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1 2006年度　社団法人北見青年会議所　次代の夢教育づくり委員会（Committee of Creation of Dream Education for

the  next,Kitami Junior Chamber at 2006 years）
2 古屋病院（Furuya Hospital）
3 2006年度　社団法人北見青年会議所（Kitami Junior Chamber at 2006 years）

Ⅰ　はじめに

青年会議所は20歳から40歳までの青年の団体

で，世界約100カ国以上で約18万人が所属し

ている。日本では700以上の都市に約４万人

以上が所属し，「明るい豊かな社会」の実現

を理想にかかげ活動を行っている。そこに属

するわれわれ社団法人北見青年会議所は平成

18年度の活動の一つとしてテーマを「次代の

無限の可能性を全力でサポートしよう！」と

掲げ，そこに住む一員として住みやすい地域

社会の創造のために次代に繋げるふるさと・
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【要旨】

今回北見青年会議所が中心となり，親子の絆を深めるための事業「ふれあいから絆

へ」を開催したのでその事業内容について報告する。対象は４-６歳の就学前の子ど

も29名とその保護者33名である。パート1「心を育むために」では親に対しては親が

子どもの心を理解し共に育ちあうための講演を行い，子どもに対しては思いやりの心

を育むゲームや紙芝居の読み聞かせを行った。パート2「ふれあおう！」では豊かな

心を育む木育の概念を参考に木の共同作業を親子一緒に行った。事業前の保護者への

アンケートにて子育てに対して約7割が「なんとなく」以上の不安を感じていた。保

護者の子育てに対する全体的な不安度（0-10）の平均値は事業前が5.3，事業後が4.1

と有意に減少した（p=0.003, Wilocoxon signed rank test）。今後このような地域主催

の子育ての事業を広めること，また継続して開催していくことは有意義であると思わ

れた。

【キーワード】

親子の絆，地域，育児，読み聞かせ，木育
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夢創生へ向けて活動を展開してきた。

