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Ⅰ　はじめに

本報告は，茨城県補助事業「地域で育てる

元気っ子体験村事業」として，小・中学生を

対象に一定期間親元を離れた異年令集団によ

る共同宿泊生活を伴う体験活動「伊奈町わく

わく元気っ子」の企画運営に取り組んだ実践

報告である。

我が国の社会情勢は，少子・高齢化の進行

や地球規模での環境問題の深刻化，ＩＴ技術

の飛躍的な進展など急速に変化しており，そ

れに伴い個人の価値観も多様化するなど，子

どもたちを取り巻く環境は大きく変わってき

ている。

学校においても平成14年４月から実施され

た完全学校週５日制及び新学習指導要領の下

で，自ら学び自ら考える力の育成を目指した

「生きる力」を育むことが大きな課題となっ

ている。茨城県でも，「生きる力」を育成す

るため「いばらき教育プラン」に基づき「確

かな学力の向上」と「豊かな心の育成」を大

きな柱とし，各種の施策を推進・展開してい

るところである。

筆者は，平成14年４月から３年間，社会教

育主事として伊奈町の教育委員会生涯学習課

に派遣され，「生涯学習事業の企画運営」と

いう研修の機会を得ることができた。しかし

ながら伊奈町では，筆者が赴任した平成14年
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度に予定されていた児童生徒を対象とした生

