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生活体験学習の実践と理論の統合にむけて

上 野 景 三 ・ 九野坂 明 彦

Integration of Practice and Theory of
“Life Needs Experience Learning”

Ueno Keizo・Kunosaka Akihiko

要旨 本研究は、今日多様な拡がりをみせている通学合宿をはじめとする生活体験学習について、それの実践

的・理論的な統一をめざしながら発展させることを目的としている。そこで、理論的には仮説的ではあるが、

子どもたちの生活全体を体験の「収奪」と「過剰供給」の二つの面からとらえ、今日の子どもたちは日常生活

に起因する「生活習慣病」に冒されているととらえ、分析を試みた。

その上で、20余年にわたる庄内町生活体験学校での実践を分析し、今日の子どもたちに求められているのは

「段取りつき体験」ではなく「まるごと」体験であり、「まるごと体験」が相互に「循環」「連鎖」する生活体

験プログラム編成が必要であることを解明した。

はじめに

学問は、「処方箋」をだすことが求められる。医学で

あれ、経済学であれ、今日の病気や経済不振に対して

どうしたらいいのか、何をなすべきなのか、その答え

をだすことが求められるものである。ただ単に抽象的

に議論していればいいというものではなく、今日の社

会がかかえる問題に対して、いかなる「処方」が効果

的であるのか、その答えをみつけだしていかなければ

ならない。それは、生活体験学習を含む教育学にして

も同じことであろう。

庄内町生活体験学校で開催されている生活体験学習

実践交流集会は、本学会に先立って1999年秋に始まり

2003年には第五回目を迎え、報告も多岐にわたり近年

の生活体験や通学合宿についての関心の高まりをみる

ことができる。このことは、生活体験学習とりわけ通

学合宿という生活体験学習の方法が多様にかつ広域に

広がってきていることを示すものである。実態として

は、通学合宿の実施主体は多様であり、各地域におい

てその方法や内容も工夫がされている。

しかし、実践が広がっていくという現象は、裏を返

せばそこには今日の子どもたちがかかえている問題が、

深刻に広がっているということでもある。実践がひろ

がると同時に問題もそれだけ広範に存在していると認
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識すべきである。

では、生活体験学習学会及び五回にわたる生活体験

実践交流集会では、どれだけ今日の子どもたちのかか

える問題に、理論的・実践的に深く切り込むことがで

きたのだろうか。また、今日の問題に対して、「処方箋」

をだすことができたのかということが問われなければ

ならないのではないだろうか。実践交流集会は、その

性格上、当然のことではあるが、生活体験学習や通学

合宿実施にかかわっての情報交換や悩みについての話

になりがちである。実践者がお互いの実践を報告しあ

い、試行錯誤する中からなんとか次の一歩をふみだし

ていきたいと願っているからである。しかし、実践が

広範に拡大してきた今日、2002年の実践交流集会での

総括で正平辰男氏は、次のような問題を提起された。

「子どもたちに提供されている体験活動プログラム

は、薬でいえば試供品である。試供品では病気は治ら

ない。化粧品でいえばお試しセットである。お試しセッ

トでは年中お化粧はできない。」

今日の子どもたちには、試供品やお試しセットでは

だめだというこの指摘は、現在展開されている通学合

宿を始めとする実践が、いまだ子どもたちの抱える問

題の本質に切り込んでおらず、社会教育・生涯学習行

政や施設において対処療法的な発想で取り組まれてい

るに過ぎないことへの問題提起として受け止めること

ができるであろう。正平氏の指摘の先には、一つひと

つの実践のさらなる発展と体系的な事業展開にむけた

取り組みが必要なのであり、その方向を指し示す理論

構築が未だなされていないのではないかという批判が

含まれている。

今の子どもたちに試供品ではない確かな「処方」を

だすためには、まずなによりも「診察」が必要であろ

う。「診察」あっての「処方」である。社会教育職員や

学校教員としての経験や勘、こつは大事ではある。だ

が、それだけに頼る「処方」では無理なのではないか。

かえって病状を悪化させかねないのではないだろうか。

また、目の前にいる個別の子どもの「処方」に目を奪

われ、子どもと子どもを取り巻く社会全体に対する「処

方」をおざなりにしてしまう危険性ももっている。

それでは、正確な「診察」とは、どのようなもので

あろうか。それは子どもをどう理解することができる

のか。21世紀を生きる子どもを取り巻く社会的な環境

をどう理解することができるのか。その環境が子ども

たちにどのような影響を与えているのか。それらを全

体として読み解くことであろう。読み解きながら、子

どもたちに具体的に働きかけていくことが必要なので

はないだろうか。

「診察」と「処方」とは、一体のものとして考えられ

なければならない。研究と実践との関係を発展・創造

させていくためには、生活体験学習の理論と実践の統

合にむけた協同の取り組みが求められているのである。

生活体験学習には、医師はいない。「診察」と「処方」

の両方を一人で行う医師がいないからこそ、実践家と

研究者の協同作業が求められるのである。

本稿では、まず子どもたちの生活全体を読み解き、

次に庄内町生活体験学校が蓄積してきた実践と、そこ

で生起してきた問題点や課題についての分析・検討を

通じて、「診察」と「処方」の在り様、及び両者の統合

にむけた課題の整理を試みたい。

１.子どもたちの生活全体を読み解く

今の子どもたちに「処方」箋をだすためには、正確

な「診察」が不可欠である。では、今の子どもたちの

生活をどのように理解することができるのだろうか。

そして、そのことがなぜ今日、生活体験学習を子ども

たちに不可欠なものとさせているのだろうか。

ここで子どもたちの生活を規定し、歪みを生じさせ

ている要因を、仮説的ではあるが生活習慣に起因する

ものであるととらえ、今の子どもたちは「生活習慣病」

に冒されているととらえてみたい。

生活習慣病とは、成人病と同義であり、動脈硬化・

高血圧・悪性腫瘍・糖尿病・肺気腫や骨の退行性変化

など、壮年期以後好発する病気の総称（『広辞苑』）で

ある。これは専ら生活習慣によって引き起こされるこ

とから生活習慣病と呼ばれる。今の子どもたちを「生

活習慣病」であるというのは、このような成人病の症

状が子ども期に引き起こされているという意味ではな

く、日常の生活習慣によって子どもたちの生活スタイ

ル、意識や行動様式にある歪みを生じさせているので

はないか、ととらえようとするものである。日常生活

の断片においては、さしたる問題ではなく、家庭生活
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を営んでいく上では必要だと考えられる場合も多い。

