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横浜市泉区生涯学習支援センター（Lifelong learning support center of the city of Yokohama （Izumi branch））

Ⅰ　趣旨および目的

本事業は，急増する児童虐待を防止するた

めに，早い段階，つまり十代の頃から乳幼児

とふれ合い，虐待について学ぶ機会が必要で

あるという考えのもと，青少年にその機会を

与えようとするものである。現代の子どもは

概してきょうだいが少なく，弟妹や年下のい

とこと遊んだり面倒を見たりする機会が減っ

ているため，自分の子どもが生まれて初めて

乳幼児に触れる，という若い保護者も多い。

赤ちゃんというのはこの上なく可愛らしい存

在であるが，一方できわめて理不尽な要求を

する存在でもある。乳幼児の可愛らしさや理

不尽さを知り，乳幼児をケアするための正し

い方法を身につけること，同時に，子どもに

対する時の自らの気持ちのコントロールの仕

方を学ぶことは，ティーンエイジャーの頃か

ら始めても早すぎることはない。

日本の中高生はある種「隔離された世代」

「ティーンエイジャーのための赤ちゃんを知る講座
～児童虐待を早期に防止するために～」

実践報告

太　田　由紀枝

A Report of “How to Know a Baby for Teenagers

― In Order to Prevent Child Abuse ― ”

OTA Yukie

【要旨】

本事業は，急増する児童虐待を早い段階で防止するために，主に十代の若者に虐待

について学ぶ機会，そして乳幼児とふれあう機会を提供しようというものである。現

代の子どもは概してきょうだいが少なく，弟妹や年下のいとこと遊んだり触れ合った

りする機会が減っているため，自分の子どもが生まれて初めて乳幼児に触れる，とい

う保護者も多い。乳幼児について学び，乳幼児をケアするための正しい方法を身につ

けること，同時に，子どもに対する時の自らの気持ちのコントロールの仕方を学ぶこ

とは，十代の頃から始めても早すぎることはないと考える。

本事業は横浜市泉区役所の職員と市民，そして神奈川県立和泉高等学校との協働事

業として実施した。

【キーワード】

児童虐待防止，青少年，乳幼児理解，乳幼児とのふれあい体験
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であり，他の世代と交流する機会が極端に少