現代社会の目まぐるしい変化は，家庭のあり

方にも大きな影響を及ぼすようになり，核家

族化，少子化，多様化する犯罪の中で子ども

をどう育ててよいのか分からず悩む親が増

え，育児問題が現代社会の課題の一つとなっ

ているといえる（1，2）。無関心や他人事といっ

た風潮が蔓延しているとも言われる現代社会

にあって，大人達がそれぞれの地域に住む一

員として積極的に自分の周りの子ども達に関

わりあい，正面からぶつかり，そして受け止

められることが必要なのではないかと思われ

る。そこで，子ども達が心豊かに育つために

は特に幼少期における親と子のつながりの強

さである「親子の絆」をしっかりと深めるこ

とがとても重要な役割を果たすと考えた。そ

して，さらにその絆を深めるためには心の交

流である「ふれあい」を日常の生活の中で積

み重ねていくことが必要と考え，テーマを

「ふれあいから絆へ」とし本事業を開催した。

今回はこの事業内容に事業の前後に行ったア

ンケートの結果を加えて報告する。

Ⅱ　事業概要・結果

１．（事業運営組織）

主催：北見青年会議所　

後援：北見市，北見市教育委員会，北見児

童相談所，北海道水産林務部　林業

木材課

スタッフ：北見青年会議所メンバー９名

関係者：託児所８名，日本お話の会３名，

講師３名

（スクールカウンセラー，保育士，

オホーツク森林産業振興協会）

２．（日時）2006年４月23日（日）13:30～

16:30

親子で参加可能と考え，日曜日の午後に

開催した。

３．（場所）北見市立若松小学校

４．（対象）市内の就学前の４～６歳児40名

とその保護者

５．（参加者）市内の就学前の４～６歳児29

名とその保護者33名（男17名　女16名）

６．（参加費）無料

７．（募集方法）社団法人北見青年会議所ホ

ームページ（http://www．kitamijc．or．jp），

市の広報誌，および市内無料配布雑誌，新

聞

（募集期間）2006年４月７日（金）～17日（月）

16:00～20:00

上記期間内で電話にて参加受付をした。

８．（託児所設置）NPO法人「チャイルドサ

ポートみんと」に依頼し，校内に託児所を

設置，事業中対象年齢以外の子どもを預か

った（利用者10名）。

９．（内容）まず全体として親と子が分かれ

るパート１「心を育むために」（約１時間

30分）とその後親子が集まるパート２「ふ

れあおう！」（約１時間）に分けて事業を

行った。パート１では親と子が分かれ，パ

ート２では親子が一同に集まった（表１）。

①パート１「心を育むために」-保護者対象

（目的）効果的な育児について学び，育児に

表１　全体の流れ

13:30~13:42
13:42~15:00

1

15:00~15:10
15:10~16:30 2
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対して自信を持ってもらうことにより，親

子の絆を深める一助としてもらう。

（内容）北見市内でスクールカウンセラーを

されている瀬戸美奈子氏を講師に迎え，

「子どもの心を育てるために」をテーマに，

親が子どもの心を理解し共に育ちあうため

の講演を行った（図１）。後半は子どもと

のコミュニケーションをシミュレーション

して，子どもに対してどのような声掛けの

仕方がよいのかをについて講演を行った。

最後にエゴグラム（3）を行い，自分がどの

ような性格あるいは傾向であるのかを今一

度把握し，それをふまえて子育て或いは子

ども達との関わりあいに活かす一助とし

た。講演内容はとてもわかりやすく，心理

学を応用した子育てという点で興味深い内

容であり，聴講者参加型のパートも多数あ

り，参加者も最後まで集中して受講してい

た。質問紙の回答にも本講演の感想として

「子育てのヒントをいただいた」，「子ども

との接し方がわかった」，「少し子育てに自

信がつきました」などといった前向きな意

見が多数あった。

②パート１「心を育むために」-子ども対象

（目的）遊びや紙芝居（紙芝居やパネルシア

ターは読解力が十分に育っていない子ども

達でも視覚的，聴覚的に内容を理解するこ

とができる（4））を通じて他人への思いやり

など，いわゆる道徳的な感覚を養ってもら

うことにより，親子の絆を深める（4）。

（内容）はじめて出会った子ども同士が打ち

解けあい，和やかな雰囲気を醸し出すため

に自己紹介からはじめ，その後若松保育所

山中真実先生を中心にエンカウンターとし

てみんなが知っている歌に合わせて手遊び

を行い，さらにピアノに合わせて走ったり，

止まったりといった遊びをしたりして，

徐々に大人と子ども，そして子ども同士の

距離を縮めた。最後はお互い手を繋いでふ

れあう遊びを行った（図２）。山中先生の

エンカウンターを通じて，リードがしっか

りしていれば初めて会った子ども同士でも

どんどん仲良くなっていく，子ども達の順

応性の高さを改めて感じた。そして，その

雰囲気をつなぐ形で子ども達がチームワー

クを体感できるゲーム「ボールを送ろう」

を行った（5）。その後絵本や紙芝居の読み聞

かせが幼少期の心を育む観点から（5 - 7），

NPO法人「北見お話の会」の皆様に紙芝居

（おたまじゃくしの101ちゃん，たまごにい

ちゃん，ありんこ軍団，北風と太陽）とパ

ネルシアター（野菜のおなか，シャボン玉，

おもちゃのチャチャチャ）を上演，それぞ

れの話の感想を子ども達に聞くやりとりを

行った（図３）。子ども達はどの話も真剣

図１　パート１（保護者）講演　 図２　パート１（子ども）エンカウンター　
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に聞いていた。またクイズ形式のパネルシ

