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【要旨】

　本研究は地域子ども教室推進事業（1）が学校施設において展開されることで，学校運営や学校

教育活動に対して生じる影響について検討したものである。横浜市内の学校管理職や教員に対し

てインタビュー調査と質問紙調査を併せて実施したところ，学校の縦割り活動に対して好影響を

与えたことや児童理解が進んだことなどがメリットとして生じていることが明らかとなった。そ

してその要因としては，子ども教室が子どもだけでなく，保護者や地域住民の幅広い参加も可

能であること，基本的に参加人数に制限がないため，希望する子ども誰もが活動に参加できるこ

と，活動内容に関しても幅広い活動が可能であるため，子ども教室への多様な関わり方が可能で

あること，子どもにとって「斜めの関係」となる保護者や地域住民が活動に参加していること，

そして学校施設を活用していることの５点が見出された。

【キーワード】
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Ⅰ　問題と目的

１　求められる子どもの居場所づくり

かつて子どもは，地縁的な異年齢集団での生

活や様々な体験活動，行事や自然のなかでの遊

びを通じて，生活能力や社会性，道徳性を身に

つけ心を育ませてきた。しかし1980年代より

大きく問題視されるようになった家庭内暴力や

不登校，いじめ，ひきこもり，そして学級崩壊

などの現象に表出されてきているように，近年

の子どもの心は十分に成長しきれているとはい

えない状態にある。特にここ数年，佐世保での

小学生による同級生の殺害事件や長崎での幼児

突き落とし事件など，子どもによる犯罪につい

ては急激に重大化かつ過激化してきている。こ

うした諸問題の背景にある大きな要因のひとつ

としては，子どもの心の成長を支える環境が変

化し，子ども自身の生活や活動のスタイルが大

きく変化してしまったことがしばしば指摘され

ている。例えば大規模なニュータウンのまちづ

くりによる自然な空き地や広場，野山の減少な

どに代表される都市化，そして働く親の増加と

いった中での一人っ子の増加などに代表される

核家族化などである。こうした環境の変化は子
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どもの遊びを，それまでの異年齢児も含めた多