しかも家庭においては教育的効果が高いと考えられて

いる場合もある。

日々の日常生活においては問題化することがないが、

長期間にわたって問題は蓄積されており、青年期以後

に問題が表面化する場合もある。また、親となり、子

育てを通じて問題が発覚する場合もある。問題の根は

深く、しかもその原因は錯綜しており、問題が表面化

した段階で、家庭内において教育的効果が高いと考え

られていただけに、逆に親は受け止めきれないという

事態もおこりうる。結果として、原因が錯綜している

ことと、断片的な教育効果に対する期待感から、問題

は再生産されていくという構造をもっている。まずは、

この全体構造を把握することが求められるよう。

なぜ問題の全体構造の把握の必要性をいうのかとい

えば、生活習慣病という発想からは、肝臓病を減らす

ために禁酒を促進するための「月曜日、お父さんは飲ー

マンディ」といった標語に示されるように、対処療法

的な方策が導き出されやすい。これにならって、家庭

での「ノー・テレビデイ」の方策などが発想される。

確かにこれらはわかりやすいスローガンであり一つの

有効な対処療法であるが、有効ではありえても、子ど

もの「生活習慣病」を引き起こす生活そのものについ

ての全体的な理解が欠落していると言わざるを得ない

のである。つまり、「ノー・テレビデイ」のスローガン

と対策とが有効だと理解されたとしても、それが継続

性をもたずに一過性のものに終わりがちな傾向をもつ

のは、対処療法の域をでていないからであり、子ども

とテレビとの関係認識を欠いていると言わざるを得な

い。つまり、子どもが日常生活の中でなぜテレビを見

つづけるのかという根本的な問題を問うことなく、ま

た子どもの生活習慣病はテレビだけ見なくなったから

といって、解決するような性格の問題でもないからで

ある。長期間にわたって蓄積されてきた問題は、断片

的な対処では限界があり、問題を生起させてしまって

いる構造に目をむける必要がある。だからこそ、子ど

もの生活全体を読み解き、子どもの「生活習慣病」の

本質を把握する「診察」が今日求められているのでは

ないだろうか。

このことは、今日広範に広がりを見せている生活体

験学習にかかわる各種の事業や通学合宿についても同

様の指摘をなしうる。生活体験学習事業の主催者の問

題認識如何によっては対処療法的な域を脱せず、同様

の問題を内包しているからである。

２.子どもたちから奪われたものと与えられたもの

次に、子どもの「生活習慣病」を引き起こす生活の

全体構造を読み解くために、まず手がかりとして経済

学者の馬場宏二氏の主張に着目してみたい。氏は、今

から15年前に『教育危機の経済学』（お茶の水書房

1988年）の中で興味深い指摘をしている。氏は、経済

学的にいえば、子どもの問題は「労働力の再生産にか

かわる危機」であり教育の問題であるが、危機の本質

はもっと根深いのではないかと指摘する。そこで、高

度経済成長によって奪われたものと与えられたものが

あると指摘している。奪われたものは、「自然」、「労

働」、「仲間」の三つであり、与えられたものは「物質

的豊かさ」、「大衆娯楽型情報」、「生きる目的としての

受験」の三つである。この収奪と過剰供給のワンセッ

トが子どもたちから「創造力と想像力」を枯渇させた

と主張している 。

馬場氏は、開発によって物理的空間としての「自然」

が奪われ、家電製品の普及によって子どもたちの「労

働」の機会が消失し、職住分離により親の労働をみる

ことがなくなり子ども自らの進路選択を困難なものと

させた。「仲間」は少子高齢化によって生命の生死と遭

遇する機会が減ったと指摘する。他方で「食べ物、個

室、お小遣い」といった「物質的な豊かさ」を享受し、

「大衆娯楽的情報」社会の中で「生きる目的としての

受験」があてがわれていったという。前者を「人間の

根源的営み」であり、後者を「不必要ではないが過剰

供給される場合には有害になるもの」と指摘している。

これを報告者なりに敷衍すれば、次のように言える。

「自然」が奪われるということは、単に物理的な自然

空間の収奪に止まらず、外遊び自体を成立させない環

境構成をしてしまうことによって子どもたちの自然認

識形成を困難なものにさせてしまった。「労働」が奪わ

れるということは、家電製品の普及に伴ないお手伝い

をしなくなることによって「労働」について無関心に

なり進路選択の困難さを生じさせたばかりでなく、「親

の背中をみて育つ」という関係性を捨象し「働かざる

者食うべからず」という労働倫理観の形成を困難なも
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のとさせてしまった。「仲間」が奪われるということ

は、同年代の子どもの絶対数が減少したということだ

けでなく、人間が子ども期から青年期に至る自己形成

の期間に生命の生死に遭遇することがなくなってし

まった。現在の日本のライフサイクルでいえば、平均

寿命の延長と晩婚化の結果として、30歳代になるまで

二親等内の人間の生死に遭遇することは稀なことであ

り、子どもの時期に実感として生命認識する機会を喪

失し、それの形成を困難なものとさせてしまった。

他方で、「物質的豊かさ」の過剰供給は、中でも食べ

物の豊かさは子どもたちから飢餓感をなくし、お小遣

いの豊かさは、食べ物からファミコンまで自分で買う

ことのできる経済力を持たせてしまった。無秩序な情

報社会の到来は、バラエティ番組に代表されるように

子どもに迎合的な娯楽型情報を提供し、小さいときか

らもっている自分専用の個室で、食べ物と娯楽型情報

を十二分に享受することができるようになった。

「労働」と「仲間」を失った子どもたちは、とりあえ

ずの受験勉強に没頭するというライフスタイルになっ

てしまい、今日的な「イニシエーション」としての受

験が終わった大学入学直後に、まるでリバウンドがき

たかのように学習意欲を喪失してしまうケースが少な

くない。

以上のような子どもの生活は、自然認識、労働認識、

生命認識という三つの形成の収奪と、体と心と脳への

部分的に肥大化した「豊かさ」の過剰供給がワンセッ

トになっているという把握が必要であろう。なぜなら

「収奪」という観点だけからでは、「昔はよかった」「昔

にもどれ」式の観念的な議論になりかねないからであ

る。

この「収奪」と「過剰供給」の大きく二つの要因か

らなる子どもの「生活習慣病」という生活の全体構造

に対して、生活体験学習ははたして有効性をもちえて

いるのか。また有しているとしたらいかなる有効性を

もっているのか、さらにその有効性を最大限発揮する

内容と方法とはどのようなものか、という点からの理

論的・実践的検証が課題とされなければならない。

３.子どもたちの「生活習慣病」

先ほども述べたように、奪われたものは、子どもの

生活体験の「欠損」という理解ですませることができ

よう 。この観点からの問題把握では、何がどの程度

「欠損」しているのかを「診断」し、いかに「欠損」

した部分の再生プログラムをくみたてていくことがで

きるのかという「処方」箋を探るという方向で一定解

決することができるようにみえる。

しかし今日の子どもたちのかかえる問題は、「収奪」

とワンセットでひきおこされている「豊かさ」の過剰

供給である。「欠損」をいくら指摘したとしても、過剰

供給とのワンセットで引き起こされている今日的な問

題の解決にはならない。一方で奪われたものを取り戻

すのと同時に、他方で過剰供給にいかにセーブをかけ

ていくことができるのか、その両方を視野に入れなが

ら全体的に考えられていかなければならない。

この「収奪」と「豊かさ」の過剰供給が、子どもた

ちにどのような「生活習慣病」を具体的にひきおこし

ているのかを、以下不充分ではあるが整理してみたい。

⑴ 体を蝕む「生活習慣病」

まず第一は、体の形成を蝕む「生活習慣病」である。

具体的には食生活習慣の乱れである。利便性のある社

会では、子どもたちの回りに食べ物が溢れ、簡単に入

手することができるようになった。お小遣いをもって

いれば、スーパーやコンビニでファーストフードをい

つでも簡単に入手することができるようになった。そ

のため、馬場氏も指摘するように、子どもたちは飢餓

感をもつことがなくなった。さらには飢餓感をもたな

いだけではなく、「食べ物を残す習慣」を身につけたと

いってよい。他方ではスナック菓子と清涼飲料水のと

りすぎによる小児肥満など本来の意味での生活習慣病

をひきおこしている。

スナック菓子は、テレビをみながら食べる場合が多

く、子どもたちは機械的にどんどん口に運んでいる。

親は、菓子の袋に「野菜入り」とか「カルシウム入り」

との記述を鵜呑みにし、一袋子どもにあてがったりし

ている。ここには、飢餓感の「収奪」とファーストフー

ドの過剰供給が同時にみられ、後で指摘するように長

時間テレビ視聴の生活スタイルとの合併症状があらわ

れている。さらには、くつろいだ姿勢というよりソ

ファーや椅子にだらしなくよりかかり背中と首がま

がった状態、いわゆる首猫背の状態でのテレビの長時

間視聴が続いている。テレビの長時間視聴、清涼飲料
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水・スナック菓子の過剰摂取、悪い姿勢の三つが、三

