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第４章 提言 
 
1．提言にあたって 
(1)「児童館ガイドライン」との関わり 
 本研究会では、「児童館ガイドライン」と児童館における遊びのプログラムとの関係に

ついても検討した。 
 「児童館ガイドライン」は 2011 年（平成 23 年）3 月に、国としてはじめて児童館の運

営や活動が地域の期待に応えられるものにするための基本的事項を取りまとめたものであ

る。この「児童館ガイドライン」は全国の児童館の運営や活動の向上を図る上で重要な役

割を果たしてきた。 
 本研究会の発足時には、この「児童館ガイドライン」の改訂作業が進められており、平

成 30 年 10 月 1 日に「改訂版 児童館ガイドライン」が発出された。この間の経緯や「改

訂版 児童館ガイドライン」の内容等については第 1 章に記述した。 
 本研究会では、この「改訂版 児童館ガイドライン」が国としての今日の児童館について

の理念・目的を示し、その運営のあるべき姿を示したものであるとともに、これまでの全

国の児童館の運営・活動を反映して作られたものであることから、児童館における遊びの

プログラムを分析・検討する際の指針に位置づけることを検討した。結果は提言に反映し

てある。 
 
(2)児童館活動の評価と実践記録について 
 児童館ガイドラインで述べられているように、子どもにとって遊びは生活の中の大きな

部分を占め、遊び自体の中に子どもの発達を増進する重要な要素が含まれている。原則と

して児童館は安全で安心できる居場所であるが、そこで行われる活動全てが「遊びのため」

のプログラムに限られている訳ではない。「一人で静かに座っていたい」という子どもに

とっては児童館は必ずしも「遊び」の場とは言えないかも知れないが、「安全・安心な居

場所」としてその子にとってはなくてはならない場所であり、一人の時間は必要な時であ

る。 
研究会ではまず、児童館の現場において「遊びのプログラム」という単語がどの程度浸

透し、どういう使われ方をされているのかも調べることにした。ヒアリング調査では「遊

びのプログラム」という言葉は、一般的にはあまり使われていないという意見が多く聞か

れた。一方、「プログラム」という言葉は児童館では日常的に使われているという意見が

多かった。ただし各児童館で「プログラム」という言葉を使う場合、その言葉が意味する

内容は「行事」、「企画」、「活動」等様々な意味で使われていた。「プログラム」とは

幅広い児童館活動の中で特定の活動を例えば「○○○プログラム」と呼び、示している例が

多く見受けられた。 
「遊び」についての整理では、「遊びが子どもの成長や発達にとって重要な役割」であ
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るという本質的に立ち戻り考えることとした。本研究の「『遊び』のプログラム」とは狭

