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青少年の育成に関する有識者懇談会（第３回） 

 

１．日  時  平成１４年６月１３日（金）１０：００～１２：２８ 

２．場  所  合同庁舎４号館 共用第２特別会議室 

３．出 席 者         

    （委 員） 

     相原 佳子  弁護士 

     天野 秀昭  （福）世田谷ボランティア協会事業部次長 

     網野 武博  上智大学文学部教授 

     北村 節子  読売新聞社調査研究本部主任研究員 

     後藤 弘子  東京富士大学経営学部助教授 

     杉山 千佳  子育て環境研究所設立準備室代表 

座長代理 樋口 美雄  慶応義塾大学商学部教授 

     広田 照幸  東京大学大学院教育学研究科助教授 

座  長 本田 和子  お茶の水女子大学学長 

     前田 明永  東京都葛飾区立常盤中学校長 

     茂木 友三郎 キッコーマン株式会社代表取締役社長 

     松下 倶子  独立行政法人国立少年自然の家理事長 

     吉田 敬子  九州大学医学部付属病院精神科講師 

    （協力者） 

     酒井  朗  お茶の水女子大学文教育学部助教授 

     市場 祥子  長野県小県郡真田町立真田中学校学校栄養職員 

     林  典子  静岡県磐田郡豊田町立豊田中学校養護教諭 

４．議  題 

１ 開会 

２ 青少年の育成の在り方について（学童期） 

（１）地域の遊び場に育つ学童期の子ども 

＜発表者＞ 

天野委員 

（２）愛と消費のコントロール下に生きる子ども達 
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――今日の子どもの置かれている社会状況と政策的課題―― 

＜発表者＞ 

お茶の水女子大学文教育学部助教授 酒井 朗 

（３）学童期の子どもの健康について 

＜発表者＞ 

長野県小県郡真田町立真田中学校学校栄養職員 市場祥子 

静岡県磐田郡豊田町立豊田中学校養護教諭 林 典子 

  ３ その他 

  ４ 閉会 

５．配付資料 

  【会議資料】 

   資料１ 天野委員説明資料 

   資料２ 酒井朗協力者説明資料 

   資料３ 市場祥子協力者説明資料 

   資料４ 林典子協力者説明資料 

  【参考資料】 

   青少年の育成に関する有識者懇談会（第２回）議事概要 
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                             午前１０時００分開会 

○本田座長 皆様、おはようございます。まだおそろいにならない方もいらっしゃるよう

でございますけれども、定刻でございますし、今日はレポーターの方がたくさんおいでで

ございますから、お時間がもったいないので始めさせていただこうかと思います。 

 本日は松下副大臣と、後ほど奥山政務官がおいでになる予定でございます。今日は文科

省の池坊政務官は欠席ということでございました。ただ、松下副大臣は途中でというより

も、早々にご退席のご予定なので、冒頭にちょっと感想なり、ごあいさつなりちょうだい

したいと思います。どうぞよろしく。 

○松下副大臣 おはようございます。内閣府の副大臣をしております松下忠洋でございま

す。官房長官も政務で多忙でございます。私も、今、経済財政諮問会議で経済財政、そし

て税制改革、経済の活性化等についての集中的な取りまとめを行っておりまして、退席さ

せてもらいますけれども、どうぞよろしくご議論いただきたいと存じます。 

 本日の懇談会、第３回目でございます。学童期の育成のあり方ということで、ご所見を

いただいて、議論いただくということで、４人の先生方のお話も伺うことになっておりま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 ９時から副大臣会議がございましたけれども、そこでも子どもたちと親とが一緒に休暇

をとって、ある一定の期間、家族のきずなを確かめ合うような、そういう休暇のとり方を

したらいいんじゃないのか。それをするために、どういうバリアがあるのかということを、

文部科学省も含めて、全副大臣で議論をしているところでございます。それも含めて学童

期のいろいろな心身の問題、健康の問題、地域社会との問題などについて幅広く議論いた

だきたいと、心からお願いを申し上げる次第であります。 

 休暇のとり方につきまして、諸外国の例も勉強しておりますけれども、日本はどうして

も、夏休みのとり方にしましても、あるいは家族との時間の過ごし方にしましても、余り

にも判を押したように、北から南まで全く同じでございます。ただ、東北の方が夏休みが

少し短い。それでは冬休みが長いからということで、子どもたちがそういう中でどういう

ふうに育っていくのかな、家族とどういう絆をつくっているのかなということが非常に気

になるところでもございます。いろいろと幅広くご議論いただきたいと心からお願い申し

上げます。よろしくお願いいたします。 

○本田座長 ありがとうございました。 
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 それでは、本日の議事に入りたいと思いますが、その前に資料の確認をいたしますので、

椋野参事官、お願い申し上げます。 

○椋野参事官 それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 議事次第１枚の後に配布資料一覧がついておりますけれども、資料１として天野委員か

ら、資料ナンバーを打ったものが５種ございます。資料１－１、１－２、１－３、１－４、

１－５。それから、別に、今日３種お持ちいただきましたので、資料番号のついていない

ものが別途３種類配られているかと思います。それから、酒井先生からのものが資料２と

してございます。それから、市場先生はＯＨＰのみということでございますので、資料３

はございません。資料４、林先生のものが１種ございます。それから、最後に第２回の議

事概要をつけさせていただいております。たくさんございますけれども、お手元にそろっ

ておりますでしょうか。 

○本田座長 よろしゅうございますか。 

 それでは、始めさせていただきます。 

 前回は乳幼児期の問題で網野委員、吉田委員、杉山委員にご発表いただきました。その

後のディスカッションは大変活況を呈しまして、私が規則正しく時間どおりに切りました

ら、後でいろいろと苦情を頂戴いたしました。もう少し話したかったということでござい

ます。本日もそのような活発なご議論を、後ほどお願い申し上げます。 

 本日は学童期を主テーマにいたしましたので、このテーマに関連したご発表を最初にし

ていただきますのは天野委員、２番目にお茶の水女子大学の酒井助教授、３番目に長野県

の真田中学校で栄養指導をしておいでの市場先生、最後に静岡県の豊田中学校で養護教諭

をしておいでの林先生、この４人の方から話題を提供していただきます。話題提供もたっ

ぷりでございますから、後ほど、ちょっと時間が足りなくなるかもしれませんけれども、

よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、天野委員からお願い申し上げましょう。 

○天野委員 おはようございます。天野です。よろしくお願いします。 

 今日の資料を簡単に……。「新 教育の森」というのを、今、連載中なんですけれど、

１から 12 というのは昨年連載分で、１から８までがプレーパークのことを結構ちゃんと書

いてあります。９から 12 がチャイルドラインという子ども専用の電話なんです。これも日

本で初めて世田谷区がつくってきたもので、今、常設されていますが、子ども専用の電話

の成り立ちについて書いたものです。Ｎｏ．Ⅱと書いて１から今、ずっとつながっていて、
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今日、11、12 を配ったんですが、これは僕の子ども観みたいなものです。子どもの環境問

題だとか、いろいろ感じること、遊びの現場にいて、あるいはチャイルドラインを通じて

ずっと感じることなどを書いておりますので、今日、時間が十分というわけにはいきませ

んので、もしよろしかったらご覧いただけるとありがたいと思います。 

 最初に、まずスライドを見ていただきます。今日は「羽根木プレーパーク」というとこ

ろのスライドを持ってきています。 

（スライド） 

 ここは日本で最初の常設の冒険遊び場です。1979 年につくられました。もともとは、住

民というか、１組の親、ご夫婦が我が子の遊ぶ様子を見て、随分自分たちと違うというこ

とに疑問を感じたのがきっかけだったんです。子どもというのは、お仕着せの遊び場より

も、行っちゃいけないというような、むしろ大人が危険だというところの方がはるかに生

き生きと遊ぶということを、それに先立つ 1943 年、デンマークで子どもの公園づくりをや

っていた人が発見しまして、43 年の段階で廃材を転がしただけの遊び場というのがつくら

れたわけです。それがヨーロッパ全土に広がりを見せて、そのことを知ったご夫婦が、日

本の中でもそういうことに取り組む必要があるんじゃないかということで、同じ親たちに

呼びかけて、75 年に一番最初の取り組みがなされました。75 年から 78 年の間、住民たち

だけでやられていた遊び場の動きを、79 年に世田谷区が国際児童年の記念事業として取り

上げたというところから、この羽根木プレーパークというのが誕生したわけです。 

 ここは「自分の責任で自由に遊ぶ」というモットーを掲げて、一切の禁止事項を解除す

るというやり方でやっています。小田急線の梅ヶ丘、あるいは井の頭線の東松原のどちら

からも歩いて５分ぐらいで着きますが、ここにある遊具は全てが手づくりです。 

（スライド） 

 既存の遊具は１つも入れていません。それには理由があって、手づくりの遊具はいつで

もぶっ壊せるということなんです。いつ壊して、いつつくりかえてもいい。現に、今、木

の上に建っている小屋は７代目なんです。６代目は実は僕が手がけたんですが、「天野が

つくった小屋は気に入らない」というので中学生が蹴落として、新たにつくったのが、こ

の小屋なんです。今また、この小屋も蹴落されて８代目の小屋ができていますが、そうい

うことが子どもらの手によって、好きなようにやることができるということが、非常にい

いことだと僕たちは考えています。 

（スライド） 
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 ウォータースライダー。これも手づくりです。奥の方に建物のように見えるのが、プレ

ーリーダーハウスと言われている建物で、ログハウスです。あれも３年がかりで手づくり

で建てたものです。手前のウォータースライダー、夏、今、この時期になってくると、毎

日欠かさず子どもがやっていますが、一番最後にはプールにたまるわけです。透明感がま

だあるのは、午前中の早い時間の写真なんです。お昼ぐらいになると透明度がゼロになっ

てしまいます。 

（スライド） 

 水かけ、水遊びのシーンです。普通、水遊びというと、水鉄砲なんかでチューチューと

いう感じを想像するかもしれないんですが、プレーパークでやる水かけは非常に激しくて、

直接蛇口からホースにとって、傘なんかさしても、ほとんど無駄なんです。バケツだとか、

そういうようなものが出てきて、まだ水道から水をくんでいるうちはよくて、そのうちエ

キサイトしてくると、水たまりの水をくんでかけ合うなんていうことも出てくるので、そ

のうち、何色の洋服を着てきたのかわからなくなっちゃう、なんていうようなことなんか

もあります。 

 ちょっと見えづらいかもしれないんですが、水場のすぐ左手に風呂桶があるのがわかり

ますか。あれは昔の薪でたくお風呂です。薪風呂です。桧でつくられています。あれもも

らったものです。寒くなると、子どもは一生懸命わかして、中につかって温まったりして

います。真冬でも水かけが始まったりするものですから、たき火をたいたり、風呂をたい

たりして、温まって帰ったりということもしています。 

（スライド） 

 火も、エリアを決めていたんですが、このエリアであれば自由に使っていいよというこ

とで、子どもが自分たちでかまどを組んだりして火を使っています。火をたくこと自体が

子どもは大好きなので、たくこと自体が遊びにはなっているんだけれど、それでお湯を沸

かしてカップラーメンに注いで、ズズーッと食べては、「わっ、自然はうめえ」と言って

いるような変なやつとか、あと、料理をつくったりということもあります。 

 この子は何をやっているかというと、七輪の中で、炎に隠れて見えづらいんですが、ア

ルミを溶かしているんです。スチール缶を切って、そこにアルミ缶を細かく切ったものを

入れて、一生懸命あおいでいると、中のアルミが溶けてくるわけです。ベーゴマという鉄

の三角のコマがあるんだけれど、そのベーゴマがプレーパークではいつも大はやりなんで

すが、そのベーゴマを地面にぐいぐい押して型をとって、そこにアルミを流してアルミ製
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のベーゴマを手づくりでつくろうとしているところです。 

 この子ではないんですが、鋳物とかでおかしかったのが、近くにある警察の寮の子たち

が大好きでやっていたんですけど、１円玉を地面に押して、それに流して、片側だけの偽

造１円硬貨をつくっていたので、「おやじに見せると泣いて喜ぶぞ」と言ったんですが、

すごいおもしろい遊びを発見してやっています。 

 あとは、５寸くぎを真っ赤に焼いてたたいてナイフをつくったり、火を使って、子ども

らがいろいろな遊びを考えてやってますね。 

（スライド） 

 火を見たら跳びたくなるのは、皆さんもきっと覚えがあると思うんですが、勇気試しと

か何とかというので、つわものになると自転車で跳び越えていくやつもいます。サーカス

のライオンの火の輪くぐりみたいな、あんな感じですね。 

（スライド） 

 この子は、これはずっと横穴が掘られているんですが、この横穴がどこに行っているか

というと、写真の奥の方にある木の板の壁が見えますが、木の上の方にありますが、あの

板の壁は、中学生がつくった半地下のある基地なんです。それを見た小学生たちが、あの

地下に直接出られる横穴というか地下道が欲しいという話で相談に来たわけです。どうや

ったら掘れるかという話だったんです。そのまんま掘っていって落盤すると死んじゃうの

で、「どうしようかねえ」といろいろ考えたんですが、地下鉄方式といったらいいのかわ

からないんですが、上をほじっていって、そこに柱を寝かせて、その上に板を乗せて、そ

の上に土を被せるという、坑道をつくるような感じで、崩れてこないようにつくっていっ

た横穴です。くの字に曲がっていまして、途中で急カーブを切っているんです。そこのと

ころはちょっとくびれているんですね。それを知らなかった 18 歳の 184cm、106kg という

やつが、この穴に入っていったら、そのくびれのところでつっかえて、にっちもさっちも

いかなくなったという、そういう子どもなりの、「ここは僕たちの体の人しか通れないん

だ」というような工夫なんかも途中でこらしていたようです。 

（スライド） 

 これはダムをつくっているシーンです。実は、今日は、学童期という話なんですが、僕

らの遊び場で学童期だけを取り出すというのは非常に難しいのです。というのは、見てわ

かるように、大変様々な年齢層の子どもらが同時に遊んでいます。もちろん下は幼児から、

上は高校生、大学生、大人までたくさんおりますので、そういうところの中に小学生年齢
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の子たちがいるという、そういうふうな感じなので、その年齢の子だけを取り出して僕ら

