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I はじめに

本稿は，筆者が参加した独立行政法人国立

少年自然の家長期海外実践研修の報告であ

る。

本研修は，独立行政法人国立少年自然の家

が，平成17年１月から同年３月までの約２か

月間にわたってニュージーランドで実施した

ものである。

筆者は，1月から２月までオークランドの

中心部から直線距離で約50km離れたところ

にあるYMCAオークランド・キャンプ・アデ

ア（Camp Adair。以下，アデア）を，２月か

ら３月までクライストチャーチの中心部から

約80km離れたところにあるYMCAクライスト

チャーチ・ワイヌイ・パーク（Wainui Park。

以下，ワイヌイ）を，それぞれ訪問し研修を

行った。
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【要旨】

本稿は，平成16年度に独立行政法人国立少年自然の家が実施した長期海外実践研修

に関する報告である。研修は，YMCAオークランド・キャンプ・アデア（以下，アデ

ア）と，YMCAクライストチャーチ・ワイヌイ・パーク（以下，ワイヌイ）の２か所

で行われた。アデアとワイヌイは，都市の中心部から離れ，近くに人家もほとんどな

く，敷地内には草花や樹木が茂っているにもかかわらず，植物観察が実施されていな

い。この理由は，単にインストラクターがいないという理由だけではなく，文化的な

側面，学校で教えている内容との兼ね合い，ハイ・ロープス・コースが利用者をひき

つけていることなどによるものといえる。

また，アデアとワイヌイを利用している学校（日本の小学校にほぼ相当）の多くに

は，保護者が同行し，教員やインストラクターの活動を補助していた。これらの保護

者と学校のかかわりを支えているものは，人生で最も大切なものとして家族を位置づ

ける考え方，寄付という行為が日常的なものになっていることなどであると考えられ

る。

【キーワード】

施設を利用する目的，植物観察，保護者と学校とのかかわり
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研修は，アデアとワイヌイの職員やインスト

