったように思う。そして最後のそば打ちでは、自分たちが育ててきたそばを心
をこめて打ち、心をこめて練り、心をこめて口に運んだ。あのそばのおいしさと言ったら
長野のどのおそば屋さんよりもおいしかったように思う。子どもたちも自分たちが作った
おそばということもあり、残さずきれいに食べている姿がとても印象的であった。今まで
は単に消費者の立場であり、食べるものに対してのありがたみもあまり考えず食べていた。
しかし、自分が生産者と消費者の両方の立場を味わうことができたことで、これからの食
生活において、食べられることへの感謝の気持ちを忘れずにいけるだろう。これは子ども
たちも実感してくれたと思う。

(3）反省
牟礼の活動では、毎回なにかしら忘れ物をしていた。活動前夜に集まり、持ち物の確認
は行っているはずであったが、それでも忘れ物をしてしまっていた。これはやはり、農場
長はじめみんなで持ち物を確認することが大切だと，思った。特に救急箱などはしっかりと
確認し、中身も把握しておかなければ当日大変ことになりかねない。
子どもへの対応も牟礼での活動の大きな課題の一つであった。牟礼にくる子どもたちは
とにかくやんちゃで元気がいし E。しかし、わがままな面もあり、学生や先生の話も静かに
聞いていられない。これには牟礼に参加する多くの学生が頭を悩ました。どこまで叱って
いいのか、またどうやって叱ればいいのか私も悩んだ。活動を行う前に、次の活動ではこ
うやって接していこうとみんなで議論もした。特に 2年生は接し方に悩んでいるようであ
った。みんなの意識が子どもたちに社会力を身につけさせようという意識に変化してきた
とき、子どもに対する接し方も徐々に変わってきたように思う。自分の中でこれをしたら
いけないという一線を引き、子どもがそれを踏み越えたときは叱っていた。子どもを叱る
という事はとても勇気のいる事だと思う。それができるようになったことは大きな成長で
あると思う。しかし、こうした意識付けがもっと早い時期からできていたら、活動ももっ
と充実したものができたはずである。プラザ長として学生の不安を取り除いてあげること
が大切であると思った。
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3
. 第 3回 Y0U遊フェスティパル
新生 Y0U遊世間の活動の 1年間の集大成として、「第 3回 Y0U遊フェステイバルjを
企画、運営した。今年のフェスは、 4月からすでに視野に入れて行い、今までにない盛大
なものにしようと自分自身張り切っていた。また、 1年間の臨床体験の締めくくりを、子
どもと遊ぶことで終わりとするのではなく、そうした体験を知にまで高めようという思い
から、午後は学生シンポジウムを開催した。各プラザがそれぞれの地域で一年かけて学ん
できたことを、午前の子どもとの関わりの中で、また午後のシンポジウムの議論の場で十
分に発揮することができていたように思う。

(1）.苦難
やはり、こうした活動には多くの人の力が必要である。生協の前で、ピラ配りを来る日
も来る日も行った。しかし、学生の反応はいまいちであった。まず Y0U遊世間の活動自
体理解されていなかった。いきなり人とのつながりを持つのは難しいであろうと判断し、
知り合いに声をかけ、そこからまた広げていくというやり方に切り替えた。この方がつな
がりを大切にしているし、何がしたいのか、何を求めているのか理解されやすかった。一
方で、連絡がなかなか行き届かないということもあった o 連絡方法なども人集めの前にき
ちんと確立すべきであったと今更ながら反省している。
また、今回 1年生への募集を「教育参加j の授業を通して行うことができなかった。そ
こで弟の全洋（理数教育科学専攻 l年）を通して、友人のつながりを頼りに人集めをして
もらった。その結果、昨年のおよそ 3倍の 50人もの l年生が参加してくれた。弟には、広
報部長として活躍してくれたことを深く感謝している。こうした人と人とのつながりで集
まった 1
7
0人のスタッフで今年のフェスは開催された o ここでやはり、問題となったのが
意識のちがいである。こちらがいくら熱く説明しでも、冷めた反応しか返ってこない。こ
ちらがいくら集まってくださいと呼びかけても集まってくれない。これが現実だと思った。
どうしたらいいのか、なぜもっと熱くなれないのか怒りが込み上げることもあった。だが、
当日参加してくれる 1
2
0人．の子どものためにも最高のフェスにしたいと思い、とにかく、
熱心に語りかけ、−楽しく笑顔で活動することを心がけた。こうした思いが徐々に伝わった
のか、フェスが近づくにつれて、竹の部屋は活動するスタッフでいっぱいになっていった。
とてもうれしかった。一人ひとりが Y0Uフェスのためになにか関わろうとしている。こ
のことが嬉しくて仕方がなかった。こうなったら自分も負けてはいられないと、副実行委
員長の藤田優子さんと二人して声を張り上げていた。 Y0Uフェスとは人のつながりから
成り立つものである。私はそう思っている。そうしたつながりが Y0Uフェスの日に向け
て、ひとつの線になっていき、つながりがより強くなっていることを感じ、実行委員長と
して最高の瞬間であった。

(
・
2）当日
今年も参加者は、これまで Y0U遊世間の活動に関わってきてくれて子を中心に、地域
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の方にも年齢問わず募集の案内を出した。また、 2年生の中には、「学校教育臨床演習Jで
お世話になった小学校に出向いて募集をかけるなどまさにつながりを基盤とした。昨年、
障害を持つ子の募集に関して枠組みを作ってしまい、その子や親に深い傷を負わせてしま
った。北川伸尚君はじめ障害児教育専攻の学生の提案で、養護学校の子ももちろんどの活
動にも参加でき、さらに障害児教育専攻の学生がペアでつくことにした。 そうして募集を
かけたところ、養護学校から 3人の子が参加してくれた。これは、とても大きなことであ
ると感じている 。今回参加してくれた子の親に聞いたところ、「地域の子どもたちと接する
機会を与えてくれてとても感謝しています。障害児教育専攻の学生さんがペアになってく
ださることで安心していられました。」とおっしゃった。今後、さらに開かれた活動にな っ
ていくことを期待しているし、それが理想の活動であると思う 。
その活動も最高の盛り上がりで子どもたちも午前中だけでは物足りないくらい楽しんで
くれた。事故もなく終えたことが何よりよかった。
午後のシンポジウムでは、自分の経験を語り合い、また先輩方のお話を聞く中で臨床経
験科目のあり方について、個人個人が真剣に考えることができ、教師を目指すものにと っ
てとても魅力的な議論ができたように思う 。 自分が経験してきた臨床経験科目を知にまで
高める上でも、こうした議論を行い、振 り返り、課題を見つけていくことが大切であると
感じた。

4.終わりに

YOU遊世間の活動をはじめてから、私は他者（同級生）を尊敬することができるよう
になった。私は、根っからの負けず嫌いで誰にも負けたくないといっ思いからなかなか相
手を認めようとしなかった。特に同級生に関しては絶対に負けたくないという思いがあ っ
た。 しかし、 Y0U遊の活動に携わっているメンバーはそれぞれに自分の考えをし っかり
と持ち、他者を認め、人のために自分を犠牲にできる人ばかりであった。そうした仲間の
姿を見たとき、素直に感動した。尊敬もした。 自分はまだまだだと感じた。 だか らとい っ
てここでくじけるほど薄い 1年間を過ごしてはいない。今年 l年経験してきたことをばね
にして、仲間に負けないくらいこれからも突っ走っていきたい。
本音で何度でも言い合える仲間 。教育についての自分の考えを熱く語り合える仲間。時
にはばかしてはめをはずし合える仲間。 ここで得た仲間とは一生付き合っていきたい し、
これから教師の道に進んでい った後も、現場のライバルとして彼らと教育を支えていきた
いと思 う
。
また、土井先生には、学生の無茶な要求にも笑顔で承諾 してくださり本当にあ りがと う
という大きな声が、これから
ございました。竹の部屋に入 ったときの先生の「
こ んにちはJ
活動をがんばるぞという 気持 ちをより強いものに変え て くれました。 ここで得た経験や、
知識を大きな力に変え、夢であ る教師に向かつて突き進んでいきたいと思う 。 1年間支え
てくれた多くの人に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
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素敵な自分になるために
〜茂菅ふるさと農場での思いから〜

