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【要旨】

子どもたちの直接体験の不足が指摘される中，各地で子どもたちを対象とした勤労体験学習が

実施されている。本稿は，地域組織が主体となって実施する勤労体験学習の実践を取り上げ，実

践の紹介をするとともに，勤労体験学習を受け入れた地域住民への聞き取り調査を通して，実践

の効果を明らかにしていくための手掛かりを得ようとするものである。
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� はじめに

今日，子どもたちの自然体験・社会体験・生

活体験等の直接体験の不足が指摘されてい

る（１）。中央教育審議会答申「２１世紀を展望した

我が国の教育のあり方について」においても，

「今日，子供たちは，直接体験が不足している

のが現状であり，子供たちに生活体験や自然体

験などの体験活動の機会を豊かにすることは極

めて重要な課題となっていると言わなければな

らない。」と同様の指摘をし，さらに「こうし

た体験活動は，学校教育においても重視してい

くことはもちろんであるが，家庭や地域社会で

の活動を通じてなされることが本来自然の姿で

あり，かつ効果的であることから，これらの場

での体験活動の機会を拡充していくことが切に

望まれる。」と子どもたちの体験活動の重要性

を示している。

こうした中，子どもたちの直接体験活動の１

つとして，現在，各地で，勤労体験学習（２）が実

施されている。勤労体験学習の実施主体は，�

学校が中心となって行うもの，�行政が中心と

なって行うもの，�地域の組織や団体が中心に

なって行うものに大別される。本論文で取り上

げるのは，�の地域の組織や団体が中心となっ

て，中学生を対象として実施される勤労体験学

習である。子どもたちの成長発達を支援するた

めには，もはや，学校と地域社会の連携・協働

は必須であるといえる。生涯学習の基礎づくり

の場である学校は，児童・生徒に「生きる力」

を育むべく教育活動を展開しているが，それら

は学校のみによって達成されるものではなく，
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地域社会の様々な人々，団体，機関と連携・協