涯学習課の事業は魅力に乏しいものであっ

た。学校週５日制対策事業を例にあげると，

開催される講座は囲碁・将棋・造形の３つだ

けであり，各講座20名，合計60名募集のとこ

ろ，将棋と造形は定員に満たず，参加者は講

座全体で42名にすぎなかった。

そこで，この停滞気味の状況を改善し，町

全体を活性化させることを自らの第一の課題

と捉え，子どもたちはもちろん，多くの町民

のニーズに合った魅力ある事業を一つでも多

く企画し，多様な体験活動を主とした生涯学

習事業の積極的な取り組みを通して伊奈町の

発展に貢献したいと考えたのである。

具体的には，学校週５日制対策事業として

新たに「わくわくシリーズ」の企画立案や，

「伊奈町社会科作品展」の立ち上げ，更には

「地域で育てる元気っ子体験村事業」の取り

組みなど，新しい事業を積極的に取り入れる

ことで町の生涯学習事業の活性化に努め，前

述の課題に真正面から取り組んでいこうと考

えたのである。

Ⅱ　伊奈町の概要

１　位置及び沿革

伊奈町は茨城県の南西部に位置し，北に筑

波山を望み，北東に西谷田川から牛久沼，南

西には小貝川が流れる平坦な田園地域と東側

に張り出した台地状の樹林地域から構成され

ている，面積45.54,人口25540人（平成16年

９月１日現在）の町である。

この地には遙か縄文時代から人々が暮ら

し，脈々と生活を営んできた。

江戸時代（1625年・寛永２年）には関東郡

代・伊奈半十郎忠治が幕命によって治水工事

を起こし谷原３万石とも言われる耕地をつく

り，昭和60年には町制施行によって今の伊奈

町ができあがった。

都心から40㎞圏内という地理的条件に恵ま

れており，常磐自動車道を使えば都心から１

時間ほどで伊奈町に到着することができる。

さらに，平成17年８月24日に「つくばエクス

プレス」が開通し，秋葉原まで約40分でアク

セスできるようになったため，さらなる発展

が期待されている。

伊奈町では，水海道市・谷和原村との３市

町村による合併が進められていたところであ

るが，平成17年１月28日に行われた第12回合

併協議会において水海道が離脱し，合併協は

解散となった。現在は谷和原村との２町村合

併をめざしており，平成18年３月27日には

「つくばみらい市」となる予定である。

２　伊奈町の生涯学習

近年，多くの人々が「心の豊かさ」や，

「生きがいのある暮らし」を求めるなか，伊

奈町においても全町民を対象とした生涯学習

のための環境づくりや，その内容の充実に努

めてきた。平成５年からは生涯学習推進本部

を設置し，本町における生涯学習の推進に向

けて体制を整え，各生涯学習施設の整備や学

習機会の充実，生涯学習に関する情報収集と

その提供に取り組んでいる。

今後，余暇時間の増大，高齢社会の到来，

生活水準の向上等を背景として，生涯学習に

関するニーズがますます多くなることが確実

であり，しかもより一層多様化していくこと

が考えられる。

現在伊奈町教育委員会生涯学習課では，町

民が「いつでも，どこでも，だれでも」生涯

にわたって学習することができるよう，各ラ

イフステージに応じた学習機会の提供を行

い，さらに町民ニーズに的確に対応したカリ

キュラムの編成や指導者の育成等，様々な施

策を推進しているところである。具体的施策

として次の３点を挙げる。

①　生涯学習の総合的推進体制の充実

生涯学習活動支援事業，種々の講座の開設

等，住民の学習ニーズを把握し魅力ある生涯

学習活動の支援を推進する。

②　学校教育社会教育及び家庭教育の連携
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子どもたちを含む住民すべてが，生涯学習