北川伸尚障害児教育専攻

3年

1
. 今年の自分
今年は自分人生の中で一つの「きっかけJの年になると考えていた。理由は大きく二つ
ある。一つは、教育実習での体験である。教育学部であるため教育実習は必ずあるという
ことは当たり前である。誰もがそんなこと百も承知で入学してきているはずだ。しかし、
大学に入学してから教育実習があることに気付いた l年生の頃の自分。まだ 2年も 3年も
先のことなのに、不安で仕方がなかったことを思い出す。そんな教育実習も、気がつけば
自の前のことであり、今となっては行き去ったこととなってしまった。教育実習は、先輩
方の様子からみても楽しく、また自分が成長できると分かつていた一つのものであり、教
員を志望するかどうか迷っていた自分にとって、そのいくらかの答えを見い出してくれる、
そんな実習になるであろうことを予想していた。そういう意味で、自分の人生の、今後の
自分の「進路のきっかけJであったのだった。
もう一つは、今年の茂菅ふるさと農場で農場長という大役をすることである。きっかけ
となる年であるが故に、色々なことを体験し、沢山のことを考え感じたい。そのような思
いと、自分自身が農作業体験をしたいとの希望、この機会を逃せば一生できないような体
験を自の前にしているという現在の状況、やりたい人（子どもも学生も）がいて自分が「や
ろうよ j と掛け声をかけることでその人達も楽しくできるのであれば、掛け声くらいいく
らでもかけたいとの人の為にとの思い。こうしたいくつもの思いや考えから、農場長をや
ってみようと，思ったのであった。これは、個人的な「成長のきっかけJである。
いずれにしても、自分が今年行う様々な活動を通して、全体的として自分が成長できる、
そうした「成長のきっかけJとなる年になると思っていたのだった o
では、どうして自分が成長したいと思うのだろうか。成長しないよりは成長したにこし
たことはない、単にそうした思いがあるからではない。自分は自分なりに輝きたいが為に
成長したいと思うのである。「輝きたいJと一言にいっても、ただ何かの団体のリーダーと
なってみんなの前で目立ちたいというものではない。自分の言いたい「輝きたいJという
のは、「魅力のある人になりたいJという意味である。ある講義の話し合いの中で、「魅力
のある先生ってどんな先生だろう。やっぱり、先生自身が輝いている先生じゃないかな。
そういう先生に子どもたちは寄っていくだろうし、人も集まるんじゃないかな。Jという意
見を交わしたことがあった。確かにそうだ。人間は誰でも、魅力のある人には惹かれるも
のだ。今後、自分が教師として、またそれ以外の立場に立ったとしても、自分という人聞
が人として生きていく上で魅力ある素敵な人間でいたいのだ。自分は今まで、特にこれだ
けは誰にも負けない、これだけは自分が自慢できる、そういうものがなかった。そんな今
の自分にとって、魅力ある素敵な人間になるためのー要素となり得るもの、それが教育実
習なり農場長であったのだった。
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2
. 始まるまでの不安・・・
農場での活動は、動き始めるまでは本当に不安で仕方がなかった。不安の要素は沢山あ
る。 まずは、農場長という仕半の重大さである 。 自分一人のことであれば全然心配するこ
とはない。勝手に自分の時間の流れに合わせてやればよかった。 しかし、農場というと、
自然の為に、そしてやりたいと思っている子どもや学生の為にもやらなければならない。
そういう沢山の期待を背負った役であったのだ。それ故、いくら大変であっても、いくら
後ろを見たくとも前を見て進んで行かなければならなかったのだった。
二つ自には、自分の知識の無さである。私は農家の生まれでもなければ、子どもの頃ど
こかで農作業体験をしたわけでもない。ただ一度覚えていることといえば、小学 5年生の
時に小学校のすぐ横にある田んぼで稲刈りを数分間だけやったことがあるだけであった。
こうした、本当にお米の作り方は何も知らない自分に、農場長などという大役が務まるの
か、本当に分からなかったのだった。
そして三つ目としては、前農場長である那須紋子さんが、草取りや案山子作りといった
お米作りの中心と なる活動ばかりではなく 、普段の作業も子どもたちと体験したという取
り組みや工夫の凝らされた活動、そうした様子をわずかながらも目の当たりにしていたの
で、あんなに楽しい活動が自分にできるのか不安だ った。前の活動が素晴らしいものであ
れば、次の活動では更に良いものをとの期待が自然と伴ってくる。少なくとも自分は更に
楽しいものにしていきたいと感じていたのだが、それが逆に「本当にできるのであろうかJ
と不安要素にもなっていた。 また、那須さんの苦労した姿も表面的にではあるが知ってい
たので、人を集めること、農場で活動することは本当に不安以外の何者でもなかった。
こうした大きく 三つのことから始まり、参加学生の少なさや先の見えなさなど沢山の不
安があ った。ただ、そんな不安の中にいても「やらなければ。
J「よし、がんばろう 。jそう
思うことができたのは、「後悔のないようなものにして歓しい。だから、やりたいことは極
力できるように協力していこうと思 っているから 。
jという 、農場ーの協力者である農家の
林部さん、 JAの大内さんの温かい言来ー
と
、 「
い くらでも協力するよ 。
Jと言ってくれた学
生のみんなのおかげであった。

3
. みんな一緒にやろうよ！
そんな期待と不安の中でも、何か新しいことをと考えてはいた。その中で思い立ったこ
とは、やはり自分の専攻している障害児教育を少しでも生かした取り組みをしたい、とい
うことであった。障害をも った子も 一緒に活動を・・
・この思いは、昨年の Y0U遊フェステ
イパルにさかのぼる 。昨年の Y0U遊フェスティパルで、私は養護学校の子も 一緒に活動
できる講座を企画 ・準備した。 しかし、募集の仕方、内容面等、いくつもの課題（と言う
よりも 問題）があった為に 、結果的に障害をもった子は一人も参加することができなかっ
たのであった。その時に残された課題もあり、また虹色ア トムで一緒に活動している養護
学校の子ども達とも田んぼでお米を作る作業をしたいという思いがあった。
そうした、普段から少しでも知 っている人にまずは声をかけて誘ってみる、こうした「身
近なところから Jと言うことは、学生を集めることに関しても参加者を募集することに関
しても重要であったと思う 。やはり人は、自分一人で全く知らない人達の中に飛び込んで
行 くのは相当な勇気がいるものだ。しかし、少し でも知っている人と 一緒であれば、また