働（３）することによって，児童・生徒にとってよ

りよい教育活動を施すことができるものであ

る。そういう観点からしても，地域の組織や団

体が中心になって行われる勤労体験学習は，注

目に値する。本稿は，川崎市の臨港中学校区地

域教育会議が主体となって実施した『夏休み体

験学習』を中心に考察を進めるものである。

参加者（生徒）を学校を通じて募集し，学校

でオリエンテーションをし，地域社会に体験と

いう形で出ていく。夏休み中は校長室を開放

し，地域教育会議が中心となり，体験後のアン

ケート書きなど，生徒のフォローを行ってい

る。そして，これらの一連のプロセスには教師

も関わっている。まさに，地域組織が主体と

なった，学校と地域社会の協働という新しいパ

ターンの１事例である。

� 研究の目的および方法

本稿は『夏休み体験学習』の実践を紹介する

とともに，その効果に着目する。効果について

は，�参加した生徒の成長や変化という観点，

�学校や教師に対する効果，�生徒を受け入れ

た地域住民の変化などが考えられる。その中か

ら，�生徒を受け入れた地域住民の変化という

観点から，『夏休み体験学習』の効果について

考えてみたい。言い換えると，ここで言う効果

とは『夏休み体験学習』が，地域住民（主とし

て大人）と生徒との直接的なふれあいの場を創

出し，従来の地域社会における両者の関係か

ら，新しい関係へと変化させ，結果として地域

の教育力（４）を高めることにつながるということ

である。本稿は，この効果を明らかにしていく

ための手掛かりを得るための序論的な考察を目

的とするものである。

上記の目的を達成するために，平成１３年に実

施された『夏休み体験学習』において，実際に

中学生の受け入れ先となった飲食店，小売店，

サービス業など，民間の商店（以下は民間の商

店または商店とする）を対象として聞き取り調

査を行った。調査は，平成１３年度の受け入れ事

業体の一覧から筆者が直接電話をかけ，協力を

得ることができた７カ所の商店を直接訪問し実

施した。『夏休み体験学習』の体験先は，民間

の商店の他，図書館や子ども文化センター，生

活環境事務所，水道局，郵便局，保育園などの

公共施設，社会福祉法人など多様な選択肢の中

から，中学生が自らの意思で選択することと

なっている。本調査において民間の商店を対象

としたのは，民間の商店の従事者は生徒と同じ

地域の居住者であり，日常生活圏を中学生と共

有していると考えたからである。なお，本稿で

いう商店に該当する受入先は１２であった。それ

らの内，本調査では７カ所を調査した。もとも

との絶対数が少ないこともあり，実際に調査す

ることができた商店は必ずしも必要十分な数と

は言えないが，効果を明らかにするための手掛

かりを得ることは可能であると考えている。調

査の主な内容は，『夏休み体験学習』受け入れ

の経緯，体験中の子どもたちの様子，『夏休み

体験学習』を受け入れて変化したこと，その他

感想等である。

� 『夏休み体験学習』の概要

地域教育会議（５）の設置の経緯は以下のとおり

である。１９８０年代初頭，にわかに表出してきた

教育に関わる諸課題（学校の荒廃など）へ対応

するため，１９８４から１９８５年にかけ，川崎市教育

推進事業として「川崎の教育を考える」という

市民集会が延べ約４万人の参加者により開催さ

れた。この市民集会の意見をもとに川崎市教育

懇談会から１９８６年に提出された報告書『いきい

きとした川崎の教育をめざして』によって，「地

域教育会議」の創設が提言された。この提言に

基づき，地域住民，地域団体，学校，行政機関

等で組織された，地域住民加型の地域教育のた
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めのネットワーク組織として，「地域教育会議」