への関心や意欲を高め，主体的な学習活動が

実践されるよう，学校教育と社会教育さらに

は家庭教育との連携を図り強化していく。

③　生涯学習施設の整備充実

生涯学習活動をより一層効果的に推進する

ため，身近な生涯学習施設である中央公民館

や町立図書館など，既存施設の整備充実を図

る。また，地域住民の様々な学習ニーズに対

応するため，学校自らが生涯学習機関のひと

つとして施設等の整備充実を図るとともに，

その施設や機能を広く地域社会に開放し様々

な学習機会の提供に努めていくことも重要で

あると考える。

Ⅲ　生涯学習を推進するために

１　現状

伊奈町においても，少子高齢化や国際化，

ＩＴ技術の急激な進歩など，大きな社会の変

化が否応なく進み，地域の連帯感の減少や人

間関係の希薄化が進んでいるところである。

そのため町では，一人一人がそれぞれに豊か

な生活を営むため「生涯学習推進大綱」を策

定し，「うるおいと活力に満ちたまちづくり」

を目標に生涯学習を推進している。

生涯学習施設としては，中央公民館の他，

総合福祉施設「きらくやまふれあいの丘」や

平成15年12月１日に開館した「谷井田コミュ

ニティセンター」がある。

また，本町には６つの小学校,2つの中学校

があり，児童数は1332人，生徒数は658人，

合計で1990人の児童生徒が在籍している。そ

の他２つの町立幼稚園と県立の伊奈高等学

校，伊奈養護学校がある。（平成16年５月１

日現在）

２　課題

本町においては，前述のことを踏まえ，住

民の様々な学習ニーズに応えるため，全ての

社会教育施設において，平日や日中の時間帯

に加え，夜間や休日の開催にも進んで取り組

み，各種講座や事業を展開しているところで

ある。

今後は，さらなる内容の充実と質的向上を

図ることが一番の課題であると考えられる。

Ⅳ　実践事例

「いばらき教育プラン」で述べられている

「豊かな心の育成」は，学校や家庭で育まれ

るのはもちろんのこと，生涯学習という分野

でも多くのことを学ぶことができると考え

る。また，生涯学習の分野で行うことで他の

活動とは違った思い出深いものになり，その

経験や体験活動は心の底の深いところで静か

にそして力強く育っていくのではないかと思

う。

県から出された「地域で育てる元気っ子体

験村事業」の要項を見て，さらに昨年一昨年

と「元気っ子体験村事業」を実施した他市町

村の関係者に話を聞くうちに，この事業はま

さに子どもたちの心をたくましく育てること

のできる素晴らしい事業だと考え，ぜひ伊奈

町で取り組んでみたいと思ったのである。

以下，「伊奈町わくわく元気っ子体験村事業」

の概要について示す。

（1）事 業 名　「地域で育てる元気っ子体験

村」茨城県補助事業

（2）補助事業者 伊奈町

（3）補 助 率　補助対象経費の１／２の額

（4）趣　　旨　小・中学生を対象に，一定期

間親元を離れた異年令集団に

よる共同宿泊生活を伴う体験

活動の機会を提供し，自主

性・協調性・忍耐力・社会性

を高めさせるとともに，たが

いに助け合う心・感謝する心

を養わせ，心豊かにたくまし

く生きる力を育てる。

（5）主　　催　伊奈町わくわく元気っ子体験

村実行委員会（事務局：生涯

学習課）



国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第６号，2006年262

（6）実施期間　平成16年８月３日から平成16

年８月９日まで（６泊７日）

（7）参 加 者　伊奈町立小学校の４・５・６年

生児童及び町立中学校の生徒

男子15名 女子15名 合計30名

・30名募集のところ，83名の応募があり，

抽選によって参加者を決定した。（直前の体

調不良により５年生女子１名が欠席したた

め29名で実施した。）

（8）参加費用　7000円（食費・保険料・教材

費等）

（9）主な活動内容

・ネイチャーゲーム　・星空観望会　

・植物観察体験学習　・機織り体験学習

・フォークダンス　　・茶道体験学習

・伊奈に伝わる昔話　・火おこし体験

・食事作り　・洗濯　・カヌー川下り　

・素手での魚とり　・川遊び体験・乗馬体験

他

（10）「元気っ子体験村」実現までの流れ

①企画に際して

なぜ「元気っ子体験村」が必要なのか。

本事業に取り組むにあたり，まず最初に頭

に浮かんだことである。「子どもの健全育成

には多様な体験活動が重要な要素」となって

いるという。それは感覚的にはわかるものの，

具体的根拠はどこにあるのだろうと考えた。

このようなとき，同じ派遣社会教育主事の

仲間である河内町教育委員会生涯学習課の大

森泉氏より，生涯学習審議会（当時）答申

「生活体験・自然体験が日本の子どもの心を

はぐくむ」（平成11年）の資料を見せていた

だいた。

これは，「子どもの体験活動等に関するアン

ケート調査」（平成10年文部省（現文部科学省）

実施）の結果をまとめ，分析したものであり，

そこには子どもの健全育成と体験活動との高

い相関関係が示されていたのである。

それ以前から，中央教育審議会で「生活体

験・自然体験の機会増加の必要性」が示され

てはきたが，具体的な数値をもって明確にさ

れたのはこれが初めてであるという。（大森

泉「河内元気っ子体験村事業」『茨城県派遣

社会教育主事研究協議会（平成15年11月21日）

での発表レポート』）

また，全国子どもプランには次のような文

言が記されている。

「長期の自然体験は，子どもたちにとって自

然の厳しさや恩恵を知り，動植物に対する愛

情をはぐくむなど，自然や生命への畏敬の念（地域の人たちと一緒にフォークダンス）

（川下り体験）

（乗馬体験の様子）
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49

ある ない

（%） （%）

ある ない

ある

生活体験

道徳観・正義感 道徳観・正義感

自然体験

ない

ある

生活体験と道徳観・正義感 自然体験と道徳観・正義感

ない

29

14

5 18

13 44 24 16

52 18 7

31 44 9

38 30

35 15 33

22

15

11 24

8 17 46 19 10

47 13 5

30 42 9 4

34 36 6

34 26 5

（注）　生活体験や自然体験の有無，道徳観・正義感の有無について，アンケートに対する子どもの
回答に基づき５段階評価してクロス集計したもの

（資料）平成10年７月調査，青少年教育活動研究会（文部省委託調査）
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を育てたり，自然と調和して生きていくこと