義の「遊び」という意味だけに止まらず、児童館で行われている「子どもの成長や発達に

とって重要な役割につながる全ての活動を対象とするもの」と捉えることとした。児童館

職員が心がけている、子どものささやかな変化への「気づき」や「さりげない声掛け」等、

職員が日常行っている児童館での業務活動全てを包含している「日常プログラム」が、児

童館活動の本質であり基盤となっていることを明らかにすることが出来た。 
 
児童館活動を評価する方法や基準としては、従来では、参加者数、子どもの満足度、運

営の円滑さ等の可視化しやすい「アウトプット」（短期的な結果）から推し量ることが中

心であった。一方、本委員会では「アウトカム」（長期的な成果）を評価の対象として捉

え直し、児童館職員が子どもたちの発する小さな兆し、違和感、やる気等に気付き、目の

前で起きている事象に隠された子どもの背景を意識しながら子どもに接する業務の質こそ

評価の対象となるべき事項であるとの結論に至った。 
児童館活動の効果を検証するにあたり、「日常の活動の振り返り（省察））と「各職員

の体験」、「情報の客観化」、「情報の共有化」の方策として、児童館職員が日常業務を

記録しているメモ・活動報告を元に書く「実践記録」に着目した。職員が児童館で行って

いる日常の活動とは、子どもの最善の利益に寄与し、子どもの状況を良い方向に変えてゆ

くものである。職員が日々の活動を言語化した実践記録には、自らの言動を客観的に振り

返るという効果や、記録を職員間で共有できる機能とノウハウが詰まっている。実践記録

を書く度に、自己の 1 日の行動について省察、確認、検証等を行うこととなり、自らの言

動をより深く理解する機会となる。 
児童館職員が実践記録を書くことは、自分たちの言動が子どもたちや地域に対して「ど

のような影響を与えているのか」を自問、振り返り、評価をするきっかけとなり、その記

録は職員全員で共有することで、子どもへの関わりを「組織」として一体化して取り組め

質の向上が期待できる。また子どもたちへの効果とともに、医療現場での類似の看護実践

記録の例から実践記録が業務の質を向上させてゆく効果についても明らかになった。今後

の研究で実践記録の活用は職員意識のステップアップが期待でき、実践記録の検証をより

深く進めてゆけば、児童館職員の専門性や技術の向上に寄与できる可能性があるとの認識

に至った。 
今後実践記録を全国の児童館に定着させてゆくためには、広範囲に事例調査を行い実践

記録の有用性を検討することが必要である。同時に実践記録に記述する必要な項目、記述

する事項や書式の検討、最適な内容、実践記録の職員間での共有方法等についての検証も

求められる。全国の児童館の活動実態調査を行い多くの事例の比較・検証を通し、児童館

活動の評価につなげられる実践記録の設計を目指したい。例えば、実践記録を内容につい

て何を「標準化すること」のがふさわしいのか、あるいは特定の項目は個々の児童館特性

に合わせた柔軟な「ローカル・ルール」を考慮するのがふさわしいのか等、「本当に現場
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が求めているもの」の検討を行っていきたい。 
 
(3)「プログラム評価」について 
 近接領域における類似事業等の検証・分析に関する先行研究の調査については、直接児

童館で活用できる有効な情報を入手することはできなかった。そのため、施策・事業・プ

ロジェクト等の検証・分析の方法として汎用性があると思われる「プログラム評価」を取

り上げ、研究会内で学び整理することとした。 
 結果、「プログラム評価」の方法には、児童館で取り組む企画事業や運営等の検証・分

析に有効と考えられることが示唆されたが、評価者（児童館以外の評価機関や評価専門者

等）による評価を基本とするものであるため全ての児童館に適用するには課題があること、

その方法を自己評価のツールとして活用することができるかについては更に検討が必要と

なること等から、今後の研究課題とすることとした。そのため、研究会内での勉強会（安

田研究員によるレクチャー）の内容を調査結果として報告（第 2 章）してある。 
 
(4)「情報ネットワーク社会と子ども、児童館」について 
 児童館訪問調査の中から明らかになったことに、「子どもの情報ネットワーク利用」と

「児童館自体の情報ネットワーク活用」のことがあった。このことは、当初の研究課題に

「近年では ICT（情報通信技術）の生活への浸透が進み、その中で求められる『遊びのプ

ログラム』の効果を検証することも必要になっている。」と言及したことと照応した事項

である。そのため、このことについての検討結果を「情報ネットワーク社会と子ども、児

童館」として以下に稿を起こした。 
 
 
 