が見るということを、今まであんまりしたことがないんです。だから、そこだけの話とい

うのはなかなか難しいんですが、上の子と下の子の関係の中で、その子の関係が成り立っ

ているわけです。これなんかもそうです。高校生、大学生も入っています。 

（スライド） 

 これは中学生です。こういうように中学生もたくさん来ているんですということをちょ

っとお目にかけるために、１枚だけ中学生の写真を入れました。これは学校帰りなんです

が、おので、薪割りをしているんです。廃材をいつも置いてあるので、そこから子どもが

勝手に廃材を引っ張り出して、こうやって薪割りを始めるんです。刃物のたぐいというの

は自由に使えるもので、子どもらが自分たちで出して使っているわけです。 

 この中学生たちが、写真ではわからないんですが、薪を、ただひたすら割っているんで

す。別にこれで火をたくとかいうのではなくて、ただ、ひたすら割っている。写真ではわ

からないんですが、この子たちが、このとき同時にやっていたのは、割る瞬間に先生の名

前を呼んでいた。（笑い）そういうことをやっていたわけです。多分、そういうふうにし

ている限りは、その先生に危害が加わらないだろうというのが僕らの感想です。それをや

らなくなったときが危ないという感じですね。 

（スライド） 

 パレットという、フォークリフトに荷物を上げる台に使っているものを大量にもらった

ときに、小学生たちが引っ張り出して、掛矢という木の杭打ちですが、それをぶんぶん振

り回して、これも、ただ、ひたすら壊しているシーンです。これで何をしようというので

はないんです。ただ、ひたすら壊しているというシーンなんです。遊びの原点というのは

壊すところから始まる、というのが僕の非常に実感するところで、このことについては、

後ほど話したいと思います。 

（スライド） 

 イベントも年に幾つもやっているんですが、そのうちの１つ、夜のイベントです。映画

会です。スクリーンの前にはちゃんと座席が用意してあるにもかかわらず、ああやって子

どもらが思い思いのところに座って、自分たちのスペースを確保して見ているわけです。

別に大した映画じゃないんだけれども、映画である、しかも夜であるというだけで、子ど

もがわんさか出てきます。 

（スライド） 
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 これは子ども商店街という、子どもらがつくるお店です。今まで、最大だと 42 店舗です

かね。それで 200 人近くの子どもらが参加したことがあります。ほとんどは小学生が中心

です。そのうちの４店、５店ぐらいは中学生が出したりしていますが、大体が小学生がつ

くっているお店で、ビラの作成、チラシをつくって学校の中で配り回ったりとか、商店街

の当日の前の日には子どもらでチンドン屋を編成して、本物の商店街に繰り出して、「明

日は大売り出しだよ」なんて言ってビラをまいたり、いろいろやってお客さんの勧誘をや

っています。 

 非常に子どもの参加が多かったときには、子ども同士で話し合うにも話し合う規模をと

っくに越えているので、子どもらと相談した結果、一丁目から四丁目商店街という名前が

ついていて、商店街を分けようという提案はこちらでしているんだけれど、そうすると商

店街ごとの売上競争みたいなのが子どもの中から自発的に出てきて、自分のところはスタ

ンプを幾つとったら福引１回というような、あるいは引換券１枚とかいうような、本当に

商店街でやっているようなことを子どもが模倣するというようなところから、プレーパー

クに１割バックしてもらっているんだけれど、本当に１割バックしているかどうかという

のは確認はしていないんですけれども、自己申請でバックしてもらって、２万何千円か集

まっているので、20 万ぐらいは動いている可能性があるということです。その２万円くら

いについても「どうやって使うかねえ」と子どもと相談して、子どもがその都度、その都

度、時事で話題になっていることとか何かを気にして、「阪神大震災で被災地に送ろう」

とか、「アフガニスタンの子どもらに送ろう」とか、「今年はプレーリーダーが何か貧乏

みたいだから、プレーパークに寄附しよう」とか、そんなようなことを言い出して子ども

がお金の使い方決めてをやっています。 

 スライドはこのくらいなんですが、時間がないので、一番僕が思っていることは書いて

ありますので、これもご覧になっていただけることを前提にして、今、話の中に出てきた

んですが、子どもの遊びの環境の中で、僕は豊かさをはかる指標があると思っているんで

すが、それは「子どもが自在に壊せるものがどれぐらい身の回りにあるか」ということだ

と実は思っています。これが実はすごく欠けているんですね。大人がつくって完成させた

ものを子どもに提供する、あるいは大人が、壊せない形で、あるいは大人が全てルールま

で決めて、壊すなという形で、全てのものを子どもに提供するというように、今の子ども

の環境は整えられているけれども、僕は、子どもらの活動を見ていて実感するのは、彼ら

は壊して自分の世界をつくっていく。全てのものは、生み出すというか、何か新しいもの
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をつくろうと思うと、必然的に壊さざるを得ないんです。「壊さずしてつくれるものはな

い」というのが僕の実感で、壊さないでつくれと、今の子どもらは「壊すな」と言われて

いて、もう一方で「創造的であれ」と、非常に矛盾した言われ方をしている。何かを創造

しようと思ったときには、何かを壊すのは必然なんです。 

 例えば竹トンボをつくる子ども、弓矢をつくるにしてもそうだけれども、竹や木の命を

断つという、そこから割って、切って、削って、どんどん原型を壊していきながら次のも

のを生み出していく。これは、何か物を生み出すときの必然なわけです。そのときに子ど

もの身の回りにあるものが完成品のみでつくられている、あるいはルールそのものが子ど

もがいじれない形で、守りなさいという形で、子どもの遊びはルールも壊して新しくつく

っていくということがあるわけだけれども、非常に受け身を強いられているというのが僕

の実感です。 

 その受け身を強いられていて、子どもは自分の世界を想像できないでいる、というのが

僕の非常に強い実感なわけです。壊すことは悪であるというふうに教えられていますから、

悪をさせるな、というのが大人の感覚です。大人の言うことを守れ、しつけを守れとか、

何でもいいんですけれども、とにかく大人の言うことを守れと。子どもは与えられたもの、

完成されたものを守ることを強いられている。その中で非常に窮屈な思いをしている。そ

の中で子どもが自分らの世界を創造できないでいるというのが、僕の遊びの現場にいる実

感です。 

 もう一つ、地域の中で、というのが今日の大きなテーマになっていますので、さっき言

ったように、プレーパークは地域の手によって、親たちの手によってつくられてきた遊び

場で、通常、子どもというのは大人がいるところでは遊ばないんです。皆さんの実感も多

分そうだと思うんだけれど、大人の目をかすめて遊んできたというふうに思うんです。そ

れは大人というのはうるさいからですね。子どもの遊びに干渉するし、いろいろ言うし、

とにかく大人がいるとやかましい。子どもが本当に子どものやりたいことをやろうとする

ときに、大人の目は邪魔物以外の何物でもなかったわけです。それがあえて、大人の目が

ちゃんとあるところに遊び場をつくってきたというのは、今言ったような子どもに対する

強烈な干渉というものを、何もしていない状態が起こっているわけです。それは、一般に

は大人の側が相当に子どもに対する干渉を強めているというふうに僕は感じているんです

が、それをはねのけて、子どもに「好きなことをやっていいんだよ」というふうに言える

のは、これもまた、今、残念ながら大人でしかないという事実です。子どもではそれに対
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抗ができないんです。万一それに子どもが対抗すると、問題児と言われます。大人からは

かなり問題視されていく。それはプレーパークが問題の場所と大人から言われているのと

同じです。 

 プレーパークも時には問題視されます。それは、子どもに好き勝手なことばかりやらせ

ているということで苦情が起こったりしているんですが、そういうような大人たちの干渉

に対して大人の側から突破口を開こうとしている。そういう大人たちに囲まれることで、

子どもはかなり遊び心を取り戻しているというふうに僕は感じます。 

 異世代の交流といっても、大人も含めてというように大変年齢層が広いので、かなり多

様な人間関係を子どもは結んでいく。ことに小学校の時代というのは、財産をたくさん、

たくさん身につけていく時代だというふうに僕は感じているので、それをまだどのように

応用するかという時代ではなくて、ポケットをたくさんつくりながら、たくさん応用でき

る材料をそこにしまっている時代が小学校時代だというふうに感じています。中学生か何

かになったときにいろいろ出てくるのは、小学校時代までの蓄積が何であったかというこ

とが非常に大きい。それによって、そのころに吹き出してくるというふうに感じています。 

 ちょっと時間がいっぱいいっぱいなので、あとは後ほどお話ができたらと思います。 

○本田座長 ありがとうございます。天野委員は、もしかしたら夏休みか何かに夏季集中

で連続講座でもしていただかなければいけないくらい、たくさん、たくさんお話しなさり

たいことが、きっとおありになるのだろうと思います。今日は短い時間でどうも恐縮でご

ざいました。 

 後ほどディスカッションはしていただきますが、ただいまのご発表に関して、ちょっと

確認しておきたいことがございましたら、１つ、２つ、お出しください。どうぞ。 

○相原委員 プレーリーダーについて、子どもたちはどんな存在として認識しているんで

すか。年少の子も年長の子もいらっしゃるみたいなんですが、その点を簡単に教えていた

だければと思います。 

○天野委員 いろいろ言う子がいます。「遊具をつくってくれる人」とか、「道具をそろ

えて準備してくれる人」とかというふうに感じている子もいるんですが、年齢によって随

分違いますね。近くにいる子は、幼児は、とにかく「遊び道具」として見ています。小学

生ぐらいなると、「あほな大人」とか「ばかな大人」というふうに見てますね。中学生ぐ

らいになると、「かなり頼りがいのある相談相手」と感じてやってくるケースが多いです。

小学校の高学年から中学生ぐらいが、一番プレーリーダーに憧れて、将来、自分もプレー
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リーダーをやりたいというふうに思う子が多い年代なんですが、高校生ぐらいになると、

その裏が見えてくるというか、つまりばかだけではやってられないということがわかって

くるとか、実は大変は仕事だということが見えてきて、プレーリーダーにはなりたくない

というふうに言い出す子どもが……。なりたくないというのも変なんですけれども、実は

大変だったんだということが、そのぐらいでわかってくるという、そんな感じかもしれな

いですね。 

○本田座長 ありがとうございます。もう１つぐらいいかがでしょう。どうぞ。 

○茂木委員 大変いい運動だと思うんですが、何かトラブルが起こることはあるんですか。 

○天野委員 しょっちゅうです。 

○茂木委員 どんなものですか。 

○天野委員 １つは、さっきの水遊びに代表されるんですが、子どもにあんなホースで蛇

口から水をとらせて、何て無駄な使い方をさせているんだという、そういうとらえ方です

ね。大人がついていながら、何でこんなことをさせているんだということが、水に限らず

出てくるときがあります。 

 それとあと、しつけの問題です。このＮｏ．１にも書いてありますが、例えば子どもは

僕のことを「おい、アマノ」とか、「はげーっ」「カッパーッ」とかと呼ぶんです。そう

すると、それを聞いた大人は仰天して、何で子どもが大人に対してそんな口のきき方をし

て、それを、なぜ許しているんだというような話で、しつけがなってないというような話。 

もう一つは、プレーパークに来ると、子どもが自己主張するようになるんです。来続け

ていくと、僕はかなりその子が表情だとか、感情を取り戻していくというふうに感じてい

るんですが、子どももここに来て自分のことを好きになったというふうに言うやつの方が

多いんですけれど、そういう子ほど自己表現を取り戻していくんです。そうすると、家の

中で言うことを聞かなくなるんですよ。親とトラブルが起こるようになるんです。そうす

ると、親が言うのは、やはり「プレーパークに行くようになって、うちの子は悪くなっ

た」というふうに言って、それで「プレーパークに行ってはいけない」というような禁止

令が出たりとかするような場合もあります。 

 あとは、「うるさい・危ない・汚い」という、いつもの子どもの遊びの代名詞なんです

が。 

 あと、けがしたときのトラブルというのは、随分、自分の責任で自由に遊ぶというのが

浸透してきていますので、そこに関しては、今は、手当をして医者に届けると、菓子折り
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を持って、ありがとうございましたということで来てくれる方の方がふえていますので、

けがによるトラブルというは、今は相当少なくなっていますが、さっき言ったようなとこ

ろでのトラブルというのは、割と頻繁に起こっています。 

○本田座長 ありがとうございます。まだお話しなさりたい方、たくさんおいでかと思い

ますが、後ほどのディスカッションの時間の方に回させていただきます。 

 ただいまのは、「地域の遊び場に育つ学童期の子どもたち」というテーマで天野委員に

お話しいただいたわけです。 

 ２番目に酒井先生からは、「愛と消費のコントロール下に生きる子どもたち」というテ

ーマ。ちょっと視点を変えて学童期の問題を見ていこうということかと思いますが、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