ラクターが子どもたちの指導をしている場面

の見学，指導の補助，施設の職員やインスト

ラクターと意見交換などを通して行われた（1）。

このほか，アデアとワイヌイを利用している

学校の教員や保護者に聞き取り調査を行っ

た。さらに，学校を見学したり，図書館を利

用したりすることを通してニュージーランド

の教育について理解を深めることに努めた。

本稿では，下記の２点について報告する。

①なぜ，アデアとワイヌイでは，植物観察

が活動として重視されていないのか（2）。

②なぜ，アデアとワイヌイを利用する学校

の多くには，子どもの親や祖父などが同

行しているのか（3）。

Ⅱ　アデアとワイヌイの概観

１　アデアの概観

（1）組織

マネージャー（Manager）１人の下に，ア

ドミニストレーター（Administrator）が１人，

フィナンシャル・コーディネーター（Financial

coordinator）が１人，シニア・インストラク

ター（Senior instructor）が１人，メンテナ

ンス・コーディネーター（Maintenance

coordinator）などが置かれている。シニア・

インストラクターの下には，パートタイム・

インストラクター（Part-time instructor，約

40人が登録），カジュアル・インストラクタ

ー（Casual instructor，約５人が登録）が置

かれ，利用者の指導にあたっている。カジュ

アル・インストラクターは，パートタイム・

インストラクターにくらべて指導にあたる回

数が少ないという違いがある。なお，これら

パートタイム・インストラクターとカジュア

ル・インストラクターは，全員が常時アデア

に待機しているのではなく，利用者の活動状

況に応じて招集される。アデアの医務室や，

アデアに隣接する場所（事務所まで歩いて１

分程度）に滞在しているインストラクターも

いたが，自宅から通っているインストラクタ

ーもいた。

（2）施設と活動

アデアでは，宿泊施設と，野外で活動がで

きる施設を有している。メインロッジ（Main

lodge）には188人分のベッドがある。このほ

か２つのケビン（cabin）群があり，これら

をあわせると374人分（4）の２段ベッドがあ

る。

アデアの事業は，ホリディ・キャンプと呼

ばれる国立青少年教育施設でいう主催事業に

相当するものと，受入れ事業に相当するもの

に大別することができる（5）。

筆者の滞在期間中には，受入れ事業として，

学校，旅行代理店（6），チャーチ・グループな

どの利用があった。これらのなかでは学校の

利用が最も多かった。なお，マネージャーに

よるとアデアを利用する学校の多くは，オー

クランドとその近郊の学校であるという。

野外で活動できる施設としては，ハイ・ロ

ープス・コース（ High Ropes Course。

以下，ハイロープス）（写真１）などがある。

写真１　アデアのハイローブス
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このほか，アーチェリー，川でのカヤッキン

グなどの活動も利用者に提供している。アデ

アを利用する学校のほとんどが，ハイロープ

スで活動していた。なお，これらの活動につ

いては，インストラクターの指導料を含んだ

料金が設定されている。

アデアの敷地内には多くの樹木や草花が見

られたが，筆者の滞在期間中に植物観察をし

ている団体は確認できなかった（7）。なお，こ

の理由として，アデアのマネージャーは，そ

のような活動を指導できるインストラクター

がいないことをあげていた。

２　ワイヌイの概観

（1）組織

ワイヌイの組織は，ディレクター（Director）

１人の下に，プログラム・マネージャー

（Programme manager）が１人，アドミニス

トレーション（Administration）（8）が１人，

ホスピタリティ（Hospitality，食堂担当），

ケアテイカー（Caretaker，施設管理担当）

が置かれている。プログラム・マネージャー

の下には，シニア・インストラクター

（Senior instructor）１人が置かれ，利用者の

指導にあたっている。

シニア・インストラクターの下にはインス

トラクターとコントラクター（Contractor）

が置かれている。筆者の滞在期間中には８人

のインストラクターが滞在していた。これら

のインストラクターは全員ボランティアであ

り，ニュージーランド国内だけではなく，ア

メリカ，イギリス，メキシコなどから集まっ

ており，主として利用者の指導にあたってい

た。一方，コントラクター（２人が登録）は，

インストラクターが不足するときだけ来所

し，利用者の指導にあたっていた。

（2）施設と活動

ワイヌイ・ハイツ（Wainui Heights）と呼

ばれる宿泊施設には88人分のベッドが，パウ

エル・ビレッジ（Powell Village）と呼ばれる

ケビンには110人分のベッドがある。このほ

か，テントを張って宿泊できる場所もある。

ワイヌイの事業もアデアと同様，ホリディ･

キャンプと呼ばれる国立青少年教育施設でい

う主催事業に相当するものと，受入れ事業に

相当するものに大別することができる（9）。

平成17年２月14日から同年３月６日の間

に，受入れ事業として24団体の利用があり，

このうち，学校が17団体，結婚式・結婚披露

パーティーでの利用が４団体，その他が３団

体であった。なお，プログラム・マネージャ

ーによると，ワイヌイを利用する学校の多く

は，クライストチャーチとその近郊の学校で

あるという。

野外での活動ができる施設としては，ハイ

ロープス（写真２）がある。このほか，コー

ステアリング（Coasteering）（10），アブセイ

リング（Abseiling）（11），カヤッキング（12），

クライミング，アーチェリー，トランピング

（ハイキング）などの活動を利用者に提供し

ている。なお，これらの活動については，イ

ンストラクターの指導料を含んだ料金が設定

されている。

また，同期間にワイヌイを利用した学校

写真２　ワイヌイのハイロープス
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（17団体）のすべてが，インストラクターよ