人数での外遊びから，パソコンやテレビゲーム

といった対人交流を必ずしも必要としない，い

わゆる“コンピューターとの対話による１人遊

び”へと大きく変化させる要因となった（2）。

仙田（3）によれば，1955年頃の子どもの外遊び

の時間は１日あたり2.7時間であったが，75年
には1.4時間に減少し，さらに90年には１時間
以下となったという。他方，家の中での遊びが

外遊びの４倍近くに激増しているということで

ある。併せて，学歴偏重社会により塾や習い事

に拘束される時間が増え，子どもの生活や自由

な遊びの時間が十分に確保されていないことも

挙げられる。こうした変化の中で，現代の子ど

もの生活には３つの「間」である仲間・時間・

空間が十分に保障されなくなってしまったので

ある。その結果，子どもは異年齢間交流を含む

様々な他者との関わりをもつ機会が少なくな

り，さらには子どもの遊びや生活に関しても，

自らで考え出すことが少なく，与えられたもの

を受身的にこなしていくという形へと変化して

しまった。

また，家庭や地域の教育力が低下しているこ

とも，こういった子どもを取り巻く社会的環境

の変化に拍車をかけている。例えば前述のよう

に核家族化がすすんだことで，家庭においても

相互交流できる家族が減少したのに加え，個室

にこもり食事の時間にしか顔を合わせない子ど

もなども増え，両親との交流さえも希薄な家庭

も少なくない。こうして自分の子どもの行動を

把握できていない親が増え，とかく教育につい

ては学校に任せがちになってしまうのである。

また，地域においても個々の家庭のつながりは

弱いものとなり，特に都市部においては隣人へ

の関心もなく，交流もないなど，コミュニティ

が消滅しつつある地域も少なくない（4）。当然，

個々の家庭で隣人について理解・交流がないと

いうことは，地域で子どもを育てていこうとい

う意識にもつながりにくい。このように家庭と

地域の教育力が低下していることで，子どもに

目を向ける大人が少なくなり，子どもの心の成

長をサポートする機会さえも少なくなっている

のである（5）。

こうしたことから，子どもの心の成長を支え

る異年齢間での遊びや体験活動などの生活環境

を改善するとともに，家庭や地域社会の教育力

をより高め，学校と家庭や地域社会とが協力し

てことにあたることこそが，子どもをめぐる

様々な問題の根本的解決につながるという認識

が今強くもたれているのである。第15期中央

教育審議会答申でもこのことにふれられてお

り，家庭や地域社会の教育力の低下が叫ばれて

いる今，より家庭や地域社会での教育の充実を

はかることが喫緊の課題であるとし，学校と連

携していくことの重要性を指摘している。この

ように地域の大人と子どもが交流し，共に活動

する場は学校現場においては，2002年度から

開始された総合的な学習の時間を中心に行われ

てきた。また，放課後や休日などの学校外での

活動としては，公民館や児童館を中心に地域で

様々な体験活動のプログラムを子どもに対して

用意し，その講師などとして地域の大人を招い

て実施する取り組みも全国の自治体で行われて

きた。文部科学省でも全国的な施策として，

1999年度から実施されてきた「全国子どもプ

ラン」をうけ，2002年度から「新子どもプラン」

を実施しており，この中で「子ども週末活動支

援事業」として，地域の実情に応じたモデル事

業を展開してきている。しかし，こうした学校

外での活動の多くは事前の登録が必要であった

り，参加人数が限定されていたり，活動場所が

公民館や児童館など家から離れた場所にあった

りしていたため，多くの子どもは参加していな

いようであった。つまり，子どもにとっては必

ずしもこれらのプログラムは身近なものとはな

りえなかったのである。
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こうした実状を受け，政令市を中心としてい