ないが，アメリカではティーンエイジャーが

近所の子どものベイビーシッターのアルバイ

トをする習慣が定着しているので，中高生の

頃から子どもの扱いに慣れており，ベイビー

シッターの養成講座も地域の自治体やアメリ

カ赤十字社，YMCA等の団体が実施している。

またその経験は自分が親になったときに，自

分の子どものみならず，地域の子ども向けス

ポーツチームのコーチやキャンプのリーダー

をする時に発揮され，社会的な還元という意

味でも価値が高い。

一方子育て中の保護者（多くの場合は母親）

は，とかく閉塞感の強い環境下に置かれるこ

とを余儀なくされており，自分の時間が持て

ないばかりか，自己の個性や能力といった固

有の資源が社会の中で充分に活用されないこ

とに苛立ちを募らせているケースが多い。子

育ては大変な労力を要求される作業であり，

ことにこの少子化の時代にあってはより一層

価値の認められる役割であるが，概して評価

の対象になりにくく，その価値や意義が正し

く評価されない傾向にある。子育て中の保護

者が本講座の講師あるいはファシリテーター

として参画し，その経験や日々感じている思

いをティーンエイジャーに伝えることで保護

者自身の自己肯定感を高め，自己実現の手が

かりをつかんでもらうこともこの事業の目的

である。

Ⅱ　実施内容

・高校生を対象とした「赤ちゃんを知る講座」

の実施

・高校生を対象とした保育園実習の実施

１　事業概要

（1）実施にいたる過程

・平成16年10月「ティーンエイジャーのため

の赤ちゃんを知る講座」プロジェクト・チ

ーム結成（市民ボランティア９名，横浜市

泉区役所職員８名による構成）

・平成16年10月～平成17年２月　事業実施に

向け，研修会等に参加（延べ７回）

・平成16年10月～平成17年３月　事業実施に

向け，学習会を実施（延べ５回）

・平成17年４月～　区内子育てサークル等と

の連携

・平成16年12月～平成17年３月　学識経験

者，臨床心理士，研修センタースタッフ，

他自治体等へのヒヤリング

（2）実施期間

講座：平成17年５月30日（月）～７月８日（金）

月曜クラス・金曜クラス各４回×２＋

１　全９回

実習：平成17年７月20日（水）21日（木）22日

（金）各生徒1回以上参加

（3）実施主体

「ティーンエイジャーのための赤ちゃんを

知る講座」プロジェクト・チーム（メンバー

氏名および所属は別途記載）

（4）実施対象

神奈川県立和泉高等学校　

「社会福祉基礎」選択生徒　２年生35名

（２・３組17名，４・５組18名）

（5）実施場所

神奈川県立和泉高等学校および横浜市泉区

内保育園

（6）講師

１回目　横浜市泉区サービス課保健師　

藤本恵子氏

横浜市泉区サービス課助産師　

嶋田道世氏

２回目　江戸川区船堀中央保育園保育士

菊地政隆氏

３回目　鳩の森愛の詩あすなろ保育園　

林和恵園長他保育士と園児24名

ヒッポファミリークラブ主宰

田中裕子氏　

区内在住の乳幼児とその保護者10

組21名
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４回目　横浜市中央児童相談所相談指導担

当係長　岡聰志氏

横浜市中央児童相談所長

三宅捷太氏

5回目　横浜市ほどがや地区センター副館

長　橋本隆氏

（7）支援・協力

・神奈川県立和泉高等学校　校長：出川清一

氏，木下礼子教諭，教職員の皆さん

・関東学院大学教授　伊志嶺美津子氏

・臨床心理士　丸山恭子氏

・共同通信社編集委員　保坂渉氏

・横浜中央児童相談所診断係　金澤直樹氏

・岩手県水沢市青少年育成市民会議　大村千

恵氏

・埼玉県福祉部子ども安全課児童虐待対策室

・子どもの虹情報研修センター専門相談室

長：佐々木宏二氏，研修課長：増沢高氏

・鳩の森愛の詩あすなろ保育園

・YMCAいずみ保育園

・ふたば保育園

（8）「ティーンエイジャーのための赤ちゃんを

知る講座」プロジェクト・チーム メンバー

石井祐子（元・横浜市保土ヶ谷区子育て支援

サークル代表）・木下礼子（神奈川県立和泉

高校教諭）・田中裕子（ヒッポファミリーク

ラブ主宰，元・横浜市泉区国際交流まつりボ

ランティアスタッフ）・中井典子（YMCAい

ずみ保育園副園長）・橋本隆（横浜市ほどが

や地区センター副館長）・船ヶ山光子（緑園

地区主任児童委員，緑園子育てサロン主

宰）・細沼美智代（元・横浜市立保土ヶ谷中

学校こころの相談室相談員）・宮崎博隆（横

浜市立岡津小学校教諭）・吉村恭二（横浜市

国際交流協会理事長，神奈川県立和泉高校評

議員）・・・市民ボランティア9名

伊藤弘子（地域振興課，前・横浜市立緑園東

小学校長）・国分忠博（福祉保健課）・近和

行（区政推進課）・佐藤倫子（地域振興

課）・鈴木祐子（生涯学習支援センター）・

松本洋子（区政推進課子育て等担当係長）・

横森喜久美（サービス課係長）太田由紀枝

（生涯学習支援センター＝代表）・・・横浜

市泉区役所職員8名

※16年度メンバー　藤原麻衣子（子育てサー

クル マンマミーア主宰）・・・市

民ボランティア

岡泰宏（横浜市西区役所）・齋藤律

子（横浜市旭区役所）・澁谷三佐子

（横浜市旭区役所）永井由香（横浜

市泉区役所区政推進課企画調整係

長）・・・元・泉区職員

２　事業内容

（1）事業の発端

この事業は，平成16年５月に横浜市泉区役

所が区役所の職員を対象に募集した「泉区組

織横断型地域連携モデル事業」に太田（泉区

生涯学習支援センター：学習相談員）が応募

し，部課長会等における選考を経て，事業実

施が実現したものである。これは所属部署や

担当業務に関わらず，職員が取り組みたいと

思っている地域課題解決につながる事業を提

案・実施しようというもので，事業の条件と

して，地域の課題解決に取り組む事業である

こと，区民（市民）との協働を前提とした事

業であること，そして２名以上の職員で取り

組む事業であること，という三つを満たして

いることが求められた。

（2）事業の流れ

事業実施が決まってまず取り組んだのは，

この事業を遂行するためのプロジェクト・チ

ームを結成し，共に活動してくれる市民およ

び区役所の職員を募ることであった。事業案

を説明した募集チラシを作成して配布した

り，知人友人に声かけをして集まったメンバ

ーは，市民ボランティア８名，区役所職員８

名であった。その後メンバーの転居や職場の

異動等で多少の変動はあったものの，ほぼオ

リジナルのメンバーで現在に至っている。
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（現在は市民ボランティア９名，区役所職員