の大切さを理解する貴重な機会となる。さら

に，自然の中での組織的な活動は，きまりや

規律を守ること，友達と協力することなどの

大切さや自ら実践し創造する態度を学ぶこと

ができるなど，まさに総合的な学習の機会と

いうことができる。」（文部省生涯学習局「動

きはじめた全国子どもプラン～地域で子ども

を育てよう～緊急３ヶ年戦略」1999年）

このことを踏まえ，伊奈町では前述の「う

るおいと活力に満ちたまちづくり」の一環と

して，また「いばらき教育プラン」にもある

「個性と創造性に富むこころ豊かな人づくり」

をめざし，「地域で育てる元気っ子体験村事

業」に取り組むこととしたのである。

②学習プログラムの検討

体験活動が子どもたちの健全育成に重要だ

ということはわかったが，学習プログラムを

決定する段階になって，どのような活動が必

要なのか，また，この伊奈町をはじめとする

近隣地域でどのような体験活動が可能なのか

が問題となった。

そこで，地域の学習資源を一から見つめ直

し，調査・開拓することから始めたのであ

る。

③地域の学習資源

「子どもたちに必要な活動」については茨

城県からの文書「平成16年度地域で育てる元

気っ子体験村事業」に係るリーダーボランテ

ィア研修会実施要項の中にヒントがあった。

第１は野宿や自給自足を体験する自然体験

活動である。（キャンプ等の野外活動）

第２として，炊事・洗濯・清掃・買い出し

などの体験活動を通した異年令との交流体

験，第３には自分たちが生活している地域を

知る活動，第４は農業体験など，地域で働く

活動，そして第５として高齢者をはじめとし

た地域の人との交流体験活動である。

次に，これらの活動が可能か，できるとす

れば場所はどこがいいかという観点で，再度

企画を練り直した。

伊奈町でどのような活動ができるかを自分

なりに考えるとともに，様々な人と話し合う

ことで，学習プログラムの輪郭が見えてきた。

教育委員会生涯学習課の職員をはじめとし

て，役場や公民館，図書館の職員，小中学校

の先生方，地域のお年寄りやボランティアの

方々，さらには茨城県県南生涯学習センター

の職員や茨城県派遣社会教育主事の友人たち

に直接話し，語り合い，意見交換することで

たくさんのヒントをもらうことができた。

そしてその結果，次のような体験活動が候補

に挙がったのである。

（食事作り）飯盒炊さん，イタリア料理，カ

レーライス，流しそうめん，食材の自給自足

（自然体験）ネイチャーゲーム，星空観察，

木を使った工作，川遊び，カヌーでの川下り，

乗馬体験，化石掘り，土器拾い

（農業体験）農作業体験，牧場体験（清掃活

動を含む）

（生活体験）炊事，洗濯，清掃，薪割り，火

おこし，機織り体験，ドラム缶風呂

（公民館体験活動）フォークダンス，茶道，

染め物，舞踊，陶芸，拓本，太鼓，演劇，

以上をもとにして，学習する場所を探し，指

導者を依頼し，時間を調整して７日間の活動

プログラムの原案を作成した。活動場所は伊

奈町立公民館をはじめ次の通りである。

・伊奈町総合福祉センターきらくやま

・伊奈町谷井田コミュニティセンター

・常総地方老人福祉センター「白寿荘」

・伊奈町郷土資料館「結城三百石記念館」

・茨城県自然博物館ミュージアムパーク

・小貝川及び小貝川河川敷

・水海道「あすなろの里」

・小貝川生き生きクラブ（ＮＰＯ小貝川プロ

ジェクト21）

・茨城県立伊奈高等学校合宿所

活動は，雨や台風による急な変更にも対応

できるよう余裕をもって作成し，指導者の方
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にもその旨を伝えておいた。また，学習プロ