が行政（教育委員会）により設置（予算措置）

された。ただし，設置は行政であるが運営は地

域が行う，いわば公設民営の形態を取ってい

る。市民の推薦による住民委員の導入などは当

時あまり類を見ない画期的な組織であった。

１９９０年から試行され，その後１９９８年には，７行

政区，５１中学校区すべてに設置され今日に至っ

ている。

臨港中学校区地域教育会議は，１年の準備期

間を経て，１９９８年に発足。地域教育会議の目的

には，「地域で子どもを育む」「住民の生涯学習

を活発に」の２つが掲げられている。現在委員

は，町内会，子ども会などの団体の代表１６名，

学校関係者（管内１中学校２小学校，１養護学

校の校長，教職員１１名，PTA１２名）２７名，行

政機関７名，住民委員１２名の計６２名で構成され

ている。運営組織は，総会，全体会，運営委員

会，企画委員会，調査研究委員会，広報委員

会，事務局（１年ごとに４校持ち回り）である。

臨港中学校区地域教育会議の事業は，中学生の

夏休み体験学習のほか，中学校のオープン教室

（地域の高齢者が生徒と机を並べ勉強），子ど

も１１０番，子ども会議，とことんトーク，わく

わく音楽会，地区懇談会，広報誌「地域のわ」

発行などがある。

なお，臨港中学校は２０００年度に神奈川県の

「地域との協働による学校づくり推進事業」の

モデル校となっている。その年間計画書には，

重点目標として，以下の４つがあげられてい

る。中学校と地域教育会議および地域社会との

連携・協働を志向していることが看取できる

（傍線は筆者による）。

� 地域での体験学習（福祉施設や店舗な

どでの体験）を通して働くことや福祉に

ついて学ぶ。

� 造形的な活動や情報教育について人材

（教員）や学校施設を開放し，活用して，

地域との交流を図るとともに地域と学校

との協働の基盤をつくる。

� 地域の意見を学校教育に反映させると

ともに，地域教育会議を軸にして，地域

と学校との協働による教育の充実を図

る。

� 地域教育会議と連動して活動する。

『夏休み体験学習』（６）は臨港中学校区地域教育

会議の事業として，１９９９年から夏休み毎に実施

されている。「日ごろ学校や家庭ではできない，

実社会で働くおとなの姿に触れ，住んでいる地

域の人と楽しく出会えるように」という目的の

もと，福祉施設でのボランティア体験や各種事

業体での勤労体験の２つの体験学習に加え，町

内会のおみこしかつぎの機会を中学生に提供す

るものである。体験学習とともに地域のおみこ

しかつぎを取り入れたことで，中学生の地域参

加を促進している。

『夏休み体験学習』に関して臨港中学校区地

域教育会議は以下の流れで取り組んでいる。

� 事前に受け入れ先に依頼する。

� 生徒に体験学習の内容を紹介する案内

を出す。

� 生徒は自由意志により参加希望を担任

に提出する。

� オリエンテーション（ガイダンス）を

中学校で実施し，心得を伝え，申し込み

の重なり等を調整する。

� 『夏休み体験学習』期間中は，不測の

ことに備えての連絡業務，体験先への取

材，校長室におけるフォロー，アンケー

トの回収を行う。

� 終了後，反省会の開催と報告文（生徒

や受け入れ先の感想も記載されている）

を作成する。
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� 受け入れ先へ報告文を届ける。（お礼

をする。）

運営は，事務局，教師，地域教育会議メン

バー，高校生，外部協力者（筆者ら）などによ

る企画担当者会議で行っている。主催は地域教

育会議であるが，中学校側も生徒への参加を奨

励，教師自らも体験学習やおみこしかつぎに参

加するなどの協力を積極的に行っている。中で

も，中心的に事業を運営する事務局長Ｍ氏の

リーダーシップと行動力は，『夏休み体験学習』

を成功へと導く大きな役割を果たしている。

� 地域社会と中学生～聞き取り調査の

結果と考察～

１ 経緯および趣旨の理解

商店が『夏休み体験学習』を受け入れるに至っ

た経緯については，その多くが事務局長Ｍ氏か

らの打診によるものである。

「Ｍさん（事務局長）と親しかったので，

よくいろいろ学校の話とか子どもたちのこ

ととか（を聞いていた：筆者）。あの方す

ごく熱心なので。それでできることであれ

ばと。…（中略）…すごく良いことだと思

い，協力させてもらいました。」

と飲食店Ａの女性が語ったように，商店側も趣

旨を理解し，快く体験学習を受け入れるに至っ

ている。インタビューした中には地域社会に貢

献したいと考え，すでに小学生への創作教室を

開催している商店もあった。

２ 体験中の生徒の様子

体験学習中の中学生の様子を商店側はどう捉

えていたのか。

初めて来た時，入り口で突っ立っててあ

いさつができなかった。

という話も聞かれたが，体験学習に来た中学生

の活発でしっかりした態度・行動を目の当たり

にした商店側の中学生に対する印象は概ね好意

的で，生徒の素直さ，頼もしさを実感している

ようであった。また，マスコミ等で耳にするス

テレオタイプな中学生像と実際に体験学習に来

た中学生とのギャップを感じてもいた。地域社

会の大人が，地域社会の中学生を知ることにつ

ながっている。

飲食店Ｂ（男性）：今の子どもっていうの

はなんていうのか，引っ込んでなくてすっ

と自分で前に出てって，お客さんに注文聞

いたりしてくれる。現代っ子っかなってい

う感じかな。

飲食店Ｂ（女性）：かわいいですよ，お礼

状をくれたり，卒業式の時に，いろいろあ

りがとうございましたなんていただいて，

卒業式によかったら出かけてくださいなん

てお手紙くださったり…。だから，なんて

いうのかなあ，今の子どもってすごくいろ

いろ問題があるっていうじゃないですか，

でもうちにきてくれた子は，見た感じは

ね，派手ないろんなのを付けたりしてるけ

れど，やっぱり中身はなんかかわいいって

いう感じしますよね。素直で，けっこう

『みんな素直でいい子だったよね（同店，

男性）』…そうですよね。来た子たちはね，

『もう最初からいらっしゃいませ，ありが

とうございましたって言えるしね（同店，

男性）』大きな声でね。けっこう忙しい時

にきて，けっこういろいろお願いしてやっ

てもらったんですけど，もう明日から来な

いかなあっていうくらいがんばってやって

もらったけど，止めた子はひとりもいませ

んでしたよ。『途中で止める子はいなかっ
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たね。決められた日数は来て，してくれて