nd

少しでも知っている人の所へは行きやすい。そうした意味で、広く養護学校の方へ参加者
募集をするのではなく、普段の活動から関わりのある人達から声をかけていくことで、参
加者の側からすれば参加しやすくなるのではないか、そう感じたのであった。
結果的に、田植えの活動では、兄弟姉妹も含めて計 1
5名の子ども逮が参加し、約 1
5畝
を一緒に田植えすることができた。当日は子ども一人に学生一人がペアとなって活動し、
どろんこになりながらも一生懸命に植えている様子、楽しそうに農場を駆け回っている姿
を見ると、声をかけてよかったと心から感じたのであった。

r

4
. 慣れ j という形で感じる成長
農場での活動を今年は 6回行った。わずか 6回の活動であったが、始めの頃の自分と今
の自分を比較するとやはり何か変わった。どこがどう変わったのか、はっきりと分からな
い。ただ、活動に「慣れjてきたということから、少し自分の成長を考えてみたいと思う。
まず、慣れたことの一つに「人前で話をする Jということがある。話をするといっても
様々な状況でのものがあり、色々な人に対してのものがある。だが、全体を通して言えば、
以前は「〜で、それで〜で・・・ Jとなかなか一文を区切れずに話していたが、今は幾らか一
つひとつを短くまとめて話せるようになったような気がする。また、今から自分が話すこ
とを考えながら話をすることができるようになったようにも思う。これは、必ずしも茂菅
の活動でのみ培われたことではないと思う。 8月 9月にあった教育実習での経験も生きて
いるであろう。いずれにしても、人前で「それなりに j話ができるようになった。子ども
たちを意識した簡単な言葉使いに心掛けられるようにもなった。
二つ目として、「自分がやることが分かる jということである。前に立っている自分とし
て全体を見ていること、その様子を見て自分は動くということが必要なのだ。言ってしま
えば、自分は何もせず、ただあれして、これやってと指示をしていれば組織としては動い
て行くのかもしれない。しかし、そうした指示は簡単な事ではない。指示が的確にできる
ということは、自分がしっかりとやらなければならないこと、考えなければならないこと
を把握している必要があるのだ。ーから全部をスタッフで、考えてやっていけばいいことで、
自分以外のスタッフにも自分のことを伝えればよいのかもしれないが、それもなかなかで
きたことではない。始めの頃はそうした指示やお願いがなかなかできずにいたのだが、そ
うしたことも活動を重ねることで強くなっていく信頼関係が成り立ってきたが故に、少し
はできるようになった自分がいるのではないかと感じている。
三つ目は、「素直な自分のままで接する Jということである。子ども逮を前にしたとき、
以前であればどこか作った笑顔で接し、分かつたような顔をして会話をしていたように思
う。しかし、今では自分が接しやすい自分の姿で子ども遼と向き合うことができるように
なった気がする。自分が分からないことに対しては、素直に「何で？どうして？ Jと聞き
返すこともできるし、楽しい時は心から楽しむことができる。考えさせなくてはいけない
ような場面では、少々口調を強くして言ったりもするようになった。素直でいることで自
分が自分でその場にいることができるのだ。
活動ごとに、何か感じることで、やってみることで少しずつ変わることができている。
しかし、少しずつである為になかなかその形を捉えることができないでいる。こうして一
つひとつ慣れてきたこと、今となってはできることをもう一度振り返って見ることで、以
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前の自分と今の自分を比較でき、自分の成長を感じることができるように思う。

5
. 一年を終える 今 ・・・
一つには、 1年間農場長として役を務められたこと、 1年間お米っくりをして無事に収穫
を終えることができたこと、そうしたことに対して胸を張って「ゃったぞ」と言うことが
できる 。確かに、お米っくりのことを知ったからと言って何の役にも立たないかもしれな
いし、知識として得ることができたものも本当に表面的なことなのかもしれない。農家の
方から言わせれば、

f
たった l年ゃったぐらいで何を分かつたような顔をしているんだ。 J

程度のことかもしれない。 しかし、自分にとっては 1年間最後まで諦めずに頑張ることが
できたこと、茂菅の子どもたちとも障害をもった子どもたちとも活動できたこと、学生と
準備して企画・運営できたこと、それ自身が自分にとっての臼慢だ。確かに辛い時はいく
らでもあった。最初の方で人が全然集まらなかったこと 。田植えの 2目前に田の水を溜め
すぎてあふれでしまい、農場に隣接している畑の方にご迷惑をかけてしまったこと。活動
日の日程が何度も変更して、その度に参加者にも学生スタッフにも連絡し直すことになっ
たこと。 2年生が準備からも参加してくれるようになり、嬉しい反面何だか自分がどの程
度までリードしていけばよいのか見えなく、自分の位置が見えなくなったこと。フェスの
後の活動で準備に一週間しかなく、限界まで眠たくなりながらも準備したこと。人がいて
もなかなか上手く仕事を分担できずにいたこと 。挙げればきりが無いが、しかしこうした
辛いことがあったからこそ「ゃったぞJと言えるのであろうし、楽しかったと思えるのだ

ろ
っ。
6
. 沢山の人との出会い
農場長をやったことで、 ースタッフとして関わる以上に多くの方々、学生、子どもたち
との出会いがあ った。今年の活動を地域と参加者の両面からサポートして下さった、茂菅
地区育成会の方。苗をただでいただく関係で、稲の種まきのお手伝いに行った時に作業を
共にした、農家のおじいさん、おばあさん。田植えの直前で田んぼから水が溢れてしま っ
た時に、ご迷惑をかけたにも関わらず温かく助言 と応援をして下さった、農家の方。その
水の溢れた時に、困っている自分の様子に見かねて「こうすればいいよ j と声をかけて下
さったおじさん。ポンプの当番の際に、毎朝様子を見に来てくれた JAのおじいさん。そ
の当番の帰り道で話をし、元気に挨拶をした地域のおじさんや高校野球部の学生さんたち。
脱穀の時に古道具を快〈貸して下さった、試験場の方々 。お米を精米に行った時に、自分
の方がお米の量が多かった関係で順番を先に譲ったら、お礼に美味しいりんごを 5つもく
れた、優しいおばさん。そして、今までの自分の経験を踏まえて色々意見をくれ、大きな
心の支えとなってくれた 4年生。立ち上げの時から一緒に考え、 一緒に苦労してきた 3年
生。積極的に活動にも準備にも参加してくれ、活気付けてくれた 2年生。毎回活動を楽し
みにして農場に来てくれ、笑顔を振りまき、一生懸命に作業をしてくれた子どもたち 。わ
が子の様子を遠くから見守ったり、 一緒になって作業したりしてくれたお父さん、お母さ
ん。そして、今日こうして活動ができる、その始まりときっかけを下さった土井先生と、
協力して下さった藤沢先生。そして、無理なお願いも聞き、誰よりも農場を支援してくれ
た農家の林部さ ん、JAの大内さん。今年出会っ た全ての人に感謝するばかりである 。
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学びの広がり
「鉄腕アトム Jの一員から「虹色アトム Jの統率者へ
熊 田賢 人 障 害 児 教 育 専 攻

