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1 学童保育民営化の動きは…

学童保育の事業（正式には「放課後児童健
全育成事業）は，保護者の就労を保障するも
のとして，子どもの放課後の家庭を代替する
ことの役割を長い間果たしてきた。保護者に
とっても子どもにとっても，有り難い場所と
して位置付いていたのである。
しかし，急激な社会の変化は，家族の家庭

に対する意識の変化も生みだし，放課後の学
童保育は，有り難いだけでなく，新しい課題
の下にまさしく日々奮戦しながら進められて
いる状況にある。
学童保育の存在は，これまでは一般社会に

は，殆ど知られないままであった。働く保護
者にとって，必要不可欠のものであったにも
かかわらず，利用者は少数でありそれらの設
置を知らない保護者が多かったのである。ま
して，其処での子どもたちが放課後をどのよ
うに過ごしているかなどは，関心を持たれる
こともなかった。

ところが，このところ，新聞紙上で，学童
保育の存在についての紹介が全紙大の大きさ
で特集を組んで載せられるようになった。社
会の中で関心が持たれるようになった証であ
る。それは，学童保育の必要性の高まりもあ
るが，最近は，行政が行ってきた学童保育の
運営を，民営化していく傾向が急速に拡がっ
ている，そのため事業者の関心など広く敷衍
の必要性からとも言えるように筆者は捉えて
いる。
理由はともあれ，学童保育が，一般社会の
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中で日の目を見て保護者の仕事と子どもの健
全育成との両立支援が深化していくことは，
大いに結構である。しかし，経済効率にのみ
優先させて，行政が民営化を進めていく傾向
に向かうことは大きな課題をはらんでいる。
子どもの立場からみて問題を抱える学童保育
が，ますます子どものWell-beingの面から遠
ざかることに成りかねないことを，学童保育
現場に関わってきた筆者は危惧する。
今日，学童保育の進展の最大の課題は「指

導員が仕事への理解を深めることにある」と
研究者の立場から言われ続けてきている。仕
事と子育てに追われている保護者に対して，
その両立支援を支えていくことは，放課後の
安全な見守り程度の指導では足りないのであ
る。安易に小学生の子守り程度では通用しな
い。子どもの成長発達を促す専門職としての
指導員の存在が求められている。
委託事業としての学童保育にも，指導員に

当たっていく人材に対しては，教育の立場か
ら研鑚をつみ重ねていけるようにしていく手
当てを怠ってはならない。それは子どもの
Well-beingが損われないことを担当者だけで
なくすべての関係者が着目していきたい視点
である。
Ｋ市では，未だ民営化の動きはないが，県

内の各自治体では民営化が急速に進んでいる
状況下にある。
本研究は，学童保育の推進を指導員の高ま

り，その研修の在り方に求め，「指導員の仕
事への理解を深める取り組み」の実践編であ
る。学童保育の在り方がよりWell-beingの存
在となっていくことを期待するものである。

2 子どもの成長と放課後
放課後の時間の理解

「放課後」，文字のごとくに課題から解き
放たれた時である。近頃は，学校よりも塾通

いに精力を注ぐという異変な小学生も少なく
ないが，詰め込みの塾であっても，そこは子
どもたちにとっては学校よりは心が解き放た
れた気持ちで向かうところである。
学級という集団の中に身を置かなくてもよ

い，集団の秩序という枠も考えなくてよい，
時間から時間へと縛られる感覚ももたなくて
よい，などが塾を好む理由である。学校とい
う場を，なぜか子どもたちは義務感と服従と
の意識で固めてしまっているようである。本
来はそうではないのに。それで，放課後にな
ると，やっと忍従の時間が終わったという感
覚で，帰り支度の時の子どもたちはとたんに
活気にあふれていた。放課後が生活学びの場
であった。学校から解き放たれた活気に満ち
た心は今の子どもたちと変わりはないが，異
年齢集団や地域の大人たちがそれを受け止め
てくれた。コミュニケーション・社会的スキ
ル・親からの心理的独立など，自律と自立を
果たしていく豊かな時間となったが，今の子
どもたちには，地域はそうはなっていない。
育っていく環境が無くなってしまっている。
解き放たれた心で，仲間とやりたいことをし
て遊ぶことは，小学生にとって最大の学びの
場となる放課後なのである。
その放課後に，学童保育は位置を占めてい