○酒井協力者 それではよろしくお願いいたします。お茶の水女子大学の酒井と申します。 

 本日は、そこにありますようなタイトルでお話し申し上げようと思っておりましたが、

話の基本的なテーマは、今の天野先生のお話にかなり近いところがありまして、私の方は

いろいろな資料を使いながらお話しするといったような趣旨でございます。 

 最初に資料２をご覧いただきたいのですけれども、まず最初に私の所属ですが、議事次

第の方が文教育学部となっておりまして、資料２の方が子どもの発達研究センターとなっ

ております。嘘をついているのではないかという感じですけれども、実は私どもの大学で、

今、大学の社会貢献ということがしきりに言われまして、そこにありますようなセンター

を４月から立ち上げました。私はそちらの方も兼担という形で文教育学部の方と兼ねてい

る形になりましたので、２つ名前を出すにはどうしたらいいかと考えまして、こういう戦

法をとった次第であります。本田座長といいますか、私から見れば学長の職命で、行けと

いう形で行ったという次第であります。 

 では、早速、資料２を見ながら話を進めさせていただきたいと思います。 

 現在、子どもの行動や生活をめぐっては、不登校やいじめなど、様々な問題が指摘され

ています。しかし、いろいろな調査結果や統計を見ますと、子どもと一口に申し上げまし

ても、問題を多く抱えているのは、問題という形で出現しているのは小学生よりもむしろ

中学生であるように思われます。 

 まず、１枚開いていただいて２枚目の表１、図１を見ていただきたい。図１の方が簡単

にわかりますが、これは不登校児の数の変化をグラフにしたものです。現在、文部科学省

は欠席日数が年間 30 日以上を不登校としておりますが、これは 50 日以上という統計です。
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以前は 50 日以上で統計をとっていたものですから、過去と比べる場合には、こちらの方が

都合がいいので、それでとっております。これを見ますと一目瞭然なんですけれども、今、

不登校が多いのは明らかに中学生でして、しかもその増加率は小学生とは比べ物にならな

いほど多いわけです。 

 次はいじめです。いじめも、小学校でももちろんあるわけですけれども、文部科学省の

統計に載ってまいりますのは、量としては中学校の方が多い。表４が１校当たりの発生件

数を割って算出したものですけれども、一番右側の欄を見ていただきますと、小学校が１

校当たり 0.4 件、中学校が 1.9 件で５倍近い開きがあるわけです。これを見ていただくと、

こんなにいじめが学校で少ないのか、とお思いになる方もおありになると思いますが、恐

らく文科省に上がってくるのは、かなり継続的ないじめに遭って、深刻なケースだと思わ

れますので、そうしたケースが中学校に頻繁に起こっているというふうに考えるべきでは

ないかと思います。 

 その下の図２は、学年別の統計ですけれども、これで一番多いのは中学１年生でありま

す。中学１年生が突出して多いというのは、どの時点でとりましても同じような状況でし

て、ですから、１つは「中１問題」と考えられる部分もあるわけです。 

 それから、次のページに参りまして図３ですが、校内暴力です。80 年代もしばしば問題

になりましたが、最近またふえていると言われておりますが、ふえているのはどこかと申

しますと、やはり中学校であります。中学校だけが、ここ最近、どんどん増加している状

況にあります。こうした問題はもともと小学校は少ないんですけれども、そうした状況の

違いがございます。 

 次に、子どもを対象としたアンケート調査の結果であります。これは、ベネッセ教育研

究所というところが出しているモノグラフから持ってきたものですが、様々な国の都市と

比較して、東京に住む子どもたちの様子を見たものです。対象は小学校５年生でして、調

査時期はちょっと古いのですが、1990 年前後です。都市によって多少ばらつきがあります

が、88 年から 92 年というところであります。それによりますと、朝、学校に行きたくな

いと思う児童は、アメリカのシアトルとかロスアンゼルスといったところがかなり多くて、

反対にバンコクですとか、ハルピンといったアジアの都市の子には少ない。東京はその中

間ぐらいにあるというのが現状のようです。 

 それから、同研究所は、もう 20 年以上にわたりまして子どもの調査をずっと続けており

ますので、20 年前の調査を、今、また繰り返しやっているというのが幾つかございます。
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図５にありますのはその１つでして、クラスの先生はどんな先生かというのを、80 年当時

と 99 年でアンケートした結果を比べてみたものです。これを見ますと、例えば一番開きが

あるのは、「友達のことで嫌なことがあれば気軽に相談に乗ってくれる」という先生、あ

るいは「休み時間、子どもと一緒に運動場に出て遊んでくれる」という先生でして、かな

りふえているということがわかります。これはやはり、この間、子どものいろいろ問題が

あるということで、学校でもいろいろな対応をしなければいけない、心の教育だとか、カ

ウンセリングマインドだとかいうことで、先生方もそれなりに努力をされているというこ

とのあらわれではないかと思われます。 

 以上の結果を踏まえますと、ざーっと見た感じでは、やはりいろいろな問題が出現して

いるのは中学校段階ではないかと考えることができるわけです。恐らく、ご出席の方の中

には、小学校でも問題があるだろうとお思いになる方がいらっしゃると思います。私も全

く問題がないと申し上げたいわけではなくて、相対的に見まして、今、どこに現象として

問題が出現しているかということを考えますと、中学校ではないかという話です。 

 また、最近、小学校のことでよく問題になりますのは、１つは学級崩壊、もう一つは学

力低下ということでございますが、これらの問題は、子どもの問題なのかということがま

ずございます。例えば学級崩壊ということで、いろいろ調査があるわけですが、国立教育

政策研究所の調査が有名ですが、その中で指摘されているのは学級崩壊で、一番多いケー

スというのは、教師の学級経営が柔軟さを欠いているということであります。そうします

と、これは子どもの問題というよりは教師の資質の問題でして、これを子どもの問題に転

嫁するのおかしいというように考えます。それから、学力低下も、宿題を出さなくなった

とか、授業の仕方とか、そうしたことがかかわっているわけでして、ですから、これらは

どちらかといいますと、この場で問題にするよりは文部科学省の方のこういう会で問題に

すべきではないかというのが私の意見であります。 

 したがって、仮に幾つか焦点を絞って、今後の青少年対策を検討するというのであれば、

小学生よりも中学生に少し力を入れていただきたいというのが１つの意見であります。特

に、中１問題、先ほど申し上げましたけれども、小学校から中学校に上がる段階をどのよ

うにうまく連携で接続させていくかということは、これは少し慎重に考えていただければ

と考えております。 

 ここまでで１つお話が終わりです。もうないのでおしまいにしますということもできる

かもしれません。子どもに対するアンケートなり、行動レベルで見ていきますと、問題は
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中学生に多い。ですが、かといって小学生は全然問題がないのかということを考えますと、

私はまたそれも違うのではないかと考えてもいます。 

 私は教育社会学というのが専門だというようになっていて、最近ちょっとよくわからな

い気がするんですが、教育社会学とか教育臨床学というのを最近専門に掲げているんです

けれども、それらはどういう観点かといいますと、子どもを取り巻く環境、様々な社会状

況の中で、子どもの人間形成を考えていこうというのが１つの基本的な視点なわけですが、

そうした視点から見た場合に、小学生で問題だと感じていますのは、先ほどのお話の中に

もあったのですけれども、子どもを取り巻く大人たちの側の問題、生育環境をどのように

つくっていくのかという問題ではないか、と思うんです。 

 具体的に申し上げますと、少子化が進む今の社会では子どもに対して大人の側が過剰な

コントロール、つまりある視点から子どもへの働きかけというのが過度になり過ぎまして、

それが子どもの意識や行動を拘束しているのではないか、と思われることです。子どもと

いうのは適応力が高いわけですから、そうした大人側の様々な働きかけに、ある部分はき

ちっと対応できるわけです。問題は顕在化しないことが多いと思われるのですが、しかし、

それでもそこを見通して問題としてとらえるべきことは多いのではないかと思います。 

 今申し上げました大人の側からの子どものコントロールというのは、大きく２つぐらい

に分けられるのではないかと考えております。１つは、教育的なコントロールであります。

愛という名のもとに、親が子どもの生活や態度を管理する。愛情という名でそういうもの

を管理するということ。日本では、よく指摘されますように、子育て期にある母親の就労

は落ち込んで、専業主婦として２人ぐらいの少ない子どもに過剰な愛情を注いで、しつけ

や子育てに当たろうとしているといわれています。 

 これは、この会のメンバーであられる落合先生の本の中でご指摘があることで、それを

ちょっと読んで書いているんですけれども、そのご本の中で、「近代の母親は２つのもの

の代理機関として存在する」と指摘されています。１つは医者の役割。要するに、清潔を

守るということです。清潔に保つ。きれい好きといいますか。もう一つが学校の教師の代

理だと言っています。 

 私は教育関係ですので、こういう指摘がありますと、どうしても教師の方に目が行くん

ですけれども、その点から見ますと、多くの親御さんは、子どもの生活をできるだけ教育

的なまなざしで見つめ、生活を管理しようとされているのではないか、と思います。 

 それがどういう形で出てくるかというのが、なかなか難しいところなんですが、それで
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用意しました資料の１つが、塾通い、あるいは習いごと通いということです。これは明ら

かに、小学生の場合は親が行かせているわけです。こうした活動は、従来は、例えば塾に

ついては勉強ばかりさせているといったような批判だったわけですが、私はむしろ子ども

の放課後が、親の教育的な配慮から、極めて高度にプログラム化された活動で支配されて

しまうということに問題を強く感じています。 

 図６と図７が、総務庁時代の青少年対策本部が実施した調査で、これをご覧いただくと

わかりますが、小学生は中学生以上に、そうした習いごと、塾通いをしている子どもが多

いわけです。特に多いのは女子であります。図７を見ますと、週に１回以上、濃い灰色の

ところから右側のところが週３日以上のところですが、これをちょっと見てみますと、大

体全体の４割ぐらいが、小学校の女子の場合には通っているわけです。 

 これがどういう事態かというのを相対化できないかなと思って探しましたところ、次の

表５、これは先ほどのモノグラフの中に出てくる表を抜き出してきたのですけれども、先

ほどの国際比較調査の一環でなされたものです。これを見ますと、ほかの国々でも習いご

とに通わせているというのはないわけではない、かなりあるというのが分かりますが、多

くがスポーツ関係です。日本の場合には、それ以外にも塾通いとか、あるいはそれ以外に

いろいろなことをさせているわけです。これは複数回答ですので当然 100％を超える場合

もありますが、東京の場合はそれをはるかに超えるわけでして、どういうことかといいま

すと、それだけたくさんの種類のおけいこごと、塾に通っているというのが子どもの現状

だと思われます。 

 また、次のページにありますのは、これも総務庁の調査ですが、今の親は学校の授業参

観や子どものテストにも非常に熱心です。なかなかこういうのに「当てはまる」というと

ころで答える方というのは、ほかの項目では少ないんですけれども、大体、「まあ当ては

まる」ぐらいでお茶を濁すのが普通なのですが、「当てはまる」という形でどーんと出て

くる。それが７割、８割ということで、これは対象は小学生から中学生の親を全部含めて

ですので、ちょっと、この中で小学生はどれかというのは難しい。データを自分で解析で

きればできるんですけれども、そういうふうになっていないものですから。ただ、これで

見ますと、やはり明らかに小学生の子を持つ親御さんは、かなり熱心に子どもの勉強にか

かわっているということがわかるわけです。 

 もちろん、こうしたことが一概に悪いわけではないとは思います。子どもに関心を持つ

ことがいいという部分も、もちろんあると思います。ただ、そうすることが結果的にその
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子どもの生活を大人の目で管理することになっているということに、私たちはもう少し気

をつけるべきではないかと思います。 

 それから、もう一つのコントロールと考えられるのは、消費社会のコントロールであり

ます。様々な企業、会社が学童期の子どもや、その保護者に対して様々な商品やサービス

を売りつけるといいますか、売り込もうとしている。それが子どもや親のいろいろな欲望、

欲求をコントロールすることにもなっているかと思います。この中には、子どもを教育的

にコントロールしようとする親に受けのよい商品サービスが１つあります。例えば小学生

向けの英語教材とか、あるいは先ほどのおけいこごとなんかもそうです。スイミングだと

か、ピアノだとか、そういうものもそうです。あるいは子どものことを考えた健康的な食

品とか、あるいは子どもらしいお洋服とか、そういうのがいっぱいあるわけです。それ以

外に、もう一つは子どもを対象とした商品というのがありまして、その中にはいろいろな

暴力性や性をイメージさせるものというのがあるわけで、例えば暴力性ということを考え

ますと、テレビゲームの一部のファイティングの、戦い系のソフトというのがそれに当た

るのかもしれません。 

 次のページの図 10 ですが、これは調査した前日にテレビゲームやテレビにどのぐらい接

していたかという質問です。これも総務庁の調査です。小中学生問わず、２時間ぐらいか

ら３時間ぐらいというのが約半数ぐらいを占めているというのがわかります。 

 それから、その次のページの図 11、図 12 ですが、これは中野区教育委員会が昨年度行

った調査でして、これは私もかかわってやった調査なんですけれども、この方が総務庁よ

り大分値が高く出ていまして、例えば小学校３年生で、１日当たりのテレビ視聴が、「３

時間以内」またはそれ以上に多いのを全て加えていきますと、５割になるということです。

小５になりますと、「３時間以内」からそれ以上というのが７割ぐらいになっているのが

お分かりいただけるかと思います。 

 それから、テレビゲームについては別に聞いたのですが、それによれば、テレビゲーム

の時間は圧倒的に男子が長くて、小３、小４の男子のところを見ていただきたいのですが、

大体「２時間以内」ないしはそれ以上が全体の５割以上、６割近くに達しているというの

がお分かりいただけるかと思います。 

 それから、最後の２枚は、（全体が）ちょっとモノトーンなのでカラーでお願いします

と無理なお願いをしたものなのですが、小学生女子向けの化粧品に関するインターネット

のサイトをプリントアウトしたものです。最初にありますのは、おもちゃ会社のタカラと
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いう会社、「だっこちゃん」を売り出した会社だと思いますが、そこが今売り出している