3年

1.「鉄腕ア トムJの一員と して
・き っかけ

f
障害児とかかわるボランテイアはないだろうか？ J
無事に松本キャンパスから長野キャンパスへ進級してきた 2年生の時である 。 l年生の
時は、軽度発達障害児とかかわる定期的なボランテイアに参加してきた。そして、長野で
も何かボランティアがないかと探し始めていた。ボランテイアをやりたいと決意した理由
は、自分の経験不足を感じていたからである 。今まで狭い範囲でのボランティアしか経験
したことがなく 、そのことに不安を覚えていた。そのような時に、 Y0U遊広場にて「鉄
腕アトム」という養護学校との交流があることを友達から聞いた。そして、 Y0U遊の一
員として鉄腕アトムに参加する決意をした。
鉄腕アトムでは、長野養護学校の子どもたちと月 2回の活動があった。ひとつは長野養
護学校で、もうひとつは信大で活動してきた。
信大での活動は学生が企画を検討していく。
そしてそれらの活動では、学生と子どもが l対 lでかかわりあっていく 。 また、この年か
ら子どもの担当を決めて、同じ子どもとできるだけ継続的にかかわ っていく方針が打ち出
された。

es君 との出会い
私は S君（当時小学 5年生）の担当に決まった。そして、 S君とのつながりは鉄腕アト
ムだけにとどまらなかった。障害児教育専攻では、毎年夏休みに自閉症の子どもたちを対
象にした「なかよしキャンプJを行っている 。そのキャンプでも学生と子どもがペアを組
み、班を作り、 2i
自3日を子どもと 一緒に過ごす。その担当がなんと S君だったのである。
これは全くの偶然であり、本当に神様がめぐり会わせてくれたとしか思えない。 しかし、
今では偶然ではなく、必然だったと思えるほど運命を感じている 。
だからといって、最初からよい関係が築けるわけではなかった。実は S君には発諾がな
い。私は、 一体どうすればコミュニケーションを取ることができるのか全くわからなかっ
た。そして、最初に S君のお母さんからアドバイスをいただいた。「まずは、あなたの声
を Sに覚えてもらうように声を出してください。そうすれば、Sはあなたの声に耳を傾け
るようになります。
」発語はなくても 言語認識はあるので、自分の言 うことも伝えることが
できる 。私はお母さんの言葉によって、不安の中に光明が見え始めてきたように思えた。
そして 、何度も何度も S君に話しかけた。 しかし、なかなか私を意識してもらえない。
そのような関係がしばらく続いていった。すると、少しずつ S君に変化が見られるように
なった。最初は私が金魚のフンのようについていくだけであったが、私の方に意識を向け
る時が少しずつ増えてきた。そして、ついに S君の方から私の手を握ってくれた。やっと
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S君に認めてもらうことができたのだ。「本当に嬉しい ！!!
Jこの言葉に尽きる 。ここか
ら、また新しい S君とのかかわりが始まっていった。
・自分の対応を見つめ直す
回を重ねる毎に S君とよい関係を築き始めてきたが、相変わらず私の対応は未熟で無知
であった。その頃のレポートを読み返してみると、恥ずかしくなるような対応しかしてい
ない。特に適切な支援をする時と S君に任せる時の見極めが全くできていなかった。例え
ばムープメントのサーキットを行った時のことである 。サーキ ッ トとは、ある空間に何箇
所か遊具や運動器具を置き、それらを回り運動や遊びを行うものである 。最初、 S君の様
子を見ていて「これは難しいかなJと思うポイントがいくつかあ った。私はこの時、無理
にやらせようとするより、 S君がこの時間を楽しめるように興味の湧いたことだけをやっ
ていこうと考えていた。 その場に与えられたプログラム通り行うことが、全てではないと
他のボランティアを通して学んできたからである 。 だから、最初はサーキットがあるにも
かかわらず、 S君の興味の赴くままに好きな遊びを行っていった。その時に、お母さんが
来て平均台を渡るように促すと、 S君は何のためらいもなくサーキットを回りだした。 ま
た、マットの上を前転するポイントに来た時、 S君は前転ができずにいた。私とお母さん
で体を押したり支えたりしながら促してみるが、どうもうまくいかない。そこでお母さん

J
私は前転をして見せた。そして、
が私に言った。「お手本を見せると結構できるんですよ 。
補助つきながらも S君は前転をすることができた。
私は自分の考えを改めなければならないと痛感した。 ひとつは、プログラムやメニュー
に参加できるように促すことも大切なことであるということである 。あの時、サーキット
に参加しなくても、遊びで楽し く過ごすことはできただろう 。 しかし、それをやっていた
ら、前転ができたという成功体験とその喜びは生まれなかったと思う 。 プログラムに参加
することも、臨機応変に対応することも大切である 。できないことがあってもいい。 ただ
し、挑戦することを私自身も忘れないょっにしたい。そして、教育というものの可能性と
何より S君の自身の可能性を、も っ と自分が信じていかなければならないと思った。
もうひとつは、自閉症児への対応についてである 。 自閉症にはコミュニケーションの障
害がある 。そして、情報の入力は口頭による聴覚入力よりも、絵カードや写真などを使っ
た視覚入力の方が伝わりやすいことが多い。この時の前転をする場合、声をかけたり体を
押したりする前に、私が前転をや って見せる方がはるかにわかりやすかったのである。言
葉だけで知識を知っていても、それだけでは役に立たないことを実感した。

S君と何回もかかわっていくうちに、私はひとつ気になっていることがあった。それは、
S君が靴を履かずに、また、靴のかかとを踏んだまま走り出してしまうことが何回もあっ
たことである 。これは危険な行為であると判断した。だから、 S君に「靴をきちんと履こ
うね。Jなどと促してきた。言葉がけだけで伝わらない時は、私が手を貸して履かせたりも
した。その ように何度も言い続けてきたが、 S君はなかなか靴を履いてくれるようにはな
らなかった。このように時間のかかることもしょうがないことだと思っていた。しかし、
その原因は私の対応に問題があ った。

J「靴をしっかり履こうね。j などの指示が暖昧で
まずは、「靴をきちんと履きましょう 。
あったということである 。つまり、「きちんと」「しっかり Jという表現が、 S君にとって
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何を意味しているかが｛云わっていなかったのである。だから、たとえかかとを踏んでいた
状態でも、 S君にとっては「靴を履いている j という認識なのである。だから、私の指示
は、受け入れられなかったのである。そのことに気付かされたのは、 S君のお母さんの対
応であった。 S君のお母さんは、「靴にかかとを入れなさい。 Jと指示をした。そして、そ
の時 S君は自分で靴を履くことができた。この様子を見ていた私は、自分の指示の暖味さ
に気付き、指示の修正を図っていった。それでも指示通りにいかない時もあったが、徐々
にこの支援は少なくなっていった。
そして夏休みに入り、なかよしキャンプが始まった。野外での活動のため、靴を脱ぎ履
きする場面も普段よりも多い。そこで、別の自分の対応の問題点を見つけることができた。
それは、私が指示を出していた時に、すでに動き出していた S君の脇か後ろから指示を出
していたことである。自閉症の特徴のひとつに、話者が自分に話しかけているということ
が分かりづらいということがある。だから、視界にさえ入っていない位置からの私の指示
は、指示したことにならないのである。また、何かに興味を持って走り出している時に、
指示を聞くのは困難である。それは、「こだわり Jという自閉症の特徴である。それらのこ
とに気付いてからは、まずは S君の動きを止めてから、正面に立って指示を出すようにし
ていった。そして、キャンプ 2日目の時に、私は驚く場面に立ち会った。 S君が靴を履こ
うとして、私が正面に立った時である。なんと私が指示を出す前に、 S君が私の肩に手を
置き、自分で靴にかかとまで入れて履いたのである。まさに、 S君の成長を見た瞬間であ
るo その後は指示を出さなくても、私の肩に S君の手を置くだけで、自分で靴を履くこと
ができるようにまでなっていた。そしてキャンプから 2ヵ月後、久々に S君と再開した時
に、お母さんから次のお話を聞いた。「あのキャンプの後から、本当に自分で靴を履くよう
になったんですよ。ただ、ほんの数メートルの距離でも、律儀にかかとまで入れて歩いて
いくんですよ。（少々苦笑） J私も，思わず笑ってしまった o そのことに嬉しさを感じると同
時に、決して私一人の力でできたことではないということを肝に銘じた。 S君の家族や学
校の先生など周囲の人々の常日頃の温かい支援があったということと、 S君自身の努力で
あったことを忘れてはいけないと思った。