ることから，野中賢治（機関誌「学童保育」
主宰者）は次のように述べている。

子どもにとっての放課後の持つ意味

放課後は学校と家庭とを繋ぐ合間とい
う感じで，軽く見られたことが多かった
と思う。戦後のいろいろな児童に対する
政策や施策を見ても学校と家庭とのこと
が中心である。行政の施策を見ても，学
童保育に対する対応の経緯が象徴してい
るように，この部分が子どもに対する施
策で遅れてきた分野です。本来子どもに
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開催箇所 市内16の学童保育室に於いて開催した

開催時期 6月16日から7月15日までの1ヶ月間
の間，それぞれの学童室の都合のつく
日に行う

開催時間 保護者が子どもを迎えに来る時刻に合
わせて，ほぼ17時より1時間程度

参加者 保護者 指導員 行政担当者2名
児童の該当学校の管理者
地域代表者（主任児童委員 民生委員
青少年育成委員等）

とっての放課後は自らの体験を通じて，
家庭や学校で大人たちに教えられた価値
観や生活の知恵を学び取ったり醸成させ
たりすると共に発見したり創り出したり
する時間です。放課後は子ども自らが主
人公になって，今を生きることができる
大切な時間・空間なのです…

放課後という時間に対する子どもたちの心
理，また放課後の時間の意義その双方を深く
理解するところに，子どもの健全育成を果た
す学童保育が存在するのである。指導員・保
護者共に子どもの放課後が，時間的にも空間
的にも目に見えない大きな意義をもっている
ことを理解しなくてはならないのである。
学童保育Well-beingのカギは 子どもの放

課後の意味を知るところにある。

3 役割理解の深化への道

子どもの放課後を真に理解すれば，保護者
は学童保育利用の方法について新たな目をも
つであろうが，その利用の目的意識の改善は
極めて少ない。そうした保護者の利用方法に
対応する指導員の方も，指導課題の多様さと
窮屈な雇用条件の下に，行動を鈍化させてい
るとも言える。
しかし，なにがしかの前進が，「役割理解

の深化」に他ならないことから，手近で可能
なところから，実践に移行する方策を取り入
れ，それぞれの自己実現を果たすことに研修
の道を見いだしていこうとしている。

⑴ 保護者会実施を継続すること
昨年に引き続き，保護者との理解を深める

こと，学校との風通しをよくすること，地域
の中に位置付けることを目的として，保護者
懇談会を継続して設置した。昨年の実績を出
席者数から判断すると継続不能の状態におか

れていたのである。
①開催方法

②会の内容
・相互親睦を深めるための自己紹介
・保護者に学童保育室の生活をより理解を促
す指導員からの取り組みの説明

・入室希望者の状況，課題への対応など行政
からの実態報告

・保護者が抱いている質問や要望など，意見
の提示

・アドバイザーより，質疑に応答しながら，
子どもたちの心理状態など，保護者に向け
て子ども理解を促す助言

・学校管理職から，質疑に応答するなど，学
校との連携の話

③成果と課題
・各会場とも出席者は1割ないし2割程度で
非常に低いが…
学童保育の終了時に合わせて行っているの

にも関わらず，会への意識がもてないのは，
学童保育に限らず，学校に於いても保護者た
ちの意識は集団での懇談に価値を見いだせな
い傾向にある。旧来から続く保護者のこの意
識を変えていくための，必要感・魅力などを
どう講じていくかが主催者の大きな課題であ
る。
・出席した少数派の保護者には，出席への充
足感が持てることが意識改革につながるの
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である。その点から見て，会の意義は大き
かったといえよう。出席の保護者は，何か
を発言し，学童保育への理解を深めていた
様相が窺えた。出席者の中には，「昨年出
席して，たいへんよかったから，是非来た
かった」という発言も数箇所で出ていた。