る指導を伴う活動を行った（13）。このうち，

コーステアリングを行ったのが14団体，ハイ

ロープスを行ったのが11団体，アブセイリン

グを行ったのが10団体であった。これに対し，

エコロジー（ecology）を体験した学校は２

団体（Year7（11歳～12歳）が１校と，Year8

（12歳～13歳）が１校）であった（14）。

ワイヌイでは，天体，気象，川，岩石，エ

コロジーなどについて，子どもたちが学ぶこ

とができるようなインストラクター用の手引

書を1994年に作成している。しかし，現在で

は，指導できる人がいないことからプログラ

ム・マネージャーの判断で，活動としての優

先順位は下げられており，他の活動のように

手引書の改訂も行われていない。それらのな

かでも，筆者が滞在した期間中にはエコロジ

ーという活動だけが実施されていた。

エコロジーという活動は，ワイヌイの敷地

内の植物や，小川の水生生物を活用した活動

であり，以下の部分から構成されていた。た

だし，時間の制約によって省略される部分も

あった。

①エコロジーのイメージを受講者に聞く。

②人間，ファンテイル（Fantail，鳥の名前），

トンボ，マヌカ（Manuka，木の名前）な

ど動植物の名称が書かれたカードを使っ

て，食物連鎖について説明する。

③小川で生き物を探す。インストラクターは，

主な水生生物が記載されたマニュアルを持

参しているが，子どもたちに生き物の名称

を聞かれても，マニュアルにある絵を指し

て「これに似ている。」といった程度の説

明しかしておらず，習性について補足説明

したインストラクターは皆無であった。

④ウナギを見ることができる場所で餌をま

き，ウナギが出てくるのを待つ。

⑤草の上に寝そべって，どんなにおいがした

が，どんな音が聞こえたか，インストラク

ターの問いかけに子どもが答える。

⑥２人１組になり，1人（Ａ）は目かくしを

して，もう１人（Ｂ）が，Ａをある場所に

連れて行く。Ａは，その場所のにおいや手

ざわりなどを確認する。Ｂはその場所から

離れたところでＡの目かくしをはずす。Ａ

は，においと手ざわりなどをたよりにして

その場所をさがす。

⑦２人１組になり，インストラクターが１人

（Ａ）にカードを見せ，Ａはカードに書か

れたものを探してくる。もう１人（Ｂ）は，

Ａが探してきたものから，カードに書かれ

ていた内容を当てる。

⑧段ボールでできた額縁のなか，または台紙

の上に，周囲にある草花，枝や葉，石など

を自分が設定したテーマに沿ってレイアウ

トする。このようにして制作したものを，

受講者全員の前で発表する。

⑨カムフラージュ（Camouflage。かくれんぼ

に似た遊びで，最初に１人鬼を決め，その

他の人たちは鬼からみつからないようにか

くれる。その後，鬼でない人たちは，鬼に

向かってだんだん近づき，鬼にタッチする。

鬼に見つかった人はゲーム終了となる。）

⑩最後に，受講者１人１人に何を何を学んだ

か，インストラクターが質問する。

エコロジーは，すでに述べたように学校か

らの依頼は少なく，インストラクターが指導

している場面を見ても，動植物の同定の仕方

や生態などに関する専門的な説明は行ってい

なかった。

プログラム・マネージャーによると，ワイ

ヌイを利用している学校の教員のなかには，

ハイロープスがなかったら，ワイヌイを利用

しないと話している人もいるという。一方，

ワイヌイを利用していたランギルル（RANGI

RURU GIRLS' SCHOOLのYear7（11歳から12

歳））の教員は，「自然観察は，学校の授業で

行うからここ（ワイヌイ）で行う必要はない。」

と話していた。
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Ⅲ　アデアとワイヌイを利用する目的

それでは，アデアとワイヌイを利用してい

る学校は，どのような目的でアデアとワイヌ

イを利用しているのだろうか。

アデアとワイヌイを利用した学校（15）の教

員に，なぜこれらの施設で宿泊をともなう活

動をするのか，その目的を質問したところ，

チャレンジ（Challenge），チーム・ビルディ

ング（Team Building），コンフィデンス

（confidence）などと，大きく三つの答えが

返ってきた。日本でいう高校生くらいになる