情報ネットワーク社会と子ども、児童館 
 
本研究における現地視察を通じて感じた情報通信分野からの課題について以下にまとめ

る。ここではまず、子どもに限定せずにわが国における情報通信を取り巻く状況と課題に

ついて簡単に述べた後、子どもに頂点を当てて課題に関する問題提起を行う。そしてその

中で児童館が貢献可能と思われる当該分野の課題について論じる。 
 

1．日常生活と情報社会 
インターネットや携帯電話、その中でも特にスマートフォン（以後スマホと略す）は、

現代社会を象徴する情報通信機器として世間の注目・関心を集めている。バスや鉄道等の

交通機関を利用する際を例にとると、航空機や鉄道の予約、交通費の支払い、目的地まで

の経路探索、途中の（食事・休息の）施設案内、交通情報（混雑・事故）、到着後の当地情

P075-283本文.indd   217 2019/03/15   13:21:51



－218－

報収集等、従来はバラバラだった大半の作業・活動をスマホ 1 台に集約してしまうことが

可能になり、従来はなかった非常に便利な道具として利用されている。楽天やアマゾンに

代表されるネット通販も同様で、品物選択・支払いから配送指定までをスマホだけで済ま

せることができる。これらの機能は従来の「電話機能」に追加された機能であり、人間同

士のコミュニケーションも含めて、スマホ 1 台あれば社会生活の大半がカバーされる日も

そう遠くないと考えられている。そしてこれを後押しするのが少子化による地方の経済活

力低下、政府によるキャッシュレス社会の推進、電子化による行政のサービス効率化等で

ある。そしてこうした社会の情報化は世界的な傾向であり、わが国全体の産業経済の情報

依存が高まっている。つまり日本が経済的な繁栄を持続するためにも情報産業の繁栄が必

要不可欠と考えられているのである。従って学校教育においても情報通信関連の教育に関

心が高まっており、近日中に小学校においてもプログラミング教育が開始され、教科書自

体の電子化も本格的に検討が行われている。 
 

2．子どもたちの生活と情報機器 
こうした社会の情報化は子どもの生活にも影響を与えるようになった。20 世紀の後半テ

レビジョンが家庭に普及して行った時期には子どものテレビ視聴が問題になったが、あの

頃同様に、現代は子どものネットやゲーム利用の可否が社会問題として取り上げられるこ

とが多い。テレビの時代には「視聴時間」、「番組内容（モラル）」、「身体（視力・姿勢）」

が問題となったが、現在はそれに「コミュニティ（仲間・友人）」と「経済（コスト、金銭）」

が加わり、問題の所在の明確化が非常に難しくなっている。加えてかつて TV は茶の間に

あったため大人による管理が容易であったのに対して、 スマホやパソコンは小型化が進み、

大人による管理が難しくなっているという問題もある。またその内容、いわゆるコンテン

ツに関しても、TV 放送はその許認可権を政府が握っていたこともあって番組内容の規制

が容易であったが、国境のないインターネットにおいて、コンテンツ規制は不可能と言え

る状況にある。従って子どもたちを情報ネットワーク端末から隔離することが唯一の打開

策と考えている大人たちも少なくないのが現状なのである。こうした傾向は直接的なネッ

トの恩恵を受ける機会が少ない地方の社会において顕著であり、こうした人為的な問題に

よって子どもの情報ネットワークへのアクセス機会が大都市部と地方との間で異なりつつ

ある点が懸念される。一方また、少子化が進む地域において子どもたちの遊び場や出会い

の場が減少することは当然であるが、こうした地域においては TV ゲーム等による一人遊

びをせざるを得ない子どもたちが増えていることが懸念される。子どもはまだ自制的能力

が未発達である場合が多く、大人による適切な管理が行われていない状況下でのゲーム利

用には危険な側面があることを意識すべきである。特に核家族が進んだ都市部では両親が

共働きの場合、子どもの情報機器利用を管理することが物理的に困難な場合も少なくない

ため、この問題は深刻である。現在は、子どものゲーム漬けが（大人の）アルコール等に

よる依存症と同等に病気として認知されるようになり、韓国や中国においては専門の厚生
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施設が設置されている。わが国でも神奈川県横須賀市久里浜に専門の厚生施設が 1 か所だ