くつかの自治体では，子どもにとってより身近

な活動場所として学校施設を放課後や土曜日に

子どもに対して開放し，希望する誰もが活動で

き，さらには地域住民との交流が可能となるよ

うな「全児童を対象とした放課後児童育成施

策」（以下，全児童対象事業とする）を展開し

てきた。大阪・横浜・名古屋から発信されたこ

の事業は，政令指定都市や東京特別区を中心に

広がりを見せており，ついには2004年度より

文部科学省主導の下，「地域子ども教室」（以

下，子ども教室とする）事業として全国で展開

されるはこびに至ったのである。

２　本研究の目的

前述のように，子ども教室では子どもの活動

場所として学校施設を核としており，これはこ

の事業の大きな特徴であると考えられる。なぜ

ならこれまでの学校開放は，主として地域住民

などを対象として行われてきた経緯があり，放

課後の子どもの活動場所としては地域のサッ

カーや野球などのクラブチームに関する活動な

ど一部を除いては，ほとんど活用されてこな

かったからである。そういった意味では校庭や

体育館だけでなく，余裕教室などを拠点として

家庭科室や図書室などの校舎内施設も含めた学

校施設を全体的に活用していることに全児童対

象事業・子ども教室のポイントがあると言える

だろう。

しかしながら，文部科学省による2004年度

の子ども教室の実施状況（2004年10月６日現

在）を見てみると，こうした学校施設の活用に

よる教室の展開が今一つ進んでいないことが分

かる。即ち，全国5152の教室のうち，学校施

設を利用している教室はその半数以下の

2480ヶ所に留まっているのである。さらにそ

の内訳としては，これまで先行的に全児童対象

事業として実施してきた東京都・名古屋市・大

阪市がおよそ900ヶ所と約36％を占めており，

こうしたことから，今年度新規に学校施設を活

用して事業を開始した教室は全国で1600ヶ所

程度に留まっているのである。また地域別に見

てみると山形・石川・福井・兵庫・鳥取などの

自治体では公民館での実施数が学校施設での実

施数を大きく上回っていることも分かる（もち

ろん，公民館での実施が好ましくないというわ

けではない）。

筆者は以前に，上記の都市と同様に学校施設

の活用が積極的とはいえないある地域におい

て，学校関係者に対し学校施設の活用が進まな

い原因についてインタビュー調査を行った。そ

の結果，その最大の理由として，これまでの地

域住民などへの学校開放事業との兼ね合いや，

大阪の池田小学校での事件のような学校への不

審者の侵入問題への不安などが挙げられた。そ

してこのような手続きや管理の複雑化・困難化

を伴ってまで子ども教室を学校施設で展開する

ことにはためらいが生じるというのが，学校側

の本心のようであった。つまり，これまで子ど

も教室を学校施設で展開することで生じるデメ

リットは明らかであったものの，他方，もたら

されるメリットについては不明確であり，学校

関係者には見えにくかったといえる。そこで本

研究では，これまで論じられることの少なかっ

た，子ども教室を学校施設で展開することに

よって生じる学校側への影響について焦点を絞

り，そのメリットとデメリットを明らかにして

いくことを目的とした。また，併せてそうした

影響を生み出す要因を考察し，より良い展開の

ためのポイントについても同様に取り上げてい

くことで，現在，学校施設で実施されている

2480の教室，あるいは今後子ども教室を展開

していこうとする自治体に対して，一つの示唆

を与えられるものと考えている。
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Ⅱ　方　法

１　調査デザイン

本研究は第一次調査の結果を仮説として設定

し，この仮説の検証を質問紙調査及びインタ

ビュー調査により試みるものである。そのため

調査は，第一次調査と，量的調査方法・質的調

査方法を用いた二つの第二次調査から成り立

つ。第一次調査は学校関係者を対象としたイン

タビュー調査であり，ここから子ども教室展開

の学校に対する影響についての基礎的データを

得た。次にこうして得られたデータを基に質問

紙を作成し，第二次調査として基礎調査結果の

客観性の分析を試みた。さらに質問紙調査に

よって一般化された結果については，再度学校

関係者に対してインタビュー調査を実施し，そ

の要因について考察した。

２　調査日時・対象

調査対象としては全児童対象事業をこれまで

に継続して実施してきており，かつ現在，子ど

も教室として委託されている横浜市の「はまっ

子ふれあいスクール」を中心とした。

（１）インタビュー調査

第一次調査としてのインタビュー調査は

2003年12月から2004年２月にかけ，横浜市

において，４つの小学校で１度ずつ実施した。

対象者は各学校の学校長１名，教員１名であ

り，４小学校の合計は８名である。