８名）

16年度はプロジェクトのメンバー一人一人

が「虐待とは何か」を学ぶ期間と位置づけ，

各種研修への参加，関連資料の購読，学習会

の実施，各専門機関や同様の事業を先行実施

している自治体等へのヒヤリングを行った。

それらと平行して，ほぼ一ヶ月に一度のペー

スでプロジェクト・チームの会合を持ち，それ

ぞれの学習の成果を共有した。会合では，本

事業に寄せる各メンバーの願いや思いを率直

に出し合い，この事業の目標をどこにおくか，

といった根元的な問題から，事業実施の対象，

時期，講座の内容，テキストの編集，講師の

選択に至るまで，すべてのメンバーの意思や

希望が反映されるよう工夫してミーティング

を行うよう努力した。チームのメンバーの一

人，神奈川県立和泉高校の木下礼子教諭の尽

力により和泉高校における事業実施，および

事業の日程が決定してからは，実際の事業ス

タートに向けて具体的な準備を進めた。

また今回の講座のテキストとして

「Student's Handbook」を作成し，全生徒に

配布した。これは，毎回の講座内容やその目

的を，活字離れの進んでいる高校生にもわか

りやすいように紹介し，同時に講義を聞きな

がら重要なポイントを生徒自身が書き込める

よう工夫した冊子で，イラストを多用して親

しみやすいものになるよう作成した。

（3）講義日程

（4）実習日程

クラス 実施日 タイトル 講師

１

２

３

４

５

２年２・３組

２年４・５組

２年２・３組

２年４・５組

２年２・３組

２年４・５組

２年２・３組

２年４・５組

２年２～５組

（４クラス合同）

５月30日（月）

６月３日（金）

６月13日（月）

６月17日（金）

６月20日（月）

６月24日（金）

６月27日（月）

７月１日（金）

７月８日（金）

赤ちゃんに触れてみよう

（ただし人形）

まあせんせいがやって来

た！…男も子育てしてい

ます

赤ちゃんと遊ぼう！

「虐待」について

ちょっとだけ

うちには子どもが９人い

ます…里親を経験して

泉区サービス課

保健師　藤本恵子氏

泉区サービス課

助産師　嶋田道世氏

保育士：菊地政隆氏

（船堀中央保育園）

鳩の森愛の詩あすなろ保育園

保育士・園児24名

赤ちゃん＋保護者

10組21名

横浜市中央児童相談所

岡聰志氏

横浜市中央児童相談所長

三宅捷太氏

横浜市ほどがや地区センター副館長

橋本隆氏

日　　程 保　育　園 参加生徒数

７月20日（水）

７月20日（水）

７月21日（木）

７月22日（金）

ふたば保育園

鳩の森愛の詩あすなろ保育園

ＹＭＣＡいずみ保育園

鳩の森愛の詩あすなろ保育園

４名

８名

８名

３名
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３　講座と実習

（1）「赤ちゃんに触れてみよう（ただし人形）」

講師：藤本恵子さん（2・3組） 泉区サー

ビス課保健師

嶋田道世さん（4・5組） 泉区サー

ビス課助産師

この回では，まず生徒達に赤ちゃんの人形

を抱いてもらった。この人形は区役所主催の

母親学級で使用する沐浴体験用人形で，形状

や重さ，感触等が本物の赤ちゃんにきわめて

近い。生徒達は歓声を上げて赤ちゃん人形に

触れていたが，ほとんどの生徒が腕を突き出

してその上に人形を乗せていたり，頭を下に

下げてしまったり，と，見ていてハラハラす

るような抱き方をしていた。

続いて赤ちゃんが生まれてくるシーンを含

むビデオを視聴。このビデオは出産を控えた

若い夫婦の姿を追ったドキュメンタリーで，

今回生徒達には，深夜陣痛が起きこの夫婦が

急いで病院に駆けつける場面から見てもらっ

た。陣痛に耐える妊婦の辛そうな様子，出産

の瞬間，その過程で赤ちゃんが見せる驚くべ

き知恵，無事生まれてきた赤ちゃんの姿とそ

れを見て感動する両親，そして生後一ヶ月を

経た頃の赤ちゃんと母親のコミュニケーショ

ン等が紹介され，生徒達は一心にビデオに見

入っていた。

ビデオ視聴後，講師の先生より赤ちゃんに

ついての講義を受け，赤ちゃんの抱き方につ

いても指導していただいて，生徒達は再度赤

ちゃん人形を抱いた。指導を受ける前と後と

では，生徒達の赤ちゃんを扱う方法，心くば

りの様子がまったく違っていたことが印象的

だった。

以下，生徒達の感想を紹介する。

・赤ちゃんはやわらかくてプニョプニョして

いた。

・思ったより重かった。

・首がすわっていないので，すごく首に気を

つかう。

・頭をちゃんと持たないと，頭が下がって

しまうことがわかった。

・ビデオに出てきた赤ちゃんは生まれたば

かりなのに，身体を洗うときに泣かなか

った。ちゃんと目を開いていてすごいと

思った。

・ビデオの赤ちゃんは言葉を使わなくても

表情だけでお母さんとコミュニケーショ

ンがとれる。これにはちょっと感動し

た。

・ビデオで出産シーンを見て，これだけ苦

労して生んだのだから，赤ちゃんがかわ

いくて当たり前だと思った。ママとパパ

に感謝したい。

・赤ちゃんを産むのが怖くなったかも。す

ごく痛そうだから。

（2）「まあせんせいがやってきた！――男も

子育てしています――」

講師：菊地政隆先生　江戸川区船堀中央保

育園保育士

この回は，若き男性保育士として活躍され

ている「まあせんせい」こと菊地政隆先生を

お招きして，保育園とはどういうところか，

保育士とはどんな仕事をする人か，ほとんど

が女性で占められる保育士の中にあって，男

性が保育士として働くことにどんな意義があ

るのか，についてお話いただいた。菊地先生

が保育の仕事への熱い思いを語られたときに

は生徒達は先生の目をじっと見つめ，真剣な

面持ちでお話に聞き入っていた。

また，子どもと楽しく遊ぶコツや，子ども

が喜ぶ手遊びを指導していただき，次週の備

えとした。手遊び体験では照れる生徒も多か

ったが，菊地先生の巧みなリードにより，い

つの間にか生徒達もすっかり子どもに戻って

手遊びに興じていた。

最後は菊地先生が聴覚障害のある子どもと

出会った経験をもとに作詞をされた手話付き

の歌『こころの花』を披露してくださった。

生徒達は先生と一緒にこのやさしいメロディ
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の素敵な歌を手話付きで歌い，教室内にはな

