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Ⅰ．目的

現在、少子高齢化の時代を迎えて、大学では18
歳人口の減少、社会においては労働人口の減少に
直面するといわれている。この問題は、10年後、20
年後を漠然と眺めているわけではなく、日々 移り行く状
況の中で、既に様々な機関、地域の団体が連携し取
り組まれていると思われる。

研究の目的は、大学を中心とした地域連携を活性
化し、世代を超えて老若男女が共に楽しめる学びの
場を生み出すための基礎資料を得ること、あるいは、
そうした場に関わりを持つことである。その背景には、
教育機関に向けられる期待と、次世代に対応する交
流事業の模索がある。研究では、教育機関と市民
活動の連携を促し、児童を取り巻く人の動きと意識を
結びつけ、地域の教育力向上を考察する。
その方法は、国立、立川地区の小学校、施設の

利用状況、場を提供するグループ等の教育活動を
取材し、その内容と規模を調査する。調査を生かし
た実践へと発展させ、課外の時間を利用した教育活
動を実施する。その実践においては、自然科学、身
体、造形、音楽を組み合わせた複合的活動を構成し、
自治体や市民グループなどに継続的な実施プランを
提案する。この研究を、社会教育の実践方法をさぐ
るための足がかりとする。

Ⅱ．調査

 周辺の取材調査は、立川市、小平市、国立市
を対象として、関連性のある催しがあるか、また現在
どのような地域の要求があるのか、市民の協働を推
進する担当者を訪ねて聞き取りの方法で直接対話を
行った。また、地域からの派遣要請に可能な範囲で
応える中で、教材を提供する機会を模索した。その
対話と連携の内容は、以下の通りである。

1．地域活動支援センター「マーキー」
立川市錦町に所在する、精神障がい者の通所施

設として設置された小規模共同作業所である。この
施設は、NPO法人ゆるらによって2008年より運営さ
れている。活動のコンセプトは、障がいや生きづらさ
を抱えた方々に対し、ゆるやかなあたたかい場所を
通じた生活支援・就労支援事業を行う。さらに一般
市民を対象として、人がゆとりの中で元気になり、互
いに尊重しながら生きていける場所や地域を広め、
豊かな社会の実現に寄与することとしている。

開所日（月曜～金曜の9：00～15：00）には、利用
者向けにプログラム、講座、レクリエーション等を実
施しており、この部分で本学に協力要請があったこと
が関わりを持つきっかけである。

具体的な要請の内容は、作業所で利用者向け
に提供しているスポーツレクリエーション（ソフトバ
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レーボール、バドミントン、ヨガ）の指導、あるいは
補助のボランティアをお願いしたい、というものであっ
た。
その後連携が実現しており、平成20年から3年

間、本学学生がスポーツレクリエーションにボラン
ティア活動として参加する。さらに、平成21年から、
当施設で美術講座を担当する（月1回／10： 30～
12：00）。本学地域交流センターの講師派遣制度を
利用していただいた。本学学生が、社会奉仕体験
実習に利用するケースが複数回あった。

2．MOA美術館立川児童画作品展実行委員会
児童を対象とした世界規模の展覧会で、その立川

地区展覧会（本展予選）の運営組織である。具体的
な要請は、展覧会の審査、講評をお願いしたい、と
いうものであった。これについて22年度より引き受け、
担当している。さらに、展覧会の準備等に、本学学
生に協力の要請があったが、授業があり学生の派
遣は実現が難しかった。

3．立川青年会議所まち向上委員会
平成22年4月から、平成23年3月までの間、社

団法人立川青年会議所と本学クラブ活動との交流に
立ち会った。交流の内容は、定例の会議（月1回／
19：00 ～21：00／ファーレ立川女性総合センター
会議室）に出席をして当該委員会の行う事業に対し
て、意見を求められるという内容である。委員会への
出席要請に可能な限り応えており、交流の機会の全
てにグループ研究者からも1～2名が出席させてい
ただいた。連携した内容は、この委員会が企画実
施した「立川よいと祭りでの提灯づくりワークショップ」、