位一体のごとく子どもの体を蝕んでいるといわざるを

得ない。

このような生活スタイルを招来させている背景には、

生産過程に対する認識形成の困難さが伴っているとい

えよう。広くいえば、国際的な分業体制のもとで、日

本社会から生産過程が「収奪」されてしまった結果で

ある。そのことが、「お米一粒に百人の神様」といった

言葉に代表されるような食べ物に対する畏敬の念を奪

い、「食べ物を残す習慣」に対して抵抗感を消失させ

た。また、バランスを欠いた食生活にも、その例がみ

られる。例えば、子どもたちの中には、「マヨラー」と

呼ばれるなんにでもマヨネーズをかけてしまう子ども

がいるが、マヨネーズの製造過程を知らないために、

油分のとりすぎになってしまう。これは、今日、食べ

物がどのような生産・流通過程をとり、口に入ってい

るのかを実感し認識できにくくなっているためである。

このことは、次のような結果も生じさせている。小

児肥満の子どもたちは、バランスを欠いた食生活、つ

まり主食、主菜、副菜といったバランスのよい食習慣

をつけることなく思春期を迎える。ところが、思春期

に入ってからは肥満を克服しようとダイエット症候群

をむかえ、極端なダイエットを志向しがちになる。こ

こでバランスを欠いた食生活習慣を身につけてしまっ

ている子どもたちは、極端なダイエット法に対して、

なんの抵抗もなく受容してしまう。食生活習慣の乱れ

を「生活習慣病」という観点からみれば、肥満とダイ

エットとは表裏一体の問題であるといえる。ここには、

子どもの生活の中で生産過程を体験・認識形成する機

会の「収奪」と、食べ物の過剰供給・体の成長侵蝕と

がワンセットで展開されているのをみることができる。

さらに、朝食を欠食してくる子どもの数が増加し問

題視されてきている。この理由は、子どもが寝坊する、

食べたくないといった等々いくつか考えられる。だが、

この背景には、親が朝食を食べない習慣をもっており、

そのことによって子どもも食べない習慣が身について

しまうという場合も少なからずある。親自身が子ども

の「生活習慣病」をひきおこす要因となっており、親

の食生活習慣が子どもに再生産されている場合も少な

くない。

さらに、子どもが中学生になると、朝早くから夕方

遅くまでの部活動を終えた後に学習塾に通う生活が一

般化し、夜の限られた時間のすきまを縫うがごとく夕

食、あるいは二度食をしている場合も多くみられる。

生活の効率性から食生活の乱れという「生活習慣病」

をひきおこしている。教育的効果が高いと期待される

部活動や学習塾の生活が、他方では基本的生活リズム

の崩壊を促進させているといわざるを得ない。深刻な

ことは、この点については、家庭内において教育的期

待感から自覚されにくく、問題として顕在化しにくい

ということである。

全体として、今日、子どもたちは「食べられればそ

れでいい」「おなかいっぱいになりさえすればいい」と

いう感覚を身に付け始めているのではないだろうか。

親は、子どもの食生活を通して自らの食生活習慣を見

直す、つまり「子どもの背中をみて親は育つ」ことを

しなければならないのではないだろうか。

⑵ 心を蝕む「生活習慣病」

第二は、生活の利便性・効率性による「生活習慣病」

である。利便性の高い社会は、人間が生活する上では、

お金さえあれば必要なものがいつでも入手することが

でき、困ることのない便利な生活を送ることのできる

社会である。しかし、利便性が子どもたちに結果とし

て何をもたらしたのかといえば、まずは準備しなくて

もいい生活である。困ったときには、深夜でも開いて

いるコンビニに駆け込める生活スタイルである。今日、

よほどの僻地でもない限り、コンビニエンスストアが

ないところはないであろう。子どもは、明日の準備を

寝る直前にしても、間に合う生活スタイルを身につけ

てしまっている。親は、しつけができないと嘆きつつ、

コンビニに頼る生活に埋没している。

共働き家庭が増加した今日、テレビやビデオ、テレ

ビゲームは、子どもを育てる上では欠かすことのでき

ないツールである。今日の親の世代自体が、テレビと

ともに育ってきた世代であり、生活スタイルとしてと

りあえずスイッチをつける生活に慣れきっており、子

どもがテレビやビデオを視聴することには抵抗感がな

い。むしろ、家庭生活を効率的に営んでいく上では必

需品でもある。夕食準備の慌しい時間帯には、テレビ

やビデオ、ゲームに小さい子どものお守りをさせるた

めの必要不可欠なツールになっているといえよう。一
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見、効率のよい家庭生活のようにみえる。共働き家庭