グラム変更の際必要となる移動の手段とし

て，伊奈町の福祉バスを７日間全て貸し切り

とした。

④事業の実際

１週間の宿泊学習である「元気っ子体験村

事業」を実施するにあたって,1日１日に名前

をつけた。

１日目　「出会いの日」

２日目　「ふれあい体験の日」

３日目　「探検体験の日」

４日目　「生活体験の日」

５日目　「自然体験の日」

６日目　「まとめの日」

７日目　「別れの日」

このことは毎日の課題を明確にするととも

に子どもたちにとって親しみやすく，記憶に

残る１週間となったようである。

事後アンケートと一緒に提出してもらった

児童の作文には，「涙が止まらなくなった」

「また来年も参加したい」「みんなにもう一度

会いたい」「みんな，ありがとう」などのこ

とばが書かれていた。 特筆すべきは，男子

も女子も，たくさんの子どもたちが，「自分

も大きくなったらわくわく元気っ子体験村の

ボランティアリーダーになりたい」と言って

くれたことである。

⑤事業の評価については，次の通りである。

（ア）アンケート結果

わくわく元気っ子体験村での生活中に「家

に帰りたいと思いましたか」との質問に一度

も思わなかったという子が 2 9人中 2 0人

（68.9％）いた。

「自分のことは自分でやれましたか」の質

問には29人中20人（68.9％）が自分でやれた

と回答している。また，「参加する前と比べ

て，自分から進んで行動できるようになりま

したか」の質問では「とてもそうなった」29

人中20人（68.9％）と「少しそうなった」29

人中９人（31.1％）を合わせると全員の子ど

もたちが「自ら進んで行動できるようになっ

た」と答えている。

さらに，「またわくわく元気っ子体験村の

ような事業があったら参加したいと思います

か」との質問には,29人中28人（96.6％）の

児童生徒が次回もぜひ参加してみたいと答え

ている。

（イ）事業成功のポイント

参加した児童生徒はもちろんのこと，保護

者やスタッフ，主催者の中からも「すばらし

い事業だった」という評価のことばが出たこ

の「わくわく元気っ子体験村」だが，事業成

功のポイントは次の３つであると考えられ

る。

第１に子どもたちの健康管理である。

計画段階から伊奈町の保健センターと連絡

をとりあい，子どもたちの健康面，衛生面に

何が必要かを話し合いリストを作っていっ

た。また，事業に際しても，毎日１名から２

名の保健師を同行し,1日２回のきめこまやか

な健康観察をすることで，万が一の場合に備

えることができた。実際,4年生の男子１名が

活動の５日目に熱を出し心配したが，そのと

きも保健師による適切な処置のおかげで大事

に至らなかった。

適切な判断と処置がいかに大切かを知ると

ともに，伊奈町保健センターの担当者が言っ

てくれた，「できうるかぎり，最高のサービ

スを提供します。」という言葉に，今あらた

めて感謝したい。

第２には，夏の暑い時期なので熱中症の予

防対策として水分補給に留意したことであ

る。

知り合いの医師から「熱中症の予防には麦

茶が一番いい」と指導を受け,1人２リットル

の麦茶を人数分，毎日用意した。

しかし，ポットややかんなどに人数分の麦

茶を用意し「必ず水分補給をすること」と伝

えても，子どもたちはなかなか適切に水分補

給ができないものであるという。そして，
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「具合がおかしいな」と気づいたときには，