「たちかわふぉとも」への協力である。呼びかけの主
旨は、運営する事業に関して若者の視点から意見を
取り入れて、立川のまちの活性へと結びつけたい、と
いうものであった。連携の中で、立川市立立川第二
中学校のボランティアクラブとの連携も呼びかけられ
たが、会議の開催時間などの問題があり、実現には
至らなかった。23年度以降は、委員会委員が交代
し継続していない。

4．デイサービスサラ
立川市若葉町にあるエルロード商店街の一角に

ある、老人福祉施設。同じ商店街の並びに、レスト
ランサラ、ひろばサラを加えて複合的に事業運営を
行っている。団体名は、NPO法人高齢社会の食と
職を考えるチャンプルーの会で、高齢者の居場所づ
くりを目指してコミュニティスペースを提供している。
要請の内容は、視覚の障碍を抱えたデイサービス
の利用者（元グラフィックデザイナー）に対して、絵
画の指導をお願いしたい、研究にしていただいて構
わないので定期的に協力してほしい、というものだっ
た。これについて引き受けて（月2回／13： 30～15：
00）、22年11月より造形活動を提供している。23年
10月にひろばサラにおいて、利用者の展覧会を開催
した。本学学生がボランティア活動を行う機会が複
数回あった。

  
5．国立中央図書館

親子で楽しむ造形体験を提供してほしいという要
請があり、「親子でつくるいちまいのかげ絵」という中
央図書館の催事を担当した。23年3月に予定したが、
震災の影響で同年8月22日に開催される。

紙工作で影絵を親子で制作、その後子どもを2グ
ループに分け、物語を考えてかげ絵芝居を上映する
という内容であった。その教材は、同年後期に開講
した造形演習Ⅱ（児童教育学科2年）の授業の中に取
り入れることとした。その後の連携は、展開できなかっ
た。

 
6．小平市教育委員会

実践活動の場として、こだいら子どもキャンプ場を
選定し、23年11月の開催を予定して催事の企画を
行った。この事業を後援していただき、催事の募集記
事を市報へ掲載していただいた。また、地域の青少
年委員に研修の場として呼びかけしていただいた。

 
7．立川市共同推進課、子育て支援課

立川市で、催事の提供を考えて取材を行う。連携
可能な施設、団体として、たまがわ・みらいパークと
同企画運営委員会を紹介していただいた。
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8．たまがわみらいパーク
児童の減少等による統廃合により廃校となった、旧

立川市立多摩川小学校跡を利用した施設である。
近隣市民を中心に数年の協議・検討を経て、平成
18年4月に「子どもを中心に様々な人が集い、楽しみ、
学びあう場」としてオープン、その後公募により「たま
がわ・みらいパーク」と呼称が定まり、19年度からは
市民有志で設立した市民団体「たまがわ・みらいパー
ク企画運営委員会」が立川市とパートナーシップ協
定を締結し、企画運営を担っている。23年度5月に、
催事の提供を申し出て、企画運営委員会より認めら
れる。23年7月より、月に1回から2回の催事を提供
している。参加団体として月1回の企画運営委員会
への参画が必要であり、6月以降（毎月第3木曜日
19：00～21：00）出席している。この施設は、震災
が契機となり25年度以降施設の耐震化工事が予定
されている。また、耐震の工事終了後は、施設の半
分を指定管理者に運営を委ねる立川市の方針が示
されており、今後の企画運営に関して議論の最中に
ある。

Ⅲ．実践研究の計画

当初計画では、実践研究の場として昭和記念公園
を予定していたが、スケジュールと施設条件の問題
から、造形活動を主軸に計画と異なる施設を選定し
3回に分けて実施することとした。

 
1．小平市立こどもキャンプ場での実践計画 

造形と野外活動が連携する催し物として「こだいら

アートキャンプ」を、小平市立子どもキャンプ場で実
施することを計画する。このキャンプ場は、子どもの
利用を前提とした施設である。また、利用日の1ヶ月
前からの申し込みが規則であり、催事を実施するた
めには小平市教育委員会に事業申請を行い、後援し
ていただく必要があった。23年3月末より計画を行い、
同年7月に教育委員会の承認を得ることとなる。同年
9月20日付けの市報こだいらに掲載され、参加者を
募ることとなった。