（同店，男性）』

小売店Ｃ（男性）：明るくていいねえ。み

んなもうやる気ルンルンですよ。うちの場

合はごらんのように小規模な店だから，２

人くらいしかねえ，午前２人午後２人ぐら

いしかお呼びできないんだけどねえ。１つ

のグループに対して，午前と午後，もしく

は２日間に分けるというパターンだったん

ですよ。初日は大半の学生さんは慣れない

のでちょっとこうなんて言うのかなあ，接

客ができないね。でも，２回目は結構やっ

てますね。…中略…うちはもういつでも歓

迎ですから，いいと思いますよ。…中略…

かなりしっかりしているなと思った。あく

までも接客を通してみるパターンしかわか

らないんですけど。かなり世間，中学生と

いう見方が世間からの見方が厳しい目で見

てますよね。ところがそういう面っていう

のは感じられなかったし，すごく進歩的，

考えも進んでるなって。ここにいると世間

話なんかもけっこうするわけですよ。そう

いう面から見てかなりしっかりしてるなと

思いましたね。

３ 体験学習受け入れによる受け入れ先の変化

上述した体験学習中の生徒の態度や行動，そ

して，体験学習中の商店と生徒の交流によっ

て，地域社会の一員である商店主の意識は少な

からず変化したようである。生徒に対する自分

自身の見方が変わった。地域社会で会ってもお

互いに声をかけられる。生徒への親近感が沸

き，興味を持つようになった等が変化としてあ

げられる。

小売店Ｃ（男性）：（体験学習が終わった後）

お客さんとしていらっしゃる方もあるし，

会うと，にこっとしてね，挨拶してくれる

方もあるし，やっぱり，体験学習で会う機

会を通してね，こうふれあう機会というの

かなあ，すごくいいことではないですか

ね。…中略…私は大賛成だからねえ。どん

どん続けてほしいよね。ぱたっとやめられ

ちゃうと寂しい思いするからね。会話の中

から新しい情報ももらえるし，結構会話す

るようにしてるんですよ。地域の先輩の

方々も来るわけですね。お客さんという立

場で。結構，輪の中に入っていけるんです

よ。いいですね。

飲食店Ａ（女性）：見方が変わりました。

こどもたちは表で会っても声をかけてくれ

る。卒業式に来てくださいというお手紙を

いただいた。すごく親近感がでてきました

ね。わたしたちも見てても「あ，何年生だ」

と興味を持つようになった。

飲食店Ｂ（男性）：親しみを感じるよね。

すぐ近所の子なんか裏を通る時なんかさあ

「こんにちは」とかさあ，あいさつするよ

うになるんだよね。顔を覚えれば…。ただ

普通の子だったら，全然わかんないからさ

あ，そういうあいさつもないけど…やっぱ

り何時間かきて，顔をみる機会をつくれば

ね，そういうあいさつもできるから，これ

も良いことだと思うよ。

４ 地域社会の反応

聞き取り調査の結果からみると，『夏休み体
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験学習』に対する，地域社会（受け入れ先の商