と，リーダー養成を目的としているという学

校もあった。

チャレンジとは，ある課題を克服した後に，

新たな課題の克服に向かっていく姿勢のこと

であり，自分が思っているよりも，自分はで

きるということを学ぶことであるという。チ

ーム・ビルディングとは，協力してものごと

に取り組む姿勢を養うことであるという。コ

ンフィデンスとは，信頼であるという（16）。

筆者は，アデアとワイヌイの地理的条件，

自然環境などが利用の目的につながっている

ことを想定していたが，筆者の想定に合致す

る意見を聞くことはなかった。一方，ハイロ

ープスを体験するために，アデアとワイヌイ

を利用するという意見は多かった。

また，アデアのマネージャーに対して，

「（アデアのように樹木や草花が茂り，小川が

ある場所ではなく）オークランドの中心部（17）

に，ハイ・ロープス・コースがあったらどう

思うか。」と質問したところ，「チルドレンセ

ンターのようなところにあるのはいいことで

ある。ただし，都市の中心部だと日帰りの利

用者が多くなるだろうから，宿泊の場合と比

べるとトレーニングの時間が少なくなり，た

だのレクリエーションになってしまうことは

望ましくない。一緒に宿泊することで学ぶこ

ともある。」と答えが返ってきた。

これらのことから，アデアとワイヌイは，

その自然環境が利用者をひきつけているとい

うよりは，ハイロープスが利用者をひきつけ

ているといえよう。

また，マオリの伝統的な植物利用などの具

体例を学ぶことができる文献（18）のことを，

ワイヌイのプログラム・マネージャーに話し

たところ，マオリの文化に詳しい職員がいな

いので，ワイヌイでは指導できないとのこと

であった。ニュージーランドでは，英語とマ

オリ語を公用語としているように，二つの文

化が存在している。さらに，太平洋の島々か

らの移民，中国や韓国などアジアからの移民

がおり，特定の民族の歴史や文化にかかわる

内容を子どもたちに指導することは難しいと

のことであった。

つまり，アデアとワイヌイにおいて，植物

を教材とした活動がほとんど行われていない

理由は，単にインストラクターがいないとい

う理由だけではなく，文化的な側面，学校で

教えている内容との兼ね合い，ハイロープス

が利用者をひきつけていることなどによるも

のといえる。学校で教えている植物観察の内

容については，たいへん興味深いところであ

るが，今回の滞在期間中に，資料を収集する

ことができなかったため，記述はこの程度で

とどめておきたい（19）。

Ⅳ　保護者と学校のかかわり

アデアとワイヌイを利用していた小学校の

多くには，教員だけでなく保護者も同行して

いた。例えば，平成17年２月13日から同年２

月16日の３泊４日でワイヌイを利用した学校

（St Pauls School）は，84人の子どもに対して，

教員が３人，保護者が12人同行していた（20）。

教員は，子どもたちに全体の進行の説明や

注意などを行う。一方，保護者は，子どもた

ちが班に分かれて活動する場合，各班に少な

くとも１人の保護者が同行し，教員やインス

トラクターの活動の補助をしていた。筆者が

見た保護者の主な活動は下記のとおりであ
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る。

①インストラクターの指示や説明を聞かない

子どもに注意（21）をして，インストラクタ

ーの指示や説明に従うよう促す。

②活動場所まで車での移動が必要な場合，保

護者は子どもたちを自家用車に乗せ移動す

る。

③活動に必要な装着具がしっかり装着されて

いるか確認するインストラクターの補助を

する。また，脱着の補助も行う。

④食事の準備やあとかたづけ，そうじの場面

に立ち会い，その段取りなどを子どもたち

に教える。

⑤自由時間には子どもたちの遊び相手にな

る。

平成16年にアデアとワイヌイを訪問した谷

の報告によると，ワイヌイを３泊４日で利用

したCotswald School は，児童（10歳）60人

に対して，教員３人と保護者20人が，アデア

を２泊３日で利用したRoyal Oak Schoolは，

児童80人に対して，教員３人と保護者20人が

同行している。このように，アデアとワイヌ

イを利用する小学校に，保護者が同行するこ

とは，特異な事例ではない。