もうすでに熱中症になっている場合があるの

で，面倒でも麦茶は一人一人の水筒に毎日入

れること。昼食のときや活動の途中でも，足

りなくなったらその都度補給すること，とい

うアドバイスを医師から受け，スタッフ全員

がそのことについて共通理解し，いつでも水

分補給ができるよう準備を心がけた。

第３にすばらしいボランティアリーダーと

の出会いである。

当初，「わくわく元気っ子体験村」のリー

ダーとして伊奈町の「高校生会」の協力を予

定していた。他の事業などでも関わりをもっ

ていたのでおよそ１年前から「高校生会」の

代表者とコンタクトをとり事前の約束を取り

付けていた。しかし，事業がはじまる２ヶ月

前の６月に，「他の行事と重なってしまい参

加できない」という連絡をうけた。もう募集

のちらしも作り終わり，配りはじめようとい

う矢先のことである。

非常に失望するとともに子どもたちと一緒

に活動してもらう一番大切な「リーダー」の

確保をどうするかが急務となった。

そのとき協力してくれたのが，伊奈町社会

福祉協議会であった。

「高校生会」がキャンセルしてきたことを

告げると，以前伊奈町の高校生会に在籍して

おり，今は大学生となっている何人かに早速

連絡をとってくれた。急な連絡にも関わらず

６人の「高校生会」ＯＢが「わくわく元気っ

子体験村」に参加してくれることになった。

また，伊奈町の成人式で実行委員長をしてく

れた大学生も協力してくれることになり，伊

奈町の小学校から社会人ＴＴが１名，町生涯

学習課からも臨時職員を１名お願いすること

で，最終的には当初予定していた９名のボラ

ンティアリーダーをなんとか確保することが

できた。

１ヶ月前の７月10日には事前研修を行い，

この事業に関する意義やリーダーとしての役

割，そして注意点などを確認した。このとき

本事業のメインでもある「カヌーによる川下

り」と「川遊び」の際の注意点（レスキュー

訓練）も現場に行って実際に行い，当日の活

動に備えることができた。

参加してくれたボランティアリーダーたち

は，ほとんどが保育士や教員志望であった。

そのためか，事前研修も含めて１週間の体験

活動に，非常に積極的且つ献身的に取り組み，

子どもたちのよき理解者となってくれた。１

週間毎日，子どもたちの健康や精神状態に気

を配り，寝食を共にするだけでなく一緒に笑

い一緒に泣くといった，これ以上はないと思

えるほどの頑張りを見せてくれたのである。

なんと彼らは事業終了後の９月，一緒に過

ごした「元気っ子」たちに会うため，町の全

部の小学校の運動会を自転車で訪ねて回った

というのである。再会した子どもたちが大喜

びしたことは言うまでもない。

この事業が成功であった一番の要因は,9人

のすばらしい「リーダー」がいてくれたこと，

そして，「リーダー」たちの持つ「若い力」

が子どもたちに伝わり「感動」を共有するこ

とができたことであると断言できる。

（ウ）児童生徒及び保護者の感想（抜粋）

（小学校４年生　女子）

わくわく元気っ子体験村に行って，転校し

ちゃった友達と会えて，いろいろな体験をし

ました。一番楽しみにしていたのは，乗馬体

（すばらしいリーダーと元気っ子たち）
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験です。ポニーに乗った感じは，とてもフワ