2
. 虹色アトムのプラザ長として
．チャンスを活かす

YOU遊広場から Y0U遊世間へと動き始めた頃、実は私はプラザ長になるつもりはな
かった。アトムの活動は続けていく心構えだったが、あくまで一員としてかかわっていこ
うと思っていた。ただ不思議と「もしも自分がプラザ長になったら・..Jという想像だ
けを楽しんでいた。そして運営委員が決まっていった頃、私は所用のため実家にいた。そ
の時に前崎君から電話があり、 Y0U遊世間の状況を聞いた。アトムのプラザ長が決まっ
てないという。私の想像が急に現実に近くなったように感じた。そして、心の奥底にあっ
た「プラザ長をやってみたいj という思いを、素直に引き出すことができた。今思えば、
きっと神様が与えてくれたチャンスだったと思う。
・統率者としての視点
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いざプラザ長になると、やってみたいことが次々と浮かんできた。中でも一番やってみ
たかったことは、特別支援教育についての勉強会である。それは、障害児教育専攻以外の
学生や障害児とかかわるボランティアに参加したことのない学生のために、その不安を取
り除き、知識と理論を元に適切な対応ができる力をつけるようにという願いからである。
勉強会では「自閉症の理解J「ムープメント教育の意義J「自閉症児への基本的な対応j を
取り上げた。その中の「自閉症児への基本的な対応Jでは、鉄腕アトムでの自分の実践レ
ポートを資料として取り上げた。その内容は上記した S君の靴を自分で履けるようになる
までの支援である。そして実際やってみると、プレゼンの進行の難しさを感じた。段取り、
レジュメの書き方、話し方、知識の整理など、やってみないとわからないことが山ほど出
てきた。これもまたひとつの貴重な経験となった。
そして、活動が始まるにつれて、統率者としての役割を考えさせられた o 去年まではひ
とりの子どもの対応だけに全神経を注いでいればよかった。しかし、今年は個別対応だけ
でなく、全体を見ることを意識しながら活動していった。スタッフの学生の対応や他の子
どもの様子も見て、必要があれば支援をしていった。また反省会では学生一人一人見返し
に、できうる限りのアドバイスをしていった o アドバイスなので疑問に答えることや対応
の代案を出すなど、印象で語るのではなく具体的に語る必要性を感じた。

3
. 「鉄腕アトム Jと「虹色アトムjで学びえたもの
まず、鉄腕アトムでは個別対応について考えさせられた。ただ知識として詰めこんだだ
けでは、何の役にも立たないことを痛感した。知識として得た理論を意識していくからこ
そ、その場で的確な対応ができるようになるのである。行き当たりばったりの対応では何
も学びとして残らない。だから、理論や原理、原則に適った教育技術を身につけなければ
いけない。自分のためではなく、自分とかかわる子どもたちのためである。そして、子ど
もの可能性を信じ続けることを何よりも学んだ。そのために自分に何ができるかを常に勉
強していかなければならないことを実感した。
勿論、虹色アトムでも個別対応、を学んでいった。それと同時に組織論やシステムの大切
さ、統率者の使命を学んでいった。じかし、独りでは限界があった。そのような時、特に
鉄腕アトムのプラザ長であった増田さんからは、何度も的確なアドパイスをいただいた。
統率者として引っ張っていくことも大事であるが、全てを自分独りで抱え込むということ
は間違っている。虹色アトムに集う「仲間」がいるということを、決して忘れてはいけな
いことを教えられた。
振り返ってみると、力足らずで未熟な私に力を与えてくれた仲間がいた。虹色アトムに
かかわってくれた全ての人が仲間である。最後にそんな仲間たちへ。
「本当に、本当にありがとう！ !!
J
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プレパ日和
ーザ OU遊 世 間で得た人と人主の関わりを通してー

石関千絵社会科学教育専攻

3年

1.私のプレパ日記（前期編）

+4月 1
7日 （
木
）
今日は低学年の子どもが多かった。天気が良くてあったかいのがよかったのかな？まさ
に今日はプレパ日和。
新聞の記事を見てプレーパーク（以下プレパとします）に興味を持ってくれたママと Y

(1歳・女）がやってきた。まだよちよち歩き ！ちょっと人見知りしてなかなかプレパの
中に入れなくて。はやく慣れて欲しいな。
遊んでいたら B先生がねぎとホウレンソウをくれた。ありがとうございます。
倉庫のドアが閉まらない。土井先生に相談しなくちゃ。
！
倉庫のかたづけをしたら「トンカチ探偵団ノート Jを発見 ！
の頃のかな？

H（
中 2・女）が小学生

私の知らない頃のプレパの遊び。楽しそう！今度来たら見せてみよう。

昨日植えたジャガイモに水あげないと。育ったら秋に焚き火で食べれられる！

早く育

ってみんなで食べたいな。

+ 5月 1
7日（土）
今日は 5人も新しい子が来て名前が党えられないっ ！

s(4年・男）は 4人兄弟の長男

で、ダウン症だそうだ。正直、まったく知識がないから戸惑ってしまったけれど、 Sが無邪

・

気に遊んでいるのを見て嬉しくなった。障害を持ってるからって特別視してしまって反省。
子どもはみんな平等に子どもなんだよね。
6月 28日（土）

4年・男）テニスにハマる。どうやら某マンガの影響らしい。
y(

今日は T (6年 ・男）が王様ゲームのための割り箸を持ってきて、みんなの輪に入れた ！
よかったね、 T。いつもひたすらウク レレ弾いてるだけだ ったのに。
加茂小の 4年生が水曜日に西長野分署に見学に行ったらしく、「今 日も行こうリという
ことになった。いきなり行ったのに、めちゃくちゃ親切にしてもらった。いろいろと説明
してくれて、ホースで放水させてもらったり、消防服着せてもらったり。

s(2年・男）に

はちょっと大きすぎてぷかぷかだったけど、それがまたかわいかったりして。プレパ留守

・

にしてごめんなさい。でも、楽しかった。たまにはプレパの外で遊ぶのもいいな。

7月 3日（木）
今日はプレンジャーが少なかった。

子ども はプレンジャーに遊んで欲しい 0

＜
＝
＞学生は子ども主体で遊んで欲しい。

このギャップはどうしたら解消するんだろう 。
今日は雨の降る中、雨宿りしながら遊んだ。雨が強くなったから「雨がやんだらまたお
いでJって言ったら、雨がやんだ頃、わざわざ竹の部屋まで呼びに来てくれた。
最近、 M （
中 2 ・女）は y (1歳 ・女）のママとお話するのが楽しそう。こんなところ