んとも言えない穏やかな空気が流れた。

以下，生徒達の感想を紹介する。

・保育の仕事は大変。でも昨日と同じことは

ないからおもしろい。

・小さい子に「男の人も子どもの世話をする

のが当たり前なんだよ」と教えるために男

性保育士が必要なんだとわかった。

・子どもと遊ぶ時は同じ目線で話してあげる

ことが大切。

・保育士は子どもの成長が見られる素敵な仕

事だけど，目を離さずにちゃんと子どもを

見ていないとダメなんだとわかった。

・子どもに触れることで自分自身も成長す

る。

・笑顔が大事。一度ダメでもあきらめないで，

何度でも笑ってその子を笑顔にしてあげる

ことが大事。

・男の保育士もいいな，と思った。保育士に

なりたくなった。

・まあせんせいの歌に感動。あんな歌を作れ

てすごいなぁ。

・ちょっと恥ずかしかったけど，手話の歌を

一緒に歌ったら，楽しかった。

・歌も話もとてもよかった。あんな先生にな

れたらいいな。

（3）「赤ちゃんと遊ぼう！」

講師：鳩の森愛の詩あすなろ保育園　保育

士の皆さん（２・３組）

協力：園児の皆さん24名

講師：田中裕子さん（４・５組） ヒッポ

ファミリークラブ主宰

協力：泉区内在住の乳幼児と保護者の皆さ

ん10組21名

この回では，保育園の園児さんや，泉区内

とその近隣に住む乳幼児とその保護者の皆さ

んに和泉高校にいらしていただき，生徒達と

直接触れ合うという得難い体験をすることが

できた。いずれの回も最初は子ども達のパワ

ーの前にたじろぐ生徒が多かったが，保育士

さんや，ファシリテーターの皆さんのリード

により，次第に子ども達と楽しく遊ぶことが

でき，最後はいつまでもお別れを惜しんでい

た。

この回の経験が保育園実習のいわば布石と

なり，実習に向けて期待感を高めることにな

ったことは，大変意義のあることであった。

このときに感じた「子どもってかわいいな」

「大事にしたい」という気持ちを，生徒達は

そのまま持ち続けてくれた。

以下，生徒達の感想を紹介する。

・とにかく走った。でも走りながら笑ってい

たので，こっちも楽しくなってきた。

・たくさん元気をもらった。やっぱり子ども

は若い！

・子どもと関わったことがなかったので最初

は不安だったけど，やってみるとすごく楽し

かった。

・普段めったに小さい子とふれ合う機会がな

いので，こういう機会があってよかった。

・自分が成長したと思う。楽しかった。早く

実習に行きたい。

・手をつないでくれなかった。

・私の腕を引っ張って突き進んで行くから危

なっかしくて困った。

・小さい子の中にとけ込むのが難しかった。

・他のクラスは授業中なのに校内を元気いっ

ぱいで走り回って騒いだとき。

・人見知りする子にどう接していいかわから

なかった。

・ずっと泣かれてしまって困った。

・何を話せばいいのかわからなかった。

・無表情で反応がなかった。

・あまり興味を示してくれなかった。

・かわいいけれど，とても大変。外の道を歩

かせるのは怖いだろうなぁ。

・思ったより笑わせるのが大変だった。子ど

も欲しいなぁ，って思った。

困った点

楽しかった点
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・大きい声を出して追いかけると，ケラケラ

と笑ったこと。

・手が小さかった。

・どうしてこんなに元気いっぱいなの？

・あんなに走ったのに，どうして疲れない

の？

・遊んでいても何を考えているかわからな

い・・・小さい子は全部不思議。

・私みたいに化粧の濃い，怖い顔の人を見て

もどうして怖がらないんだろう？

・なんでこんなにプニプニしているの？

・人見知りする子と全くしない子がいて不思

議だった。どうしてだろう？

（4）「『虐待』についてちょっとだけ」

講師：岡聰志先生（２・３組） 横浜市

中央児童相談所相談指導担当係長

三宅捷太先生（４・５組） 横浜市

中央児童相談所長

この回では，横浜市中央児童相談所から岡

先生と三宅先生にいらしていただき，この事

業のテーマである「児童虐待」についてお話

いただいた。前回までのアトラクティブな要

素を満載した講座とは異なり，この回の講座

は質・量ともに，生徒達にとってはボリュー

ム感のある内容となった。

先生方はパワーポイントを使用して，視覚

に訴える講座を展開してくださった。チンパ

ンジーの世界には虐待がない，というわかり

やすい切り口から始まって，虐待とはどのよ

うなことを指すのか，その発生のメカニズム

や前頭葉の働きを高める必要性等をお話いた

だいた。さらには児童相談所の果たす役割，

特に「よこはま子ども虐待ホットライン」の

存在をご紹介いただいたことは，生徒達に強

い印象を与えたようである。

以下，生徒達の感想を紹介する。

・児童相談所の役割がよくわかった。

・もし自分が虐待されたら児童相談所に相談

に行ってもいいということがわかった。

不思議に思った点 ・児童相談所は誰にでも関係があると思っ

た。どんなことが虐待につながるかわから

ないから。