また第二次調査としてのインタビュー調査は

2004年９月から10月にかけ横浜市の５つの小

学校で１度ずつ実施した。対象者は学校長４

名，教頭１名，教員15名（特別支援学級を含

む），養護教諭２名の合計22名である。

（２）質問紙調査

質問紙調査は2004年８月に実施した。質問

紙の配布は同８月の上旬に横浜市教育委員会の

協力を得て，学校ポスト（教育委員会から各学

校に対して書類等を直接配布する際に用いられ

る専用窓口）を通じて行い，各学校で回答され

た後，同８月末に郵送にて返信してもらうとい

う形で回収を行った。対象校は横浜市内の小学

校354校のうち，およそ15％にあたる50校で

あり，対象者は各学校の管理職（校長及び教頭）

と教員１名ずつの計100名とした。なお，回答

は33の小学校の管理職33名，教員32名の合計

65名から得られ，回収率は65％であった。

３　横浜市はまっ子ふれあいスクールの概要

調査対象である横浜市のはまっ子ふれあいス

クールは，大阪市のいきいき放課後事業に続き

全国では２番目となる全児童対象事業である。

1993年度のモデル校17校から開始され，

2002年度には市内全354校での展開を完了し

ており，今年度よりその一部の学校が子ども教

室として委託を受けている。事業内容としては

他の自治体と同じく放課後の学校施設を活用し

ての子どもの「遊び場」作りを主としており，

遊びを通じた異年齢間交流を促進させること

で，子どもの創造性や自主性，社会性を養うこ

とを目的としている。このように目的や実際の

実施内容を見てみると，児童館的な機能が強い

といえるだろう。また地域との交流企画や子ど

も向けの体験活動，親子交流企画が実施されて

いる教室も多く，公民館のない横浜市において

は公民館的な機能も同時に有しているようであ

る。実施時間や活動場所などの概要については

表１にまとめている。
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４　調査の内容

（１）インタビュー調査

第一次調査でのインタビュー調査は「子ども

教室が学校施設内で実施されたことで，学校と

してどのような影響を受けたと感じています

か」といった質問を行い，メリットとデメリッ

トのそれぞれについて自由に回答を求めた。

一方，第二次調査でのインタビュー調査は，

質問紙調査によって明らかとなったメリットや

デメリットについて，その具体的内容や要因，

対策といったものについて焦点をあて，質問を

行った。

（２）質問紙調査

質問紙は第一次調査の結果を基に作成した質

問項目を選択式で回答するものと，自由記述式

のものの２つを用いた。選択式の質問紙の質問

項目は５項目であり，併せて各項目に付問を設

けた。これらは「そう思う」，「どちらかという

とそう思う」，「どちらかというとそう思わな

い」，「そう思わない」という，４つの選択肢か

ら１つを選択する４件法で回答を求めている。

また，自由記述式の質問紙では学校施設での子

ども教室の実施による学校にとってのメリット

とデメリットやその要因について，自由記述形

式により回答を求めた。

Ⅲ　結　果

１　第一次調査結果

本節ではインタビュー調査によって得られた

回答を，学校にとってのメリットとデメリット

に分類し，ナレイティブ（ narrative）方式（6）

によってまとめていく。

まず学校にとってのメリットであるが，これ

に関してはまず子ども教室が子どもの安全な遊

び場・居場所として機能していることが挙げら

れていた。例えば，次のような意見が多数聞か

れた。

カギッコの子どもたちにとって安心な受け

皿となっていて，学校としても助かってい

ます。今まではカギッコの子どもたちに対

しては電話をしたり，場合によっては送っ

てあげたりしていましたが，今では子ども

教室にいるので学校側としても安心できま

すね。

実施校数 市内全354校で展開

活動日時 （平日）放課後～午後6時　　（土曜日）午前9時～午後6時

活動場所 専用教室１教室，校庭，体育館，図書室など

平日の活動児童数 登録児童数のおよそ２，３割にあたる30～60人程度

土曜日の活動児童数 およそ20～40人

活動児童の内訳 低学年児童が最も多く，中学年で10人程度，高学年では数人程度

活動の内容
基本的に子どもの自由遊びの場となっており，スポーツなどを通じての異学
年交流もしばしば見られる。年に数回行事やイベントを実施しているスクー
ルが多く，親子交流や地域交流も行われている。

スタッフの内訳
教員経験者など1名をチーフとし，その下で保護者や地域住民などからなるス
タッフが10名程度活動している。

※但し，実施校数・活動日時以外のデータは筆者の調査による

表１　はまっ子ふれあいスクールの概要
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このように子ども教室が学校内にあることから