「スイートバンビーニ」という化粧品で、そこにありますように「こんなに cute で ALL

￥300 」と書いてあります。要するに、「子どものお小遣いで買えるよ」というようにな

っているわけです。同社では、男の子向けには「ベイブレード」という、昔のベーゴマを

ちょっと進化させたような、そういうおもちゃも売っていますが、それと肩を並べるぐら

いの売れ行きだというような指摘をちょっと見かけたこともございます。 

 それから、最後にありますのは、小学館が出している「小学六年生」という雑誌で、こ

れは私が今日のためにこの間買ったんですけれども、「はじめてなのにメークの天才！」

というコーナーが、今、人気でして、ここに小学校６年生のメークを、つけまつげとか、

リップとか、ほっぺはどうするかとか、いろいろ書いてあって、この隣に完成写真といい

ますか、そういうものも出ています。 

 こうした２つのいろいろなコントロールの中で子どもは生きているわけです。もちろん、

子どもにより、どちらのコントロールがどの程度の強さで子どもの生活を覆っているのか

は違うと思います。教育的なコントロールの強い家庭の中では、英会話教材を買ったり、

ピアノ教室に通ったりということで、消費生活が営まれている。その一方には、こうした

お化粧品やテレビゲームで、土曜日は朝から晩までずっとテレビゲームをしている子ども

もいるわけでして、そういう消費の圧力にさらされているという場合もあるわけです。 

 こうしたコントロールの作用が、もちろんいろいろ大きな差があるわけですけれども、

家庭での親のコントロールと消費社会のコントロールを全部含めて共通していると思いま

すのは、それらがともに子どもの生活意識を、一言でいいますと、プログラミング化して

いる、プログラム化しているという点だと思います。このプログラム化というのは極めて

比喩的な言い方ですが、それは手続が決まっていて、それによって行動や意識が統制され

る。そこにはどのプログラムを選択するかといった点では子どもの側の主体性は確保され

ている。それなりに自由に選べるわけですが、そのプログラムを超えることはできないわ

けです。 

 一例として、昔、原っぱでやった三角ベースと、今、子どもたちがやっている少年野球

というのを比べてみたいんですけれども、三角ベースというのはボールが１個あって、適

当にベースを決めて、人数もその場に集まった子どもで適当に遊ぶわけです。人数が足り

ないと、昔やった方はよくご存じだと思いますが、「透明人間」というのをつくって、ベ

ースにいることにして、それを回して点がとれたことにしたりする。それは、終わりがき
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ちっと決まっているわけではなくて、夕方になったからやめようとか、それからあきたら

やめるわけです。あるいはトンボが飛んできたりするとトンボの追いかけっこになって、

虫取りになっちゃう。そういうものだと思います。 

 しかし、一方で少年野球というのは、今いろいろな公園でやっていますけれども、みん

ながユニホームを着て、ベースがきちんとあって、ルールがきちんと、少年野球のルール

というのがあって、メンバーシップがきちんと決まっていて、入会、退会というのは申し

出制なわけです。そこには毎週練習があって、練習の成果として試合があるわけです。そ

ういうふうな形になっているわけです。それを野球好きの大人が教えているわけです。 

 子どもたちは熱心に少年野球でもそうした指導を受けるわけですが、そこで失われてい

るのは、三角ベースにあった遊びの、ある意味ではいいかげんさといいますか、うつろい

やすさといいますか、子どもたちが勝手に決めたルールで、メンバーシップもあいまいで、

その場に集まった子どもたちがやるという、それはいろいろな要素を含んでいるわけです

けれども、そうしたものが少年野球にはないわけです。そういうところがある。 

 これは１つの比喩的なものでして、親が子どもに行かせる塾やおけいこごとも、皆、多

分にそうした性格を持っていて、あるいは、ルールを決めて、愛に満ちた家庭という空間

も、そういうプログラム化された生活というのを求めているのではないかと思います。 

 もう一方で、消費社会のコントロールも生活をプログラム化する。化粧品は化粧の仕方

を教えて、よりよい商品へと需要を喚起するわけです。テレビゲームも同様にプログラム

で遊ばせるわけです。 

 こうした作用が少子化という中でどんどん加速しているのではないか。より少ない子ど

もゆえに親は愛情を注ぐ。企業の側は子どもが少なくなるわけですから、おもちゃ会社は

まさにそうですけれども、そこをターゲットとしたところは何とかそういう子どものより

広い層を自分の顧客にしたいと思う。その中で商品需要を喚起するわけです。そういう形

になるわけです。 

 こうした圧力の中で縮小消滅しているのが、プログラム化されない時空です。親が生き

るのに必死である、生計を立てるのに必死であったり、子どもの数が多い場合は、子ども

は多分に放っておかれたわけです。貧しい時代は子どもはお金を持っていませんから、企

業の側もそれほど高価なものを子どもに売ろうというのは無理なわけです。その中で、子

どもは自分の中で遊びの世界をつくっていったわけで、それができたのが空き地であった

り、神社の境内であったり、そうした場所であったわけです。そうしたところが、今、消
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えつつあるというのが１つの問題だと思っているところであります。 

 では、政策的な課題ということですが、今、求められているのは、子どもに対して何か

枠をはめるというよりも、ある意味で、今、申し上げたような様々なコントロールをいか

に引き算していくか、引いていくかということ。これは政策として、ある部分、「無」、

「ない」、「ゼロ」を生み出すという作業でして、かなり政策的に難しいんじゃないかと

私は思ったんですが、要するに、混沌としたあいまいな活動を享受できる子ども期を守る

ということで、なかなか、どうやれと言われてもわからない。これは、天野委員に、どう

ぞお願いしますですが、（笑い）そういう時空を生み出すこと。 

 ここで注意しなければいけないのは、例えば先ほどのトンボの話で、トンボを見かける

こともなくなったから、子どもを山に連れていって自然教室を開こうという発想もありま

す。しかし、自然教室というのは、自然すらも教育的なコントロールの中におさめようと

するもので、反対方向にいっていると思うんです。大人がすべきことを一言でいうと、こ

ういう言い方は変かもしれませんけれども、国としては「子どものための夜警国家」とい

うふうに考えまして、子どもが犯罪に巻き込まれない、あるいは大人の様々な働きかけか

ら守るための最小限のことをする、そういう姿があるべきなのではないかなと思います。

その中で、子どもの自由に任せる部分をできるだけ多く確保するというのが今は必要なの

ではないかというのが私の考えであります。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

○本田座長 目いっぱいお話しいただきましたけれども、子どもの生活のプログラミング

化が少子化とともに加速化されていく。その中で一体政策は何を目指すべきかなどという

ことになりますと、先ほどの天野委員のお話とかなり重なるところもあり、また、微妙な

ところで天野委員の活動もある意味ではプログラミング化されていると言えなくもないと

いうような、大変おもしろい問題が、今、提起されておりますが、これは後ほどのディス

カッションの課題にしたいと思います。 

 ただいまのご発言に関して確認しておきたいことがございましたら、お１人、お２人、

お出しください。よろしゅうございますか。それでは、時間が押しておりますから、次の

方の話題提供に入らせていただきます。 

 次は市場先生でございます。「学童期の子どもの健康」ということで現場からご発題い

ただきます。どうぞよろしく。 

○市場協力者 ただいまご紹介いただきました長野県真田町立真田中学校の学校栄養職員
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市場祥子でございます。私の方からは、「食生活の面から見た学童期の健康」について発

表させていただきたいと思います。ＯＨＰを使わせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

（ＯＨＰ） 

 「食は人なり」といわれまして、子どものころの食事は心身ともに健康な人づくりの土

台になるといいますが、果たして現在の子どもたちの実態はどうなんでしょうか。食環境

と食生活の両方から、調査結果をもとに見てみたいと思います。 

 調査は平成 12 年度に日本体育学校健康センターで実施したものです。まず、子どもを取

り巻く食環境の実態を就寝時刻と起床時の状況、朝食の欠食状況と欠食理由、朝食のとり

方の３点について見てみます。 

（ＯＨＰ） 

 まず、就寝時刻についてですが、小学生で 10 時を過ぎているという子どもたちが最も多

くなっています。平成７年度の調査では９時 30 分が最高だったわけで、その結果と比較し

ますと生活の夜型化が進んでいると思われます。 

（ＯＨＰ） 

 この就寝時刻とあわせまして朝の起床時の体調を見ますと、眠気が残っている子どもた

ちが 80％にも達していまして、睡眠不足になっていることがわかります。 

（ＯＨＰ） 

 このような寝不足の体調での朝食の欠食状況は、平成７年度の調査と比較しますと欠食

する子どもが増加していました。 

（ＯＨＰ） 

 その欠食理由は、ご覧いただけば一目瞭然なんですが、「時間がない」と答えている子

どもと、「食欲がない」の２つが圧倒的に多くなっています。これは夜型化した生活の影

響があらわれているように思います。 

（ＯＨＰ） 

 朝食のとり方、「だれと食べているのか」を見てみますと、１人で食べている子どもが

約 16％となっていまして、孤食化が進んでいると思います。これらの調査結果から、子ど

もの食環境は、夜更かしをするなど生活のリズムが乱れ、朝食欠食や孤食化が進んでいる

ということがわかります。 

（ＯＨＰ） 
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 それでは、次に、以上のような食環境の中でとられている食生活の実態を、「嫌いな食

べ物は何か」、「好きな料理」、「おやつのとり方と種類」の３点から見てみたいと思い

ます。 

（ＯＨＰ） 

 嫌いな食べ物は、上位 10 位まではほとんどが野菜になっていまして、日ごろいわれてい

るような野菜嫌いの現状が浮き彫りになりました。よくいわれているピーマンとか、ナス

とか、ネギが、やっぱり調査結果でも圧倒的に多くなっています。 

（ＯＨＰ） 

 それに比べまして、好きな料理はカレーライスとかラーメン、焼き肉、ステーキなど、

上位 10 位までは肉を利用しているものが多く、また嫌いな料理は野菜を使ったものや、見

てみますと和風の料理が目立ちます。 

（ＯＨＰ） 

 おやつの摂取状況ですが、約半数の子どもたちがほとんど毎日のように食べていました。

ほとんど毎日食べるという子、それから１週間に四、五日食べるという子を合わせますと

50％になっています。 

（ＯＨＰ） 

 そのおやつの内容なんですが、ほとんどが菓子類でして、しかも、そのお菓子の内容と

いうのはスナック菓子が一番多く食べられていて、塩分とか糖分、脂肪分のとり過ぎが心

配になります。この調査結果からは、食事の洋風化やインスタント化が進み、おやつも含

めて嗜好を優先した食事になっていることがうかがわれます。 

（ＯＨＰ） 

 では、今、小学生にとても多いといわれて心配されています「不定愁訴」と朝食欠食と

の関係を見てみたいと思います。まず、これは疲れを感じる子どもと朝食欠食の関係です

が、４点あるんですけれども、特に赤い色の「いつも感じている」と答えている子どもと

朝食欠食の状態にご注目いただけるとわかりやすいと思います。ほとんど食べないという

ときの方が疲れを多く感じているという結果が出ています。 

（ＯＨＰ） 

 次は「目が疲れる」と感じている子どもと朝食欠食の関係です。これも同じような状況

が見られます。 

（ＯＨＰ） 
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 これは、「何もやる気が起こらない」ということを感じている子どもの朝食欠食との関

係を見ています。これも同じような傾向が出ています。 

（ＯＨＰ） 

 これは、「いらいらする」ということをいつも感じている、そういう子どもの朝食欠食

との関係を見ています。 

 以上の４つの症状との関連を見ますと、朝食を欠食する子どもほどこれらの症状を感じ

ていまして、食事と不定愁訴に深い関係があることがわかります。 

（ＯＨＰ） 

 このような食の実態にある子どもの体の健康状態はどうかと見てみますと、これは文部

科学省の学校保健統計調査等から見たものですが、小学校の全学年で肥満傾向者の割合が

増加していますし、貧血、視力低下、骨折等も増加傾向にあります。また、疾病につきま

しては食物アレルギー疾患や糖尿病が増加傾向にありますし、さらに早熟化や大型化して

いる子どもたちですが、基礎体力や運動能力が 10 年以上前、昭和 60 年と平成７年度の比

較をしますと、低下していることも指摘されていまして、健康な成長が憂慮されています。 

 このような状態を招いた要因は日々の基本的な生活習慣が乱れているためであり、中で

も食生活についての基礎基本的な生活習慣の改善が生涯の健康を左右するという視点から、

特に緊急な重要課題であると警鐘が鳴らされています。 

（ＯＨＰ） 

 また、食は体だけではなくて心の健康な成長とも深くかかわっていまして、人との触れ

合いのある食事環境やバランスのよい食事は豊かな人間性を育み、好ましい人間関係や協

調性も育てることができます。私が前にかかわりました小学校３年生の女の子の作文の一

端をご紹介しますと、「私は１人で食事をとります。お父さんは寝ています。お姉さんは

私の後で食べ、お母さんはお父さんが起きるまで新聞を読んでいます。１人で食べるの、

とっても淋しい。お腹はおいしいけれど、心は全然おいしくありません。みんなは、きっ

と家の人と食べているんだなあと思うと、うらやましいです。」と書いていますし、また、

楽しい野外給食が寡黙児の心を開いた事例もあります。日々、子どもたちに触れながら、

食が心も育てることを実感しています。 

（ＯＨＰ） 

 このような現在の子どもの心身の健康状態を改善しますには、まず何よりも正しい食習

慣を形成することだと思います。特に学童期は基本的な食習慣が形成される重要な時期を
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迎えています。生涯の健康を培うためにはどうしてもこの時期に１人１人が正しい食習慣