・虐待を見たり聞いたりしたら通報する義務

があるんだとわかった。

・自分もたまに親に叩かれることがある。そ

れも虐待なんだとわかった。

・言葉の暴力も虐待になると知った。

・心理的な傷を与えることも虐待になるとわ

かった。

・赤ちゃんが泣きやまないで困った時は，ま

ず泣きやむ方法を考える。絶対にキレては

いけない。

・泣き続けている子を見かけたら，「どうし

たのかな？」と話しかけてあげたい。

・その子が産まれた日のことを思い出す。自

分達のかけがえのないたった一つの宝物だ

ということを，常に自覚する。

・自分が困った時も，よこはま子ども虐待ホ

ットラインに電話していいということがわ

かって何だかほっとした。

・自分が知らないところで虐待は起きている

ことを知った。いろいろな機関ががんばっ

ているので，少しでも虐待が減ればいいな，

と思った。

・虐待はしてはいけない。子どもがかわいそ

う。でも，虐待をしてしまう人もかわいそ

う。

・虐待に対して今までと違う見方ができるよ

うになった。困っている人がいたら助けて

あげたい。

・子育てって簡単なことに思えるけど，実は

難しいんだと思った。

・虐待をする親は気持ちが参ってしまってい

て，すべてのことをマイナスに考えてしま

うのだ，ということがわかった。自分に子

どもが生まれたら，あまり考え込まないよ

うにする。

（5）「うちには子どもが９人います－里親

を経験して－」
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講師：橋本隆先生　横浜市ほどがや地区セ

ンター副館長

この回では，実子４人と里子（但し，児童

相談所経由ではない）５人を育てている橋本

隆先生にお話いただいた。先生の経験を元に

具体的なケースを挙げてお話いただいたの

で，いわゆる「講義」が苦手な生徒達も集中

してお話を聞くことができた。特に「まず大

好きな親になってください」という先生のメ

ッセージは，生徒達の心に強烈な印象を残し

たようである。

以下，生徒達の感想を紹介する。

・子どもから愛されたいと思うなら，まず自

分が先に愛してあげよう。虐待している人

がいたら頭ごなしに怒るのではなく，まず

ストレスを発散させてあげて，虐待してし

まう理由をじっくり話し合おう。

・子育てを楽しむためには，まず子どもにと

って大好きな親になることが大事。

・過去につらい経験をした子どもを「かわい

そう」と思うのではなく，守ってあげられ

る大人になりたい。

・生まれてから2歳までは抱っこが大事。抱

きぐせも大事。

・親で子どもの性格が決まる。子育ても，愛

し愛されることが一番大切だね。

・「大好きな親」になる前に，「大好きなお

ねえさん」になってあげる。

・里子を５人も育てていると聞いてびっくり

した。すごい。尊敬する。

・将来自分が親になったときにすごく役立つ

話をしてもらった。よくわからないけど，

感動した。

・子どもに「大好きな親」と思ってもらった

ら，虐待は減ると思う。虐待をしている大

人に，その原因を聞いたり，相談するとこ

ろを教えてあげたい。

・子どもを９人も育てるのは大変なことだけ

ど，橋本先生は大事に育てたんだな～と思

った。

・橋本先生はすごい人だと思った。血のつな

がった子もつながっていない子も，同じよ

うに愛しているんですか？かなり尊敬す

る。

・９人の子どもを育てるのは大変だけど，先

生は楽しんでいてスゴイと思った。

・自分も子どもにとっての「大好きな親」に

なりたい。もっと子どもの気持ちがわかる

ようになりたい。

・今回は自分にとって一番ためになった。う

ちの家庭もいろいろあるけど，ちょっと親

の気持ちがわかった。

・すごくタメになる話だった。自分が親にな

ったとき，今日のことを思い出そうと思っ

た。

・子どもを大事に育てれば，血がつながって

いなくても本当の親だと思った。

・お話が身にしみた。カウンセラーっていい

な，と思った。

・絵本を読んでもらってうれしかった。

・絵本が楽しかった。

・またまた今日もいい話だったよ。最後に読

んでもらった絵本もよかった。マジ楽しか

ったよ！

・最後の絵本はなつかしい感じがして，心が

安らいだ。

（6）保育園実習

保育園実習は，鳩の森愛の詩あすなろ保育

園，YMCAいずみ保育園，ふたば保育園（す

べて泉区内）のご協力をいただき，７月20日

～22日に実施した。参加者数は，20日鳩の森

愛の詩あすなろ保育園８名，20日ふたば保育

園４名，21日YMCAいずみ保育園８名，22日

鳩の森愛の詩あすなろ保育園３名であった。

全参加者数は23名で，すべての生徒の参加

には至らなかったが，実習は，この数字だけ

では物語ることができないドラマに満ちあふ

れるものとなった。すべての園で生徒達を大

歓迎していただいたことがそのようなドラマ

のプロローグとなったことはもちろんだが，
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０歳の赤ちゃんから５歳の幼児までの小さな