で交流が生まれるのも素敵だなあと思う。

2
. 憧れの気持ち
2年生になってプラザの活動に取り組むようになってから、私は先輩方に憧れた。しっ
かりした意見と豊富なアイデイアを持ち、いつも笑顔で子ども達に愛される。遊ぶ時は思
い切り遊ぶ。激しく、時にはけんかするくらい議論する。私が間違った事をすればきちん
と叱ってくれる先輩方。私はいつもいつもそんな先輩のようになりたくて仕方なかった。
少しでも近づきたくて、毎日のように竹の部屋に通った。プレパと興譲館という活動頻度
の高いプラザにばかり参加していたこともあるが、たぶん、去年の 2年生の中で一番竹に
いる時闘が長かったのは私だろう。同じ学科の友達と過ごす時間よりも、広場の先輩達と
活動したりする時間の方が圧倒的に多かった。
何も出来ない、生意気な 2年生を快く受け入れて、かまってくれた先輩方のおかげで今
の私がいて、この憧れの気持ちがこの 1年間の私を動かす原動力の 1つになった。そんな
先輩方に出会えたことがとても幸せなことだと感じている。

3
. 地域に溶け込むということ
朝、大学に行く途中、大あくびしながら大学への道を歩いていると、ちょうど登校中の
加茂小・西部中の子ども遥に出会う。その中の 5人に 1人くらいはお互い見知った顔で、
気づくと「おはよう Jと言い合う。信大生の中で朝、小学生と挨拶しつつ学校に来る学生
なんてそうはいないはずだ。一見なんでもない普通のことのようだが、それが私の密かな
自慢でもある。朝が苦手な私だけれど、子どもたちと挨拶すると「がんばって起きてよか
ったな j と思う。
今年は、活動日以外の子どもとの交流も増えた。ある日、プレパに加茂小のバザーのチ
ラシを持って来てくれた子どもがいた。「絶対来てねj というので行ってみると、学校の半
分近くの子どもと知り合いであることが判明した。やはり加茂小で 5月に行われた運動会
にふらつと出かけたときも、兄弟の様子を見に来た中学生、保護者の方々と一緒に参観し
たり競技に参加したりした。そんなイベントではなくても、デパートで、スーパーで、権
堂で、駅で、病院で、ボーリング場で、そしてなぜか上越で、私はいろいろなところで子

r

ども遠と保護者の方々に出会う。その時交わす「こんにちはJ いつもお世話になってますj

f
今日はどうしたの Jr
今度一緒にいかがですか」そんな他愛のない言葉に、活動を通して

地域の方々との関係を築けた事を感じる。なんだか「地域に溶け込んでるなあ j という感
じがするではないか。それが活動を通して得た価値のある人間関係だと思う。

4.全国フレンドシップ活動を通して得たもの
5度の 3月 6日から
胸に雪だるまがデザインされた、名前入りの黒いトレーナー。平成 1
1
1 日にかけて行われた第 3回全国フレンドシップ活動（以下全フレ）の時、全国 7つの大
学の学生がおそろいで着たものだ。私はイベントが行われる時、必ずこれを着て参加する。
動きやすいというのも理由のひとつだが、このトレーナーを着ていると妙高の山の中でみ
んなで一緒に過ごした時のパワーと、涙するほど真剣に活動した時の気持ちがよみがえる
ような気がするからだ。どんな理由があるかは違っても、イベントがあるとき絶対に何人
かは同じ格好で来るのは、全フレに対する思い入れがあるからだと思う。このトレーナー
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を着て活動できることが私の誇りなのだ。
そして、忘れてはならないのが全フレを通して得た仲間違の存在である。特に上越教育
大とは距離的に近いこともあり、交流が盛んだ。イベントに参加させてもらったり、プラ
イベートで遊んだりする。私が初めて上教大の人たちと会ったのは全フレよりもずっと前
の夏休みに一緒に海で遊んだ時だ ったが、その時はまさか自分がこんなに仲良くなれると
は思っていなかった。何度となく長野と上越を行き来して打ち合わせをし、第 3 回の全フ
レを作り上げた仲間であるからこそ、ただ遊んだだけでは築けないような信頼関係を作る
ことができたのだと思う。
全フレは信大の活動だけでは得られなかっただろう広い視野と考え方を知るよいきっか
けになったし、なにより全国各地に友達ができたということがとてもすごいことだと思っ
ている。全フレの一員として参加できて本当に良かったと思う。

5
. 世間の活動を終えて
1
2月6日、第一期「信大 Y0U遊世間jの活動が一応終了し、私のプラザ長としての任
期も残りわずかとなった。その日のフェステイパルには過去 1
0年、サタデーそしてプラザ
で活躍された先輩方が一向に会し、盛大なイベントになった。

2次会が行われたしなのき会館で、運営委員が一言ずっしゃべる機会があり、私もしゃ
べらせていただいた。私は人前でしゃべるのがあまり得意ではないし、泣き虫なので喋り
ながら感極まって泣いてしまった。結局言いたいことの半分も言えなかった。でも、私に
は泣いているとー緒に泣いて、助けてくれる先輩がいる。一緒に悩んでくれる仲間がいる。
名前を呼んで、側によって来てくれる子ども逮がいる。

2年間活動してきた中で私が学ん

だことは、『人の温かさに触れた人は「人のためにJという心が育つ j ということだとその
時，思った。そして、そんな人間関係を得られたことがなによりもプラザをがんばってよか
ったことだと切実に感じた。
私という人聞を表す言葉として絶対に欠かすことの出来ないものも 1つが「泣き虫J
だ
。
悲しくて泣き、寂しくて泣き、そして嬉しくても泣く。教育実習最終日、少なくとも合計

9回は泣いた。「泣きませんj と宣言しでも結局は泣くので、友達や先輩はもう 慣れっこに
なったのか、何かの折につけて「千絵は泣く Jと言われ、くやしいけれどやはり泣いてし
まう。
こんな私だが、大学に入るまではそれほど泣き虫ではなかった o しかし、広場・世間の
活動を通して、信州、！の豊かな自然と温かい人間性に触れたことで涙を流すことができる人
聞に成長することができたと思う。泣き虫だし、いい言葉も並べられない。笑顔も下手だ
し、不器用だけど、ありのままの気持ちを表現できる人間になれたかな…と思う。

1年間、私のやりたいようにやらせてくれた土井先生・渡辺伸先生には本当に感謝して
います。

6
. 私のプレパ日記（後期編）
•10 月 18 日（土）

R (3年・男）がプレパにやってきた！ Rは普段牟礼にしかこないはずなのに。久しぶり
すぎて全然わかんなかった。メガネもかけてるし…。そしてなぜかすごく焚き火の火のつ
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け方が上手だった。これは教えてもらおう。技も盗もう！というわけで新聞紙を下にひい
て木の棒を円錐形にする木の組み方を教わった。 Rいわく、「これが一番基本のつけ方なん
だよ j そうなのか。恐れ入りました…。また来てくれないかなあ。
今日はかもっこ祭りに行ってきた。周り中知り合いだらけだった。久しぶりに M (4年・
女）にも会えたし、みんなが大人に見えました。プレパで見る顔と全然違う！目的を持つ
時の子どもの顔ってしっかりしているなぁと，思った。

y (2歳・女）が M (5歳・女）のまねをして、おままごとがちょっとだけ成立していた。
Mがお姉さんに見えた。最近特にお姉さんって感じになってきた M。幼稚園でも年長さん。
去年はほんとに小さく見えたけどもうお姉さんだね。
来週は遊ぽうパン o 楽しみだなあ。