け開設されているのみであり、こうした状況に陥ってしまった子どもに関する相談やケア

のための窓口は殆ど見当たらないのが現状である。 
 
3．情報通信ネットワークと児童館 
情報通信の観点から児童館を見た時、「子どもの情報ネットワーク利用」と「児童館自体

の情報ネットワーク活用」の 2 つの側面について言及する必要がある。まず、子ども自身

のネットワーク利用という観点では、今回視察を行った「こども自然王国」（新潟県立）と

「あいくる」（福岡市立）の児童館は典型的な 2 例といえる。柏崎市の「こども自然王国」

は山間部に広大な敷地を持つ新潟県立自然公園の一部に位置し、雄大な自然に囲まれた屋

外体験を主とする児童施設で、交通の便の関係もあって、施設を訪れる子どもは親子連れ

または団体が多い。子どもたちは、自然体験を目的に本施設を訪問するため、用意された

遊びのプログラムも大半が自然環境を利用したものとなっている。従って子どもの利用を

目的とした情報端末やネット接続環境は整備されておらず、しかし利用者からの不満もほ

とんど聞かれない。一方で、児童館自体の活動に関しては、児童館が都市部から隔離され

た場所に存在するため、遊びのプログラムの内容やスケジュール（予定）の告知は、コス

トや効率の面からもインターネットの活用が期待される。実際、ここではインターネット

上のホームページが充実しており、利用案内やアクセス方法のみならず豊富な写真を利用

した活動内容の紹介が多数紹介され、非常に魅力的な情報発信が行われている。ヒアリン

グ調査の結果、これらのコンテンツの多くが自前で作成されており、館内に置かれた可愛

らしいパンフレットやチラシもまた、自前の PC やプリンタ等を活用して施設内で作成さ

れているという。すなわち児童館スタッフのメディア活用能力（デザイン・コミュニケー

ション等）が非常に高いと思われる。 
一方の「あいくる」（福岡市中央児童館）は、福岡市の商業中心である天神から徒歩で行

ける距離にあり、都市型児童館の典型ということができる。この施設自体も 7 階建ての商

業ビルの上 3 フロア（5～7 階）を占有する形で設置されており、3～4 階は子ども関連の

施設が、1～2 階にはお菓子屋さんと家電販売店の商業施設が入居している。交通の便も良

好なため、平日土日共に多くの子ども・親子連れで賑わっている。屋内施設としても体育

室・音楽室・工作室・図書室そして飲食室等が整備されており、屋内施設を利用する遊び

のプログラムが多く準備されている。また周辺に動植物園や公園が整備され、こうした屋

外施設（都市型）を利用したプログラムも実施されている。館内には福岡市が運営する無

料の Wi-Fi や、子どもの利用を想定したパソコン（インターネット接続可能）が複数台置

かれたコーナーも設置され、学校帰りの中高生たちが利用する姿も見受けられる。ただし、

これらの設備は外部のインターネットに直接接続されており、館独自のネットワークが存

在するわけではない。また専従の PC やネットワーク管理の専門家もいない。そのため情

報セキュリティの面から問題がないとは言えない面もある。（例えば子どもたちがポルノ映
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像を閲覧しようと思えば、それが可能な状態にある点は問題であろう。）一方、児童館の情

報通信利用の観点では、前に述べた「こども自然王国」と同様に、インターネットをうま

く活用した情報発信が行われている。そのコンテンツもまた児童館スタッフ自身の手によ

るものが大半で、その品質レベルもプロフェッショナル並みの高品質なものが多い。イン

タビューの結果、彼らの手に負えないことや困ったことがある場合、福岡市内の企業や個

人に連絡を取って、問題解決のための協力を要請しているとのことであった。福岡市のよ

うな都市では近隣に豊かな人的環境があるため、情報通信技術のような一般人には難しい

問題解決が可能な人的コミュニティの形成が可能である点がこの児童館の強みになってい

ると思われる。その他特筆すべき事項としては、映像の効果的な利活用が挙げられる。児

童館が入る商業ビルの 1 階には株式会社ソニーの小売店舗が入居しており、児童館はここ

と連携して様々なイベントの映像撮影や、映像を利用したイベントを実施している。それ

らの映像は、インターネット上の YouTube にアップロードされ、いつでも誰でもが閲覧・

鑑賞可能な仕組みを作り上げている。すでに映像コンテンツは 48 本もアップロードされ

ており、その活発な活動が伺える。 
また、石巻市子どもセンター「らいつ」では、児童館内に Wi-Fi 設備を設置することの

是非について小学生、中学生、高校生からなる「子ども委員会 Wi-Fi 会議」が設置され

ている。今回の視察では、熱心に Wi-Fi の功罪について話し合われている様子を視察する

機会を得た。会議の冒頭で職員から「Wi-Fi のしくみ」についての解説が行われた後、子

どもたち同士で Wi-Fi の功罪についての討論が行われていた。Wi-Fi 導入の是非はこの会

議 1 回で決めるのではなく、以降も継続して会議を続けながら検討して行くとのことであ

った。「らいつ」においては子どもたちが自由に意見を出して運営に参加できる仕組み、子

どもたちを支える仕組みが整備され、「情報リテラシー」に限らず児童館に関わる課題を子

ども自身が決めてゆく姿勢が貫かれていた。 
 
4．まとめ 

児童館における情報通信の利活用の現状を一言で言うと、「インターネットを館自体の告

知に活用することによって活動内容の告知や集客のための PR には費用対効果が良い。し

かし、それを子どもたちに利用させるとなると、機材の維持管理や情報セキュリティの面

から高コスト化を避けることが難しい（ため、積極的な導入は困難である）」と言うことが

できる。ここで紹介した例に見られるように、現在の児童館における情報通信技術の利活

用は、若手スタッフの自主的な努力に支えられて行われていることは明らかである。しか

し冒頭に述べたように、これからの社会が情報依存度を上げてゆくことが明らかな現在、

子どもたちの情報リテラシーを「安全に」高めてゆく取り組みは、社会全体として必要不

可欠な取り組みであろう。情報教育は教育機関に任せるとしても、子どもたちの日常生活

における情報機器の利活用や子ども同士のネットコミュニケーションについては、学校外

でもきちんと管理する必要がある。子どもたち全員が情報化社会の進歩から取り残される
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ことがないように、また悪影響が看過されないように見守る役割を児童館に期待したいと

思う。 
（坂井滋和） 
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2．提言 
 
(1)「遊びのプログラム」検証の視点 
 第 1 章から第 3 章までの検討の結果明らかとなったことは、児童館における「遊びのプ

ログラム」が、それ単体として存在するというよりは、子どもと児童厚生員の日常の些細

なやりとりや気づきと有機的につながっているということである。 
児童館ガイドラインでは、児童館における活動として、以下の 8 つを挙げている。 
1．遊びによる子どもの育成 
2．子どもの居場所の提供 
3．子どもが意見を述べる場の提供 
4．配慮を必要とする子どもへの対応 
5．子育て支援の実施 
6．地域の健全育成の環境づくり 
7．ボランティア等の育成と活動支援 
8．放課後児童クラブの実施と連携 