において、夜の短い時間帯を効率よく営んでいく上で

は、必要不可欠のツールである。

しかし、問題は、馬場氏の指摘する「労働」が収奪

される一方で、テレビの視聴が過剰に供給されている

ことである。家庭経営の効率化から子どもの「お手伝

い」（「労働」）を収奪し、テレビ・ビデオを過剰にあて

がっている。そのことをよくないと思いつつも、防ぐ

手立てをとろうとしていない現状がある。親は、対策

として、前者の「労働」の収奪に対しては、しつけと

しての「お手伝い」を指示し、後者のテレビ過剰供給

に対しては「テレビ禁止・次の行動の指示」を行う。

確かに前者の「お手伝い」について、子どもたちは、

小学生であるうちは家庭内では風呂掃除であるとか、

洗濯物取り入れ、食器片付けなど今日でもよく「お手

伝い」をしている。しかし、小学校を卒業するのと同

時にほとんどの子どもたちが「お手伝い」も卒業して

いる。なぜなら、部活と受験の体制を固めていくため

に、「お手伝い」をする時間的余裕がなくなるからであ

る。家庭での生活体験よりも部活と学習塾が優位に立

つのである。もともと、家庭生活の必要性から「お手

伝い」をさせているわけではないので、子どもの「労

働」ではない「お手伝い」は、なくても困らない程度

のものなのである。逆に、夕食時の準備など親が忙し

い場合などは、子どもの「お手伝い」は家庭生活の効

率性を阻む要因ともみなされている。

後者の「テレビ禁止・次の行動指示」は、親の都合

でテレビやビデオを見せつづけていたにもかかわらず、

子どもの次の行動が効率よく展開しないために、絶え

ず親が子どもに対して指示を与えつづけなければなら

ないという矛盾をもつ。子どもの成長に伴って、より

強く指示を出さなければ言うことを聞かなくなってし

まう。とくに母親の場合、叱りつづける自分に精神的

疲労を覚えてしまうという結果も生じてしまっている。

さらに、より根本的な問題の一つに、メディアによっ

て提供されている情報の質の問題がある。馬場氏が指

摘するように、子どもたちに与えられるのは大衆娯楽

型情報である。具体的には、今日の日本でいうバラエ

ティ番組と漫画である。この種のものの中には、子ど

もにとって有害という場合も少なくない。家庭生活の

効率的経営という観点から支持されていたテレビやテ

レビゲームが、長時間にわたって子どもたちに有害な

内容を過剰に供給し、子どもの内面形成に大きな影響

を及ぼしかねない結果となってしまっている。

⑶ 頭を蝕む「生活習慣病」

第三は、子どもの学習の外部委託化という「生活習

慣病」である。今日、子どもの学力低下問題が指摘さ

れ、新学習指導要領による内容３割削減が加わり、親

の不安をかきたてている。実際には、親の不安につけ

いるかのように、家庭教師派遣センターや学習塾の営

業活動が興隆し、各家庭に浸透している。実際に、学

習塾関連の株価があがっていることも、そのことを裏

付けている。学校教育の補完として、のきなみどの子

も学習塾に通い、家庭教師をつけるのは当然という雰

囲気を生み出し、そこに親の経済力格差による子ども

の学力格差を生じるという現象をうみだしてしまって

いる。

しかし、低学力の進行は、何も今年度から始まった

現象ではなく、各種調査によれば、この10年余りの間

に静かに進行してきたものである。この10余年間に、

学校外において、学習するという営みは外部委託化さ

れ、学習塾に行っている時間だけが学校外での学習時

間となり、自分で家庭学習をする習慣が身についてい

ない子どもが増加してきていることが報告されてい

る 。学習という行為は、絶えず誰からか受験について

の技術や方法を効率よく教わることであり、親の経済

力によってその環境と時間とが誰かによって設定され

ていなければならないという生活スタイルに変化して

きているのではないだろうか。これは、部活について

も同様の問題点が指摘できよう。学習塾にしても部活

にしても、高度に機能分化し、そこには効率よく教え

てくれる指導者がいる。しかも日常的に過剰供給され

ている。教える側の効率性による機能分化に対して、

子どもの生活もそれに対応して機能分化してしまって

いるではないだろうか。

子どもの一日の生活時間は変らないにもかかわらず、

親からみると教育的効果が高いと信じられている学習

塾や部活の場合、過剰供給に対して抑止がきかない場

合が多い。結果として、子ども自らが学ぶという意欲

を培ったり工夫したりする時間や、人間関係を含めて

日常生活の中で多様な体験をするという機会を、善意
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であるがゆえに半ば「暴力的」に「収奪」しているの

ではないだろうか。

以上みてきたように、今のこどもたちは、食生活習

慣、利便性・効率性の生活習慣、学習習慣の三つの「生

活習慣病」、換言すれば子どもの体と心と頭の発達を冒

す「生活習慣病」の危険性に日常的にさらされている

といってよい。日常的であり、かつ長期にわたるため、

問題の根は深い。では、この「生活習慣病」対して、

通学合宿に代表される生活体験学習は、いかなる有効

性をもちえているのか、次にその検証を、庄内町生活

体験学校での20余年にわたる実践の蓄積から提起され

てきた問題を通じて検討を行っていきたい。

（上野 景三)

４.庄内町立生活体験学校の沿革と通学合宿の概要

昭和63年（1988）１月、福岡県庄内町に全国初の体

験学習専用の公立社会教育施設として、「生活体験学

校」が呱々の声をあげた。開設以来16年が経過した。

今日の注目度に比べると、殆ど誰の関心も注目も引か

ない密やかな出発であった。

庄内町立生活体験学校のある福岡県庄内町は、旧産

炭地筑豊の中央にあり、面積25.69平方キロ、人口約1.1

万人、町年間予算約50億円の町である。

教育施設として、幼稚園１（２学年49名）・小学校１

（18学級566名）・中学校１（８学級249名）・保育所３

（うち私立２）・学童保育所１・中央公民館１・図書館

１がある。生活体験学校は町立の社会教育施設で、維

持費や人件費は庄内町が担い、活動と運営は、民間団

体である「庄内町福祉の里づくり推進協議会（39団体・

年間予算約120万円）」が担当している。職員は教育委

員会生涯学習課職員３名、コーディネター（臨時）１

名が常駐し、通年開設している。

生活体験学校の歴史は、昭和54年（1979）９月の「青

少年の森教育キャンプ場」を、ボランティアの手作り

で作る活動から始まった。（資料１、年表）昭和58年
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昭和42年（1961）８月、古処山～小石原～英彦山で中学生13名が３泊４日のキャンプ、青年団が指導と補給
54年（1979）９月、生活体験学校の原型「教育キャンプ場づくり」が議論され、計画確定
55年（1980）７月、庄内町が235万円の予算措置し、青少年の森・教育キャンプ場開設
56年（1981）６月、井戸掘削、11月に第１回子ども祭り開催
57年（1982）５月、第２回子ども祭り開催280名が参加。常設の電話設置。利用1,200名を超える。
58年（1983）８～10月、第１回長期（通学）キャンプが実施され参加者16名、期間は５泊６日
59年（1984）８～９月、第２回長期（通学）キャンプ実施、参加者26名、期間は９泊11日
60年（1985）８～９月、第３回長期（通学）キャンプ実施、参加者23名、期間は10泊12日

８月、論文「心身ともにたくましい青少年育成の一方途」県教育科学論文最優秀賞受賞
61年（1986）３月、自作ビデオ「忍耐の中に」県自作視聴覚教材コンクール最優秀賞受賞

８～９月、第４回長期（通学）キャンプ実施27名参加する。期間は10泊12日。参加者多数
62年（1987）１月、生活体験学校建設懇話会「建設必要」答申、県地域福祉振興基金が150万円助成

６月、生活体験学校の敷地準備と管理棟建設費670万円予算措置完了（11月竣工）
10月、生活体験学校の敷地内に、ボランティアが手づくりの厩舎（馬房・倉庫）建設
12月、庄内町福祉の里づくり推進協議会設立

63年（1988）１月、管理棟で「通学合宿」開始、生活棟、作業棟建設費5,980万円予算措置完了
平成元年（1989）３月、生活棟、作業棟竣工（５月、生活棟で通学合宿開始）

２年（1990）３月、動物棟竣工。スライド「関の山の秋の植物」県自作視聴覚教材コンクール最優秀賞受賞
８月、論文「子どもの独り立ちを目指して」県教育科学論文優秀賞受賞

３年（1991）３月、論文集「庄内町の社会教育第１集：子どもの独り立ちを目指して」出版
７年（1995）３月、書籍「生活体験学習入門」北大路書房より出版

４月、募集を小４年生以上から小３～５年生に変更。小３年生専用コース２泊３日を実施
10年（1998）３月、大人の生活体験学校「生活文化交流センター」が完成

10月、「ドングリの森づくり」（社）全国緑化推進機構全国植樹活動コンクール優秀賞受賞
11年（1999）６月、「ドングリの森づくり」（社）全国森林レクリエーション協会森林美化活動優良賞受賞

10月、第１回朝日のびのび教育賞受賞、文科省「平成11年度文教施策」に通学合宿例示
12年（2000）２月、福岡県教育文化功労賞受賞、庄内町立生活体験学校沿革資料集出版