+11月6日（木）
今日は待ちに待ったハロウイン。去年同様、大学内を探険。イギリヌからわざわざ、送っ
てもらったフェイスペイントがついに役立つ時がきた！…でもみんな最初は嫌がって塗っ
てくれなかった。なんで？楽しいのに。私は海賊になったよ。みんななろうよ。と思って
いたら案外みんなハマった。どうやら抵抗感があったらしい。日本じゃあんましやらない
もんね。女の子はお化粧感覚でかわいくなっていた。爪とかに塗っている子もいてなるほ
どと，思った。

r
i
c
ko
rT
r
e
a
t！
」
さて出発一！ W 館→M 館→N館の順でまわったよ。みんな元気に「T
元気すぎて周りの学生がピックリしてた。あらかじめ頼んでおいた先生のほかに突撃で社
会科の先生遠の研究室も回った。怒られるかと，思ったけど先生方はみんな親切で、机をか
き回してお菓子を探してくれた。自家製の梅干をくれた先生も…。ありがとう先生。
一緒にきていたお母さん達は「大学の中ってこんな風になってるのねJと喜んでくれた。
また機会があったらやりたいなーハロウイン。

+12月 1
3日（土）
ついにべーゴマが回った！屈折 2年の苦労がついに…。それにしても鈍いよなー私（落）。
今日はなんだか人がたくさんいた。そしてプレパ料理復活？！しかし何で水のまま麺を
入れるの？お湯わかしなよー。なんでコーヒー煮詰めるのさ。子どもはそんなことお構い
なし。みんなおいしそう？に食べていた。
でも使った錠がほったらかし。ゴミもゴミ箱に捨ててない。→良くない。ちゃんと言わ
なくちゃ。
みんなでわいわい焚き火を囲んでいたら初めてみたおじいちゃんが犬を連れてやってき
てしばらく焚き火のそばに座っていた。犬は子ども達に大人気。これこそプレパの理想の
姿！！
最近なんだろう…やっと自分らしくプレパに関われるようになった気がする。
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美しい人聞を生み出す「信大 Y0U遊世間J
一運営委員としての仕事の重要性と役目ー

原かつ江教育実践科学専攻

3年

1
. はじめに
私はこの l年運営委員として活動してきた。私が Y0U遊世間の運営委員に参加したの
は 2年のときに自分の思うように活動に参加できなかったからである。そして Y0U遊世
間という活動を中心となってやっていきたかったからである。今年のキーワードは「地域

貢献J
、学生が地域に出かけていって活動をするというもの。今までのプラザも残しつつ地
域から学生を必要としている団体に募集をかけた。その結果いくつもの団体から協力要請
の葉書がとどいた。地域の人は学生の力に期待しているのだということが実感できた o そ
の中から学生が自分の参加したい活動に参加した。結果的に学生参加者がいなく、協力で
きない活動も出たが、地域の団体に学生の力・存在を示すことができたと思う。

2
. 私の考える運営委員としての役目と 4年生の重要性
これは私の価値判断での運営委員としての役目です。それぞれ考え方が違うと思います。
なのであくまでも私、原かつ江としての意見です。
活動を行うときの責任者になること。
運営委員長を始めとしてプラザ長は各活動の責任者である。「長は名誉職じゃない、責任
職なんだ。 j五味測君が土井先生から聞いた言葉である。（らしいー−−私が実際に聞いた
のではないのです・・・）まさにその通りだと私は思う。これについてはこの後で詳しく
述べていく。
上に立つ者としての自覚。

YOUフェスの準備の途中に前崎君が何気なく言った一言「俺は本当はいっぱいいっぱ
いだけど、余裕そうな顔してみんなを安心させてるんだよ。Jそれが上に立つ者として大切
なのではないかと思う。私はこのことについてスケートの部活を通して学んできた。部活
では先輩がいなく自分たちが一番上だ、ったので、そのことは自然と身についた。特にマネ
ージャーという立場で部活に関わってきた私にとってはそれが当たり前になっていた。マ
ネージャーがいっぱいいっぱいな顔をしていたら選手にも影響がでる。選手には余計な心
配をかけないように、安心して自分の練習・レースができるように常に心がけていた。こ
のことは部活に限って言えることではないと思う。 Y0U遊の活動でも同じことが言える
と思う。友達に「今年の運営はみんな辛そうだね。 j と言われた。何人ものスタップの土台
となりつつ上に立っていかなければならない運営委員。時には辛いときや自分がいっぱい
になってしまう時もあるだろうけれど、スタッフの前では明るい顔をしていて欲しいと思
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う。それはあくまでも大勢のスタッフの前に出る時であって、自分が大変なときは周りに
協力してくれる仲間がいることは忘れてはいけないと思う。
と勝手に自己価値判断基準を基準に考えているだけなので本当にそれが運営委員会とし
ての役目なのかどうかは不明なところである。そして偉そうなことを書いたが、これは自
分一番できていなかったことである。ここはこれからの自分の課題としていきたい。
後輩を育てていくこと。
私たちは自分でできることを自分でやってしまっては後輩が育っていかない。後輩が悩
んでいたり立ち止まっていたりしたときにそっと手助けをすること。自分ができるからと
いってそのことを私たちがやってしまっては後輩が育たない。後輩を育てることはこれか
らY0U遊世間が続いていく上でとても重要なことである。それは今までの先輩がやって
くださったことでもある。今年も 4年生がやってくださった。そこに 4年生がいることの
重要性があると思う。来年は私たちも同様にやっていかなければならないことであろう。

3.悩んだ 1年間
私にはプラザ長ということはできなかった。部活にも参加しているためにプラザ等とい
う責任のある役職は自分にはできないと判断していたからである。それでも運営委員とし
てやりたいという気持ちがあった。そんな私に土井先生が「広報担当 Jという役職を与え
てくださった。広報としての一番最初の仕事は各活動の最初の活動内容・活動日を報道各
社へ FAXで送信することだった。しかしその後は、自分でも何をしていいのかわからな

い。キャンパスプレーパークの副プラザ長もやっていたが、部活もありなかなか行けない。
プラザ長にまかせっきりにしてしまっていた。運営委員としても何もできない自分は「本
当にこのまま運営委員としてやっていいのかな Jという思いが強かった。前期は部活もあ
り
、 Y0U遊もありの本当に忙しい日々だ、った。その中でこの悩みは常に頭の片隅にあり、
自分でもどうすることもできないまま l年が過ぎてしまった。

4. y0U遊フェスティパルを通して学んだもの
私は第 3回Y0U遊フェステイパルを通して多くのことを学んだ。
一つ目は、私的なことで回りに迷惑をかけながらではあったが、自分にできることを少
しでも周りのためにやっていくこと。自分は今まで運営委員として特に何をしてきたわけ
ではない。上にも書いたとおり、プラザ長でもなければ運営委員長でもない。一応広報と
いう役職名はあるが、本当に何もしていなかった。なので「私は運営委員でいいのかな？ J
という疑問が常に自分の中について回っていた。しかし Y0Uフェスを通して、「私は運営
委員と名乗ってもいいかな」と思えるようになった。それは実行委員長の前崎君を始めと
した仲間が「かっ江がいないと回っていかないよ。 j と言ってくれたこと。そして Y0Uフ
ェス懇親会の前崎君の挨拶で「俺が一人でできなかったことを優子やはらかつに言ったら
一日で終わった。仲間がいてくれて本当によかった。Jと言ってくれたときに私は本当に感
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動した 、私は自分のやってきたことは少しでもみんなの役に立っていたと思えた。だから
「運営委員として名乗ってもいいかな。
」と思えたι
二つ目は自分が責任者になったときの行動。訟はなぜか Y0Uフェスの二次会の責任
者になった。二次会の準備や進行等特に準備はしていなか ったが、何とか二次会は終える
ことができた。 その｜瞬間に今まで i
留めていたものが爆発して壊れました。一番やらなけれ
ばならかったのがしなのき会館に宿泊する講師の方に朝食を出すこと 。 しかし壊れた私に
次の日に朝食を出すことができるわけがなかった。 自分の体調等で準備ができなかった。
先輩方が作ってくださっていた。先輩方のおかげで講師の方に朝食を出すことができたが、
私は何もしていなかった。せめて片付けだけでもと思い、片付けば故後まできちんとやっ
てきた。 しかし、「自分が責任者だったのに賀・任を果たせなかったj という思いが強く残っ
た。 このことを土井先生に報告し、謝った。怒られるとばかり思っていた私に土井先生は
「責任者は自分がやらなくても、自分の代わりにやってくれる仲間を作ることが大切なん
だ。それが責任者のやるべきことなんだ。もし朝食をお出しすることができていなかった
らそれは責任者が責任をとらなければならない。結果として朝食はきちんとお出しするこ
とができたのだから仲間がやってくれれば自分が責任を果たしたことに通じていくんで