 これらの 8 つの活動も、必ずしも一つひとつが独立しているわけではない。むしろ、こ

れらのいくつかが連動し、補完し合った日常の関わりがあり、それを土台として「遊びの

プログラム」が機能するのである。また「遊びのプログラム」から 8 つの活動への拡張し

ていくこともあり得る。プログラムを作った段階で目的は設定してあるものの、その場に

いる子どもたちを見渡して、柔軟に手順や中身をつくりかえることもあるだろう。「遊びの

プログラム」は、子どもに対してはある一つの遊びの名をして冠して姿を見せるのである

が、児童厚生員がいざそれを実施しようとすれば決まりきったマニュアルだけでは通用し

ない、難しさを有するのである。 
ここで改めて「遊びのプログラム」の検証・分析の視点に立ち返ると、植木が指摘した

ように「児童館で遊びのプログラムを実施する際には、児童館ガイドラインに規定する 8
つの活動内容だけではなく、児童館における日常的な活動を含めて総合的に評価し効果測

定することが必要」なのである（有識者ヒアリング）。「遊びのプログラム」を評価するに

は、その背景にある多層的な構造ごと捉える視点が必要である。そうすることで、子ども

を置き去りにしない検証が可能となるだろう。 
この視点で考えたとき、現在多くの児童館で実施されている参加人数や利用者満足度に

よる検証ではとうてい十分とはいえない。また「子どもが〇〇をできるようになったから

これはよい活動だった」という短絡的な検証をしているむきもある。検証することで明ら

かにしたいのは、児童厚生員が子どものとの関わりを通して児童福祉法第 40 条および子

どもの権利条約にのっとって子どもを育成するそのありようである。たとえ、その企画プ

ログラムを通して「子どもが〇〇をできるようになった」からといって「子どもの声を尊

重できなかった」のであれば、それは果たして子どもの健全育成に資するものとなってい
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るといえるだろうか。 
なにより、検証をすることで児童厚生員の力量形成につながるようなものとしたい。そ

こで本研究会が着目したのが、実践記録と児童館ガイドラインである。 
 
(2)支援者のゆらぎと実践記録 
 現場で子どもと向き合うとき、児童厚生員はたくさんの葛藤に直面する。実践のなかで

援助者、クライエント、家族などが経験する動揺、葛藤、不安、あるいは迷い、わからな

さ、不全感、挫折感などを総称して「ゆらぎ」という。社会福祉実践はこれらの「ゆらぎ」

に直面し、「ゆらぎ」を抱え、「ゆらぎ」という体験から何かを学ぶことによって、その専

門性や技術を高めることができる（尾崎、1999：i）。 
 対人支援にゆらぎはつきものであるが、ゆらいでいる状態は支援者にとって耐えがたい

ものでもある。自分の信念や価値観といういわば足元がゆらぐのである。その中で他者を

支えることは容易ではない。できるだけ早くこの状況を脱したい、あるいは考えないよう

にしたいと思うに至る。 
ところが、ゆらぎは、放置すると支援の破綻を招く。具体的には、支援者が支援行為を

やめてしまったり、子どもの権利侵害が起こったりする。ところが、ゆらぎは心のケアで

は対応できない。支援の破綻を回避するための鍵は「省察」すなわち振り返りである（安

部、2016：93-98）。ゆらぎは省察を通して意識化され、それに向き合うことで「ゆらがな

い力」としての現場の専門性を獲得することが可能となる（尾崎、2002：380-385）。 
児童館実践にひきつけて考えると、省察は児童厚生員自身がまずゆらぎに気づくことか

ら始まる。ゆらいでいる自分を受け入れつつ、他者と共有することを通して、ゆらぎは少

しずつ言語化されていく。 
省察（振り返り）は、実践を言語化・記録化し、それを共有できているかどうかがポイ

ントとなるが、これには児童館実践のなかで培われてきた実践記録を活用することが可能

であると思われる。このプロセスを通して、ゆらぎを専門性に転化する枠組みが可能となる。 
 
(3)振り返りの軸としての児童館ガイドライン 
 改正児童館ガイドラインが、2018 年 10 月 1 日に発出された。その特徴として挙げられ

るのは、以下のような事柄であった（「児童館ガイドラインの改正について（通知）」）。 
・ 児童福祉法改正及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの意見の尊重、