これら保護者のなかには，この日のために

仕事を休んできたという母親や父親，専業主

婦，現在は仕事をしていないという祖父など

が含まれていた。これらの保護者からは，

「子どもたちとかかわることが楽しい」，「日

ごろは，仕事をしていて学校にかかわりを持

つことができないので，このような機会でも

ないとかかわることができない。」など，学

校とのかかわりを持つことが当然である，楽

しみであるという趣旨の意見を聞くことはで

きたが，強制されて嫌々来ているような発言

を保護者から聞くことはなかった（22）。

また，学校の授業風景を見ても，一つの教

室のなかに複数の大人がいる。筆者が見学し

たクライストチャーチ市のアオランギ

（Aorangi School）の事例をあげると，教員が

１人と，あとの大人はティーチャー・エイド

（Teacher Aid）と，ボランティアの保護者で

ある。ティーチャー・エイドは，時給で雇わ

れ，授業の補助をする人であり，一般公募さ

れている。なお，アオランギの場合，時給は

10ドル～13ドルである。ボランティアについ

ては，担任の教員が，保護者に声をかけて集

め，無償で授業の補助を行っているという。

ティーチャー・エイドは，主に，周囲の子ど

もたちにくらべて，おぼえるまでに時間を多

く要する子どもについており，子ども１人に

対して，ティーチャー・エイドが１人ついて

いるということもあった。また，筆者が訪問

した際にボランティアとして授業に参加して

いた保護者は，戦争の体験を子どもたちに話

していた。このほか，アオランギでは，保護

者がいつでも学校を訪問してよいことになっ

ている。

ニュージーランドでは公立学校（義務教育）

の授業料が無料であるため，学校ごとに基金

をつくっており，これについても保護者の協

力を求めている学校もあるという。このよう

にニュージーランドでは，学校運営において

保護者がかかわる部分が多く存在している
（23）。このことが可能になっている背景には，

学校理事会（24）やティーチャー・エイドのよ

うにしくみとして確立されているものと，ニ

ュージーランドの人々の多くが共有している

考え方があるように思われる。

Ⅵ　結語－保護者と学校のかかわり－

それでは，このような保護者と学校のかか

わりを支えているものについて考えてみた

い。

アデアとワイヌイを利用した学校を見る限

り，同行している保護者は母親，父親，祖父

などであった。学校がアデアやワイヌイを利

用するという，いわば学校行事を子どもの家

族が支えている。また，ニュージーランド人

に人生で最も大切なものは何かと尋ねると，
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多くの男性が「家族，スポーツそれにビール」，

女性は「家族，友人，スポーツ」と答えると

いう（25）。このように，人生で最も大切なも

のとして家族を位置づける考え方がある。

「校庭に花壇を作ろうと校長が考えると，

お金を寄付する人，労働力を提供する人など，

それぞれの人が自分のできる範囲で協力す

る。もともとニュージーランドでは，お金に

限らず労働力などの寄付という行為が日常的

なものになっていた。（中略）このような寄

付に頼る社会構造は，世界の各地から寄付の

習慣のない移民や観光客が集まることで，崩

れ始めているとの指摘も新聞などされている

が，学校においては，資金，労働力，そして

善意が寄付され運営され続けていくと考えら

れる。」（26）というように，寄付という行為が

日常的なものになっていることも保護者と学

校のかかわりを支えている一つといえよう。

また，「言葉としてはもう少し前から使わ

れているかもしれないKiwi Husband（家事や

育児を行う夫）が1980年代に広まってきたの

ではないかと思われる。」（27）というように，

Kiwi Husbandが一般化していることが，父親

の育児へのかかわり，さらには父親の教育へ

のかかわりを高めているのかもしれない。こ

のような考え方とこれに基づく実践が，これ

まで見てきたような保護者と学校のかかわり

を支えているものと考えられる（28）。
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註
a アデアとワイヌイで体験できる個々の活動の内容や