フワして気持ちよかったです。二番目に楽し

みにしていたのは，川遊びをすることです。

ライフジャケットを着たのは初めてだったの

で，とても楽しかったです。めんどうを見て

くれたリーダーさんは，とてもやさしかった

です。

自分も大きくなったら，ボランティアリー

ダーになってみたいです。

（小学校６年生　女子）

「私は，絶対にわすれないよ。」

先生やリーダーや友達と笑顔でお別れしよ

うと思っていたので，泣くのをがまんしまし

た。でも，帰り，車に乗ったらみんなの姿が，

集合写真のように，目の前にうかんできたの

で涙が止まらなくなりました。「わくわく元

気っ子体験村」についてお話しします。

八月三日は，開村式です。私は，うれしい

気持ちだけでなく，一週間も家をはなれて知

らない友達といっしょに生活できるのだろう

か，という不安もありました。

「なぜ，こんなにきんちょうしているんだろ

う。」

と言ったら、お母さんがニコニコしているの

で，少し安心しました。

伊奈町の教育長さんが，家の人に向かって，

「子どもだけじゃなく，一週間はなれるのは

親も勉強です。絶対に会いに来ないで下さ

い。」

とおっしゃいました。その言葉を聞いて，本

当はお母さん達も不安なんだと気付きまし

た。

私は四班の班長になりました。でも不思議

です。知らないうちにみんなと友達になって

いました。ステキなニックネームを決めまし

た。私のニックネームは，「菊っちゃん」に

なりました。

二日目，郷土資料館に行きました。植物コ

ースでは，木の葉や実などを食べてみました。

山椒の実の味は，一生忘れません。機織りコ

ースでは，すてきなコースーターを作りまし

た。夜は，伊奈に伝わるこわい昔話を聞きま

した。

三日目，自然博物館に行きました。生き物

のことがよく分かりました。

四日目は，プールで泳いだり，工作をしま

した。夜はみんなでカレーを作りました。夜

の花火は，「きれいだね。」と，みんな喜んで

いました。

五日目は，川下りとレスキュー体験です。

思ったより川の流れが速く，おどろきました。

川の中で泳いだことがないので，ドキドキで

したが，ライフジャケットを着て水にうくの

は，とても気持ちよかったです。夜のレクリ

ェーションでは，げきをしました。

「嫁役うまかったよ。」

と，みんながほめてくれました。

六日目は，乗馬をしました。最初は，ちょ

っとこわかったけれど，だんだん慣れてきま

した。馬のひとみは，やさしかったです。

七日目は，最後の日です。旗を持って閉村

式に向かいました。旗は，班全員で心をこめ

て作りました。式が終わった後，とうとう先

生方やリーダー，友達と別れました。

みんなでよせ書きをしたTシャツは，宝物

です。伊奈町わくわく元気っ子体験村に参加

して，人と人との心の通い合いについて学び

ました。いつかボランティアリーダーになり，

この体験を生かしてがんばりたいと思いま

す。

（小学校４年生　男子　保護者）

和田先生をはじめ，関係者の皆様，お世話

になりまして本当にありがとうございまし

た。閉村式に向かい誇らしげに伊奈高から歩

いて来た子供達の顔は忘れる事ができませ

ん。

期間中の関係者の皆様のご苦労は，本当に

大変なものだったと思います。特に私の息子

は途中，発熱に見まわれ，ご心配やご迷惑を

おかけ致しました。一晩だけの帰宅で翌日は
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回復し，すぐに合流する事ができたのは，