子どもの最善の利益の優先等について示したこと  
・ 児童福祉施設としての役割に基づいて、児童館の施設特性を新たに示し、①拠点性、

②多機能性、③地域性の 3 点に整理したこと 
・ 子どもの理解を深めるため、発達段階に応じた留意点を示したこと  
・ 児童館の職員に対し、配慮を必要とする子どもへの対応として、いじめや保護者の不

適切な養育が疑われる場合等への適切な対応を求めたこと  
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・ 子育て支援の実施について、乳幼児支援や中・高校生世代と乳幼児の触れ合い体験の

取組の実施等内容を加筆したこと  
・ 大型児童館の機能・役割について新たに示したこと 

 ここに示されたことは、本研究で実施したヒアリング調査でもたびたび児童厚生員の口

から発せられた事柄である。現場で判断に迷ったとき、職員同士で意見が割れたとき、ど

うしらいいかわからなくなったとき、彼らが立ち返るのは目の前の子ども、であり、それ

がその子どもにとって一番いいことであるかどうか、という視点であった。「もやもやして

いたことが児童館ガイドラインで言語化された」と語った者もいた（プレ検証）。換言すれ

ば、現場職員が直感的に支援の基盤としてきた事柄が総合的に明文化されたものこそが改

正児童館ガイドラインであると言えるだろう。 
 そこで、実践記録を書くにあたってのよりどころとして児童館ガイドラインをその軸と

することを枠組みとして提案したい。 
 
(4)気づきと支援者の自立・成長 
 支援行為を言語化し、記録し、他者と共有するプロセスはしかし、容易ではない。実践

をどのような目線で言語化・記録化し、共有すればいいのだろうか。このことを考察する

にあたって、支援行為を言語化・記録化し、共有する文化のある看護実践を参考にする。 
 外口は、看護を展開するとき、看護師が依拠している枠組みともいうべきものとして、

＜自立・成長＞のモデルをあげた。それは「患者だけを自立に向かわせるという一方通行

的なものではなく、そのプロセスでかかわっている看護婦自身にもまた、発見があり成長

がめざされるものであるということ」（外口、1981：16）を意味する。 
枠組みとしての＜自立・成長＞モデルによって看護師がゆらぎと向き合うことの眼目は、

患者との関係のなかで直面させられたことを、「それまでとは異なった側面から」見なおす

ことである。重ねて「葛藤や困難に直面しても回避せずに」踏みとどまることにより、「より

ふさわしい動きをとろうと動機づけされていく力を得られる」（外口、1981：19）のである。 
そしてこのことは、看護実践における共有と深くかかわる。看護実践における共有とは、

ある知恵や原理を導き出して一般化することではない。一人の看護師が「一人の患者との

関わりのなかで自分を迫られたような体験を語りあえたとき、かけがえのない一個人とし

ての患者とその人にかかわっている自分自身の意識世界を明らかにでき、その過程で共有

できるものを選びとっていく」（外口、1981：22）ことなのである。 
 子ども支援に即して考えれば、支援の現場でゆらいだとき、「自分を迫られたような」体

験を言語化し、それを他者と共有することによって子どもだけでなく自分自身の成長の契

機となっているか、ということである。自分を迫られたような経験に向き合うことも辛け

れば、それを他者と共有することはなおさら難しい。しかし、そうすることで、支援者は

子どもから逃げずに、自分自身と向き合い、その他者の目をくぐることで自分だけでは気

付かなかった発見をする。この他者の目とは、職場の同僚でもあり、児童館ガイドライン
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そのものでもあるだろう。 
 
(5)協働的省察的実践の場としての「鏡のホール」 

省察すること（振り返り）についてもう少し深く考えたい。 
 ショーンが提案するのは「鏡のホール」である。「鏡のホール」は、多重の省察が照らし

あわされる状況であり、省察的実践の新しいアプローチである（柳沢、2017：985）。この

ことは、「正しく進み続ける（rights going on）」ではなく「多様な光を当て続ける（lights 
going on）」、すなわち「学び取ったパターンをそのまま直線的にあてはめようとするので