アターではみんな一生懸命考えて答えを探

していた姿がみられた。

③パート２「ふれあおう！」-子ども，保護

者対象

（目的）木育とは，子どもをはじめとするす

べての人が「木とふれあい，木に学び，木

と生きる」取組で，子どもの頃から木を身

近に使っていくことを通じて，人と，木や

森との関わりを主体的に考えられる豊かな

心を育むという，自然豊かなこの北海道か

ら生まれた概念であり（8，9），これにより豊

かな心を育みつつ，親子がふれあうことに

より親子の絆を深めてもらう。

（内容）参加者全員を体育館に集合させ，「木

育」（8，9）の概念を説明から始めた。この中

で，オホーツク木のプラザ専務理事の大石

次郎氏は，「木育」とはより木を身近に使

うことを通じて人と木や森との関わりを主

体的に考えられる豊かな心を育むという要

旨を説明した。その後木切れを材料に動物

や建物或いは車といったモノを形づくる木

工作業を行った（図４）。ここでは親子で

考えたものを形にしていく際に，鋸で切っ

たりヤスリをかけたりする作業は危険を伴

う可能性もあるため，スタッフが行った。

木を使った共同作業をすることは普段あま

り経験されていないと思われ，親子のふれ

あいを感じながら楽しく参加することがで

きたと考える（図５）。

Ⅲ　事業前後のアンケート結果

今回の事業参加者である29家族の保護者33

名（男17名　女16名）を対象に事業前後に質

問紙によるアンケートを行った（付録）。そ

の結果を下記に示す。

①核家族の割合は86.2％（29家族中25家族）

であった。

②子育てに対して不安や悩みを抱えている

か，の質問に対しては約７割が「なんとな

く」または「非常に」不安を感じていた

（図６）

図３　パート１（子ども）紙芝居の風景　

図４　パート２（保護者・子ども）木切れを
使った木工作業　

図５　パート２（保護者・子ども）完成図　
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③事業前後で現時点での子育てに対する全体

的な不安度を０（不安がない）～10（大変

不安である）のスケール形式で質問した結

果，不安度の平均値は事業前が5.3，事業

後が4.1と有意に減少した（図７）。

④この事業で親子の絆の重要性が認識できた

か，という質問には「かなりできた」が

21 .2％（７名），「まあまあできた」が

63.6％（21名），「どちらともいえない」が

12.1％（４名），「あまりできなかった」が

3.0％（１名），「全然出来なかった」は

０％（０名）であった。

⑤この事業で親子の絆が深まるためのいいヒ

ントを得ることができたかという質問に

は，「出来た」との回答が42.4％（14名），

「少し出来た」が51.5％（17名），「出来な

かった」は6.1％（２名）であった。

⑥このような催しが継続的に開催された場合

参加したいかという質問には，「はい」と

回答した人が90.9％（30名），「どちらとも

いえない」が9.1％（３名），「いいえ」は

０％（０名）であった。

Ⅳ　考察

牧野カツ子によれば歴史とともに子育ては

村単位から家族単位，そして核家族の夫婦に

よる子育てと小さな単位に変化したという（10）。

それとともに子育ては母親のみに責任がかか

り，その結果育児に対する不安を抱える母親

が増加しているように思われる。実際，子育

て児童相談所の平成15年度の児童虐待相談

処理件数は国で約２万７千件と増加傾向にあ

る（11）。そんな中，例えばPTCA（12），つまり

PTAに地域住民（Community）が加わった

「親と教師と地域住民の会」という形態で地

域住民が教育への参画するなど，育児や教育

の面においての地域の役割の重要性が認識さ

れてきている（13）。地域の子どもたちは，学

校，親以外に地域住民の誰もが連携しながら

育てる，そのために地域の住人として自分た

ちの役割を果たすという考えこそが北見青年

会議所が目指す目標の一つである。その目標

のもと，親子の絆を手助けする機会の提供と

して今回の事業を行った。

事業前後で子育てに対する全体的な不安度

が有意に減少したことから，今回の事業が親

の子育てに対する不安をある程度取り除くこ

とができたと考えられ，そういう意味では事

業の目的は達成されたといえよう。子育てに

対する不安が減少した要因は，一つは子育て

に関する講演を行ったことにより子育てや子

ども達と関わりあうための役立つ知識を学ん

だこと，そしてその内容を参考に親子での共

同作業を実際に行ったことによりふれあいの

大切さを改めて実感していただいたこと，こ

れらの総合的な結果と考える。特にパート２

の木育に関して，木という自然にある身近な

素材にふれ，「手でつくり，手で使い，手で

図６　子育てに対して不安や悩みを抱えて
いるか，の設問の回答の内訳　

図７　事業前後の子育てに対する不安度
（*p〈0.01 Wilcoxon signed rank test）
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考える」経験を通して人や自然に対する思い