忍耐力をもって地道に出席者を増やしていく
ことである

・感謝の気持ちを表現したり，不可能な注文
もあったりしたが…
日頃の指導員の世話に感謝の気持ちを込め

て保護者が口々にお礼の言葉を発する機会に
なり，指導員は改めてそれを実感として受け
止めていた。
保護者も，行政や指導員から普段聞けない

細かな実情（3年生で打ち切っていること，
入室の制限もやむなくあること）を聞き，学
童保育の内容に理解を深めることができた。
様々な意見を聞くことで，自分の理解の狭さ
に気づく保護者もあったし，一言の感謝の言
葉が，相手の心にじかに響いていくことを実
感できたのも，顔を合わせての話し合いの成
果である。
学校管理者や地域の子ども担当の役職者に

とっては，それぞれの立場からの話を直に聞
くことによって，行動・実践を喚起されるこ
とに繋がった。夏休みの教室の開放，学童保
育室への顔を出すことなど，好意的な応答か
らそれが窺える。
顔を合わせて話し合うことの意義は100％の
効果を発揮した。

・事例を出したり，聞いたりすることから…
「上学年の子たちと一緒に遊ぶことから，

言葉遣いがとっても悪くなった」「上の子の
言いなりになっているから，善くないことも
してしまうようだ」「周りの子の気分に因っ

て，厭な気持にさせられているようだ」など。
学校とは違う自由な気持から出ている子ども
の様相に，保護者は指導員に指導力の発揮の
気持を強く求めている。
正しいことがそのままに子どもの中で通用

するだけを考えないこと。好ましくはないが
いろいろな姿を通して自分で学び取っていく
ように導くことを話せば，保護者も納得する。
子どもが，相互の人間関係から学び取ってい
くように導くのが保護者の役目であると方向
づけていく。
子どもは，子ども相互に学び合っていくこ

とを理解していない，不条理なことを受ける
ことをマイナス要因としか受け止められない
保護者が多い現状である。
子どもの真実の姿を知ったり，見抜いたりし
て，子ども理解を深めることができる

各会場ごとの，保護者会会合の記録を行政
担当者が丁寧にまとめ上げて，後日相互交流
に役立てたことは発展的行動であり，こうし
た気づき・努力が，保護者会ゼロ意識を消滅
させ，必然感を生み出していくことになる。
教育の営みを，立ち話の連絡伝達の言葉だ

けに託すことでは成り立ちにくいことを，指
導員のみならず関わる全ての者たちが自覚す
ること。共に居合わせて共通の空間を持ち会
うことでしか共通理解・共有はできないこ
と。保護者会の設定はその理解に繋ぐ実践で
あると，評価している。

⑵ 人間理解の力を高揚していく
教育・指導をよりよく促進していくには，

人間理解の力に因るところが大である。学童
保育を利用する保護者は，仕事・育児と慌た
だしい生活をしているし，その子どもはとい
えば，放課後も集団生活の延長などから安定
感を欠き勝ちである。理解されるべき要素を
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たくさん抱いている人たちであると言えよ
う。
指導員は先ずこのことを，深く理解をする

ことが，仕事への理解を深めることとなる。
子どもが内に潜ませている心理を読み取る

こと，保護者の本音を読み取って関わること
に腐心しなくてはならない。
これらに対する指導員の心の働きを，指導

員の実態を通しながら，指導員研鑽に役立て
る試みを行った。指導員の意識を調査して，
子どもや保護者に対する意識の実態から，人
間理解をしていくための調査の生かし方をこ
こに報告する。
①指導員の意識を調査する
・調査対象＝Ｋ市の学童保育前指導員43人
・調査方法＝質問紙を送付し，回答を返送
・調査期日＝10月半ばから月末まで
・調査項目＝6項目について記述式で行っ
た