４月、小学校２年生の２泊３日の通学合宿を開始（小学校３年生は３泊４日）
６月、小学校５年生と６年生のクラス合宿開始（１泊２日）

13年（2001）４月、福岡県アンビシャス事業の支援開始
14年（2002）３月、文科省「平成13年度地域における通学合宿活動の実態調査」に例示
15年（2003）８月、長期キャンプ第21回実施（リヤカーを引いて１週間の自炊移動キャンプ徒歩80キロ）

資料１ 年表



（1983）８月、通学合宿の原型である第１回長期（通

学）キャンプが実施された。昭和60年（1985）８月、

前期・後期で構成される10泊12日の長期（通学）キャ

ンプが実施された。

昭和63年（1988）１月に、町立の体験活動専用施設

として20坪の管理棟が作られ、平成元年（1989）約150

坪の生活棟と約40坪の作業棟が完成し本格的な「通学

合宿」が始まった。

平成10年（1998）３月、大人の生活体験学校「生活

文化交流センター」約150坪が完成した。施設（資料

２、施設配置図）には、農作業スペース（畑・堆肥舎・

農作業場・倉庫）、森づくりスペース（ドングリの苗木

畑・椎茸栽培場・カブトムシの養殖場、炭焼窯）、工作

スペース（木工作場・草木染場・陶芸場）、動物スペー

ス（馬・鶏・小鳥・ウサギ・犬・猫）、日常生活スペー

ス（自炊調理・薪でのご飯炊き・薪での風呂沸かし・

掃除・洗濯・布団敷き・豆腐づくり・そば打ち、障子

張り）等があり年間を通して体験できる。

「通学合宿」は、子どもたちが自炊による集団生活を

体験することにより、地域の学校へ徒歩で「通学」す

る体験活動プログラムである。参加募集は、小学校の

協力を得て２年生から６年生までを対象に、年３回程

度募集（資料３、募集用紙）する。合宿は１回を１週

間程度とし年間20回実施している。中学生は自分たち

でグループを作り申し込みをする。町内に住んでいる

子どもの約６割以上が参加している。

「通学合宿」の実施期間（資料４、日程表）と参加費

は、２年生は２泊３日で 2,500円と米５合、３年生は

４泊５日で 3,000円と米６合である。４年生以上は６

泊７日で 3,500円と米１升２合で、２年生～６年生の

「通学合宿」を同時に異年齢で実施する。１回の参加

者は８名～12名程度で編成する。それ以上の人数にな

ると充分な生活作業が出来なかったり、人間関係作り

に必要以上に時間を掛けることになり、生活作業の役

割分担に特別な工夫を要することになる。

「通学合宿」は、日曜日の午前10時に始まり保護者説

明会や施設案内の後、子どもたちは自作の弁当を食べ

る。午後１時から夕方まで親子（保護者）で体験活動

行い、１週間の自炊合宿が始まる。翌日月曜日（登校

日）の起床時間は午前６時であり、登校までに、朝食

づくり・動物の世話・畑作業・風呂掃除等の日常の生

活に必要な仕事を全員で分担して行う。登校する前に

は全員で谷川俊太郎の詩「朝のリレー」を読む。それ

を「朝詠み」と呼んでいる。登校時間は午前７時30分

で、体験学校に帰宅する時間は午後５時である。月曜

日に始まり日曜日に終わる日程の場合もある。

子どもたちの毎日の仕事分担（資料５、仕事分担表）

は、毎日午後５時から全員で打ち合わせをし、食事作
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資料２ 庄内町立生活体験学校の配置図
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り・動物の世話・畑の作業・風呂沸かし・部屋掃除・

洗濯に取り掛かる。

子どもの日常生活作業に、保護者の積極的な支援を

お願いしている。夕食の後に男女が交代で入浴し宿題

を済ませる。午後９時30分に、「夕詠み」である堀口大

学の詩「夕暮れの時はよい時」を詠んで就寝する。

解散は土曜日で、子どもと大人全員で掃除をする。

高齢者との触れ合い陶芸体験で、記念品のお皿を作り

最後に作文を書く。保護者との懇談会をして午後５時

頃に終了する。保護者の迎えが遅れる子どもたちは迎

えの時間まで預かることもある。

５.「まるごと体験」の欠落と「段取り付きの体験活動」

の蔓延

今、大人たちに欠けている体験活動への理解と、必

要とされる具体的行動とは何か。ヘッケル（1834年

～1919年、ドイツの生物学者でダーウィンの進化論の

普及に貢献）の説によると、「個体発生と系統発生の関

係について、個体発生は系統発生を収縮した形で繰り

返す」という。

それは幼年期から少年期にかけての心や体の状態は、

人類が野生の植物や動物を、採集したり狩猟したりし

て生活していた時代に相当するという考え方である。

この時期に、自然の中で精一杯活動することが必要だ

という考え方である。人間が生まれてから死ぬまでに、

だれもが日常に体験する「まるごと体験」（資料６、ま

るごと体験）は、子どもの生活を豊かに育む体験であ

る。

しかし、大人たちは「子どもの生活を育てる体験」

であるはずの体験活動を、子どもが「喜んだり興奮し

たりする部分だけ」を選んで取り出して体験させよう

とする「段取り付きの体験活動」にしてしまった。大

人たちは、子どもを体験活動に参加させると時間がか

かると考えていて、大人の生活リズムや生活時間が優

先し、事前準備も後片付けも大人がやってしまう。そ

ればかりか「危険を回避するための技法や論理」だけ

が先行し、大人が子どもたちの体験活動を奪い取って

しまった。

大人が奪い取った「まるごと体験」の代わりに子ど

もたちに与えられた「段取り付きの体験」は、子ども
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小４～６年・中１～３年 日曜日 月 ～ 金曜日
土 曜 日

小３年 火曜日 水 ～ 金曜日 ※日曜日に終わる日程
もあります。小２年 木曜日 金 曜 日

※月曜日から始ま ６時 起床・洗面 ７時 起床・洗面
る日程もありま ふとんあげ ふとんあげ
す。 朝食づくり 朝食づくり

動物のせわ 動物のせわ
10時 集合 畑しごと 畑しごと

保護者説明会 室内掃除 室内掃除
施設案内 お風呂掃除 お風呂掃除

12時 昼食 ７時 朝食 ８時 朝食
（自作の弁当） 30分 朝詠み（詩） 30分 朝詠み（詩）

13時 体験活動 45分 登校 ９時 室内そうじ
（農耕作業、動物 11時 体験活動
の世話、工作、 昼食づくり
植樹）季節によ （学 校 生 活） 12時 昼食
り内容は変化。

16時 夕食づくり 13時 体験活動
お風呂わかし 18時集合 17時 夕食づくり
動物のせわ お風呂わかし 16時 日記・作文
畑のしごと 動物の世話 18時 解散
夕食 生活作業 畑しごと