「早く直して，戻っておいで」の言葉でした。

息子にも私にとっても，大変嬉しく，元気づ

けられた温かい励ましの言葉でした。この体

験を通して，自分の行動が皆さんの役に立っ

ているという実感が自信となり，また他の学

校の皆さんと仲良くなれたのが本当に良い思

い出となっているようです。又，良い事，悪

い事の判断力や忍耐力といったものが，参加

前と比べ育ってきているような気がします。

このような企画をする事は本当に大変な事で

すが，多くの子供達が参加できるように今後

も期待しております。

これらの感想には，子どもたち一人一人の

熱い思いが込められており，この事業の成果

を端的に表している。また，保護者の感想に

は「ぜひ来年も継続してほしい。」との声が

多数あり，嬉しさと同時に，このニーズに応

えていくためにはどうすればよいか，新たな

課題ができたともいえる。

（エ）考察

今回の事業で目指したことの一つに「親元

を一定期間離れ異年令による集団生活を行

い，その中で様々な活動を体験することによ

って自主性・協調性・忍耐力・社会性を高め

ること」がある。参加者のアンケートからも

「自分から進んで行動できるようになった」

29人中29人（100％） 「友達と仲良く協力

することができるようになった」29人中29人

（100％） 「がまんする力がついた」29人中

28人（96.6％）など，自分の成長に対する自

覚が数値にも大きく表れている。

また，参加者の感想の中にも家族やスタッ

フ，そして大学生のボランティアリーダーに

対する感謝の気持ちが表れているものが多く

見られた。

このことから前述の目標はほぼ達成できた

と考える。そして，これらの経験が心の中で

大きく育ち，やがて最終目標である「心豊か

にたくましく生きる力を育てる」につながる

ものと信じている。

もうひとつ，思わぬ収穫があった。

それは，子どもたちにフォークダンスや茶

道，機織り，食事作りなどを教えてくれた指

導者たち，町の文化協会の方々のことである。

今回「伊奈町わくわく元気っ子体験村」の

指導ということで，高齢の方も含めてたくさ

んの町住民の方々が子どもたちと一緒に様々

な活動を行ったわけだが，ほとんど全ての方

から「楽しかった」「子どもたちと一緒に踊

るのがこんなに楽しいとは思わなかった」

「熱心に聞いてくれるのがうれしかった」「ま

たこのような機会があったら一緒にやりた

い」との感想をいただいた。

このことは，「伊奈町わくわく元気っ子体

験村」という特別な事業でなくとも，町の小

中学校との連携で簡単に実現できることであ

ると思われる。

非常に価値のある生涯学習環境（地域の指

導者）が，町のこのような身近なところに埋

もれており，きっかけさえあればたくさんの

方が子どもたちの体験活動に協力してくれる

ということがわかったことは，自分にとって

も大きな収穫であった。

小中学校と地域を結ぶネットワークができ

れば，そしてそこにコーディネートをする者

がいれば，地域の教育力は大きく向上するの

である。

Ⅴ　事業の成果と今後の課題

伊奈町独自の行政評価システムによると，

わくわく元気っ子体験村は「事業参加率

96.7％」「事業満足率100％」と非常に高い数

値を示している。

３年間という短い派遣期間の中でこのよう

な大きな事業を行い，小中学生やたくさんの

町民の方々に参加していただくことができた

のは，伊奈町教育長飯泉芳郎先生をはじめ，

大塚勝美生涯学習課長その他のたくさんの職

員の協力のおかげだと感謝している。一つ一
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つの事業を通して職員の和も深まり，次の事

業の意欲の高まりにもつながった。

反省点としてはそれぞれの事業に対する見

通しの正確さ，募集のあり方が挙げられる。

なかなか人が集まらないものがある一方

で，人気のある事業についてはたくさんの希

望者がありとても一度では対応できない。か

といって回数を増やすことも予算や職員の人

数の都合もあり容易ではない。見通しをもっ

た計画を立て，それに応じた募集をすること

が，生涯学習事業を行う際には極めて重要で

あることを感じた。さらに，学校との連携を

より一層図っていくことも必要であろう。学

校側が町の事業を利用しやすくなるように早

く情報を伝えることや，「学社連携」を行う

ことによってどのような活動が可能である

か，そしてどのような効果が期待できるのか

をより具体的に示していく必要もあると考え

る。

その他，今後はさらなる内容の充実と質的

向上を図るとともに次の７項目に表される課

題に取り組んでいくことが重要である。

①生涯学習推進体制の総合的整備　②多様な

学習機会の提供　③学習情報の提供と学習相

談システム化　④指導者の養成と人材確保

⑤生涯学習の拠点づくり　⑥生涯学習の基礎

を培う学校教育の充実　⑦民間や企業の教育

機能との連携

Ⅵ　おわりに

かつて地域には住民が共同で使用できる

「井戸」があり，そこでは人間の生命維持に

最も大切な水を介して人々が集まり，同時に

強く生きていく上で必要となる「知恵」や

「知識」が伝承されてきたという。

しかし現在，私たちは，水道の蛇口をひね

れば水が出る便利さを得た代わりに，昔なが

らの近所付き合いの中で培われた地域の教育

機能を失ってしまった。そのことは家庭・地

域の教育力の低下にも直結していると考えら

れる。今求められているのは，かつての「井

戸」に代えて学校や公民館・図書館など身近

な社会教育資源を活用し，多様な活動を通し

て「生きる力」を伝承することではないだろ

うか。（茨城県社会教育委員会議　「子ども

を健やかに育む環境整備　～家庭と地域の教

育力の再生を図る社会教育の新たな役割～ス

プリングプラン」（報告）2003年）そのため

に私たち，学校教育・社会教育に携わる者が

できることは，地域と地域・人と人とをつな

ぐコーディネーターとなることではないか。

そしてより良いネットワークを作り，子ども

たちや地域全体に貢献できればと思う。