Jとおしゃってくださった。今まで責任者は自分がそのことをやらなければならないと
す。
考えていた私にとっては大きな意識改革となった。意識改革という言葉が正しいかどうか
はわからないが、考え方が変わった。「責任者Jその言葉は今回だけでなくこれからの人生
において何かしらの形で出てくるだろう。その時に今回のこと、土井先生のお言葉が私の
中で大きな経験として生かせると 思 う
。
この他 にも数え切れな いほどの多くのことを学んだ.0 自分にできることを精一杯やって
いくこと、自分にできないことは仲 間に協力してもらうこと。そして仲間の大切さに気づ
いた。自分にとってかけがえのない仲間ができた。恥にとっては大きな財産になるだろう。

5.人間として美し くた くまし く
この世に生まれてきた人に無駄な人はいない
生まれてきたからには何か役目がある
役目のない人はいない
自分にしかできない役目がある
それが分かつている人は幸せな人だ
これはスペシャルオリンピックスのボランテイア研修会へ参加したときに、 N pO法人ス
ペシャルオリンピックス日本

理事長の細川 佳代子さんが挨拶で述べた言葉である。私に

とって自己意識改革になるほどの言葉であった。段初に言った「この世に生まれてきた人
に無駄な人はいない」という言葉が私の心にとても響いた。運営委員として、 副プラザ長
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として何もできなかった自分は他の運営委員のメンバーに迷惑をかけているのではないか、
本当に自分はこのままでいいのかということが常に自分の中にあった。「無駄な運営委員」
自分につけた自分の名前。それは Y0Uフェスが終わっても変わらなかった。 しかしこの
言葉を聞き、土井先生との話の中や友達との会話から、私は自分には自分にしかできない
ことがあるはずだと考えるようになれた。このことを教えてくださったのは土井先生であ
り、細川さんであり、運営委員のメンバーであり、私を支えてくださった全ての人。
いつか恩返しができるような人間になって恩返しをしたい。直接思返しをするのは難しい
かもしれないが、自分が教育者となったときに次の世代に伝えていきたい。そのことが思
返しになると思っている 。
私の目標は「人として美しい人間になる j ということ 。
私は人間として美しく、強くなりたい

YOU遊の活動はそんな人聞が育っていく活動だと思う 。細かい ことを言えば、靴をそろ
えて竹の部屋に入ってくること、竹の部屋にいる人にあいさつをすること。当たり前のよ
うでなかなかできないことをできる人聞がたくさん育っていると私は確信している。自分
もこの活動に参加するまでは当たり前のことができなかった。 しかし、先輩や周りの友達
からそのことを学んだ。それは土井先生が何も言わずに私たちの見本となってくださって
いるおかげであることが一番の元にあると私は思う。当たり前のことがきちんとできる人
間は社会に出てもやっていけるのではないだろうか。

6
. おわりに
私は今までもそしてこれからも Y0U遊の活動に関わってきたことを誇りに思います。
自分がやってきたことは大したことではないけれど、この活動に関われたことが私の誇り
です。誇りであると同時に大きな財産です。私はこの活動を通して様々な自分に出会いま
した。その様々な自分と向き合っていけるよつになったのも Y0U遊のおかげだと思いま
す
。
様々な面でご指導してくださった土井先生。本当にありがとうございました。
この場をお借りして御礼申し上げます。
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あとがき
本報告書は、文部科学省フレンドシ ップ事業推進経費と学長裁量経費の補助を受けて発
行することができました。ここに記して感謝申し上げます。
「信大 Y0U遊Jの活動を始めた時は、 10年経ったら国立大学としての信州大学が終駕
を迎えることになろうとは、夢にも思いませんでした。 しかし、今、来年 4月からの法人
化した信州大学の出発にむけてあらゆる努力が重ねられています。 この時に信州大学にお
けるフレンドシ ップ事業 10周年を記念する「第 3回 Y0U遊フェステイバルJと「学生
シンポジウム Jを開催できましたことは、感慨無量です。
さらに欣喜雀躍したことは、この原稿を書いているところに、「教員就職 信大 1位
6
9
.
8
7%Jというニユースが舞い込んできたことです。平成 1
1年度に改組され、「臨床の知」
を教員養成の理念として掲げて出発した第 1期生が、平成 1
5年 3月に巣立っていきまし
た。彼らとともに信州大学教育学部が日本一の金字塔を打ち立てることができ、「信大 Y0
U遊」 もその一翼を担うことができ、本当にうれしく思います。皆棋に衷心より御礼申し
とげます。
いよいよ 、 これからの 1
0年こそが勝負です。 日本アルプスの霊的を仰ぎ、日本一の長
流千曲川（信濃 J
1）や木曽川、天竜川の清流に包まれた、この信浪の地こそ、 21世紀の日
本の教員養成の電源地でありたいと念願します。 この大願、使命感に燃えて、お互いにさ
らに一層の精進を誓い合おうではありませんか。
「信大 YOU遊世間J担 当 教 官 土 井 進
｛
編集 後 記｝
今回の実践記録は、大変時間のない中で仕上げました。執筆者による在式の不揃いや用
語の不統一等があるとは思いますが、ご容赦くださいますようお詫び申し上げます。
今まで自分は運営委員としてあまり仕事をしていなく 、本当にこのまま運営委員として
名乗っていても良いのかという疑問がありました。 しかし、今はこの実践記録を最後まで
資任を持って作ることが私の運営委員としての役目だと思っております。 自分の役目を自
覚でき、周りに協力してくれる仲間がいる私は本当に幸せです。
運営委員のメンバーをはじめとして Y0U遊世間の活動に参加 してくださった皆様に
は次の活動のステップとなるものが見つかったと思います。 また先輩方から受け継ぎなが
らも、新しいものを作り上げていこうと協力してきた今年の活動は特に心に残る活動だっ
たでしょう 。
今後ますます「信大 Y0U遊世間 Jが発展していくことを願っています。
最後になりましたが、お忙しい中原稿を書いてくださ った皆様方に感謝申し上げます。
そして、副委員長の花村尚美さんはじめ、ともに編集作業に携わ ってくれた編集委員会の
仲間にも心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
編集委員長
教育実践科学専攻 3年 原かつ江

2003 （平成 1
5）年 12月 18日
＜編集委員会＞
O原かつ江 （実 3
) 0花村尚美 （
理 4）丸山大輔 （
社 3）藤田優下 （
生 3)
前崎伸周（実 3）北川伸尚 （
障 3）五味測嘉 （
社 3）石関千絵 （
社 3)
熊田賢人（障 3）字良知子 （
生 3）土井進 （
教官） 神林彩井 （
生 2)
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右下
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Y
O
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