今回の調査の視点は，「人間を理解していく
ために対象者をより深く見据えていくこと」
を目的として，①子どもや保護者の個々と関
わる意識を持つようにすること，②マイナス
要因を正視することに置いた。
回答率は 77％（低いのは記述項目が面倒

であったようだ）
②意識の実態 回答者33人

ア 学童室 通室の子どもの気持ちの捉
え通室を喜んだり，好まし
く思ったりしていないと思
える子どもの数

・全体の30％以上だと思う 8人
・全体の20％程度だと思う 20人
・全体の10％以下だと思う 5人

・子どもの意識の捉え方に大きな開きがある
ことがわかる。0％だと捉えている指導員

もいれば，100％と捉えている指導員もい
る。
この開きは，子どもの内面の把握の仕方の

違いであり，心の読み取り方の深浅の差とし
て，指導員が考えなくてはならないところで
ある。筆者としては，
在る指導員の記述
「どの子の胸の内にも『学級のみんなのよ

うに学校が終わったら家に帰りたい，家にい
けたらいいなー』の思いをもってここに来て
いるにちがいないと思っています」
このことを心に置いてほしいと考えているの
である。
アをイの回答を関連づけて見てみると，子

どもの捉え方の差がよく分かる。

イ 通室を好ましく思っていない子の様
子やその保護者の様子

イに対して「学童保育通室を好んでいない
子どもの数を，10％以下」に答えた指導員の
記述として
・粗暴な言動が見られる ・まえむきに物事
に対応できない ・被害者意識が高い ・わ
がままを言うなどの状況を書いている。
一方，30％以上は居る，と答えている指導

員は
・喧しいことが嫌いなど価値観がみんなと違
う様子を見る。 ・一人で家で留守番ができ
ない気持ちを嘆いている様子。 ・目的を探
して一生懸命に通室しているようだ。 ・毎
日元気に「ただいまー」と学童室に来るのだ
が，別のところで辛い気持ちを表現している。
・友達と放課後遊ぶ約束をしてしまう，な

どから子どもたちのマイナス志向の部分を見
ている。
粗暴な言動や被害者意識など子どもが表面

に表わしていることの外で，その子どもの心
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理を読み取っていることが分かる。
一方，学童保育に来たいか来たくないかを

把握するために，子どもたちに直接挙手をさ
せて実態把握をしたという指導員の報告が3
箇所からあった。複数の指導員で学童室を経
営しているのだが，そうした配慮を欠くこと
が表れてしまうのは，役割理解を深める研修
の必要性を示しているのである。
このことに限らず，子どもが内側に潜ませ

ている気持ちは，大人と同様に複雑なものを
誰もが持っている。子どもは，日常の即物的
なものやことに対しては，素直に反応し表面
に出して聞いたり言ったりすることから，大
人は子どもを錯覚して見てしまう。何でも平
気で言うから，何を聞いても構わないだろう
と。だから，聞かれたくないことに対しては，
自分なりに適当にごまかしたり，繕ったりし
て，傷つかないようにしている。こういうこ
とから派生する子どもの幼い繕いを，大人た
ちは，またまたそれを「嘘をつく」といって
とがめてしまう。
こうした迂闊な見方を端的にあらわしてい

る調査結果がウにみられる。

ウ 子どもたちの日常から気になる姿と
して，どんなことがありますか。

・学校では靴箱にきちんと靴が入れられるの
にここでは何度言っても入れない。

・友達のつげ口を言うことが多い。
・言葉使いがものすごく悪い，「死ね，ころ
すぞ」「クサイ，キモイ，テマエ」を平気
で言っている。

・注意すると聞くのではなく，怒りを表す
・自分がやらないことを棚に上げて他人に厳
しく言う。人のせいにする

・指導員を馬鹿にした言葉や顔つきをする
・自分がやったことを指導員が見ていても，

知らないと言い張る。
・学童を嫌がっている様子だと保護者に話す
と，家では「家の子は厭だと思っていない
と言っている」と言う返事が大抵返ってく
ることが多い。
以上のような声は，10年来，指導員から常