やりややさしさを育み，またそれを身近な関

係である親子で一緒にふれあう体験を通じ

て，楽しさや喜びを実感し，共感を分かち合

うことが出来たのではないかと思われる。し

かし，今回のこの事業のふれあいはここで完

成したわけではなく，こういうふれあいを積

み重ねることが重要であることを認識するこ

とが，課題となる。その継続によって親子の

絆の強化につながり，ひいては次代の無限の

可能性を伸ばすことに繋がっていくものと考

える。

今回の事業でわれわれ青年会議所メンバー

も地域の子ども達を支える大人として子ども

達に出来ることを保護者の方たちと共に学ぶ

ことができ，また親子に関わったり，その様

子を目の当たりにしたことにより地域の大人

としてどのような行動が必要かを認識できた

のではないかと思われる。

参加者の約９割が，このような催しが継続

的にあった場合に参加したいと答えているこ

とから，地域としてこのような形の事業を今

後も行っていくことが必要といえよう。一方，

今回御協力いただいた各教育関係団体からの

ほぼ一致した意見として，子育てに関するセ

ミナーに出席する親の方は子育てに関して積

極的であり，そういう方々の親子関係はすで

に概ね良好である，ということであった。今

回の参加者もおそらくそういう方々が多数と

思われる。しかし，質問紙においても，親子

の絆が揺らいでいる原因として約８割がその

原因を無関心な大人と答えており各人が自分

の家庭だけではなく，隣人に対する思いやり

の心を常に持ち続けていくことが重要となろ

う。

子どもに対しての今回の事業の意義は，子

ども達同士の共同作業による他者への思いや

りの心の育成，そして絵本を通じた道徳心の

育成，最後に親子の共同作業による親子の絆

の強化であると思われる。問題点はこれらの

事業前後の定量的な評価は非常に困難である

ことが挙げられる。また，これらは単回の事

業のみですぐに育成されるものではない。今

後，このような事業を継続していけるような

システム作りも視野に入れる必要がある。

さらに，今回の事業での問題点として，当

初40人の募集人数に対して実際の参加者は29

人と少なかったことが挙げられる。その理由

として，まず年齢を就学前の４歳から６歳と

限定していたこと，そして各幼稚園，保育所

等を訪問して募集をしなかったことが影響し

たものと思われる。今後，同様の事業を行う

際には対象年齢の幅について，募集方法につ

いて考える必要がある。
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【付録】質問紙（抜粋）

①事業前の質問紙

１．現在，世間一般の親子の絆というのはどういう状態だと思われますか？

a．強い　　b．まあまあ強い　　c．普通　　d．少し弱い　　e．弱い

２．子供以外の家族構成を教えてください。（複数回答可）

父　・　母　・　祖父　・　祖母　・　その他（ ）

３．子育てに対して不安や悩みを抱えていますか？

a．非常に感じる　　　b．なんとなく感じる　　c．どちらともいえない

d．あまり感じない e．全く感じない

４．現時点での子育てに対する全体的な不安度について○を付けてください。

（不安がない←）０　１　２　３　４　５　６　７　８　９　10（→大変不安である）

②　事業後の質問紙

１．親子の絆が深まるためのいいヒントを得ることが出来ましたか？

a．出来た　　　b．少し出来た　　　c．出来なかった

２．この事業で親子の絆の重要性が認識できましたでしょうか？

a．かなりできた　　b．まあまあできた　　c．どちらともいえない

d．あまりできなかった e．全然できなかった

３．現時点での子育てに対する全体的な不安度について○を付けてください。

（不安がない←）０　１　２　３　４　５　６　７　８　９　10（→大変不安である）

４．このような催しが継続的に開催された場合参加したいですか？

a．はい　　　b．いいえ　　　 c．どちらともいえない