お子さん達と高校生との出会いは，私達スタ

ッフの予想をはるかに超える成果を生み出し

た。

いずれの園でもまず到着した生徒を一堂に

集め，園長先生あるいは担当の保育士さんに

よって全体説明や注意事項の確認が行われ

た。事前に実習にあたる上での注意事項を列

記したシートを配布してあったが，この時点

ではまだピアスをした生徒や携帯電話を手に

している生徒も見受けられた。注意事項を再

確認した上で，この日この時間帯の保育園児

の動き，年齢別の活動内容が説明された。そ

して生徒達に何歳児を担当したいか，という

希望を聞いたところ，女子生徒は０～１歳の

乳幼児担当を希望する生徒が，男子生徒は４

～５歳の年長児を希望する生徒が多い傾向が

見られた。

その後適宜着替え等を行って，各年齢別に

分かれて実習がスタート。保育士さんの丁寧

なご指導により，ほとんどの生徒が抵抗感な

く子ども達と楽しい雰囲気で共に活動を始め

ることができた。

乳幼児のグループに入った生徒の中には赤

ちゃんに泣かれて汗だくになっている生徒も

いたが，保育士さんの工夫もあって次第に赤

ちゃんのご機嫌も直り，可愛い笑顔を見せて

くれるようになる頃にはすっかり落ち着いた

雰囲気に。その後の食事介助，寝かしつけに

スムースに移行することができた。

２～３歳児のグループは絵本の読み聞かせ

やブロック遊び等比較的静かな遊びに終始し

ていたが，生徒達は，子ども達の関心の対象

（昆虫や人気のキャラクター等）に興味を持

ち，驚きを持って共に楽しんでいる姿が印象

的だった。

４～５歳児のグループは，プール遊び等の

身体全体を使ったダイナミックな遊びを行

い，頭から水を浴びてびっしょり濡れてしま

ったり，泥だらけになったりしながら，子ど

も達も高校生達も共に歓声をあげて笑い興じ

ていた。

上記のように，ほとんどの生徒は楽しいひ

とときを過ごすことができたが，一部の生徒

は「暑い」「だるい」「帰りたい」等の感想を

洩らし，なかなか子ども達の中に入っていか

れなかった。そのような生徒には，保育士さ

んやファシリテーターが常に目を配り，なる

べく子ども達と接することができるように言

葉かけを行う等の配慮をしたが，最後までつ

まらなそうにしている生徒もいた。子ども達

も，いわゆる「ノリのよい」陽気なお兄さん

お姉さんに惹かれるので，無口であったり，

場の雰囲気になじみにくい生徒は，必然的に

孤立することになる。しかしこのような生徒

にこそ子どもと触れ合う喜びや楽しさを実感

してもらいたいし，またその必要もあるので，

今後はこういった生徒をどのように注目し，

支援していくか，が課題であろう。

保育園は日頃高校生との接点はまずない。

もっとも接しない世代と言っても差し支えな

いだろう。いずれの園でも高校生が実習に来

るということで，ある程度の緊張感を持たれ

ていたようだった。ある園の保育士さんは今

回実習の依頼を受けた時，「高校生が来るな

んて・・・そもそもわずか２時間で一体何が

できるのだろう」という不安を持ったとお話

しくださった。これは非常に率直な発言であ

り，おそらくはどの園のどの保育士さんも同

じ懸念，同じ不安を抱かれたことと思う。

しかし実際に高校生が保育園に現れると，

子ども達は高校生を保育士さんや両親とは違

う，「同世代としての感覚」で歓迎した。そ

の歓迎ムードと呼応するように高校生の側も

自然と「望まれる年長者像」に変貌していっ

たことは興味深い。長い髪は束ね，ピアスを

はずし，携帯電話をかばんにしまい，短いス

カートをジャージにはきかえて，高校生達は

子ども達の世界に溶け込んでいった。

実習にあたっては，各園の園長先生をはじ
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め，保育士さん一人一人が高校生を温かく受