の基礎を体得しなければなりません。そうでなければ毎日の学校生活にも前向きに生き生

きと取り組む子どもが育ちません。 

 そこで学校教育現場では、健康教育を充実して学校教育活動全体の中で関係者が一丸と

なって取り組むことになっています。また、この実態を招いたのは子どもの生活基盤であ

る家庭の教育力が低下していることも原因の１つと考えられますことから、学校において

は家庭や地域との連携を図りつつ健康教育の柱となる食に関する指導を進めています。こ

の食に関する指導は、日々、義務教育の現場で実施されています学校給食の献立を生きた

教材として活用して進めることが最も効果的と考えられ、今、全国の学校栄養職員が懸命

に取り組んでいます。 

（ＯＨＰ） 

 食の専門家とよくいわれますが、その学校栄養職員が核となって進める食に関する指導

には次のように取り組んでいます。この指導は生涯にわたって心身ともに健康に生きる力

の基礎を培う、それをねらいとして、それぞれの学校の子どもの実態を踏まえて取り組み

ます。 

 その主な指導内容は、「食事」、「運動」、「休養と睡眠」の実践力を養うなど、正し

い生活習慣の確立を目指し、将来の生活習慣病の予防に備えることを第一にします。 

 そして、食に関する基礎・基本を学び、自分の健康は自分で守る自己管理能力を育てま

す。また豊かな人間性や協調性、社会性を育てるために、郷土食や行事食などを給食に生

かして健全な心の育成も目指しています。 

（ＯＨＰ） 

 このような指導を実践する場面としましては、給食の時間や子どもたちの全校集会等に

おいて、あるいは個々にいろいろな健康上の悩みを持つ個別的な相談指導を通じて、それ

から、教科、道徳及び特別活動等において授業をしていますが、これは食に関する指導の

充実のための平成 10 年７月からの新たな取り組みです。授業はティームティーチングや、

教科指導については特別非常勤講師として取り組みます。また、指導の成果を願って家庭

や地域との連携にも力を入れています。 

（ＯＨＰ） 

 教科指導の中では生きていくのに不可欠な食に関する基礎・基本を学習しますが、対象

となります教科の領域は、小学校では家庭科の食物、体育の保健領域の健康な生活です。
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特に、保健では小学校３年生より小中高一貫して生活習慣を扱うことになっています。そ

して、この指導に取り組む場合は、必ず学校給食の献立を生きた教材として実施していく

ことになっています。 

（ＯＨＰ） 

 終わりに食生活を中心とした健康教育のあり方としてですが、現在の多様化します家庭

のライフサイクルの中で子どもの正しい食習慣を形成しますには、義務教育の中で「教

育」として扱わなければ改善することは難しいと、日々、子どもたちに触れながら実感し

ています。そして食の専門家であるといわれます学校栄養職員を活用して指導を充実する

ことが、成果を上げるために不可欠であると思います。 

 21 世紀の日本を担う健康な子どもを育てるには、日本中全ての子どもたちが同じように、

この食に関する教育が受けられなければ、指導の成果は半減です。野菜づくりや食の学習

に瞳を輝かせる子どもたちに出会いますとき、指導すれば必ず成果が上がることに確かな

手ごたえを感じています。食生活が乱れて子どもの健康な成長が心配されている今だから

こそ、ぜひ、学校栄養職員がその指導力を十分に発揮できる栄養職員制度の位置づけがで

きまして、食に関する指導が充実し、子ども１人１人が健康でたくましく生き抜ける力、

そしてこの国を支えていける力を身につけてほしいと心より願って、日々、子どもたちの

食事づくりに精いっぱい努力をしています。 

 以上で、食生活の面から見た学童期の子どもの健康について発表を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

○本田座長 どうもありがとうございます。栄養指導というお立場からの現場的なレポー

トでございましたが、確認しておきたいことがございましたら、１つ、２つ、お出しくだ

さい。どうぞ、杉山先生。 

○杉山委員 食の学習というのが、いまひとつ、ぴんとこないんですけれども、私の解釈

としては「食べるということはやっぱり楽しいよね」というのが一番に来るんじゃないの

かなと思うんですね。そのあたりの学習というふうに解釈してよろしいのでしょうか。 

○市場協力者 はい。楽しく食べることは最も基本的な条件だと思いますが、今、子ども

たちは生きていくのに大切な、きちんと寝て、きちんと起きて、しっかり１日３回食べて、

体力をつけたり、体の基礎をつくるという、その基本的なところから、食事も生活も乱れ

ています。ですから、楽しく食べるということを条件にしながら、心身ともに健康に育つ

ためにどういう食べ方をしたらいいかということを、毎日食べる学校給食を教材にして、
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子どもたちが学習するとともに体でも覚えていく。そういう基礎基本の食の学習をしない

限り子どもたちが健康に育つことはできないと今いわれていますし、実際に日々子どもた

ちに触れていても、家庭における食事が３食、特に朝と夜、きちんと食事だなと思われる

ような食事がとられていない、そういう家庭がふえています。 

 ですから、小学校や幼稚園の先生とお話をしても、この子はうちに帰したくないなと思

うような、そういう食事のとり方をしている家庭がふえていて心配になります、というお

話があります。確かに、食事調査をしましても、特に朝食は単品化していたり、全体に食

事内容が簡素化されていて、成長期の子どもがこれでいいのかなと、いつも心配するよう

な食事状況が浮き彫りになってきます。そういう基礎基本的な、一番大事な土台づくりの

ときの好ましい食事のとり方を学ぶということで、もちろん楽しさも、その学習の１つだ

と思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 この問題はもう少し学校給食の問題をどう考えるかというふうに掘り下げますと、いろ

いろ多角的に広がってくるだろうと思いますが、確認事項はここまでにさせていただきま

す。 

 そして、最後のレポーターに入るんですが、今日、茂木委員が 11 時半にご退席というこ

とで、今、ちょっとご発言がございましたら、何か一言どうぞ。 

○茂木委員 結構です。 

○本田座長 よろしゅうございますか。 

 それでは、最後の林先生にお願い申し上げましょう。林先生は養護教諭のお立場から子

どもの健康についてご提言くださいます。 

○林協力者 本日はこのような会で発言をさせていただく機会をいただきましてありがと

うございます。私は静岡県の豊田町の豊田中学校の養護教諭をしております。この３月ま

で磐田市、今、サッカーワールドカップのベースキャンプになっております磐田市の大規

模校の小学校で、 1,000 人を超す小学校に勤務しておりました。中学校、小学校、両方の

勤務ということで、今日は、小学校、中学校の子どもたちの健康についてお話をさせてい

ただきたいなと思っております。簡単な資料を用意しましたので、資料を御覧になりなが

らお聞きいただきたいと思います。 

 子どもたちを取り巻く健康の現代的課題についてお話しさせていただきます。図に示し

ましたように、いろいろな問題が子どもたちの健康の課題となっております。１つは不登
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校の問題ですが、先ほど酒井先生の方からお話がありましたのであえて申し上げませんけ

れども、大変増加しておりますし、酒井先生の方では中学というお話がありましたけれど

も、小学校もかなり出てきているのではないかなという感じを持っております。 

 それから、次に保健室登校ですが、学校基本調査の方では、保健室登校というのは学校

に来ておりますので数的には出ておりません。しかし、実際、学校には来ても、保健室に

は行けるが教室には入れないという子どもたちが年々増加しておりまして、どこの学校に

も存在しているのが現実ではないかなと思っております。このことについては、後でまた

お話をさせていただきたいと思います。 

 それから、いじめ問題ですけれども、かなりいろいろな指導も対策もとられている中で

少しずつ減少してきておりますけれども、大きないじめというものは減少しておりますが、

先ほどの酒井先生のお話のように、小さなものはかなりあるのではないかなと感じており

ます。 

 それから、性の逸脱行動については、中学生、高校生の問題であるかなと思いますけれ

ども、やはりテレクラの問題とか、援助交際とか、売春等々いろいろな問題が出てきてお

ります。 

 それから、薬物乱用の問題も、シンナーとか、覚醒剤などがあり、小学生では、薬物乱

用の入り口といわれるたばこなんかを興味本位に吸っていく段階で、そういったものに入

っていく動きがあります。 

 それから、生活習慣病の兆候ということで先ほど市場先生の方からもお話がありました

けれども、肥満とか、糖尿病とか、高コレステロールの子どもたち、いわゆる生活習慣病

の兆しが見えている子どもたちがかなり出ています。この問題については、生活習慣の乱

れと、運動不足というような問題も出ておりますし、先ほどのお話にありました食生活の

乱れ等も影響しているのかなという感じを持っております。 

 このような問題が健康の現代的課題として取り組まれております。今回の学習指導要領

の改正の中でも小学校３年から保健学習が入っております。また、総合的学習の時間に

「健康」という例示等も示され、そういった中でも取り組めるような状況になっておりま

す。 

 では、具体的に２つの側面からお話をさせていただきたいと思っております。１つは、

学校には保健室がありますし、その保健室へどのように子どもたちが来ているかというこ

とをお話しをさせていただきたいと思います。 
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 本当にいろいろな症状を訴えて子どもたちは来ます。遊びながら、何かを言いながら来

ることもあります。頭が痛いとか、お腹が痛いとか、けがをしたとか、あるいは「先生、

池に落ちちゃったよ」とか、「おもらししてしまったよ」という形で、様々です。 

 私が３月まで務めていた大規模校の小学校では、年間、一番多い年で延べ 6,000 人の子

どもたちが、少ない年でも 4,000 人の子どもたちが保健室に来室しております。 

 日本学校保健会でこういった保健室の利用状況の調査をしておりますけれども、平成８

年のものを見てみますと、１週間の利用者数ですが、１日平均 30 人を超しているという状

況です。昨年度も同じような調査をしておりますが、今、集約考察中であるということで

すので一部加えながらお話をさせていただきますが、平成８年と 13 年度を比較しますと、

来室状況については、そう大きく差はありませんが、内容的に大変深刻化あるいは複雑化

していることを感じております。 

 子どもたちが保健室に来室する中で、身体症状を訴えてくるわけなんですけれども、背

景の中に悩みや心の問題がありますし、その背景にいろいろな友人関係、あるいは教師と

の関係とか、進路の問題、部活動の問題、家庭の問題等があるのではないかなということ

を感じております。保健室では、そういう子どもたちに、きめ細かく養護教諭が健康相談

活動を実施しているというのが現実です。 

 保健室の複雑化、深刻化しているという１つの数字ですが、１人当たりの平均対応時間

が小学校で 10 分くらい、中学校で 15 分くらいかかっているということです。ただ、これ

はあくまでも平均ですので、ほんの２、３分で対応できる場合もありますし、２時間もゆ

っくり話を聞いてあげなければならない場合もあります。それから、１日では解決できな

くて、何日間かかけるというような状況もあるということです。子どもたちの訴えや症状

だけでなくて、子どもをよく観察しながら背景も考慮して養護教諭が日々対応していると

いうのが現実です。 

 それから、ここの資料には出してありませんけれども、来室するのは子どもたちだけか

といいますと、そうではなくて、近年大変多くなっているのが保護者の来室です。保健室

というところには外側から入れるような、けが等で緊急時に救急車で搬出できるように外

へ出れるような入り口がありますので、そういうところにぽっと来まして、「ちょっと先

生、相談に乗っていただきたいんですが」というような状況が多くあります。13 年度の調

査の中で、約 1,000 校の学校で、１週間に人数的に延べ 2,196 人の保護者が来室している

ということです。そのうち、小学校では 843 人の保護者が来室しております。内容の主な
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ものは、子どもの問題が主ですが、子育てや子どもへのかかわり方など保護者本人の悩み

や相談があるということです。私もかなりそういった面で相談を受けております。 

 また、学校の職員はどうなのかといいますと、学校の職員も約 1,100 の学校の中で、１

週間に１万 2,487 人の教職員が保健室に来ております。その内、子どもたちの心の問題で

来室する教職員が 3,400 人と多いわけなんですけれども、やはり心の問題とか、いろいろ

な問題を養護教諭と連携しながら取り組んでいる、あるいは養護教諭に相談に乗ってもら

いたいといった状況の中で、教職員が保健室とのパイプを持ちながら対応しているという

のが現実ではないかと思います。もちろん、教職員自身の心身の健康問題でも来室はして

おります。保健室は、子どもたち、保護者、教職員にとって本当に心身の健康において重

要な位置を占めていることを実感しております。 

 次に、先ほどお話をいたしました保健室登校についてお話をさせていただきます。保健

室登校は不登校につながるような子どもが、教室には入れないけれども、保健室なら行け

るといって保健室へ来ています。あるいは不登校の子どもが徐々に回復して、教室にはい

きなり行けないけれども、保健室から少しずつ学校へ行ってみたい、そういうステップ的

な要素の中での保健室登校というのが実在しております。 

 小学校では３割、中学校では６割、高等学校では４割の学校に、過去１年に保健室登校

の児童生徒がいるということです。では、どのくらいの数がいるかというと、１校あたり

の平均では、小学校では 1.7 人、中学校では 2.6 人、高校では 2.4 人ですが、昨年度の調

査では中学生が 2.6 人から 3.3 人と増加しております。 

 こういった保健室登校ですけれども、登校するようになったきっかけは、本人の希望で

あるとか、あるいは保護者の希望、教職員が勧める、それから病院の先生とか、あるいは

相談機関の先生が保健室へ行ってみたらどうかというような勧め等で保健室登校になって

おりますが、保健室というところが、誰でも入れる、子どもたちも、教職員も誰でも入れ

る部屋であることと、中に養護教諭がいる、受けとめてくれる人がいるというところで決

断されているのではないかなということを感じます。保健室登校している子どもたちが、

養護教諭と話をしたり、簡単な勉強をしたり、折り紙を折ったりとか、あるいは絵をかい

たり、コンピュータもありますのでコンピュータをやってみたりとか、いろいろな過ごし

方をしているのが実情です。 

 このような保健室登校の子どもたちも、不登校の子どもたちもそうですけれども、人と

のかかわり方がうまくできないというのが１つ大きな問題であります。そういう中で養護
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教諭との１対１のかかわりからスタートして保健室へ来室するほかの子どもたちと接した