 
市報掲載内容

「こだいらアートキャンプ」
デイキャンプを楽しみながら、身近な素材を使っ
た造形遊びを楽しみます。みらいの豊かな環境を願っ
て、みんなで楽しくミライツリーを作りましょう。
と   き　10月30日（日）午後1時～5時（雨天決行）
ところ　こだいら子どもキャンプ場
費用　保険料200円（当日集金）
対象　市内在住在学の小学1年生～6年生
定員　30人
主催　東京女子体育大学共同研究グループ
＊ 研究グループで少量のチラシを作成し配布も

行った（写真2）。

写真2　チラシ1

写真1　たまがわ・みらいパーク
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（1） 子どもキャンプ場について
このキャンプ場は、玉川上水、野火止用水、小

金井公園を巡る、小平グリーンロード（日本の歩きたく
なる道500に選定）に隣接し武蔵野の保存樹林に囲
まれたロケーションである。近隣の小学校では、玉
川上水、野火止用水の上流にあたる多摩川の取水
堰（羽村市）への社会科見学なども行われており、歴
史、自然、環境に関わる学習が提供されている。こ
のような背景から、環境への意識や歴史文化への関
心という配慮を必要としていた。造形のテーマとして
は、紙という自然環境と結びつきのある素材を組み入
れ、キャンプ場の芝生に立体的な樹木の彫刻作品
を作り上げることにしている。野外という条件を考えれ
ば、山間部で実施される造形活動のように、自然素
材の採取、確保という可能性を見通すこともできたが、
近接する樹林区域は保護されているため、調達を見
送ることとしている。小平市では、ブルーベリーを地
産地消の製品として栽培が盛んであるため、剪定し
た枝などが利用できたならば良かったが、その展開
は追求していない。

（2） 造形活動の準備
素材として全てを紙で準備することは、野外での活

動を考えた場合に不安な要素であった。そこで、発
砲素材、金属、粘着テープなどを基底材料として準
備する。併せて、スズランテープ、セロハン、色紙、
新聞紙、和紙などを表面加工の素材として準備してい
る。このうち、新聞紙に関しては、事前に柿渋（防水
塗料）を塗り重ねて防水性を高めることとした。これは、
素材の強度を高め、樹の樹皮に似た質感を生み出す
効果もあったが、主なねらいは雨天を想定したもので
ある。加えて、屋外を想定して風への対策を考慮し
た。セロハンテープや両面テープという文具では耐え
られないことがわかり、外壁へのモールや支柱などの
仮止めに使用される、業務用両面テープを選ぶ。この
テープは、極めて薄く繊維が格子状に埋め込まれてい
ることから、児童の造形に大変適していた。

造形する樹の幹となる材料を、給水配管用断熱材
とし、太さの異なる（20mm, 40mm, 60mm, 80mm）
それを重ね、前後左右に展開、また上下に伸縮させ

て樹木イメージを実現できるようにしている。地面へ
の設置に関しては、園芸用のポールを地中に差し込
み、断熱材の芯とすることで自立を可能とした。

（3） 実施計画
造形内容が、渡邊による野外彫刻の制作ということ

に定まることとなり、グループワークのために野外活
動の領域で、導入部分と完成後のキャンプファイア
を東山が行うこととした。導入部分は、野外運動の
特色であるアイスブレーク（初めて会う人が短時間で
仲良くなれる方法）の手法を用いて行われた。市街
地でのキャンプファイアは配慮すべき問題が多数あ
るのではないかと懸念を持ったが、実施において特
別に支障が見当たらなかった。