指導法については，紙幅の関係上，本稿では最小限の

記述にとどめる。

s ①及び②の疑問の背景には，筆者が当時勤務してい

た独立行政法人国立少年自然の家国立信州高遠少年自

然の家（以下，信州高遠）との違いがある。

筆者自身，林業体験の指導にかかわっていたため，

林業体験と同様に，育林や除間伐といった労働体験と

植物観察などを組み合わせながら自然の営みや，森づ

くりの意義とともに，協力して作業することの大切さ

を子どもたちに伝えることができる活動の参考となる

事例を探していたが，アデアとワイヌイには適切な事

例がなかった。

アデアとワイヌイは，人口30万人以上の都市の中心

部から50km以上離れており，周囲に人家はほとんど

なく，敷地内には樹木や草花が生い茂っている。筆者

は，アデアとワイヌイにおいて，敷地内の樹木や草花

を活用した活動がほとんど行われない理由に関心を持

った。

d 松下（2002：82）は，ニュージーランドの学校教育

について「保護者は，子どもたちの教育について，い

ろいろな機会に直接かかわりを持つことができるよう

になっている。（中略）学校のさまざまな活動を手伝

うことなどが，その関わり方の例である。」と報告し

ている。そこで，保護者は，子どもの教育について，

具体的にどのようなかかわりを持っているのか，そし

て，保護者のかかわりの背後にある考え方はどのよう

なものなのか，筆者は関心を持っていた。

松下倶子，「ニュージーランドの青少年と教育」，

（財）国際青少年育成振興財団，2002

筆者が，信州高遠に在職していた当時，学校（親子

会での利用を除く）が信州高遠を利用する際に，保護

者が同行して教員の活動を補助していたのは，地元

（当時長野県上伊那郡高遠町，現在長野県伊那市高遠

町）の小学校だけであった。このように，保護者が同

行し，教員の活動補助をすることは，信州高遠におい

ては極めてまれな事例であったが，アデアとワイヌイ

はそうではなかった。

f アデアのパンフレットでは，メインロッジ（Main

lodge）には188人分，Grahame Glaister Villageには96

人分，Huge Lambie Villageには96人分，計380人分の

ベッドがあることになっているが，マネージャーによ

るとGrahame Glaister Villageには90人分のベッドがあ

るとのことであった。

g 主催事業及び受入れ事業については，下記を参照し

ていただきたい。

矢端義直，「主催事業」，青少年教育施設職員の手引，

独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センタ

ー（編），2003，pp.59
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澁谷健治，「受入れ事業」，青少年教育施設職員の手