り、接する人数を徐々に増やしていくことによって、最終的には学級集団の中に入ること

ができて、学校生活が送れるというようなステップとしての考え方をしております。保健

室の本来持つ特性を生かしながら、養護教諭としては支援をしていきたいと考えておりま

す。 

 以上、２つの側面からお話させていただきましたけれども、こういった心身の健康問題

を見た中で、背景をそこの図でも示しましたけれども、家庭の問題が近年大きな問題であ

るのではないかなという感じを私も持っております。特に小学生の保護者の様子を見るに

つけ、子どもを本当に健やかに育む基盤である家庭の状況が年々悪化しているのではない

かなという感じを持っています。一言でいえば、家庭の教育力の低下ということになるの

かもしれませんけれども、先ほどの酒井先生のお話の中で、愛情の問題が指摘されており

ましたけれども、子どもへの愛情というものがどうなのかなというところまで疑問を持つ

ことがあります。私たち学校の職員は、子どもたちを健全に育成するためには、地域、家

庭、学校が本当に連携し合って育てていかないといけないなということを感じていますし、

学校、あるいは養護教諭として何ができるのかなということを模索している日々でござい

ます。 

 十分な意見ではありませんが、これで終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ただいまのご発言に対して確認しておきたいことはございますか。どうぞ。 

○杉山委員 家庭の教育力の低下というふうにご指摘があったんですが、私は今、中１の

子どもを育てている母親なんですが、一体どういうのを家庭の教育力の低下というのか、

ちょっと具体的に教えていただけますでしょうか。 

○林協力者 例えば、先ほど食事の問題がありましたけれども、お弁当を持ってくる日に、

子どもが「先生、お湯をくれ」ということを言うんですね。手にカップめんを持っている。

みんなはお弁当を持っているんだけど、その子がカップめんを持ってきてお湯をもらいに

来るということがあります。あるいは衣服とか、上靴でもそうなんですけれども、汚いま

までずっと何日も同じものを着ていたりとか、本当に家庭でしつけるべきことができてお

りません。全ての子どもではありませんけれども、やはり問題になる子については、そう

いうところを感じます。 
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 それから、中学生なんかで、どうしても高校進学できなくて職業安定所の方が見えて就

職の相談をするとき、親が決まった時間に来ていただけなくて、電話で「今日、予定です

が……」とお話をすると、ちょっとアルコールを飲んで学校へ来るとか、そういうような

いろいろな状況。それから、例えば、たまたま私の教え子だった保護者がいて、離婚をし

てしまっているから、「あなた、お父さん役とお母さん役と２つ頑張らなきゃね」という

ような話をして、「夜、もうちょっと勉強を見てあげなよ。宿題をやってあるか確認させ

なよ」と言うと、「先生、そんなこと言ったって、私、テレビ見たいもん」という言葉が

返ってきたりします。全ての子ではありませんし、過干渉の家庭もありますけれども、そ

ういった内容が出てきているということから、大変危惧されているのが現実です。以上で

す。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ただいまのことをめぐっては、多分、いろいろとまた杉山委員などからご意見もあろう

かと思います。 

 林先生、市場先生のお２人の先生は、現場で指導的な立場でご活躍の方でいらっしゃる

と思いますけれども、この懇談会が青少年の健全育成を考える懇談会であるというふうに

多分把握されて、非常に健全なご発言をくださったのかと思います。ただ、この懇談会は

ちょっと変な懇談会でございまして、「健全」がついたら参加しない、とおっしゃった方

がたくさんいらしたようで、私も、実は「健全」というのは余り好きじゃないから「健

全」を取ってくださいと言ったら、メンバーが定まったというような懇談会でございます

から、かなり思い切ったご発言やら、常識的に正しいとされていることをひっくり返すよ

うなご発言が出てきてもよい場所でございます。そのようなことを、ゲストの先生方がび

っくりなさるといけませんので、ちょっと申し上げておきまして、自由討議の方に入らせ

ていただきます。 

 残念ながら時間がちょっと足りなくなりましたけれども、ディスカッションがもし佳境

に達しまして 12 時に切るのがもったいないようでございましたら、申しわけございません

がちょっと延長させていただきます。もちろんご予定のおありの方はご退席くださって結

構です。それから、お腹が少し空いたけれども我慢できるとか、空腹よりもしゃべりたい

という方は、20 分くらい延長させていただきますので、残ってご発言してくださって結構

でございます。 

 では、よろしくお願いいたします。今日のは、様々なコントロールの下に子どもが置か
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れていて、そういうコントロール下の子どもをいかに脱構築するか、子どもの生活をいか

に脱構築するか、脱コントロール化するかというようなテーマ、共通の課題というふうに

とらえることもできるような問題提起であったかと思いますけれども、ご自由にご発言を

お願い申し上げます。杉山さんなどは言い足りないことがおありかなと思いますが、まず

皮切りにいかがですか。 

○杉山委員 貴重なご発言、どうもありがとうございました。特に後半の先生方のご意見

は、実は耳がとても痛く、本当に汗が出る感じなんですけれども、１つ、家庭側からの事

情を申し上げますと、初回にもお話をしたんですけれども、かなり今の 30 代、20 代の親

たちというのは、学歴社会というものをくぐり抜けてきた本当に偏差値教育の申し子のよ

うな世代でして、その中で自分のやってきたことを振り返りながら、では、どんなふうに

子育てをしていったらいいんだろうかということを、自分たちなりに一生懸命やっている

つもりなんですが、それが外から見ると教育力の低下というような評価をされてしまうと

いう現状があるのかなというふうに思っております。 

 一方、例えば女性の働く機会というのがとてもふえまして、家庭の中の様子というのも、

かつてのお母さんが専業主婦で子どもとずっといて、という状況とは変わってきているの

かなというふうに感じております。 

 私などが、よく取材に行きますと、保育園などですと、「子どもに朝ごはんを食べさせ

てね」というふうに言うんですけれども、それができるお母さんがどんどん減っている。

自分たちも働くのに精いっぱいで、時間ぎりぎりに子どもを預けに行くのでやっと、とい

う状況で、「食べさせてね」「食べさせてね」と言っても無駄だということを園長先生は

わかられて、もう言うのはやめ、その代わり、自分たちが簡単なおにぎりなどを用意して、

「食べていない子には食べさせるというようなやり方をしたのよ」と。それがいいか悪い

かは私はわかりません。１つは「食べさせてね」という指導が、どれぐらい効果があるの

かという問題があるのかなというふうに思っております。 

 また、酒井先生がご指摘してくださった、おけいこごとのことなどもそうなんですけれ

ども、例えば学童保育というのがあるんですけれど、それが３年生までであったりとか、

それから時間が５時とかで区切られているということもありまして、働くお母さんたちは

子どもの預け先がないので、手っ取り早くおけいこごとに行かすとか、塾が７時までやっ

ているから、というような選択の中で行かせているという現状もあるわけなんです。それ

を全部家庭がしょい込むのが、果たしてどうなんだろうというふうに思って、本当に天野
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さんがおやりになられているようなプレーパークがあったら、私は塾ではなくてプレーパ

ークに行かせたぞ、というような気持ちもいたしております。 

 何かとりとめがない感想になってしまいまして申しわけありません。 

○本田座長 ありがとうございます。どうぞ。 

○相原委員 私の意見というよりは、天野委員、それから酒井先生にちょっとお伺いした

いんですけれど、どちらかといえば私が接する子どもたちは基本的に生活習慣がない子が

多いものですから、林先生や市場先生の現場での話の方が割とリアルに迫ってくるんです

が、一方で最初の問題提起として、過剰なコントロールというところを非常におっしゃら

れたかと思うし、それも非常によくわかるんですが、今日、４人の先生の話を聞いたとき

に、それをどう理解するのか、多分、多くの委員の方もあると思うんです。私の中で、両

極化していると考えていいのか、それとも何か根底に１つの問題があるというふうに考え

るべきなのか、天野委員、酒井先生にその辺のところのご意見を伺いたいのですが、いか

がでしょうか。 

○本田座長 ただいまのようなご質問でございますから、どうぞ。 

○天野委員 僕は学校と家庭、地域は違うというように思っているんです。だから学校的

な価値観をこれ以上蔓延させてはならないというようには思っています。要するに家庭が

学校の出張所であってはならないし、地域が学校の価値の肩代わりをしてはならないとい

うように思っているんです。でも、学校というようなところは、総体的な位置づけの中で、

ああいうような場所があっても、それは悪くはないのかなというような気はしているとい

うか、それはそれですごく大きな役割があり、例えばみんなが遊び場みたいなところだと、

やっぱり本当は戦争で日本人が何をしたかとか、あるいは長崎や広島で何が起こったかと

か、そういうことというのを僕は知っていく必要はあると思うんだけれど、遊び場だけで

はやっぱり、それはなかなか知ることはできないというのもあるし、数や算数とか何とか

というのも興味がある子は覚えるけれども、遊びの中では覚えない子もいるだろうし、そ

ういうことではなかなか今の社会の中では困っちゃうので、ある面、大人がプログラムを

立てて強制的にでも教えていく、出会わせていく世界というのは、僕はある一面としては

必要だと思うんです。 

 ただ、その価値が非常に強まっていて、さっき酒井さんがおっしゃったような、コント

ロールが強烈に効いているというところが、つまり社会全体が学校化しているというのが

僕の実感なんです。だから遊び場の価値というか遊びというのはそれとは対極にあるもの
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で、さっきプレーパークもプログラムの１つという感じでおっしゃられたんですが、つま

り選択が子どもにあれば、要するに学校もそんな強制的なものでもないんだろうけれども、

今日は行くのをやめたとか、そんなのが当たり前にできるというような場所であれば、あ

るいは、今日は何時に行って何時に帰ってくるというのを子どもが自在に決められるとい

うことであれば、学校は全然違う姿になるんでしょうけれど、そういう大人が決めたプロ

グラムに従わなければならないというようなことの数の多さというのが、それによって子

どもが評価を受けていくという、そういう構造というんですか、それがやっぱり隅々まで

行き渡っているという、それこそおけいこごとも、習いごとも、スポーツ少年団も、全部

大人の評価の下に行われているという、これが非常に子どもの主観を損ねていると僕は思

うんです。子どもが独自の世界を生み出すということを許さないでいる。だから子どもは

真綿で首を絞められていく。 

 だから、僕は学校教育は学校教育でどうぞ、という感じがあるんだけれども、もう一つ

違う価値をつくらなければいけない。要するに子どもを管理しない、子どもを自由にする

という、そのことでなければできないことがあるというか、子どもがみずから獲得しない

と獲得できないものがあるという、そういう価値を生み出さないといけないと思っていて、

今、生きる力とか、心の何とかというのを全部大人がプログラムしようとしているでしょ

う。生きる力や心の教育なんていうのは、人の手によってできたら、それがもし可能だと

したら、僕は洗脳だと思うんです。人の思いでもって、その人に生きる力を与えることが

できる、あるいはその人に心の教育ができるということが、もし、万一起こったとしたら、

これはもうほとんど洗脳に近いと思っていて、生きる力も心の教育も、本当に自分の問題

なのだから、自分が獲得していくものだというのが僕の実感なんです。 

 だから、そいつ以外には手に入れることはできない、そいつでなければ手に入れること

ができない、自分でやらないと手に入れることができないことがいっぱいあるから、そこ

に関しては人の干渉を排除していく必要がある。コントロールを排除する必要があると僕

は感じているんです。 

 だから、だれかの価値によっての教育ではできないことがある。教育には限界があると

いうことをはっきりさせた上で、もう一つ主体的な動きをどうしていくか、僕はそれの最

たるものが遊びだと思っているんです。その子がやりたいと思うからやる。やりたいとい

うものに裏づけられているからやる。だから、むらがありますよ。むらがあるから押しな

べて全部の教科にまたがるようなことができるわけではないのだけれども、だけど、その
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むらの中で、ある子は音楽にものすごく力を発揮していくとか、ある子は絵を描くことに

すごい力を発揮していく、ある人はご飯を食べることに発揮していくとか、何かいろいろ

あるんだろうと思うけれど、それがその人たちの個性を生かすんだろうなと思っていて、

両立できない話だとは思わないんだけれども、あまり矛盾した話としては聞いていないん

ですが、ただ、その価値観が非常に強烈なので、僕は遊びだ遊びだ、遊びだ遊びだーっと

ずっと言っているんです。遊びは教育ではない、ということをはっきりと、いつも言って

おきたいなと思っているんです。 

○酒井協力者 ご質問の趣旨は、１つは一方で、私とか天野先生が教育過剰ということで

過剰なコントロールという話をして、他方では放任家庭の問題という話を多分されていて、

それをどう考えればいいのだというところだと思ったんですね。 

○相原委員 そうです。 

○酒井協力者 そこが１つだったと思うんですけれども、それは実際として、そういうふ

うにいろんな多様な家庭があるというのはそうだと思うんです。ただ、例えば先ほどのお

話の中で離婚した家庭の問題とかいうのが出てきましたけれども、実際、私の周りにいっ

ぱいいるんですけれども、そういうことが今の世の中では引け目に感じるんです。ですか

ら、そういう意味ではそれが問題としてレッテル張りをされて、こうであってはいけない

というふうに思わされてしまう。ですから、規範としてはそういうあるべき姿というのが

非常に強力に働いているということが一方にある。しかし、実態としてはその中で、その

規範に沿って、ある意味で健全に暮らしているところと、その規範に照らして逸脱してい

るところがあるというのは、それはそうだと思います。 

 そうした問題を、ではどうするかというときに、健全を是とすればそういういろいろな

家庭がよくないという話になりますけれども、規範そのものが、これをもう少し相対化し

てみれば、もっと違った方策があるのかもしれない。例えば、朝、食べていない子どもに、

学校なりいろいろなところがご飯を出すということでうまくいっているのであれば、それ

はそういうシステムになっているということで、それが問題だと言われればそうかもしれ

ないけれども、でも、それでご飯を食べているならいいんじゃないか、という部分もある

んじゃないかと思うんです。 

○本田座長 どうぞ、後藤先生。 

○後藤委員 私も幾つか感想めいたものになってしまうんですが、１つは酒井さんがおっ

しゃった子どもの選択の自由が確保されているように見えて、実はそれはあるところから
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抜け出せない。そこが１つポイントなんじゃないかと思うんです。ある意味で、プログラ