子どもが利用しやすく，一方で学校側としても

子どもの行動の把握が容易なことから，特に留

守家庭児の居場所として機能していることが大

きなメリットの一つのようである。

またこれに伴い，最も多くの学校で指摘され

たのは，学校内に子ども教室があることで教員

と子ども教室のスタッフとの子どもに関する情

報交換が容易であり，その結果，児童理解がさ

らに進んだというものである。

子どもに関する情報を（子ども教室と）し

ばしば交換しています。特にあれている子

や悩みをもっている子の対応では，子ども

が学校で担任には見せない顔を子ども教室

では見せたりしているようなので，子ども

教室での情報を学校で得られ，子どもの理

解を深められるので，学校としては助かっ

ています。

このように，教室内にいる時と子ども教室にい

る時の“顔”が大きく異なる子どもは少なくな

いようであり，子ども教室は教員が子どもの普

段の顔を垣間見ることのできる重要な機会の一

つとなっているようである。

また，子ども教室では全学年を対象としてい

るため，異学年交流が生まれやすい環境にある

と言えるが，実際にこうした交流が学校の教育

活動にも好影響を与えているという回答も挙げ

られている。例えば次のような意見が聞かれ

た。

集団遊びができない現代の子でも，子ども

教室で集団遊びができるようになってきて

います。低・高学年の交流も生まれ，異年

齢集団が出来上がってきており，そのた

め，学校の活動においても縦割りのグルー

プ活動ができやすくなっているようです。

最後に，子ども教室のスタッフとして，地域

の大人を活用していることについても，学校に

対して次のようなメリットを生じさせていると

いう意見が聞かれた。

学校の危機管理という側面から見ても，子

ども教室に地域の人々が来ることは地域社

会の人々の目が学校で多くなるので安全で

あると言えます。また地域との関わりで学

校の子どもたちを多くの地域の人に知って

もらうことで子どもたちに対する意識を高

めてもらえ，地域において声掛けなどをし

てもらえれば地域での防犯にもつながって

いくと考えられます。

この点に関しては，筆者のこれまでの研究から

も明らかになっており，名古屋市で行った調査

では調査対象者の地域住民124人全員が子ども
教室での関わりを通して，地域においても子ど

もへの意識・関心が高まったと自覚していると

いう結果が得られている（7）。

このように，学校施設で子ども教室を実施す

ることは，学校にとっても様々なメリットを生

じさせることが指摘された。しかしその一方

で，ほぼ全ての調査校においてデメリットとし

て，安全管理・危機管理に大きな困難が生じる

ようになったという声が聞かれた。

交通事故と変質者について心配です。学校

後すぐであればまだ日も明るいですが，子

ども教室後でお迎えのない時間帯だと子ど

もたちが自分たちだけで日が落ちたころ帰

宅することになるので，その帰り道で交通

事故や変質者にあわないかがとても心配で

すよ。

非常災害の際の対応についてですね。大地

震などの災害が起こった際に，決まりでは
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子ども教室の子どもたちは子ども教室のス

タッフの指示で避難することになっていま

すが，実際に起きた時どうなるのかとても

心配です。

はっきり言って子ども教室での危機管理は

手薄だと思います。学校では来校者に名札

をつけてもらったりしていますが，子ども

教室ではお迎えの保護者などで遅くまで不

特定多数の大人が学校に入ってくるでしょ

う。しかし，そうした人たちにスタッフが

少ないのでカバーしきれていないみたいで

すよね。何かあった際に非常に心もとな

い。具体的な対応が必要だと強く感じま

す。

このように，日常の子ども教室活動中や活動後

の帰宅時，非常時など様々な場面において，学

校施設の管理面や子どもの安全管理に不安や問

題が生じてしまっているようである。

第一次調査においては，学校施設で子ども教

室を実施することは以上のようなメリットやデ

メリットを生じさせる可能性があることが示さ

れた。ここでの結果をまとめると，メリットと

しては次のようなことが挙げられる。①子ども

が放課後に過ごす，安心できる受け皿ができた

こと。②子ども教室での異年齢間交流が学校で

の学年を縦断した縦割り活動をより円滑にして

いること。③子ども教室のスタッフとの情報交

換で児童理解がよりすすんでいること。④子ど

も教室に地域住民が関わることで，地域住民の

学校や子どもへの意識が高まり，地域での子ど

もを取り巻く犯罪の防止につながっていると思

われること。また，デメリットとしては次のよ

うな事項が挙げられる。即ち，学校施設の管理

や非常時の対応，子どもの安全管理が困難に

なっていることである。

２　第二次調査結果（質問紙調査及びインタ

ビュー調査）

次に，第一次調査により明らかになったメ

リットやデメリットを仮説として設定し，これ

を検証するために作成した質問紙調査の結果を

まとめていく。ここでは基本的に管理職と教員

の調査結果をまとめて扱うものとするが，両者

の結果に著しい違いが見られた項目において

は，それぞれの結果を取り上げていきたい。

（１）学校施設での地域子ども教室展開の学校

へのメリット

第一次調査によって指摘された「子どもが放

課後に過ごす，安心できる受け皿ができた」と

いうメリットに関する質問については，72％

の学校でそのように感じられている結果となっ

た（図１）。これに対して，居場所となってい

ないと回答した教員の多くは，子ども教室が学

童保育の代替機能と化しているのではないかと

疑問視しているようである。例えばある教員

は，「子ども教室に子どもを預けっぱなしにし

ている保護者もおり，無料の託児所になってい

るようにも見える」と指摘している。即ち，子

どもの中には自分自身の意思により子ども教室

に参加しているのではなく，保護者によって

“参加させられている”子どもが少なくないと

いうことである。

次に「子ども教室のスタッフとの情報交換で

児童理解がよりすすんでいる」というメリット

についての質問結果である。これに関してはま

ず，子ども教室のスタッフと子どもに関する情

報交換を行っている管理職と教員がどの程度の

数なのかを調査し，その上で情報交換をしてい

ると回答した者に対してのみ，そのメリットに

ついて質問を行った。その結果，子ども教室の

スタッフと情報交換を行っていると回答した割

合は，管理職で91％にも及び，教員でも64％
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にのぼっていることが明らかとなった。さら