引，独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合セ

ンター（編），2003，pp.42

h 韓国の子どもたちを対象としたツアーであった。

j アデアのパンフレットには，Bushcraftという活動

が記載されているが，筆者の滞在期間中にBushcraftを

見学する機会はなかった。このほか，アデアのパンフ

レットには，植物観察や，動植物を教材とする活動は

記載されていなかった。

また，信州高遠では，利用団体から希望が多かった

天体観測（星の観察）も，アデアは行われていなかっ

た。

k アデアではAdministratorと呼ばれていた。

l 註５を参照していただきたい。

¡0 コーステアリングとは，海岸での活動である。プロ

グラム・マネージャーが指導にあたる際には，波にか

らだをあずけて海になれるようなことをしたり，岩場

で生き物を探したり，海岸の地形についての説明をし

たりしていた。一方，海水浴と岩場からの飛び込みだ

けを行うインストラクターもいた。

¡1 アブセイリングとは，懸垂下降（登山で，岩壁や急

斜面をザイルに身を託して下降する技術（広辞苑第５

版））のことである。

¡2 プログラム・マネージャーが，子どもたちにオール

の使い方を指導する際には，子どもたちが膝まで海の

なかに入り，オールをまわす際に水の抵抗を感じるこ

とができるようにしていた。陸上での練習では，単に

オールをまわすだけになってしまい，水の抵抗を感じ

ることができないので，実際に海上でオールを使った

ときに正しい使い方ができなくなることを避けるため

にこのようにしているのだという。

筆者は，信州高遠において，学校から与えられた時

間内で子どもたちの活動を終わらせるために，煩雑な

部分を子どもに代わって研修指導員が行う場面を何度

となく見たことがある。たいへんなことは，たいへん

なこととして子どもたちに伝えることの大切さを，オ

ールの使い方に関する指導の場面を見て，改めて感じ

た。

また，プログラム・マネージャーは，活動をはじめ

る前に子どもたちに対して，活動を通して，何か新し

いことを知ること，楽しむことが大事であると話して

いた。

¡3 アデアとワイヌイでは，活動ごとにインストラクタ

ー用の手引書が作成されており，道具のメンテナンス

の方法や，子どもに指導するときの注意事項などとあ

わせて，予想される危険，この危険を防ぐためにすべ

きことといった危機管理に関する内容が記載されてい

る。

例えば，ワイヌイでは，アーチェリーに伴う危険と

して矢によるけが，海岸での活動に伴う危険として溺

れることや低体温症などがあげられている。このほか，

多くの活動に伴う危険として，子どものトラウマが記

載されていた。

活動ごとに予想される危険と，その対策を文書に整

理しておくことは，職員や指導員において情報を共有

し，蓄積していくことができるという利点があると思

われる。

¡4 その他の活動については，下記のとおりである。

シー・カヤッキング（Sea Kayaking），カヤッキング

（Kayaking），アーチェリー（Archery），キャンプ・フ

ァイヤー（Campfire），ゲーム（Game），Tramp to

Campはそれぞれ４団体が行った。ロック・クライミ

ング（Rock Climbing），ロー・ロープス（Low Ropes），

アウトドア・リビング・スキル（Outdoor Living Skill），

UHF Radiosはそれぞれ３団体が行った。

¡5 筆者が滞在した期間中に，アデアとワイヌイを利用

したガールスカウト，ボーイスカウトなどの青少年団

体はなかった。アデア，ワイヌイとも平日は学校の利

用が多かった。

¡6 コンフィデンスとは，非常に興味深い概念であり，

現地の図書館で調べたが，日本語としてわかりやすい

表現で示すことができなかった。

¡7 オークランドの人口は，約100万人である（ニュー

ジーランド外務貿易省，「ニュージーランド案内」，

2004）。

¡8 Auckland Regional Council， "Learning Through

Experience Maori Traditional Use of the Forest"，2000

¡9 ニュージーランドでは，多くの家の庭で，色とりど

りの草花が咲いているのを見かけることができる。こ

のように，ふだんの生活のなかで植物に接する機会が

多いことが，アデアとワイヌイにおいて植物観察がほ

とんど行われていない理由とかかわっているのかもし

れない。

™0 アデア，ワイヌイとも利用者用の食事をつくる厨房

はケビン群ごとにあり，希望すれば利用者も使用でき

るため，食材を持ち込んで保護者と子どもたちが一緒

に食事をつくり，あとかたづけや厨房の清掃をしてい

る学校や団体があった。

™1 これらのなかでも筆者が驚いたのは，子どもたちが，

教員やインストラクターだけでなく，保護者の注意に

もしたがっていたことである。

アデアとワイヌイの事例で見たように，子どもたち

は，同行している保護者，自分の親ではない保護者の

注意にもしたがっている。子どもたちは自分の意見を

述べることもあったが，最終的には保護者の注意を受

け入れているように見えた。一方，保護者も自分の子

どもだけでなく，他の子どもたちでも悪いことをして

いる場合には注意していた。

「小学校の低学年では，子どもの興味・関心を可能

な限り重視しているあらわれであるとともに，ニュー
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ジーランドの教育では，子どもの尊厳，権利，個性を