ミング化というのがかなり巧妙になされていて、昔であれば子どもが選択しないような形

でプログラミングをしていたんですが、あたかも子どもが自己決定をしているかのような

形でプログラミングがされているというところが、多分一番問題なんじゃないかというふ

うに聞きました。 

 そこで、子どもというのが果たして自己決定を 100％できる主体なのかということが問

題となってきて、ですから、今日の後の２人のお話というのは、どちらかというと、子ど

もというのは自己決定できないんだ、家庭の中で、どこかで保護されなければいけないん

だ、というところのお話じゃないかというふうには思ったんです。 

 ただ、そのときに、何を一番基本とするのか。先ほど酒井さんがおっしゃったように、

私も、ご飯を食べてこないのだったらご飯をあげればいいじゃないか、それが子どもにと

って重要なことであったら、ということを重視するのか、それともある規範を守り続ける

ことを重視するのか。 

 きのうも、「放送と青少年に関する委員会」というのがありまして、そこでテレビ番組

をいろいろ検討しておりまして、私が一番年齢が低いんですが、大人というか、「年寄

り」が――そこで出た言葉なので――「年寄り」が、子どもが楽しく見ているのを、こん

な番組は見ていてけしからん、見るに耐えない、それは健全な良識に反するんじゃないか、

公共の電波を使ってこんなことをしていいんだろうか、という話になったときに、「何

で？ こんなのどうせつくり物じゃない？」と思いながら楽しく見ている子どもたちに対

して、いや、それは違うんだよというのはなかなか難しい。 

 そういう中で、現実というものを規範に合わせるのか、規範を、システムを変えていき

ながらより本当に子どもにとって必要なものをつくるのかというのは、かなり難しい問題

だなと思って、今、伺っていました。 

○本田座長 後藤さんが最初のときに、法律家のお立場から、「規範をつくって」という

ご発言もあったので、多分お考えがあるのだろうと思いますが、それはまた改めてという

ことで。広田先生のお手が挙がりましたか。 

○広田委員 今、話題になっている、ずっと議論されてきたことは、家族が、今、大きく

変わってきているというのがベースにあると思うんです。一昔前みたいな、優しいお母さ

んが家できちんと子どもをケアすればいいんだという、そういうモデルではもう実態の方

は先に動いてしまっている。男女共同参画社会みたいな形で、男と女の新しいあり方を考
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えようという中で、では、３食子どもにきちんとやっていくには多様なタイプの家庭はど

のように対処できるかとかいう、新しい事態に対して、我々は新しい答えを探していかな

いといけないんじゃないか。 

 そのときにもう一つ言いたいのは、新しい家族というのは昔のような専業主婦の一枚岩

ではないわけですから、そうすると、非常に家庭内でまとまりのいい力のある家庭と、本

当にある人生のライフコースの中で選んでしまったような、非常に危機に立つ家族という

いろいろなタイプがあり、しかも、自分たちでうまくやれる家庭とやれない家庭と分極化

していくという中で、片方では過剰な介入を当たり前だと思う家庭もできるし、もう片方

ではカップラーメンを持たせるような家庭もある、というふうな状況だと思うんです。 

 何が言いたいかというと、子どもの問題を論じると、すぐに家庭がちゃんとしろ、とい

う話になるんですが、その家庭はかつてのような一枚岩で考えちゃだめで、もう少し家庭

にはできないこともあるんだ、できない家庭もあるということを考えて処方箋を考える必

要があるのではないかと、私は思います。 

○前田委員 天野さんのように子どもたちと遊んでいる、そういう立場の人というのはす

ばらしいな、私も３年後にはそういう立場で遊びたいなと思っています。 

 天野さんにお聞きしたいことは、先ほどおっしゃっていてわかるんですけれども、親子

の参加がどうかということと、近隣の小中学校には情報提供とかやっているかということ。

恐らくやってないというお答えだと思うんですけれども。 

 それから、プレーパークが今後の将来性として、学校、家庭、地域社会との連携を持っ

てやっていくのか。大体、答えは想像できるんですけれどもね。 

 つまり、私が申し上げたいのは、例えば中学２年生の移動教室をやりますと、どこかへ

行きますと、必ず、飯ごう炊さんをやりましょう、キャンプファイヤーをやりましょうと

いうときに、火をつけられない子どもをグループに分けて、その指導をするエネルギーが

大変なんですよね。中学へ入って初めてマッチを見て、すったということがある。要する

に家庭にはマッチがないわけですから、それで火のつけ方を教えなければならないのか。

ふだんポケットにマッチを入れていたら、これはおかしなことととられるかという、そう

いう違いがあると思うんです。そういった意味で、やはり家庭は家庭、学校は学校、プレ

ーパークはプレーパークというような方向で進んでいくのがいいかどうか、その辺がちょ

っとなあという感じがいたします。 

 それから、次の回では、私が「思春期の現状と課題」ということで実態に基づいたお話
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をしたいと思うんですけれども、先ほど、家庭の教育力の低下ということがありましたけ

れども、低下ではなくて、私は規範意識と価値観の違い、それから道徳心、マナー、ルー

ルが昔の人と今の人と子どもたちと価値観が違うということですね。お母さん方が云々と

いうのも、例えば保護者会で校長が話をしているときに、ガムをくちゃくちゃ、携帯電話

ピーピーしながら聞いていないのを、今の親はマナーが悪いとか、いいとかと考えて、校

長が「静かにしてください」と言うのか、その辺の価値観が違っているのだと思う。それ

を「人の話はきちんと聞くんですよ」と言っても、「なにもいいじゃないの」という親御

さんもいらっしゃるし、「やっぱり……」と言う親御さんもいらっしゃる。その辺を私た

ちがどう理解するかという、ここが一番の問題である。だから、私は決して家庭の教育力

の低下とは言えないし、そうなると、学校の教師も低いじゃないか、飯ごう炊さんをやっ

たことのない人が、移動教室で指導できないじゃないかという論になりますので、どうや

ったらこの規範意識やマナーや価値観をお互いに理解して進んでいくかというのが課題で

あるというように感じます。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 お手が挙がりましたけれども、その前に市場先生、何かご発言……。 

○市場協力者 申しわけありません。一言だけお願いしたいと思いますが、天野先生や酒

井先生のおっしゃるとおりだと思うんですが、でも、子どもは生まれてきて、食事をとっ

て、立って歩く等の１人で生きていけるだけの、基礎的力をつけていくものなのだと思い

ます。ところが、その食事がきちんととられていない。その最低のこともできていないか

ら、それを心配しているのであって、本来、家庭において、成長期に好ましい食事がきち

んととられるならば学校で教育なんて騒がなくてもいいことなんですね。生活習慣の問題

もそう思います。 

 ところが、その基本的なことができない。しっかり１人で生きていける、そういう体が

育っていない。例えば遊びを選ぶにも、思いっきり遊ぶにも、それだけの体力や、子ども

がお互いに友達同士でかかわって遊ぼうという、そういう前向きの心が育っていなければ、

子どもはその楽しさを見出すこともできないと思うんですね。そこまで今の子どもたちの

健康状態は心配されています。まだ大人の体ができていない、内臓とか体全部、心の面も、

これから成長していく段階にあるところで、今のような乱れた食事のとり方では健康な成

長ができるかどうか本当に心配になります。 
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 それから、今年から新しい教育に変わりました。それは、子どもが自ら課題を見つけて、

こういうことを勉強してみたいなと思ったら、それに子どもが主体的に取り組むように、

学級単位ではなくて、いろいろな課題を持った子どもたち同士が、それぞれ自由に自分た

ちで行動し追求していって、よりよく問題を解決する力をつける教育で、体験的な学習・

問題解決的な学習が重視され、生きる力を育てる教育が推進されています。 

 新しい教育は、子どもたちを取り巻く現状を十分に配慮した教育内容になったと思って

いるんですが、では、家庭の皆さんはどういうふうにそれを受けとめていて、どんなふう

に家庭では関わっていけばいいのか、また地域の人たちはどう強力していけばいいのかと

いう点がまだばらばらのような気がするんです。社会環境等の変化に伴い、今は家庭によ

って価値観も違う、いろいろな生活の条件や、ライフスタイルも違います。学校のことは

学校でということではなく、学校も、家庭も、地域も、みんなで、どうやったら子どもの

主体性を大事にして、子どもが生き生きとして成長していけるような仕組みをつくれるか、

そういうことをみんなで議論をし合ったり、検討をし合いながら、今の時代に合った子育

てを考えていったらいいのじゃないかと思います。そういう健康な心身の土台づくりさえ

まだできていない子どもたちが、好ましい食事をとっていない、しかもその食事のとり方

に大きく影響を与える生活習慣が乱れていることが本当に心配になります。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。お手が挙がりましたから、松下委員。 

○松下委員 前田委員の方から天野委員にご質問がありましたものに関連してですが、天

野委員の方から、子どもがプレーパークで楽しく遊ぶようになって自己主張をするように

なると親にものを言うようになって、「うちの子は悪くなったからプレーパークに行かせ

ない」というふうになった場合があるというお話がありました。一方、けがなどによって

医院に連れて行ったり何かすることで、菓子折りを持って、理解してくれるようになった

というようなことがあるんですけれども、「うちの子は悪くなった」というような親御さ

んが、やがて何かでプレーパーク理解というようなことが、どういうプロセスかで行われ

るのかどうかということと、それから、子どもが楽しく遊ぶには親が手を下してではなく

ても「行って来い」というような支えが入り用だと思うんですけれども、そういうような

ことのための保護者との接触みたいなものが何かおありになるのかどうか、その辺を足し

ていただけたらと思います。 

○本田座長 では、前田委員と松下委員のご意見、ご質問を合わせて天野委員から……。 
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○天野委員 家庭、学校、地域の連携が不要だというようには僕は思っていません。それ

はあった方がいいに違いない。ただ、同質の価値観で見る必要はないということなんです。

違うからいいというのが僕の持論なんです。同じ価値観で見たときにはその価値観と別の

価値観を受け入れる余地がなくなるし、子どもは大体その価値観から外れているところに

生きていることが多いので、そういう同じような価値観で見ると、子どもは行き場を失う。

だから規範を大事にする学校活動というのが一方であるとして、もう一方で非常に混沌と

した地域がある。そのことが両方あることで子どもはどちらにも行き来ができるという、

違いがあることが重要だ。これを同じにする必要はないし、同じにしてはならないという

のが僕の持論なんです。 

 だから、例えば虐待を受けて逃げて来る子もいるんです、僕らの遊び場に。何人も保護

したということもあるんですが、例えばそういうようなことが起こったときには、学校と

は連携を図ります、こっちに逃げてきたときには。第一、学校でそれを確認していたかど

うかという話もあるし、大体保護をするのは夜９時過ぎとか 10 時ぐらいとか、僕ら遊び場

で子どもを保護するのはそれぐらいの時間なので、だから、そういうときに通告をするの

かどうかということも含めて学校の先生と連絡をとって、学校でそれが知られていれば、

これは客観的な事実があったという確認をまずとって、それから通告をするというやり方

をするので、例えばそういう子どもの保護だとか、命の問題にかかわるところできちんと

連携をとった方がいいようなことについては連携をとろうという努力を僕らはするんです

が。ただ、学校の先生が嫌で逃げて来る子がいますから。学校の規則が嫌でとか、学校の

中でいじめられている、だけど先生は何もしてくれないとか、かえって同じようにやって

くるのだとか、だからみんなの集団のルールの中で動かす、動くことを重視すること、そ

れを重視する先生に当たったときに、プレーパークによく来る子たちは、そこでもまた自

己主張が強いものだから、わあーっと自分の意見を言ったりすると、やっぱりそれはそれ

で目をつけられたりするなんていうこともあったりして、そういうようなこととか何かの

場合には逃げ場になっていますから。子どもの言うことを、100％そのまま信じるという意

味では信じているのですが、といって僕らが先生をそう見ているわけではないんです。つ

まり、子どもの立場からそういうことが起こっているということを僕らは信じている。だ

から、きっとそうだろうなという話。だけど、そういうことをあえて先生に言って、「そ

う言っているからどうしましょうか」という話でもないと思うんですよ。だから、それは

「そうだよな。頭にきちゃうよな」ということで、こちらの側が学校に行かないことも含
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めて引き受けることで、気持ちが落ち着いて、それでまた戻っていく場合もあるんです。