店の周辺）の反応は概ね良好であり，『夏休み

体験学習』に対し，関心を示していることがう

かがえる。

小売店Ｃ（男性）：臨港中の体験学習に関

してはねえ，他の中学校区で集まって話が

あった時に話を出したんですよ。臨中の学

区でこういういいことやってるんだよ。と

いう話を出しました。（集まりの参加者は）

そういうことができるような動きがとれる

といいんですがねえと言ってましたがね。

私は大賛成です。…中略…実習中という紙

を貼っているんですけど，それを見られて

お客さんがへえっていう関心を示され方が

多いですよね。「どこの？」とかいろいろ

聞きますよね。地域の方というか住民の

方々はかなり関心を示していると思います

よ。

飲食店Ａ（女性）：八百屋などに連れてい

くと，体験学習生というバッジをつけてい

ると，「ああいいことよね」とほとんどの

方が言ってくれる。

５ そ の 他

小売店Ｄの男性は，「お客さんの反応はいか

がでしたか」という筆者の問いに次のように答

えた。

「いつもより遅いと。明るい子がいるな。

…子どもを見守るような感じで見てくれれ

ばありがたいですね。子どもを育てるとい

う意味では営利の方から見てみると，逆に

マイナスと考えてしまうかもしれないです

けどね。逆に地域の人もこの子どもたちの

姿を見てくださいくらいでいんですよ。子

どもがいますよと。ああ，こうやって子ど

もが育っていくのねっていうふうに。」

今回のインタビュー調査の中でも特に印象深

いコメントの１つである。このような商店主の

意識や配慮を基盤として，体験学習を受け入れ

た商店だけでなく，商店を利用する地域社会の

人々へと，生徒を見守る輪がひろがっていくの

ではないだろうか。

『体験学習』終了後，中学生が受け入れ先の

商店の方々に対し，お礼状をかねた体験の記録

を送付している。このことに対する商店の方々

の反応は非常によい。『体験学習』が終われば，

関係も終わりというのではなく，その後も関係

を継続していく事は重要であることが，以下の

コメントに如実に表われされている。

小売店Ｃ（男性）：何がうれしかったって

ね，今回参加した方々からね，ハガキが

いっぱい来たんですよ。その時に，ぜひ今

回の卒業式に出席してください，来てくだ

さいっていう言葉が多くてね，涙ぐん

じゃったですよ。仕事が重なってしまって

ね，行けなかったのが，がっかりなんです

よ。いただいたハガキがねえ，もらった時

はうれしくて涙ぐんじゃいましたよ。自分

の部屋に額に入れて飾ってますよ。ここ

（職場）にあった方がいいのかなあ…うれ

しいよねえ。すごくいいことしてくれたな

あ。つながりを持たしてくれたなあ。すご

くうれしく思いましたね。

６ ま と め

以上みてきたように，『夏休み体験学習』を

実施する事によって，受け入れ先の地域住民は

少なからず変化をし始めている。受け入れ先の
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地域住民と参加した中学生との間には，以前は