実施に向けて、在学生の協力を得ることとなる。受
付作業の補助、雨天時の対策としてタープの設置、
活動場所の確保としてキャンプ用テーブルの設置、
野外炊事に関する作業、全般にわたる活動補助など
を、ワンダーフォーゲル部部員、ボランティアサー
クル部員、児童教育学科学生に呼びかけて、9名
の本学学生が関わることになる。

2．たまがわ・みらいパークでの実践計画
立川市役所子育て推進課の紹介により、たまが

わ・みらいパークを実践研究の場として視野に捉え、
造形と音楽、造形と自然科学の連携した催事を提供
することを目指した。たまがわ・みらいパーク企画運
営委員会役員の方に研究目的や提供する催事の内
容を説明させていただき、5月22日（日）の通常総会
を経て研究グループからの催事提供を認められてい
る。また、6月の企画運営委員会より会議へ出席する
こととなった。ここでの登録団体名は、「子どもと大人
のコミュニティづくり」としている。
たまがわ・みらいパークでは、HPと市報、立川市

内の小学校を対象とした学校便と呼ばれるB4の広
報物などを配布しており、HPからは専用の申し込み
フォームでプログラム参加の申し込みができる。

7月より、月1～2回の催事の提供を継続しつつ、「こ
だいらアートキャンプ」とともに、領域の連携を目指し
て、下記のプログラムを計画した。
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（1） エコ楽器で演奏会
これは、造形と音楽の領域で連携する教材として

計画した。以下は、HPと学校便で広報した内容で
ある。

「エコ楽器で演奏会」
地球にやさしくものづくり、ひとにやさしく音づくり
身近な素材を使って、いろんなエコ楽器をつくりま

す。さぁ ！ 音を合わせて演奏会 ！
と　き　10月23日（日）午後1時～3時
ところ　ものづくりルーム（旧図工室）
　　　 ドレミホール（旧音楽室）
費用　無料
対象　こどもからお年寄りまで
＊ 研究グループで少量のチラシを作成し配布も

行った（写真3）。

参加者数、対象年齢を幅広く想定したことと、造
形と音楽と2部構成としたことから、それぞれの内容は
シンプルなものとなっている。準備した素材は、ワイ
ングラス、木材、プラスチック容器など多岐にわた
る。触れたり、たたいたり、素材との対話の中で音を
確かめることもでき、演奏会として設定した活動への、
導入の役割を持たせることになった。造形の活動は、
渡邊と山本が旧図工室で行うこととしている。演奏会

を行う場として、旧音楽室を利用することとした。ピア
ノも1台おいてあり、立川吹奏楽団が練習に使用し
ていることから、机や椅子などは備えられていないが、
小規模ステージが健在であるので演奏場所として選
定した。参加者の、導入から演奏会に向かうモチ
ベーションを見極めながら、音を合わせて曲目を奏で
る体験を作り上げることを目的として、Mambo No.5を
その楽曲として選定している。

（2） おもしろ科学実験室
これは、造形と自然科学の領域で連携する教材とし
て計画していたが、圓谷が準備した教材の完成度
が高く、造形的な要素も多分に含まれる内容であっ
たので、会場と材料の確保を必要とするだけであっ
た。以下は、HPと学校便で広報した内容である。

「おもしろ科学実験室」
動物の足跡をつくるよ
カラフルなねんどでレプリカづくりをするよ

と　き　11月7日（日）午後1時～3時
ところ　メイキングルーム（旧家庭科室）
費用　無料
対象　小学生
＊ 研究グループで少量のチラシを作成し配布も

行った（写真4）。

写真3
チラシ2

写真4
チラシ3
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北米圏に生息する野生動物の足を象った雌型に、
加熱することで軟化し、冷めることで硬化する樹脂粘
土をあてがい、野生動物の足のレプリカを制作する
内容であった。動物の種類は、アカギツネ、アライ
グマ、いたち、スカンク、ビーバー、ボブキャット、
マスクラット、ワタオウサギなどである。課題となっ
たのが、それら動物の動く姿を必要としたことである。
静止画で見るよりも、動画よりも、生きた動物が理想
ではある。これについては、動画を編集してモニタ
を持ち込み、導入の時間帯に再生して参加者に見て
もらうこととした。