に，児童理解が進展したと感じている割合も管

理職で91％，教員でも83％と非常に高かった。

こうしたことから，学校で子ども教室が展開さ

れることは，児童理解の進展をもたらすきっか

けとなりうることが確認された（図２，３）。

同様に，「子ども教室での異年齢間交流が学

校での学年を縦断した縦割り活動をより円滑に

している」というメリットについても，まず子

ども教室で異学年交流が進んでいると感じてい

るかどうかを質問した上で，その検証を行っ

た。この結果，77％の学校で異学年交流が進

んでいると捉えられており，そのうち83％で

はこうした子ども教室での異学年交流が学校教

育活動での縦割り活動に対しても良い影響を与

えていると認識されていることが明らかとなっ

た（図４，５）。

メリットとして最後に挙げられた「子ども教

室に地域住民が関わることで，地域住民の学校

や子どもへの意識が高まり，地域での子どもを

取り巻く犯罪の防止につながっていると思われ

る」に関する質問では，70％の管理職と教員

が地域住民の意識の高まりを感じているという

結果であった。（図６）。また，ここでは「感じ

た」と回答した者に対して，そうした高まりが
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図１　地域子ども教室が子どもの居場所として

機能していると感じるか

図２　子ども教室スタッフとの情報交換の有無

図３　情報交換による児童理解の進展

図４　子ども教室での異学年交流の進展

図５　子ども教室での異学年交流による学校の

縦割り活動への好影響の有無
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具体的な行動となって見られたかどうか続けて

質問した。その結果，管理職の86％が「学校

行事に協力的になり，ボランティアとして積極

的に参加してくれるようになった」や「地域の

情報を学校に提供してくれるようになった」な

どと指摘しており，他方，教員も90％が「教

員の職務に理解を示してくれるようになった」

や「学校行事や教育内容，子どもの指導に理解

を示し，協力的になった」などと指摘している

ことが結果として得られた。このように地域住

民の学校への意識の高まりは，学校教育活動や

学校運営に直接的にメリットをもたらすことに

つながっていることが示唆されている（図７）。

またこれらの他にも，自由記述式の質問紙調

査では，子どもが子ども教室で体験したことを

クラスの友だちに教えたり，図画工作などの教

育活動に活かしたりするなど，日常の学校での

活動に発展していることや，特別支援学級（特

殊学級）の児童と普通学級の児童との交流の機

会となっていること，新入生が子ども教室での

友だち作りなどを通して，学校生活により早く

慣れるきっかけとなっていることなどがメリッ

トとして挙げられている。

（２）学校施設での地域子ども教室展開の学校

へのデメリット　

他方，デメリットとして多くの学校で指摘さ

れた「学校施設の管理や非常時の対応，子ども

の安全管理が困難になっている」に関しては，

子ども教室の安全対策が不十分であると認識し

ている管理職は76％，教員で68％とそれぞれ

同様に高い割合であった（図８）。その理由と

しては，第一次調査で指摘されたように，災害

や不審者侵入などの緊急時の対応や子どもの下

校時の安全管理が最も多く挙げられており，そ

の対策としては子ども教室のスタッフの人数を

増員することが強く望まれているようである。

その上で子どもの参加・活動を把握し，学校と

連携して子どもの安全対策を講じていくことが

求められているようである。

また，この他にも自由記述式の質問紙におい

ては，次の５点がデメリットとして指摘されて

いる。①子ども教室で図書室や体育館を使用す

ることで，放課後の学校の教育活動に制限がで

てしまう。②これまでの地域住民などを対象と

した学校開放事業と競合してしまい，学校に苦

図６　スタッフとして活動する地域住民の学校

への意識・関心の高まり

図７　地域住民の意識の高まりと具体的な行動

への表出の有無

図８　子ども教室の安全対策・危機管理
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情がきている。③子ども教室での子ども同士の