け入れてくださったことが何より大きな成功

のポイントであった。子ども達のケアという

大変な仕事の中に日頃なじみのない高校生が

入ってくることは，現場の保育士さん達にと

って大きなストレスだったと思う。高校生が

子ども達と楽しく過ごせるよう，そして実際

にケアが体験できるよう，さまざまな心くば

りをしていただいたことにあらためて感謝し

たい。「これからもどんどん遊びに来てね」

「８月下旬に夏祭りがあるから，その時に来

て一緒に遊んでね」等の言葉をかけていただ

いたことで，生徒達は自分が受け入れられて

いる，歓迎されている，という自尊感情を持

つことができた。実習を終えて帰る彼らの表

情が一様に輝いていたことを特に記しておき

たい。

最後に一つ，ぜひとも紹介しておきたい出

来事がある。Ｓくんという男子生徒のことで

ある。このＳくんはクールなイメージの生徒

で，少し斜に構えたようなところがあり，保

育園児が高校に遊びに来てくれたときも，な

かなか子ども達となじめなかった。しかしゲ

ームの最中にある男の子とペアを組むことに

なり，たまたまその男の子が障がいを持って

いたＲくんだったこともあって，Ｓくんが本

来持っていたやさしさが自然と引き出される

ことになった。終始Ｒくんと手をつなぎ，彼

の安全に気を配り，保育園実習での再会を約

束して，校門のところまで手をつないで見送

り，別れを惜しんでいつまでも手を振ってい

た。

そんなＳくんであったが，保育園実習の希

望票はなかなか提出せず，実習当日になって

も姿を現さなかったので，今回の一連の講座

はやはりＳくんの心には届かなかったのだろ

うか，と残念に思っていた。ところが実習も

終わりに近づいた頃，保育園の方から「Ｓく

んという生徒さんからお電話が入っていま

す」というお知らせを受けた。半信半疑で電

話に出てみると，やはりあのＳくんである。

「今日は実習に行かれなくてすみませんでし

た」と言うではないか。「ホームルームの後，

担任の先生と話をしなければならない件があ

って，こんなに遅くなってしまった。実習に

行かれなくてすみません」とＳくん。私は彼

が保育園の電話番号を調べて電話をしてきた

こと自体に大変驚き，「次回の実習は明後日

なんだけど，来られる？」と聞いてみたとこ

ろ，「行ってもいいんですか？」と言う。も

ちろん来てほしい，しかし明後日は朝８：50

にＹ駅に集合だが，そんな早い時間に来られ

るか，と聞いてみたが，「行きます」と言う。

二日後の実習当日，Ｓくんはなんと８：40

に駅に到着していた。普段の学校生活では遅

刻の常習者で，無断欠席をすることもあると

いう彼だが，この日は誰よりも早く集合場所

に到着していたのである。あいにくＲくんは

この日，別の療育施設に通う日で保育園には

来ていなかったが，Ｓくんは早速短パンに着

替えてプール遊びに興じ，子ども達の人気者

になっていた。

これは客観的に見れば実にささやかな出来

事であるが，実際に小さな子どもと出会うこ

とがＳくんの心理と行動にこのような変化を

もたらしたことは，彼にとって大きな進歩だ

ったのではないだろうか。あらためて子ども

の持つ力の大きさに驚かされると同時に，Ｓ

くんの心の柔軟さにも心を打たれた。今後Ｓ

くんがどのような道を歩むとしてもこの経験

は彼の中に生き続けるだろう。

Ⅲ　考察

本事業は平成17年５月30日に始まり，座

学・実習合わせて延べ13回の講座が，和泉高

校2年生の「社会福祉基礎」という授業を選

択している生徒35名を対象に実施された。各

回の講座内容および生徒の感想については前

述した「Ⅱ－３．講座と実習」を参照していた

だきたいが，どの回も生徒達はおおむね熱心
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に，興味を持って講座に参加していた。この