に聞かれる言葉である。通室する子どもたち
が日常的もっている本音である。
「それを表面に見せているか，内にしまっ

ているかの差こそあれ，全員の子どもの姿で
ある」と把握する深さを求めていきたい。

4 指導員が子どもの発達に果たす役割

異年齢間の人間関係を円滑にすること
土台は信頼関係にある

学童保育は学校の学級集団とは違う，異年
齢の集団である。校区の地域で子どもたちが
遊ぶことが無くなってしまった今，異年齢の
集団が組織できることが貴重なこととして，
その育成を遂げていくことが期待され続けて
いる。それが期待されるほど効果を出しにく
いのはどこに課題があるのだろうか。実態か
ら次を掲げる。
①子どもたちは学級集団と学童保育集団の相
違を暗黙の内に読み取っていて，自分の都
合のよいように棲み分けをしていること。

②集団生活は，指導者とそこで学ぶ子どもと
の信頼関係が土台として存在することであ
るが，ここに揺らぎがみえること。

①の棲み分けをどのように生かしていくか，
②の信頼関係づくりをどのように進めるか
について次を提案する。

【棲み分けの気持ちを生かす】
学童保育室が，学校という義務感から解き

放たれた集団であり学業を中心とする集団で
はないことを子どもたちは暗黙のうちに心得
ていて，自由な思いをもって存在しようとし
ているし，上級生との多少遠慮した関わりが
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あることも知っている。子どもたちが知って
いることを使って，存在の仕方を教えてやれ
ばよいのである。「義務感の少ない緩やかな
集団のよさを自覚できるようにし，異年齢間
での生活をつくり出すことを教える」のであ
る。どんな時でも子どもは分からないからや
らないのである。分からせれば，それに向かっ
ていく気持ちを必ず発揮するのである。
学校と違った学童保育の集団のよさを教え

る。学業に縛られないで，思考力・創造力・
人間関係力を高めていくことができることを
理解させていくのである。これには，4月の
開始時に自覚を促す適期がある。この時季に，
どこまで子どもと付き合いきれるかである。
先ず口で諭すことに始まるが，そこから実感
を体得するまでの毎日の生活への関わりが要
る。
【信頼関係は全体指導で作られる】
集団生活は，互いの気のつかい合いで成立

するのだから，どの人間にとってもストレス
の場でもあるとも言えよう。従って一日の集
団生活を終えてきた子どもたちはどの子もス

トレスを抱えているのである。
そのイライラの解消と，心が安定する雰囲

気とが，用意されていることが学童室の条件
である。ゆったりとして，温かみが漂う時間・
空間づくりが，無言の信頼感を感じさせてい
く。
「自由時間だよ，自由遊びだよ」，の中に

は，子どもの心に届くものがない。信頼関係
づくりを落ち着きと纏まりとを醸し出す空間
に先ず求めたい。
そして，子どもと一緒になって遊びをつく

りだすことが指導員の最大の役目であると自
負し，自らが遊び手として存在することであ
る。
雰囲気を読みとる細かな気づかいとおおら

かな遊びとに信頼関係が宿されていることを
求め続けてほしいのである。
個々の家庭の生活環境，保護者の働き方を

一身に受けながら，自立を目指している子ど
もたちである。学校からの宿題などに，保護
者も指導員も振り回されることがない生活を
保障していくとき，学童保育での3年間の生
活が生きる力となっていくのである。

研究対象学童保育の実態
市内16箇所 （15箇所は学校の空き教室1

箇所は学校敷地内の市の施
設）

対象児童……608人
指導員数……45人（20歳～30歳は2人で，

あとは40歳～50歳代）
経験年数……1年目5人 10年以上23人

（狭い部屋の混雑した中で，思い思いの談笑が楽しい）