トラブルが解決されず，学校に問題が持ち込ま

れている。④子どもが学校の時間と子ども教室

の時間との区別がつかず『校内を走り回ってい

けない』などのルールが徹底できなくなってい

る，⑤子ども教室の時間中に，クラスに入って

しまう子が出てきている。この対策としては，

学校関係者と子ども教室スタッフとの連絡を密

にし，共通理解を深めることが重要であり，加

えて，地域住民や教員などできるだけ多くの大

人に子ども教室の目的と内容を理解してもらう

ことも求められているようである。

Ⅳ　考　察

以上の調査結果から，学校施設において子ど

も教室を展開することは教員の児童理解や縦割

り活動の進展など，学校教育活動に直接的にメ

リットをもたらすことや，子どもの居場所や地

域の子育て環境といった子どもを取り巻く環境

づくりに発展する可能性を秘めていることが確

認された。本節では子ども教室がこのような

様々な教育的効果を生じさせている要因につい

て考察していきたい。ただし，デメリットに関

しては安全管理が困難になっていると指摘され

たが，その要因についてはデータからは明確に

見出されなかったため，ここでは詳しく触れる

ことはしない。

本研究のデータよりメリットとしては，次の

５つの要因が挙げられると思われる。まず１つ

目の要因として挙げられることは，従来，実施

されてきた多くの学校開放事業と異なり，子ど

もが主な対象となっているということである。

このことは２つの点で重要な意味を持ってい

る。１点目は開放している学校側にとっても，

子どもが対象となっているため，子ども教室が

教育活動の一環として直接的に関係しうるもの

であり，教員の大きな関心事となる可能性が高

いということである。そのため，従来の地域住

民への学校開放事業のように，教員との関わり

がほとんどなく，学校教育活動との直接的な関

係性も薄い，といったことにならないと考えら

れるのである。そして２点目は，保護者や地域

住民にとっても，子どもを介しての子ども教室

との関わりが可能となるため，幅広い人々が参

加できる可能性が高くなるということである。

つまり，従来の学校開放事業のように，バレー

ボールや野球といった種目や，生涯学習講座の

受講などといった内容に共通性がなくとも，子

どもそのものがつながりとなって様々な人々が

関わることができるということである。

続いて２つ目の要因として挙げられるのは，

行事や特別な活動を除いて，基本的に活動する

子どもの対象学年や人数に制限がなく，希望す

る子ども誰もが子ども教室の活動に参加するこ

とができるということである。そのため，様々

な学年の子どもが参加し，活動を通じて異学年

交流が促進されるという可能性が高くなるので

ある。また，子ども教室のスタッフとの情報交

換による教員の児童理解の進展という効果を生

じさせることに関しても，参加している子ども

が多いことは，それに比例して児童理解が進む

子どもも多くなるということになるだろう。

そして３つ目の要因は，子ども教室での活動

内容に関しても，体験活動の実施を含め，幅広

い活動が可能であるということである。例え

ば，本稿で取り上げた横浜市などの子ども教室

では，自由な遊び場や，様々な体験活動の機

会，地域住民や保護者との交流の機会などの提

供が行われている。このように体験活動を実施

するだけでなく，子ども教室が子どもの自由な

遊び空間や，地域と子どもとの交流の機会にも

なっているということは，次の２つの点で重要

な意味を持っていると考えられる。即ち，１点

目は子どもの活動が幅広いことで，交流のパ

ターンや活動内容が多様化するとともに，子ど

もの普段の様子が表出しやすい環境となるとい
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う点である。このことは異学年交流や教員の児