18時 入浴・洗濯 18時 夕食・入浴・洗濯
ふとんしき ふとんしき
宿題・日記 19時夕食 宿題・日記

21時 夕詠み（詩） 21時30分 21時 夕詠み（詩）
21時30分 就寝 就寝 21時30分 就寝

資料４ 通学合宿の日程表



に「自立」と「自律」を育まないばかりか、子どもの

生活と成長を破壊していると言ってもいいのではない

のだろうか。

では、子どもたちに「まるごと体験」を体験させる

ためには、単に子どもたちを「放置」しておけばよい

のであろうか。そうではない。「子どもはやったことの

ない事はできない」、「教えられていないことは分から

ない」という単純明快な事実を大人たちは深く認識す

る必要がある。日常生活に「まるごと体験」が満ちて

いた時代には、疑問を差しはさむ余地のないほど「当

たり前」のことであった。

６.庄内町における通学合宿プログラムの特徴

「通学合宿」は、「日常生活プログラム」であり、子

どもたちの家庭で実践できることが多く、子どもの日

常生活圏域で行われ、指導する大人も地元の大人であ

る。合宿中は親元を離れるが、途中で帰宅することも

できる。キャンプは、「非日常性プログラム」で、家庭

でできることは少ない。子どもの生活圏域を離れて、

指導する大人も専門家である場合が多い。脱落するこ

とは基本的に許されない。どちらも、子どもたちには

大切な体験活動で、「通学合宿」と「キャンプ」はどち

らが優れているかという次元の問題ではない。

「通学合宿」で体験を積んだ子どもは、「キャンプ」

へも積極的に楽しんで参加できるようになると考えら

れる。「通学合宿」の教育効果は「恒常的」であり、「キャ

ンプ」の教育効果は「衝撃的」と言われている。体験

活動として「恒常的」か「衝撃的」か、傾向を強いて

選択し優劣を付ける必要はない。相互に支え合うもの

であると考えられる。

⑴ 「循環するプログラム」としての「ドングリの

森づくり体験活動」

このプログラムは子どもたちにとって、生活時間が

流れていると感じられるプログラムである。毎年10月

から11月の秋の季節に、子どもたちの手で「ドングリ」

を、約2000個を拾い集め、苗木を育てるための畑に植

える。子どもたちの手で「ドングリの森」を作る活動

である。

植えた翌年の６月の梅雨明けに発芽した苗木を、子

どもたちが「ポット鉢」に植え替える。種を植えてか

ら２年目の10月に、育てた苗木を町内や町外の山野に

植える。

その後しばらくの期間、害虫の少ない冬を選んで除

草作業をする。間伐作業は５年目から必要に応じて実

施する。間伐したドングリの木は、１メートルほどに

切断して１ケ月ほど日陰にねかせ椎茸の菌打つことに

なる。菌打ち作業は冬の子どもたちに人気の体験活動

である。椎茸は、翌年の秋から３年ほど連続して収穫

できて「通学合宿」の食材となる。

古くなって使えなくなった原木は、子どもたちが刈

り取った草と一緒に積み上げて、カブトムシの養殖場
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仕事の種類 人 数 係りで担う作業の内容 共通の仕事としている作業

食事作り ３～５

米をとぐ、薪を集め割る、ご飯炊き、

野菜を洗う、肉や野菜を切る、煮る、

焼く、おかずを作る、食器の準備

生ゴミで堆肥を作る

薪を集める

野菜の収穫、シイタケの収穫

動物の世話 ２～４

鶏・兎・犬・馬・猫の餌やり・清掃、

小屋の修理、牧場の草刈、糞尿掃除、

鶏の卵の収穫、犬の散歩、馬の運動

動物の糞尿で堆肥作り

餌にする草刈り

道具作り

畑の仕事 ２～４

草取り、土を耕す、種まき、苗植え、

栅や栅を作る、肥料やり、防虫作業、

間引き、野菜の収穫、収穫物の保存

堆肥作の活用

ドングリ種集めと選別

ドングリ種植え、苗植え替え、育苗

風呂沸かし １～２

浴槽と床を洗う、水を貯める、

薪を集めて割る、薪を燃やす、

お湯の温度を確かめる、脱衣所掃除

木灰を畑にまく

野外の掃除、部屋の掃除、洗濯

炭焼き窯の修理と炭焼きの準備

合 計 ８～15

資料５ 仕事分担表
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資料６ 丸ごと体験

【日常の生活体験】庄内小・中学校への通学合宿

起床、就寝、洗面、朝食・夕食づくり、室内清掃、野外清掃、風呂掃除、風呂沸かし、障子

はり、入浴、洗濯、宿題、日記、遊び、自炊をして徒歩での移動キャンプ、朝詠み・夕詠み

（詩の朗読）

【工作体験】

大工仕事（兎小屋・カブトムシ養殖場)、木工作業（本立・玩具・箱・道具作り)、建築作業

（遊び場の屋根のペンキ塗り)、土木作業（道路修理・セメント舗装)、陶芸体験（お皿・箸

置き・湯飲み作り)、修理作業（豆腐つくり・餅つき道具)、草木染め、

【動物飼養体験】

動物（鶏・犬・兎・馬・猫）の餌やり、動物の世話（掃除・修理・卵の採取・糞尿の清掃）

【堆肥作り体験】

動物や人間の糞尿・生ゴミ・ワラ・鋸くずを使い、バクテリアの力を借りて自然発酵の堆肥

を作る。

【ドングリの森作り体験】

年間２千本の苗木を作る。種集め・育苗・植樹・下草刈り・シイタケ栽培・カブト虫を養殖

する。

【農耕体験】

種まき（大根・白菜・豆・他)、苗作り（玉ねぎ・キャベツ・他)、肥料やり、収穫、漬け物

作り。

【高齢者・大人の創作体験活動】祭り・イベント準備・道具や備品の貸し出し

豆腐（朝市)、梅干し（販売・寄付)、そば打ち（成人・PTA講座)、木工作（玩具）炭焼き。



（ベッド）になる。カブトムシが巣立った後は腐葉土

ができて、畑作や苗床作りへ利用される。ドングリの

種を植えて循環される体験活動である。

活動を始めて８年以上連続して行っているので、あ

らゆる体験の場面が同時に体験できる。野菜作りのサ

イクルは、森づくりのサイクルに比べると短いが、「循

環・連鎖」の連続性は同じである。

⑵ 「連鎖するプログラム」としての「生活体験」、

子どもたちがお互いに生活を共有していると感じ

られるプログラム

人間にとって生活することは自炊すること（食べる

こと）であり、生活体験学校には「食物連鎖」がある。

子どもたちが生活する中で食べ残したものは動物の飼

料にし、飼料に向かないものは動物の糞尿と混ぜて堆

肥作りの材料にする。

堆肥をより効果的に発酵させるために、人糞を子ど

もたちが運ぶこともある。子どもたちがつくった堆肥

は、畑に投入されて野菜作りに活用される。野菜は、

子どもたちが生活するために必要とする量の半分以上

が生産される。野菜は子どもたちの手で収穫され、自

炊の材料として調理場に持ち込まれる。子どもたちが

飼育した「鶏」は食材としての肉と卵の供給源である。

「鶏」「ウサギ」「馬」「犬」の糞尿は堆肥作りの材料に

なる。「ウサギ」は子どもたちの心を休め、「犬」は子

どもたちの生活の安全を守る。

この他に、町内に住む大人の生産活動として週３回

行われる「豆腐作り」がある。町内で収穫された大豆

を使い朝市で「手作り豆腐」として売られている。通

学合宿の期間中は、子どもたちが豆腐作りを体験する

こともある。それは体験学習というよりはお手伝い（家

事労働）である。この体験は、子どものために特別に

準備した体験ではなく、日常の大人の暮らしの中にあ

る生産活動に、子どもたちの日常生活が重なった体験

活動である。

⑶ 「まるごと体験」が、相互に「循環」し「連鎖」

し、「同時並行」して進行する通学合宿

合宿の期間中に、学校行事として「運動会」「遠足」

「卒業式」が重なることがある。

また、町全体の「空き缶キャンペーン」が重なるこ

ともある。幼稚園や保育所が体験学習に来たり、視察

来訪者が訪れたり、大学や高校から体験学習に学生や

生徒が来ることもある。「通学合宿」の子どもたちの暮

らしでは、病気やホームシックで帰る子どもがいたり、

指導する大人の気付かないところで「子どもどうしの

もめごと・喧嘩・いじめ」等があったり、それが学校

へ持ち込まれたり、逆に学校から生活体験学校へ持ち
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込まれたりする。