Ⅳ．実践活動の結果と考察

1．小平市立子どもキャンプ場での活動
市報が発行されてまもなく、39名の申し込みを受諾

した。予想よりも早く募集を停止することとなったが、
当日までに11名のキャンセルがあり、さらに当日2名
の欠席者が出て26名の参加者となった。運悪く学校
行事が予定されたことや参加者の体調不良によるもの
で、やむを得ない理由だった。

当日は、11時より会場の設営を行うこととなるが、
当日は雨の予報が出ていたため、予め活動スペース
にタープを設営して備えることとなった。スタッフとし
て参加した学生を含め、雨天対策に応じて作業の負
担が必要となった。
ほぼ、計画していた通りに実施することはできたが、

地域との連携という部分では今後に課題を残す結果
である。というのも、地域社会との連携という部分では、
さらに可能性が広がっていることがわかった。見学
者として、近接地区を担当する青少年委員（本学卒
業生であった）が訪れて、見学のみならず活動支援
もしていただいた。その中で、同じ会場を利用して催
し物を実施していることを知ることになり、調査が不足
していたことを反省点と考えている。親子で活動でき
る、本学学生を交えたグループワークを構成するた
めの展望が不足したといえる。

参加者に帯同する引率者が見学することを予測し
ており、実際に多くの保護者が、送り迎えに際し活動
を観察していた。事前に、一緒に活動できるのかどう

かの問い合わせがあったので、素材には余裕を持
たせて準備していた。造形の活動に入り、給水管断
熱材を展開する時点より、保護者からの申し出があり、
大人 （2名）による造形も行われた。そのきっかけが、
この素材を扱う職種に従事されていたことが大変興
味深い事例であった。

完成した野外彫刻は、見栄えこそ事前のイメージ
とは異なるものの、予定した時間に静止画による記録
と、参加者を含めた記念撮影を行っている（写真5）。

2．たまがわ・みらいパークでの活動
2011年度版たまがわ・みらいパーク施設使用のし

おりにおいて、立川市に在住在勤または在学する方
の活動で、たまがわ・みらいパーク施設活用の基本
コンセプト『子どもたちを中心にさまざまな人が集い、
楽しみ学びあう場』に沿った活動が、利用できる内容
として定められている。また、ここでは営利を目的とし
た活動を認めていない。同時に、政治、宗教活動に
は利用できないことになっている。

22年度を通じては、1896件の利用件数と32711名
（大人20658名／子ども12053名）の利用者数があっ
たとされている。今年度状況の集計は未だだが、体
育施設（体育館や運動場）の利用も多く、企画運営
委員会ではない巡回警備を行う管理室への直接申し
込みでの利用が含まれている。
たまがわ・みらいパークにおいて、当研究グルー

プが提供したプログラムは以下の通りである（表 1）。
平成23年7月10日（日）より、計画した実践研究に

先駆けてたまがわ・みらいパークでの交流、また連

写真5　完成作品の全景
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携を深める目的から、複数回に渡って継続している。
年間を通してプログラムを提供する約束をしているこ
とから、研究期間の範囲で実施予定を設定した。

（1） 本学学生の関わり
7月10日（日）に行った「日曜絵画教室」（写真 6）で

は、スタッフとして本学ボランティアサークルの学生
3名が、記録要員として本学写真部の学生1名が関
わることになった。これは、初めての開催ということと、
予想以上の申し込みがあったため急遽補助を要請し
たもので、現場の対応をスムーズに行うために協力
してもらった。

（2） 「エコ楽器で演奏会」
参加者の内容は、幼児と祖母、幼児と母親、小

学1年生と母親となっている。予想とは異なる参加者
数であること、小学生の参加が少なかったことが、実

践研究の場としては十分ではなかったと考えている。
理想を考えれば、2倍の参加者数が欲しいところで
あった。しかしながら、スタッフも含めて考えれば幼
児から高齢者までの、多世代の活動になったことは
幸いである。