保障しようとしており，それが具現化した授業ともい

える。ただし，人に迷惑をかけるような行為について

は，教師は厳しく指導している（井田2001：134-135）」

と報告されているように，個性が尊重されながらも，

人に迷惑をかけるような行為は厳しく指導されるとい

う。

これらのことから，アデアとワイヌイを利用してい

た子どもたちは，自分の親以外の大人たちと，どのよ

うに接するべきなのかという点について，家庭である

いはそれ以外の場でどのように教育されているのかと

いう点を理解しておくことも，アデアとワイヌイでの

活動が円滑に進んでいる理由を知る上で重要な部分の

一つであるように思われた。

井田仁康　「独自の体制を維持する初等・中等教育

制度」，オーストラリア・ニュージーランドの教育，

石附実，笹森健（編著），東信堂，2001，pp.128-140

™2 初対面の筆者に対して，嫌々来ているということを

明らかにしなかっただけかもしれない。また，筆者の

英語力の不足からそのようなニュアンスを読みとるこ

とができなかっただけかもしれない。しかし，筆者が

質問した人たちは，学校とのかかわりを持つことが当

然である，楽しみであると回答していた。

アデアを利用した学校に同行していた保護者（女性）

と筆者の会話の一部を記しておきたい。この保護者は

日本の専業主婦に対して興味深い評価をしていた。こ

の保護者は，仕事を休んで，子どもの学校行事に同行

しており，このような機会は喜んで手伝うと話してい

た。ただし，学校にかかわる（involve）ことは，すべ

ての保護者ができるわけではないとも話していた。こ

の保護者は，フライト・アテンダントをしていたこと

があり，日本を訪問したこともあるので，日本のこと

をよく知っているとのことであった。この保護者は，

ニュージーランドでは共稼ぎの世帯が多いことを筆者

に話してくれた後に，「日本は，ニュージーランドよ

りも専業主婦が多いから，日本では，母親が子どもと

一緒にいる時間を多くつくることができる。子どもの

教育にそれだけ時間を割くことができるのだから日本

の方がいいと思う。」と筆者に話していた。

™3 ニュージーランドの教育については，下記を参照し

ていただきたい。

池本美香，「教育とその改革」，ニュージーランド入

門，日本ニュージーランド学会（編），慶應義塾大学

出版会，1998，pp.146-151

石附実，笹森健（編著），「オーストラリア・ニュー

ジーランドの教育」，東信堂，2001

松下倶子，「ニュージーランドの青少年と教育」，

（財）国際青少年育成振興財団，2002

™4 学校理事会については，下記を参照していただきた

い。

石附実，笹森健（編著），「オーストラリア・ニュー

ジーランドの教育」，東信堂，2001

松下倶子，「ニュージーランドの青少年と教育」，

（財）国際青少年育成振興財団，2002

™5 田辺眞人，「ニュージーランドの暮らしと教育」，ニ

ュージーランド入門，日本ニュージーランド学会（編），

慶應義塾大学出版会，1998，pp.141

™6 井田仁康，「独自の体制を維持する初等・中等教育

制度」，オーストラリア・ニュージーランドの教育，

石附実，笹森健（編著），東信堂，2001，pp.139

™7 永井暁子，「ニュージーランドの家族・福祉・教育」，

ニュージーランドの家族・家庭生活，財団法人家計経

済研究所，2003，pp.11

同書において，永井は，現在ではKiwi Husbandが一

般化する中で，それでも女性の家事労働の負担は大き

いと述べている。

™8 日本とニュージーランドを比較したものとして，以

下のような報告がある。

「日本に比べるとニュージーランドの男性は育児時

間がはるかに長い。（中略）生活時間を見る限り，ニ

ュージーランドの男性の方が日本の男性よりも家族責

任を果たしている（永井暁子，「ニュージーランドの

生活時間」，ニュージーランドの家族・家庭生活，財

団法人家計経済研究所，2003，pp.28）」。

「様々な要因はあるものの，日本の男性が家事，特

に育児を行うことの阻害要因として，遅い帰宅時間が

あげられている。（永井暁子，「生活行動と意識」，ニ

ュージーランドの家族・家庭生活，財団法人家計経済

研究所，2003，pp.74）」。

これらの永井の報告から，男性の働き方を取り巻く

環境が，日本とニュージーランドでは大きく異なって

いることが理解できる。このことが，保護者と学校の

かかわりに影響を与えていることも推察できる。

また，保護者と学校のかかわりの具体例として，筆

者が，今回見ることができた事例は数例だけであり，

このことからニュージーランドの事例として一般化す

ることには課題を残している。