畑では、野菜の種まき時期を控えていたり、動物が

施設の外へ逃げ出したり、出産があったり、ボランティ

アが活動中に事故に遭遇したりする。

活動全体を連絡調整させたり、積極的に連携させた

りするだけではなく、事故や問題処理を同時に行うこ

ともしばしばである。本来、人間が生活することは「ま

るごと体験」が「循環」「連鎖」を繰り返し、「同時並

行」で進行することなのである。

子どもたちで出来る「仕事・役割分担」は子どもた

ちで担い、ボランティアで出来ることはボランティア

が行う。お互いの協力がなくては生活できない仕組み

に作られているのである。本気で心を伝え合い、心か

ら感謝のお礼を言わなければ、生活体験学校での暮ら

しは成り立たない。

生活体験学校が創設される時、このような暮らしの

場面を想定し、このことを大切にしようと、多くの町

民の参加と協力がなければ運営が出来ないように、生

活体験学校の枠組みが「意図的」に作られているので

ある。

７.見えてきた体験活動の「欠損分野」

生活体験学校では、毎年20回（１回は６泊７日）の

通学合宿を実施してきた。参加者は3000人を越える。

その膨大な実践の積み重ねの中で、現在の子どもに特

徴的に欠けている「体験の分野領域」が明確になって

きた。以下三点に整理して述べる。

⑴ 「働く・生産する」ことを教えられていない

子どもたちの日常生活は、「コンビニ」に代表される

ような「消費する体験」「選んで使う体験」に満たされ

ていて、汗を流して「働いたり」「生産したり」する体

験は存在しない。仮に機会があったとしても「お手伝

い」である。

⑵ 「自明なこと・してはならないこと」を厳しく教

えられていない

子どもたちの生活を見ていると、「子どもたちは、

やってはいけない事をなぜやるのか 」という疑問に

度々つきあたる。例えば、心に強く突き刺さり、癒し

がたいほどの言葉を平気で何度も相手に浴びせること

があったり、鶏の苦手な子に長時間にわたり鶏小屋に

一人閉じ込めて知らないふりをしたり、遊んだ玩具や

道具を片付けることが出来なかったり、多くの子ども

たちが静かに話を聴けなかったりすることが多くなっ

た。

⑶ 「他人とともに暮らす喜びと苦しみ」を体験して

いない

「同じ釜の飯を食べる安らぎと感動」は、どのように

子どもたちに伝えたらよいのだろうか。子どもたちの

人間関係の現状は、「あの子が参加するなら参加す

る」、「あの子が参加しないから参加しない」、「あの子

が参加するから参加しない」等、参加する「メンバー」

に心を痛めている場面に出会うことが多くなった。ま

た、「夏は虫が飛ぶから」、「冬は寒いから」、「みんなと

お風呂にはいるのがいやだから」、「働くことがあるか

ら」、「同じクラスの友達がいないから」、「上級生がい

るから」参加したくない等、子ども自身の悩みも増え

てきている。子どもが参加したくても、保護者（親）

が参加を止めている場面もあるのではと心配されるほ

どである。

子どもの「異年齢集団」や「仲間」づくりは年々難

しくなっている。九州大学南里研究室が平成９年（1997

年）に行った調査の中で、庄内小学校５年生と６年生

の「日常生活における遊ぶ友達数」によると、「遊ばな

い子ども」と「1～２人で遊ぶ子ども」の合計は55.6％

で過半数を超えている。

社会性、協調性、自主性、耐性、人間関係能力等を

育むといわれる「異年齢集団」や「仲間」づくりは、

地域の大人たちが意図的に準備しなければ、子どもの

日常生活の中に存在しないのではないかと危惧される。

また、子どもの成長とともに育まれると考えられてき

た「リーダーシップ」や「他人を思いやる心」は、成

長年齢と整合しなくなったと感じられる。

今、子どもたちの「異年齢集団」は、「成長年齢と生

活能力が整合した集団」から、「体力と実力本位の集団」

へと変化している。いくら発達年齢（段階）による「集

団づくり」や「仲間づくり」に関心が寄せられても、

体験・体得・スキルに関する課題を解決する実践は、

少なくなってしまったのではないだろうか。

このまま子どもたちの現状を放置し、「創造性」、「思
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いやり」、「違いを認め合い仲良くすること」の意味を