事業は，和泉高校の生徒達の純粋さ，素直さ，

率直さに助けられて成功したと言ってよいだ

ろう。生徒達の書いた感想を読むと，彼らが

我々の願いを的確に受けとめ，その上でさま

ざまな「気づき」を体験していることがわか

る。この事業の目的は「児童虐待の早期防止」

であるが，その前提となる「生命の大切さ」

や「人権の尊重」等重要な事項についても，

彼らが我々の意図していた以上に敏感にキャ

ッチしていたことは，予想外の収穫であっ

た。

講座の３回目「赤ちゃんと遊ぼう」および

保育園実習においては，おそらく生徒達自身

も気がついていなかった「子どもを慈しむ気

持ち」が前面に出ていたように思う。個人差

はあったものの，どの生徒も彼らが本来持っ

ているやさしさや養育性が，小さな子ども達

の力で引き出されたことは価値のあることで

あった。

また，事前に記者発表を行い，横浜市内の

各種メディアに向けて本事業の広報に努めた

結果，数回の講座にテレビや新聞等の取材が

入り，生徒達が学んでいる様子が紹介された。

このことも生徒達によい刺激を与え，同時に

地域の関心を呼ぶことができた。

今回の講座の一つの特徴として，毎回最後

の数分間を「読み聞かせ」の時間にあてたこ

とが挙げられる。16年度末まで泉区内の小学

校長を務めていた伊藤弘子先生による詩と物

語の読み聞かせは，生徒達に懐しくも新しい

感覚をよび覚ますことになった。時間が足り

ず慌しい読み聞かせになってしまった回もあ

ったが，講座の内容と直接の関係はないもの

の，一人の人間としてのやさしさや思いやり

の気持ちを生徒達の心に温かく訴える時間を

持てたことは特筆すべき事項である。

しかし一方で講座の内容や実施の方法に反

省もあった。今回は，市民ボランティアの皆

さんに「ファシリテーター」としての役割を

担っていただいたが，その具体的な仕事の内

容を充分に詰めないまま講座に入ってしまっ

たため，皆さんの力を100パーセント発揮し

ていただけない場面があった。「ファシリテ

ーター」という概念そのものが新しく，チー

ムのメンバーの中でこの役割についての共通

認識を持ち得なかったことは反省すべき点で

ある。

また，生徒達の集中力を持続させるための

工夫，彼らの好奇心や知識欲をしっかりと引

き出すための努力が不足した部分もあった。

今回の一連の講座と実習は内容こそ各回ごと

に独自のものであっても，前後の講座に関連

性を持たせ，全体としての流れが途切れない

よう気遣ったつもりだったが，生徒達の抱い

た疑問や興味に対し，次の回の講座で充分に

応える時間が持てなかった。生徒全員に配布

した生徒用のハンドブックにも改良の余地は

多々ある。これらの反省点は今後の課題とし

て次のステップに活かしていきたい。

Ⅳ　今後の課題

この講座は保育園実習をもって一応終了し

たが，この講座を受講した生徒達が今後その

成果を発揮する「場」を我々の側がどのよう

な形で提供することができるか，が今後の最

大の課題であろう。今回受けた講座と実習の

体験を今後継続的に地域に，また生徒達自身

の人生に活かすためにはどうしたらよいか。

そのために具体的にどう動くべきなのか。こ

れは早急に考えなければいけない課題であ

る。

そのような中，９月23日（祝）に実施され

た「泉区保育園幼稚園フェア」において，初

めて保育ボランティアの機会が与えられたこ

とは，注目すべきことである。これは単発の

イベントであるが，区内の保育園幼稚園関係

者の皆さんや，小さなお子さんを持つ保護者

の皆さんに，子育て支援のボランティアがで

きる高校生が区内に存在することを知ってい
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ただいたことは，大きな意味があると思われ

る。

この事業は一回実施すればそれでよい，と

いうものではなく，継続性とさらなる対象の

拡大が求められる事業である。今回は縁あっ

て和泉高校で実施させていただくことができ

たが，今後はこの事業の広報に努め，より多

くの学校における実施実現を目指したい。そ

のためにはまずプログラム内容を拡充し，学

校や地域から「このプログラムをぜひ我が校，

我が地域で実施したい」と思っていただくこ

とが重要である。また，各方面との人的ネッ

トワークを広げ，より多くの情報や知恵や助

言を得たいと考えている。