はなく、それを一つの可能性として用いて多様な視点からの解明を続けていく」

（Schön,1987:295=ショーン、2017：400）ことである。「鏡のホール」における多重の省

察により、支援者自身が主体的に、目の前の子どもにとって一番いい支援とは何かを探る

ヒントとなるだろう。 
「鏡のホール」は、換言すれば、協働的省察的実践の場の創出である。ひとりでゆらぐ

ことは孤独であり、違う見方をすることは難しい。だからこそ、安心して協働で振り返る

場が必要だ。児童館における「遊びのプログラム」は多層的な支援によって構築されてい

た。それゆえ、支援も複雑である。ゆらぐ場面も少なくない。支援者のゆらぎを支えるこ

とは、支援者自身が目の前の状況を打開するための力量をつけていく道筋を拓くものであ

り、ひいては、子どもの最善の利益を保障するものとなる。 
 

(6)実践記録とその共有のための枠組み 
 これまで、児童館活動において実践記録の重要性はたびたび指摘され（児童健全育成推

進財団、2014）、事例集も作成されてきた（厚生労働省、2013）。ところが、実践記録の作

成とその共有は、児童館活動の検証という視点では十分に語られてはこなかった。また、

実践を振り返る軸についても検討されてこなかった。そのため、一人ひとりの児童厚生員

がどんなに振り返りを行っても、子どもの権利が保障できているかどうかという目線では

検証が難しい場面もあった（モデル図 1）。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル図 1：これまでの振り返り 
 

これに対し、改正児童館ガイドラインを軸として実践記録の作成図と共有の枠組みを捉

え直すことは、児童館活動を検証し、児童館活動を子どもの最善の利益にかなうものとす

ることを可能とすると考える。 
以上を踏まえ、本研究会が提案する検証―実践記録の作成とその共有―のための枠組み

は以下のようなものである。 
・ 子どもと関わるなかでの気付きを「失敗」を含めて言語化できているか 
・ ゆらぎ／自分を迫られたような経験に向き合うことができているか 
・ 直面したできごとを回避するのではなく、踏みとどまって子どもを向き合うことがで

きたかどうか、できなかったとしたら、そのときの自分の思いはなんであったか 
・ 子どもの行動や言葉の背景にある“思い・気持ち”を考えることができているか 
・ 自分の言動の根拠となる理念や信念、価値観（現在の専門性）は何であるか 
・ 自分の理念・価値観は児童館ガイドラインとどのような関係にあるか 
・ 一人で振り返るだけでなく、事例検討等振り返りを他者と共有する場があるかどうか 
・ 振り返りを他者と共有することで、多面的な理解ができたか 
・ 振り返りを他者と共有する際に「児童館ガイドライン」に立ち返ることができている

か 
・ 事例検討等の場で、実践記録に「書いたこと」「書かなかったこと」の双方を他者と

共有できたか 
・事例検討等の場が、安心して振り返る場となっているか 
・子どもの課題に対し具体的な行動（次の事業・相談・連携）ができたかどうか 
・実践とその振り返りを経た自己変容はどのようなものであるか 
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モデル図1：これまでの振り返り
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これに対し、改正児童館ガイドラインを軸として実践記録の作成と共有の枠組みを捉え

直すことは、児童館活動を検証し、児童館活動を子どもの最善の利益にかなうものとする

ことを可能とすると考える。 
以上を踏まえ、本研究会が提案する検証―実践記録の作成とその共有―のための枠組み

は以下のようなものである。 
・ 子どもと関わるなかでの気付きを「失敗」を含めて言語化できているか 
・ ゆらぎ／自分を迫られたような経験に向き合うことができているか 
・ 直面したできごとを回避するのではなく、踏みとどまって子どもを向き合うことがで

きたかどうか、できなかったとしたら、そのときの自分の思いはなんであったか 
・ 子どもの行動や言葉の背景にある“思い・気持ち”を考えることができているか 
・ 自分の言動の根拠となる理念や信念、価値観（現在の専門性）は何であるか 
・ 自分の理念・価値観は児童館ガイドラインとどのような関係にあるか 
・ 一人で振り返るだけでなく、事例検討等振り返りを他者と共有する場があるかどうか 
・ 振り返りを他者と共有することで、多面的な理解ができたか 
・ 振り返りを他者と共有する際に「児童館ガイドライン」に立ち返ることができているか 
・ 事例検討等の場で、実践記録に「書いたこと」「書かなかったこと」の双方を他者と

共有できたか 
・ 事例検討等の場が、安心して振り返る場となっているか 
・ 子どもの課題に対し具体的な行動（次の事業・相談・連携）ができたかどうか 
・ 実践とその振り返りを経た自己変容はどのようなものであるか 
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児童館ガイドライン

児童館ガイドライン

振り返り 

振り返り 

振り返り 

振り返り 

モデル図2：児童館実践の振り返りと寄りどころとしての児童館ガイドライン
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 上記のモデル図に示したように、実践記録を言語化・記録化することで児童厚生員は自