それはそれでいいというふうに思っているので、そういうレベルでの連携ということは考

えようとは思っていないです。それが必要だとも思っていないです。 

 やっぱり子どもの命にかかわる部分という、さっきの食事も本当に食わせないと死んじ

ゃうというような話だと要保護になってくるので、これはやっぱりいろいろな連携が必要

だと思うんだけれども、企業に反省を促してカップラーメンを食べていてあんな妙な栄養

分ばかり吸収するんじゃなくて、ああいうようなものが食事代わりになっている現実をし

っかり見据えて、ちゃんと栄養素をとらせてやれるようなものをつくってくれよ、という

ふうにしていくことが僕はいいと思っているんだけれども。僕の考えるのはそういう連携

のとり方です。だから、連携をとらなくてもいいとは全然思っていないんです。ただ、価

値が違う必要がある、価値を同じくする必要がないということなんです。 

 あとは、親との連携も同じで、親から逃げて来る子どもに、親と連携をとるなんていう

ことはしないです。家庭から逃げて来る、学校から逃げて来るという子が結構多いんです。

親の側が「行くな」と言ってプレーパークに対して非常に反感を持つような人もいます。

逆に子どもを保護しますからね。だから、「たたき返してくれ、これはうちの教育のやり

方だ」とか、「しつけのやり方だ」とかというふうに言うようなケースもあって、その子

どもとともに家庭を訪ねたりというようなことも、子どもが求めたりしてくれば、これは

当然やります。親と話し合いをするなんていうこともあって、最終的に「行くな」という

話でもって出入り禁止令が出る場合があるんですが、それで来なくなってしまう子に関し

ては、僕らは追いかけることはできないので追いかけませんが、大体はそれでも親の目を

かすめて来るんです。そうすると、いろいろな確執がそこでまた親との間で起こってきた

りということがあるんですが、子どもの首に縄をつけておくわけにはいかないというのも

あって、最終的には親はしぶしぶと認めざるを得ない。あるいはその確執が強まってくる

と、子どもが別の問題行動を起こし出すんですよ。家の中で暴れ出すとか、攻撃的になっ

ていくとかいうようなことが起こったりする場合もあったりするんです。あるいは学校の

中で暴れたりとかということが起こるとか、そうなってくると常に行っている遊び場の人

は自分の知らない我が子の姿を知っているかもしれないというふうに思って、逆に背に腹

は変えられぬ思いで聞きに来るというか、家庭で起こっていることを話し出したりとか、

学校で起こっていることなんかを話しに来て、「どうしたらいいのか、うちの子どもは何

かそのことについて言っていないか」とかいうようことを聞きに来たりする場合もありま
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す。 

 そういう場合には、割と親といろいろ話して、その子のことでプレーパークの立場から

何ができるか、あるいは親の立場から何ができるか、そういうようなことをどういうふう

にお互いに考え合っていくかということを話し合ったりする場合もあるんです。だけど、

プレーパーク出入り禁止令を出す親は総体的に非常に少ないです。多くの場合には「うち

の子がこんなに変わる。こんな顔をして遊んだことを話すとは思わなかった」とか、親が

連れてきたときには、「こんなに活発な子だとは知らなかった」ということだとか、割と

我が子の新しい面を発見して驚くという親の方が圧倒的に多いんです。 

 元気に遊ぶというのも、ただ放っておけば遊ぶという状況では、今、だんだんなくなっ

てきていて、やっちゃいかんということの方に完全に縛られていますので、「好きなよう

にやっていいよ」と言われても子どもは不安でしようがないんです。だから、そのときに、

こちら側が頭のてっぺんからつま先まで泥んこでいたりすると、それだけで、ああ、ここ

は泥んこしていいんだという、「何してもいいよ」というレベルがそういうレベルだとい

うことで安心して動き出す。そうすると子どもの活動というのはどんどん、どんどん変わ

っていく。 

 ただ、それを快く思わない大人がいるのは事実です。それは親の中にもいるけれども、

学校の先生にもいます。そういうような人とは、こちら側から接点を持っても、正直なと

ころ、何かが起こらない限りは向こう側から接点を求めてくるということは少ないです。

向こうは拒否することが多いです。こんなんでいいでしょうか。 

○本田座長 ありがとうございます。あちらこちらから手が挙がっています。相原さん、

二度目のお手が挙がりましたね。 

○相原委員 １つだけ。最初に座長もおっしゃっていたところで、今の天野先生の話にも

かかわるんですが、プレーパークの中でいじめはないんでしょうかということと、プレー

パークの中でそれに対してコントロールがあるのかないのか、それを教えていただきたい

んです。 

○天野委員 ないと言うと多分嘘なんでしょうね。だけど、明解ないじめ関係は学校でつ

くられたやつが引きずられているんです。これは間違いないです。明解ないじめ関係は、

多数対１とか、力関係がはっきりしているというのは、クラスとか学年の中でつくられた

やつが引っ張られている。それが遊び場で起こっているというのが一番明解です。だけど、

遊び場に来たらいじめっ子もいじめられている側も、お互いに遊び場では無視し合って遊
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んでいるということは起こってます。だから、こちら側が学校でそういう関係にいるとい

うことを気がつかなかったなんていう例もあります。 

 ただ、子どもの遊びの関係の中では、意地悪というのは頻繁に起こります。意地悪。昔、

「意地悪な子」とか言ったけれども、「仲間に入れて」と言うと、「入れてやんな～い」

とか、そういう意地悪なことというのは頻繁に起こるけれど、それを僕らはそのぐらいは

当たり前の話だというふうに思っているんです。それが関係が固定化する、あるいは力関

係が明解だ、あるいは明らかにこれは決着がついているのに引き続いて行われているとか、

そういうことになったときには、コントロールを効かせるというよりも、こっちが腹が立

ってくるんです。見ているとむかむかしてくる。「このくそったれ！」と思ってくるので、

それで怒ります。「おまえ、何やってんだ。こんな状態、どう考えたっておかしいじゃな

いか。この力関係で何でこんなことやってんだ」という話で、「おれは頭にきたぞ」とい

う話で怒ります。それはコントロールというか、頭に来るので「頭に来た」というふうに

話している。「いじめちゃいけない」なんて言わないですよ。「僕は頭にきた」という話

で言うので、それは何でもそうです。「頭にきた」と言うことはあります。 

○本田座長 お手が挙がりました。北村委員、どうぞ。次に網野先生、お願いいたします。 

○北村委員 各先生方のお話、大変興味深く伺ったんですが、本日のこの発表の隠れた意

図としてあるのかどうか存じませんけれど、私は非常に各先生方、身体性ということで共

通しているなと思いました。家庭というものが、しっかりしたものがあるという前提があ

って、学校という規範によって運営されているものがある。その中間ゾーンみたいなとこ

ろに、泥んこになって遊ぶとか、あるいはご飯を食べる食べない、気分が悪くなって先生

ではない人のところにＳＯＳを求めていくみたいな、そういう話を聞いていますと、私ど

もはどうしても親と学校という、最近は地域という考え方もあるんですが、そういったデ

ィシプリンで考えるんですが、どうもそうじゃない、あいまいゾーンというものが子ども

にとって非常に大事なのではないか、という感想を抱いたんです。 

 それを今度は母親の側の心理から見ますと、特に最近は働く女性が多くなってきて、時

間的な余裕がない。そうすると、あいまいゾーンが必要だという認識ではなくて、自分の

方の便宜性で、学校でもない、うちでもない、どこかへ置いておきたいという気持ちが、

私、経験的にもよくわかるんですが、例えばそれがプレーパークみたいなものがあるとこ

ろだったならば、ちょっと気の利いた親なら、塾にやるよりはあそこの天野さんのところ

へと考えた方が、「何かちょっと私ってわかってる親！」みたいな感じもあって、いい受
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け皿として認識されるという気が、とてもするんです。 

 そうすると、今求められているのは、もちろん感想で結論でも何でもないんですけれど

も、非常に身体性にのっとった、しかもいい意味での無法地帯、時間、空間、それから天

野さんみたいに疑似兄貴みたいになってくれる人というんですか、先生でもない、親でも

ない、それから林先生のように、いわゆる教科の先生ではない、でも、むにゃむにゃっと

何か言える人みたいな、我々はそういうあいまいゾーンというのを、子どもにとって、も

っと大事に見てやらなくてはいけないのかなという気がとてもしました。 

 それは、実は働く母親にとっての心理的負担を軽くするという意味でもあってくれると、

とってもありがたい。それはとっても密に連携をとって、「この点、このようにお願いし

ますね」というレベルではなくて、「とにかく知らんがあんたに預けるので、ちょっとも

んでやってちょうだい」みたいな心理があると、恐らくそれは働く女性にとっても、もの

すごい救いなのではないかという気持ちを、感想ですが、感じましたので。 

○本田座長 ありがとうございました。網野先生のお手が挙がりました。 

○網野委員 私も４人の先生方のお話を伺って本当に感じたことを、ちょっとまとめてお

話したいと思うんですが、とにかく長い長い子育ての歴史をいろいろ調べてみると、いつ

の時代も「今の若いものは」とか「今の親は」とか必ずありますね。これは人間の心理的

な、安定を求める心理が必然的にもたらされるもので、自分が老いてゆくことへの防衛で

もあるわけです。 

 だから、そういう点でいえば、今、いろんなことが言われている中で、今日、ちょうど

本田先生が１つのキーワードといいますか、「コントロール」という両極のことを指摘さ

れました。「今の若いものは」ということでも両極の指摘があります。むしろそれが、今

の若い者はどうのこうのとかと言った人たちは、私も含めてですが、じゃあ、社会はどう

いうふうに子どもを育ててきたかだと思うんです。だから、子どもに「よく胸に手を当て

て考えてごらん」と大人が言うときに、むしろ、まず自分の胸に手を当てて、もし、そう

いう気持ちを持つのだったら、それはなぜかという謙虚さといいますか、大人はどうして

もそれが欠けますので、今日のお話をいろいろ聞いていましても、やはりコントロールし

た方がいいか、しない方がいいかの、全くそういう議論ではなくて、私はお話を伺ってつ

くづく思ったのは、やっぱり子どもを見守る力とか、信頼する力とか、守る力とか、そう

いうものが大切であって、本当に必要なときはコントロールしなければいけないし、今、

やたらと必要のないところにどんなにコントロールしているか、このアンバランスが問題
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なのではないかと思います。 

 だから、幾つか何人かの方が例示されましたけれども、例えば私も本当に思いますが、

子どもに朝食をあげられない。それは生活習慣の問題とか、親の仕事とかいろいろあるで

しょう。先ほどの結果で言いますと、朝ごはんが出ないので食べてこなかった、というの

もあります。それを一々価値的にこれはいけないとか、どうであるではなくて、子どもが

本当に体をつくり、生きるという面でのことを考えたら、「親が親が」と言う前に、私た

ち社会的親といいますか、そのために幼稚園とか、保育園とか、小学校がかなりかかわっ

ていると思うんです。そのとき、親があげないから、代わって食べさせてあげる、ではな

くて、一緒に育てているという意識だと思うんです。それが見守る力とか、信頼する力に

結びつきます。とかく議論されているのは、そいうふうにすればするほど親はますます安

心したり楽をするのではないか、私のそんなに多い経験ではありませんが、保育園をいろ

いろ見ていった中で、それはないと思います。やっぱり親が親としての力をつける上で、

そこが専門家のかかわり方になっていますから、本当に一緒に育てているのだ、あなたの

子どもをこんなに思っているのだ、ということがどこかでわかれば、一緒に育てるという

力がつきますので、先ほど来のお話を伺っていて、コントロールということの質、それが

すごく大事なのかなと思いました。 

○本田座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○酒井協力者 幾つか、ぜひ言わせていただければと思うんですが、先ほどの北村先生の、

あいまいゾーンという話、私もまさにそうだと思っておりまして、現代はあいまいゾーン

は、何とかしてつくり出さなければできないものとしてしか存在し得ないんだと思うんで

すね。ですから、政策的課題としてそういうことを考えていただければというのが１点で

あります。 

 そのためには、先ほど網野先生がおっしゃられた、子どもを見守る、そういう意味では、

広く子どもを見守るということだと思うんです。その見守り方が、これまではどうしても

何かをそこにしつけようだとか、何か働きかけようというような形での見守り方だったん

ですけれども、一歩引いたところで見守るといいますか、その辺の、そういう意味では成

熟した大人と子どもとの距離のとり方みたいなものをもう一度考え直すべきではないかと

いうのが１つです。 

 もう一つは、食の話ですけれども、食が大事だというのは確かにそうだと思いますが、

その食というものをどこがどう分担すべきかということは、これは今の世の中ではやはり
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考え直してみるべきではないかと思います。ですから、その全部を家庭が担うべきなのか

どうかというのは違ったシステムがあっても可能だと思うんです。 

 ちょっと記憶が定かではないんですけれども、ベトナムかどこかで朝食を、朝、みんな、

どの家庭も街に出ている屋台で食べるというのが普通だという、ベトナムじゃなかったか、

ちょっと忘れましたけれども、それが普通の社会もあるわけです。 

 ですから、そういうことを考えれば、もっと多様な選択肢があり得て、その中で私たち

がどういうふうにしたらいいのか、ということを考えていくことが可能だと思うんです。

ですから、広田委員も言われたことですけれども、新しい事態の中で、やはり新しいこと

を考えていくという時期に、今、あるのではないかと考えます。 

○本田座長 ありがとうございます。多分、まだご意見がありそうな感じでございますけ

れども、そろそろ 30 分近く延長してしまいましたので、今回はこれで締めさせていただく

ことにいたします。 

 政策としては、無、ノンであるというのがまず出てまいりまして、それに多少形を与え

ればあいまいゾーンのうじゃうじゃとした、うにゃむにゃとした大人がいることですか。

そして、その大人は引いて見守るというような形で、非常に何か方向が出てきているよう

な気もしたりいたします。 

 ただ、食というものに関しては、もう１回、そのあり方を根源的に問い直したらいいと

いうお話が最後にございましたので、私はついでに、本当に人間は１日３食食べなければ

生きていけませんか、という問いも出してみたいなと思ったりしております。そのような

ことも、また後の話題にさせていただければと思います。 

 今日はたっぷりとお話をいただきましてありがとうございました。 

                             午後１２時２８分閉会 