参加した子どもの年齢が低かったこともあり、準備
した楽器づくりはその多くを割愛し、簡単なものを選
んで実施することになる。まず導入として、身の回りに
ある日常的な物に触れながら、様々な音との出会い
を紹介している。用意された様々な材質の厚みや大
きさの差などで、発する音が変化するところを実際に
たたいたり動かしたりして確かめる。また、準備され
たワイングラスに水を注ぎ、音階を奏でるグラスハー
プを作って音を出す体験も行った。造形的な活動とし
ては、筒状の棒に粒を入れて紙を貼り込んでマラカ
スを制作し、フィルムケースを加工する虫笛なども制
作した。これらの活動を経て、大きめの樹脂製バケ
ツや金属製ボールなども交えながら、打楽器として使
う資材を準備してドレミホール（旧音楽室）のステー
ジへ向かう。
ステージでは、演奏会をイメージして参加者に並
んでもらい、各々楽器を設置する。この時に、演奏の
楽曲がMambo No. 5であることを告げ、ピアノで演
奏してリズムを確かめさせている。この後、打楽器中
心の演奏を指導することになるが、参加者ごとに異な
るリズムを刻むように的確に指示を与えている。1回
目は、参加者も半信半疑であったが、3回目には参
加者の意識にも確かさが見て取れるようになった。子

写真6　活動風景

表1　平成23年度に研究グループがたまがわ・みらいパークで提供するプログラム内容
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どもたちは笑顔とともに、楽しんだ表情を見せてくれた
（写真 7）。大人の参加者も、日頃気付かないことに
出会えて楽しかったと感想を告げてくれたので、活動
のねらいは達成できたと考えられる。参加者人数がよ
り多ければ、より多くの課題を見いだす可能性が感じ
られるため、今後も実践を繰り返す必要がある。

（3） 「おもしろ科学実験室」
参加者数は、大人が5名、子どもが8名である。

大人は、子どもの保護者であり、大人単独での参加
はなかった。まず、準備していた野生動物の動画を
鑑賞し、獲物を捉える姿や咀嚼する姿、泳ぐ姿、疾
走する姿などを見て、これから触れる動物の足から得
た雌型と、雌型から生まれる造形へとイメージを高め
ている。

今回準備した樹脂粘土は、摂氏70度で自由に変
形する性質を持っている。そのため、湯煎する工程を
準備しており、カセットコンロを火力としてビーカーに
貯めた水を加熱するところから作業が開始される。詳
細な工程の説明が行われ、作業の確認と火傷への
注意喚起も行った。こうして、参加者は各々気になる
動物の足の雌型を手に取り、樹脂粘土の湯煎を始め
る。まずは、熱することで軟化することを徐々に感覚
的に理解するようになると、次 と々違う種類の雌型を
手に取り、レプリカを作っていく。雌型ごとに、必要と
する粘土の嵩が異なることや、冷えるまで粘土が硬化
しない点を理解するのには時間がかかっていた（写
真 .8）。ただ小学生にとって難問となることはなく、取

り組みの中で、次第に解決されていた。樹脂粘土に
は複数（12）の色があり、異なる色を組み合わせて
使用することもできる。動物の足からイメージが離れ
てしまうようにも感じられるが造形的な展開を生み出
す大事な要素でもあるといえる。全般を通しては、ゆっ
くりと時間をかけたやさしい導入と、意欲を確かめな
がら伝える作業の説明がバランス良く行われていた。
ここで興味深いことは、付き添いで来ていただろう