理解させず、子どもたちにその「力」を育まないまま、

「働く」、「生産する」、「してはならないこと」、「他人

と共に暮らす喜びと苦しみ」を体験する機会を、大人

が子どもたちに日常的に準備できないとすれば、子ど

もたちの「育ち」はどうなってしまうのだろうか。そ

れは、「排他的行為」、「いじめ」を常に警戒し抑制しな

ければならない「集団」、「仲間」になってしまうので

はと懸念される。子どもたちと常に接している人々は、

その前兆と変化に既に気付いていると実感している。

８.子どもと親と地域の抱える問題点

今、各地で行われている「子育ての地域環境づくり」

と「子どもの育ちの現状の改善」は、家庭・地域社会・

学校教育が、相互に連携すれば本当に良い方へ向かう

のだろうか。

全ての地域で行われているわけではないが、「子ども

のために」を掲げ、家庭・地域・学校が連携して行う

「段取り付き体験」や「毎日が変化と感動に満ちた特

別な体験」は、どんな成果を生むのだろうか。

例えば、冬は寒さにじっと耐え、春にやさしく香る

花を付け、夏には雨にも負けず風にも負けず燦々と輝

く太陽のもとで青々とした葉を付け、秋に豊かに大き

な実を付ける大木のようなものだろうか。しかし、そ

の場合、根が成長する努力をしないまま、大木を育て

ているのだとすれば、結論は近いうちに必ず見えてく

る。

昭和54年（1979年）に実践を開始して23年が経過し

た。その間、子どもたちの参加者数は3000人以上、延

数では15000人を超える実践が行われてきた。開設当初

に参加した子どもたちは30代の親となり、その子ども

たちが参加するようになった。その時間の流れの中で、

生活体験学校で行われる子どものたち体験活動は、生

活体験学校と隣接地域との日常的な共同関係を育む効

果があることもわかってきた。

庄内町全体で高齢化が進み、生活体験学校に隣接し

た地域でも高齢化が進行している。昼間人口の減少や

単身世帯も目立つようになってきた。子どもたちが生

産した野菜をリヤカーを引いて、隣接する家々に声を

掛けて配布する季節もある。留守の場合は玄関に野菜

を置き去りにすることもあるが、生活体験学校からの

野菜と分かるほどになった。

また、庭でバーベキューをしていて、飛び火して土

手の枯れ草を焼いた時、生活体験学校のボランティア

や子どもたち、職員が連携プレーで消火したことが過

去２回ある。公共施設として、24時間開館しているこ

とでの地域安全への貢献は大きいと考えられる。１年

中子どものたちの安全な遊び場（簡易学童保育所・地

域公民館・安全な遊び空間）としての役割も果たして

いる。

参加した子どもたちが残している日記・作文・手紙・

記録から、子どもたちは日常の生活体験を嫌ってはい

ないということがよくわかる。子どもは「楽しいこと

だけ」を体験したがっているわけではない。「苦しかっ

たけれども楽しかった」と言えるような体験活動を望

んでいる。子どもたちは、短い日程のプログラムを喜

んではいない。

長期にわたる体験活動プログラムを、大人の自身の

努力で「日常的」に、子どもたちに提供できるかが課

題である。

現在行われている子どもを対象にした体験活動の実

践は、子どもの体験活動の「現状と課題」をどのよう

に認識するかによって、体験活動の「質」と「量」に

対する評価も大きく分かれることになる。体験活動は、

「子どもが独り立ちする」ためになくてはならない必

要な体験である。

「平成14年度第４回生活体験学習実践交流会」のまと

めで指摘されたように、子どもたちに提供されている

体験活動プログラムは、薬でいえば試供品である。試

供品では病気は治らない。化粧品でいえばお試しセッ

トである、お試しセットでは年中お化粧はできない。

子どもに提供されている「体験活動プログラム」は、

質量ともに圧倒的に貧弱な水準に止まっている。

その成果や効果を問うほどの「質」も「量」も提供

されていないのが実情である。それらを改善していく

方策はすでに様々に提案されている。しかし、それら

を達成するためには、原動力として良好な人間関係が

欠かせない。大人と子ども・子どもと子ども・大人と

大人の良好な人間関係づくりが、体験活動の実践では

大切で、それが体験活動への参加を促進し実践を支援

する。

そのためには、子どもと大人の境界を低くする発想
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と手法が必要である。教えたり教えられたりが固定化

しているのではなく、一緒に汗を流して共に働き仕事

をすることが重要である。大人は子どもに対して、よ

り難易度の高いものへ挑戦する、大人の姿を子どもに

見せることである。

日常生活の中にある、事の始まりから終わりまでを

体験する「まるごと体験」を、子どもたちに提供し、

その体験の機会を奪わないという大人の自覚と覚醒が

求められている。その自覚の上に立って、「循環」「連

鎖」プログラムを、子どもに自力で最後までやり遂げ

させ、達成感を実感できるような「体験プログラム」

の企画と実践が求められている。

庄内町が実践に着手して以来23年間が経過し、子ど

も・保護者・家庭・地域社会が大きく変容した今、子

どもの体験活動を継続して支え続ける「生活体験学校

の支援システム」が益々重要になってきた。生活体験

学校の活動は「子どもの生活体験空間」作り、「子ども

たちの公民館」作りである。

（九野坂 明彦)

９.まとめにかえて

以上、生活体験学習にかかわる理論的な問題構造の

仮説的提起と、庄内町生活体験学校における実践の検

討を試みてみた。本報告の課題は、この両者をつきあ

わせることによって、「診察」と「処方」との一体性を

もちえたのか、つまり実践と理論の統合の方向性がみ

えてきたのかどうか、という点にある。まだ未熟な段

階ではあるが、次の点は明らかになってきたと考えら

れる。

一つは、子どもの日常生活において、生活体験学習

とは、単なる生活スキルを身に付ける必要性や、多様

な体験を通じて人格形成が行われていくといったこと

から生起しているだけなのではなく、現在の子どもた

ちには「収奪」された体験と「過剰供給」による体験

とが複合して子どもの発達に影響を及ぼしているので

あり、この全体構造を読み解きながら生活体験学習の

理論と実践を構築していくことが求められていること

が指摘できる。

二つには、実践的には生活体験の空間を再生させる

ことが緊急に求められているが、再生させていくため

には、親と子どもの協同が不可欠となり、子どもの生

活体験学習の必要性ばかりでなく、親子共同の生活体

験学習の構想が求められることである。つまり、生活

体験をする空間が消失してしまった段階では、子ども

は各家庭に個別分散化し、各家庭にその役割が求めら

れることになる。しかし、今日においては、個別の家

庭は生活体験をする空間足りえず、また親自身がその

スキルを有していない。そのため、子どもは親の生活

スタイルに順応するしかなく、子ども自身の発達に大

きな歪みを生じさせている。その克服のためには、子
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どもだけではなく、親もともに体験する、あるいは子

どもを媒介として親自身が体験しなおすことが求めら

れている。

三つには、生活体験空間の再生の方向はいくつか考

えられるが、機能分化した生活を再構築するという観

点からは、ある「欠損」した生活スキルを獲得するこ

ができるといった分化した生活体験空間ではなく、「ま

るごとの体験」が可能となる空間の再生が求められて

いることである。庄内町の実践からもわかるように、

生活過程における「連鎖」「循環」といった視点が重要

なのであり、そのような視点をもったプログラム展開

が求められていることである。この点で、現在多様に

取り組み始められている通学合宿に代表される生活体

験学習は、部分的な成功をみせているものの、子ども

の生活体験学習の本質に迫りきれていない。

四つには、とは言うものの実際には生活体験空間の

再生は、体験させる機会の創出がとりあえずの出発点

になろう。だが最終的には、どの子どもたちにとって

も子ども期には必ず体験しなければならないものが存

在している空間が構想される必要があり、誤解を恐れ

ずに言えば、子ども集団が独自の世界を有するような

地域社会の再生へと結びつく見通しが求められている

といえよう。

最後に、生活体験と子どもの自治能力、集団形成、

社会参加との関連が問われなければならないが、今後

の課題としたい。

（上野 景三)

注

⑴ 馬場宏二『教育危機の経済学』お茶の水書房 1988

年。この点にかかわって、馬場氏と共通したような

指摘が多くの論者からなされている。例えば「空間」

「時間」「仲間」の「三間」が喪失したという指摘で

ある。子どもの生活に対する共通した問題意識であ

るが、しかし「三間」の喪失といった指摘だけでは、

現象的把握の域をでていない。

⑵ 子どもの生活体験の「欠損」を最初に指摘したの

は、西川黎明「青少年とコミュニティ教育」岡本包

治編著『講座 現代の社会教育４ 青少年の学習

―活動と指導―』（ぎょうせい 1980）である。西川

は、コミュニティの今日的変化が青少年の成育過程

に重要な影響を与えているものとして学習体験にお

ける「欠損体験」であると指摘し、「１、自然体験の

欠損、２、参加体験の欠損、３、タテ集団適応体験

の欠損、４、自発的学習欲求の充足体験の欠損、５、

不満耐性体験の欠損」の五点を挙げている。この西

川の議論を、そのまま引用して展開したのが三浦清

一郎編著『現代教育の忘れもの―青少年の欠損体験

と野外教育の方法―』（学文社 1987）である。三浦

は、「現代の子どもの欠損体験」の項で「各種の調査

を参照し、かつわれわれ自身の観察と体験に鑑みる

と」と述べているが、西川の議論をそのままのひき

うつした形になっている。さらに西川がコミュニ

ティ教育の重要性を指摘したのに対し、三浦は「欠

損体験の補完」の方法として野外教育とりわけキャ

ンプに一面化させたため、西川が構想した子どもの

日常生活圏でのコミュニティ教育計画という視点が

ぬけ落ちてしまっている。

⑶ 例えば、苅谷剛彦・志水宏吉・清水睦美・諸田裕

子「『学力低下』の実態に迫る」（上・下）朝日新聞

社『論座』2002年６月号・７月号
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