童理解の進展といった効果をもたらしていると

考えられる。２点目は保護者や地域住民につい

ても，子ども教室との多様な関わりが期待でき

るという点である。このため，体験活動を子ど

もに教えたい人，子どもと遊びたい人，自分の

子どもとともに活動をしたい人，子どもの近く

で活動したい人といったように，様々なニーズ

をもった人々を幅広く受け入れることが可能と

なるのである。

４つ目の要因としては，これまでの公民館や

児童館事業とは異なり，子ども教室のスタッフ

として保護者や地域住民が多く活動しているこ

とが挙げられる。子どもにとって，こうした他

の子どもの保護者や地域住民は，自分と同じ生

活圏に住む“おじちゃん”“おばちゃん”的な

存在であり，先生的な存在になりにくい。その

ため，子どもとスタッフとの関係についても，

クラスでの先生との関係のような縦の関係では

なく，友だち同士のような横の関係でもない，

その中間にあたる「斜めの関係」になりやすい

のである。この結果，子ども教室において子ど

もは大人の目を過度に気にすることなく，萎縮

せずに伸び伸びと自由に活動できるようになる

ようなのである。また，地域住民にとっても，

子ども教室の展開により，学校という場で子ど

もと関わる機会が新たに設けられたことは，子

どもとの交流の進展だけでなく，学校そのもの

との関わりも深化するということにつながって

いるのである。

最後に５つ目の要因は，子ども教室が学校施

設で展開されているということである。このこ

とは，子どもや一部の地域住民の参加を促進さ

せる大きな可能性を秘めているものと思われ

る。そもそも子どもの生活というものは家庭と

学校を機軸として成り立っており，子どもに

とって学校は家庭に次ぐ第二の生活場所であ

る。ここを放課後の活動・遊びの場所として整

備することは，子どもにとって参加しやすい環

境と成りうるといえるだろう。なぜなら，学校

は子どもが日々，通いなれた場所であり，意識

的に身近な施設であるということだけでなく，

学校での授業を終え，ランドセルを持ったまま

家に帰ることもなく，子ども教室に参加できる

ということは距離的にも子どもにとって身近な

施設となっていると考えられるからである。ま

た同様に，自分の子どもや孫などが学校に通学

している，していたという地域住民や保護者に

とっても，学校が身近な施設であるという可能

性は高く，こうしたことから地域住民の子ども

教室への参加も促進されるのではないかと考え

られるのである。

本研究により明らかとなった学校教育活動上

のメリットは，以上の５つの要因が大きく影響

しているのではないかと考察されるのである。

まとめると，子ども教室は，学校内にありなが

ら，希望する子ども誰もが幅広い活動を自由に

伸び伸びとすることができるとともに，保護者

や地域住民もそうした活動に関わることができ

る，という空間になっていることが重要なので

ある。そうなることで，子ども教室は子どもの

居場所となり，学校と地域とが連携していくひ

とつのきっかけとなって，学校に対しても様々

なメリットをもたらしていくのである。

Ⅴ　今後の検討課題　～結論にかえて～

本研究では，仮説となる第一次調査におい

て，子ども教室の展開によるメリットが多く指

摘された一方で，課題は１点のみであったた

め，メリットを中心として論じてきた。そこで

まず，課題として多くの学校で指摘された「学

校施設の管理や非常時の対応，子どもの安全管

理が困難になっている」ことへの対策につい

て，以下に考察していく。

学校開放事業の展開により学校の安全管理に

関する問題が生じるということは，従来の開放
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事業においても同様に指摘されてきたものであ

り，その対応としては管理区分の明確化や，保

障・保険制度の整備，管理運営体制の構築と

いったものが主として挙げられてきた （8）。しか

し，子ども教室に関して言えば，一部の自治体

では用具の使用・管理について不明確な部分は

残っているようであるものの，独自の保険にも

加入し，さらに教育委員会や市民局が中心と

なって管理運営体制も整備されているのであ

る。このような現状においてもなお，学校側か

ら安全管理での問題点を指摘されていることか

ら，この対応としてはインタビュー調査におい

て学校教員より指摘されたように，子ども教室

のスタッフである大人の数を増やすことが，最

も有効な対策のひとつであると思われるのであ

る。そのためにも，できるだけ多くの保護者や

地域住民が活動に参加できるよう子ども教室の

環境を整備し，活動に幅広い大人を巻き込んで

いくことが重要になってくると思われるのであ

る。

だが，子ども教室の展開に関する課題はこの

他にも存在していると思われる。そこで今後

は，本研究では十分に明らかにならなかったと

思われる，学校施設活用による子ども教室展開

のデメリットや課題について焦点をあてた詳細

な研究が必要であると思われる。そうすること

で子どもの居場所づくりだけでなく，学校運営

や学校教育活動に対しても，子ども教室をより

一層効果的に活かしていくことができるのでは

ないかと考えている。
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