存在しなかった，大人と中学生がお互い声をか

けられるような関係が創出されつつある。

ハウス（House, J.S）のSocial Support（社会

的支持）概念（７）の１つemotional support（情緒

的支持）つまり，同情や共感，配慮，信頼など，

人と人の情緒的な結びつきを強化するような

Support（支持）が，『夏休み体験学習』の副

産物として地域社会に生まれてきたといえるだ

ろう。このことは地域の教育力を高めることに

つながるものであり，まさに本実践の効果の１

つといえるのではないか。

『夏休み体験学習』期間中の大人と中学生の

直接的なふれあい体験の中から，こうした新し

い関係が生まれたといえるが，その後の中学生

が体験先へ手紙を書く等の事後交流もこうした

関係を生む要因となっていると推測できる。

地域社会において，大人と中学生のface to

faceな関係，顔の見える関係，これこそが地域

の教育力の基本的条件であり，『夏休み体験学

習』のような実践の積み重ねによって地域の教

育力は高まっていくに違いない。

� おわりに

最後に，事業の課題および研究課題について

述べておきたい。まず，『夏休み体験学習』の

課題についてだが，第１は，卓越したリーダー

シップを発揮し，事業を運営する事務局長を今

以上にフォローする仕組みをいかに作っていく

かということである。『夏休み体験学習』をよ

り効率よく，より効果的に運営することができ

ると思われる（このことは研究課題でもある）。

第２は，受け入れ先の商店の中には，下記のよ

うに，もっと中学校の教師が来てくれればとい

う声もあったことに関連する。実際に教師は夏

休みにもかかわらず，子どもたちと参加した

り，巡回して見守ったりと積極的に取り組んで

いる。事業全体を通しても中学校と地域教育会

議の連携は順調に行われている。地域社会の学

校や教師へのさらなる期待として受け止めるべ

きではないだろうか。ただし，今年度（１４年度）

は，前年度以上に教師が積極的に体験先を巡回

し，生徒を奨励するなどの活動を行っている。

小売店Ａ（男性）：先生方も最初のうちは

見にいらっしゃる。後は，先輩にあたる立

場の高校生が二人くらい立ち替わりでいら

してましたよね。できれば，臨中の学生さ

んがいらしてるんだから，先生ももう少

し，来てほしかったね。転々と回るから大

変なのかもしれないけどね。もうちょっと

長いこと見ててもいんじゃないかなあ。場

合によっては先生も体験すればいんです

よ。

研究課題としては，このような事業を円滑に

運営するための諸要因を抽出すること，地域社

会を歴史的な視点から分析し，学校や子どもた

ちを地域で支えるといった態度がどのように形

成されたのかを明らかにすること等があげられ

る。地域社会，地域組織と学校との協働に向け

ての政策的方法論に開発につなげていきたいと

考えている。なお，現在，筆者は，外部協力者

（ボランティア）として，主として社会教育の

立場からこの事業の企画運営に参加している。

今後さらに，参加型研究（participatory re-

search）として，研究を発展させたい。

注記・引用文献

� 文部省『子どもたちの体験学習等に関するアンケー

ト調査』１９９８等参照

� 勤労体験学習とは，「学生生徒に，実社会の職業を

一定期間体験させることで，多様な教育的な効果を

期待した学習活動」（吉本圭一「勤労体験学習」『新

版 現代学校教育大事典』 ぎょうせい２００２ p.４４２）

である。神戸市のトライやる・ウィーク等は全国的

に広く知られている実践の１つである。

� 佐藤はBarnard. C.L，中留武昭，廣瀬隆人らの論

宮地：地域組織主導の「勤労体験学習」の実践と効果 ２３１



を踏まえ，「協働」とは，「学校と家庭・地域が目的

を共有化し，その達成をはかるために，協働体型の

中で各種対が対等な関係性と明確な役割分担を前提

としながら相互に物的・人的・社会的システムを活

用していく活動である」とする（佐藤晴雄『学校と

地域でつくる学びの未来』ぎょうせい２００１ p. １９）。

本研究における「協働」も佐藤の定義に依拠してい

る。

� 本稿では，地域における毎日の生活の営みそれ自

体がもつ形成的機能（菊池龍三郎「地域の教育力」『生

涯学習事典（増補版）』東京書籍１９９２ pp.１１６―１１８）

と地域の教育力を広義に捉えている。

� 臨港中学校区地域教育会議事務局長宮越隆夫氏へ

の聞き取り及び臨港中学校区地域教育会議資料，『川

崎市における「地域教育会議」に関する調査・報告』

�川崎青年会議所２００２を参照し一部引用した。事務

局長宮越氏は，小学校PTA会長（５年），行政区の

地域教育会議住民委員，臨港中学校区地域教育会議

においては，準備期間は臨港中学校PTAとして，

１９９８年の本格実施時からは住民委員として，長年に

渡り，地域教育会議の活動を支えるなど，地域教育

に積極的に参画している人物である。なお，本文中

はＭ氏と表記している。

� 概要については，事務局長の宮越隆夫氏への聞き

取り及び宮越隆夫「川崎市臨港中学校区地域教育会

議『夏休み体験学習』」白石克己・佐藤晴雄・田中雅

文編『学校と地域でつくる学びの未来』ぎょうせい

２００１ pp.２４０―２４１を参照し一部引用した。なお，同

書で宮越氏は事業のポイントとして「おとなと子ど

もの出会いが地域での新しい絆を結んでいる。子ど

もたちに地域が居場所として受け止められつつあ

る。」と結んでいる。

� ハウス（House, J.S）のSocial Support（社会的支

持）については，田尾雅夫『組織の心理学〔新版〕』

有斐閣１９９９ p.８１等を参照した。

２３２ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第３号，２００３年