分自身の支援行為を振り返ることができる。実践記録は、自分自身が後に「他者」として

「読み返す」こともできるし、自分以外の「他者」と協同で省察する際の基盤ともなり得

る。このとき、子どもの目の前にいる自分にはなかった側面から見ることで足元がゆらぐ

ような経験をするかもしれない。そんなときに立ち返るのは、児童館ガイドラインである。 
 児童館での活動が「うまくいった」というとき、それは児童館ガイドラインに照らして

どうであるのか。参加人数がとても多かったとして、子どもの意見の尊重はできていたか、

それが子どもの最善の利益にかなうものとなっていたのだろうか。そのような判断の軸を、

一人ひとりの児童厚生員の身体の内に作り出すための枠組みが、このモデルである。この

ようにして作成された実践記録は、児童厚生員としての専門性の獲得を可能とし、加えて

実践記録を作成し共有する過程における児童館職員のチームとしての力量形成に資するも

のとなるであろう。 
以上を、児童館における「遊びのプログラム」の検証の枠組みとして提示する。 

（安部芳絵） 
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調査研究を終えて 

児童館プログラムの効果の検証・分析について 

本研究では、現在児童館で行われている意図的・計画的なあらゆる活動を児童館におけるプ

ログラムとしてとらえ、その定義についてあらためて検討を行った。まず児童館活動を大きく

分け、基本的な日常活動（日常プログラム）と、目標を掲げて企画を起こす活動（企画プログ

ラム）の2通りのプログラムとして整理した。これまでの児童館におけるプログラムの定義で

は後者の「企画プログラム」を念頭に置いたものが多くみられた。その中では児童館の施設機

能自体や受付などの日々の営みが、子どもの拠り所をなす重要なプログラムとして意識される

事はあまり無かったが、実際の児童館活動の調査からその営みこそが児童館にとって大切であ

ることが検証された。 

本研究では、児童館で職員が日常的に行っている、子どもの最善の利益に寄与しつつ子

どもの状況を良い方向に変えてゆく行動について多くの関係者とヒアリングを重ねた。ヒ

アリングの対象として児童館関係者、有識者、学術経験者、利用者など幅広い立場の方々

を選び、多角的な意見を集めるよう努めた。また、児童館現場で職員が心がけている子ど

もの最善の利益に寄与する行動や、その実践活動を詳しく調べ、意見交換を重ねた。その

プロセスを通して「日常プログラム」「児童館ガイドライン」「実践記録」などの一連の

キーワードが抽出された。今後の児童館プログラムの効果の検証・分析の方向性としては、

それぞれのキーワードについての検討を継続し深めながら児童館における遊びのプログラ

ムの評価につなげてゆく事としたい。 

 

児童館実践記録のデータベース化と児童館の情報化について 

調査研究を通じて児童館職員同士の「情報」の効率的な運用を支えるシステム構築につ

いても検討する必要があることも明らかになった。「最適なデータベース運用」にはシス

テムの課題だけではなく、利用者の権利やプライバシーの保護、倫理面への配慮など、児

童館単独では判断できない大きな課題も含まれて来る。その為、今後の検討にあたっては

なるべく広範囲な専門領域の研究者を集めて論議を重ねてゆくことが求められる。また社

会の隅々まで情報ネットワークが繋がっている現代では、「児童館にふさわしい情報との

付き合い方の考え」を確認する必要がある。そのためには児童館、関係機関、保護者など

のステークホルダー間での情報共有化のメリットとリスクについて幅広い視点で検討し、

方向性を模索する必要がある。 

企業や商業サービス施設では「利便性」「効率性」「生産性」などが ICT（最新情報技

術）導入の目的であるが、児童館は「児童の健全育成」という根本的に異なる目的を持っ

ている施設である。その為、ICT との関わりについて明快な答えを持つに至らず導入はま

だ一部にとどまっている。ICT は社会の中で急速に進化し続けており、小中学校へのスマ
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ートフォン持ち込みが認められるようになった今日、児童館においてどのように ICT と付

き合うかを早急に検討する必要がある。 

 

最後にあたり 

本研究の報告書をきっかけとし、関係者に児童館職員が日常業務で行なっている子ども

達との関わりの大切さに気づいてもらい、その日常の積み重ねの先には将来の「アウトカ

ム（成果）」として、児童館ガイドラインが示す「健全育成」につながるのだとの認識を

広めていきたいと願っている。 

 

 

児童館等における『遊びのプログラム』の効果の検証・分析に関する調査研究 

主任研究員 岩田紳也  
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