大人が、子どもたちの作る様子を見て手伝いながら
一緒に作り始めたことだ。

（4） 「たまがわ・みらいパークまつり」
秋に地域自治会と企画運営委員会が共同して開

催するお祭りがあり、22年度には運営スタッフを含
めて915名（子ども269名／大人646名）の来場を数
えている。この祭りは、30を越える施設利用団体が
特色のあるプログラムを持ち寄って運営されている。
今年度は、11月20日（日）に実施されており、本学か
らは3つのプログラムが提供された。「版画でかん
たんカレンダーづくり」は、他団体とスペースをシェ
アして行うこととなっていた。内容は、あらかじめ日付
を印刷したB5判の用紙に、その余白部分へステン
シルで装飾を施すというものである。ステンシルは、
型紙に描いた形を刃物で切り取り、穴のあいた場所
に絵の具を塗り込んでいく表現手法である。参加者
は、主に幼児と小学生の低学年で、型紙の絵を描か
せ、切り抜きの作業はこちらで負担した。多数の参
加者を得たことは有り難いが、手を休める間がなく記
録など振り返る資料が乏しくなっている。「ひびけうた

写真7　演奏風景

写真8　シリコン雌型と粘土
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ごえパーク」は、家族やグループを対象に短時間で
合唱の指導をするという内容だったが、残念ながら
参加者の流れを得られず、少ない参加者数にとどまっ
た。「からだを使ってコミュニケーション」（写真 9）
は、本学のボランティアサークルの発案で実施した
レクリエーションプログラムである。ボールや風船を
使い、声を掛け合う活動が展開されている。こちらも、
少ない参加者にとどまるものであった。但し、これは
企画の問題でもあり、渡邊が行った事前の対話が不
十分であったといえる。

（5） その他のプログラム
主に、造形の活動として実施しており、平面造形

に拘って絵画や版画の制作を行っている。やるから
には参加者には満足感を持たせ、意味のある時間
を過ごしてもらうことは必須であると考えていた。参加
者数が十分でないこともあったが、大人と子どもへ同
時に関わることの難しさについて身を以て経験するこ
とが出来た。独自に行う表現活動の場合には、その
進度や個性に応じた指導者の対応が必要となる。多
世代を交えて実施する場合、その対応ばかりでなく、
年齢に応じた説明、助言が必要であり、作業が滞
るポイントも異なる。そういった対応を、瞬時に見い
だすための経験と観察眼、それを読み取り生かせる
感性を備える必要があることを確認することができた。
グループワークとすれば、その実践は容易であるか
もしれないが、導入から作品の完成までを見通して、
多世代の創作に向かうモチベーションを保つような
テーマの設定とイメージの広がりが必要である。

Ⅴ．今後の課題

地域活動センターやデイサービスとの関わりの中
で、障碍を持った方、高齢者向けに、本学児童教
育学科で提供している教材をベースに、指導法など
を調整し提供してきた。この中で幼児・児童向け教
材の活用を実践することになり、その効果を確かめるこ
ととなっている。この点では、幼児・児童向けの実践
結果との比較を行うことが出来るだろう。そこで見出さ
れる内容は、場づくりに生かされる可能性がある。

展望していた世代間交流は、身近なところでその
実践が行われている。催事を提供しながら交流を持
つことで、様々な団体との交流が得られている。
たまがわ・みらいパーク企画運営委員会との関わ

りでは、23年度11月より今後の展望を話し合う場に
出席させていただいている。その中で、連携を深め
る方策と、活性化を促す方策を検討する必要に迫ら
れている。連携を深める方策としては、本学地域交
流センターにある講師派遣制度を活用したいと考え
る。当施設の利用者、利用団体のニーズを具体的
に把握し、可能なものについてこの制度をご案内す
る、というものである。そうした展開を踏まえ、将来的
には現在学内で実施している事業を、たまがわ・みら
いパーク、立川市との共催へと発展させていくことに、
可能性を見出すことができるのではないか。活性化
を促す方策としては、連携した内容を、本学の広報
資源とすることが可能である。また、他に連携してい
る団体や施設との新たな協働を呼びかけることも可能
である。

小平市の子どもキャンプ場については、当該施設
近隣のグループや催し物との連携を深めていくことに
ついて、重要な課題と考える。今年度は年1回に限っ
た開催であったが、催事を提供する時期や相互連
携を課題として、交流を生み出し次の展開を見出す
必要がある。これを、少しずつでも育てていきたい。

調査においては、その方法を見直す必要がある。
大学に向けられる具体的なニーズに応えるばかりで
はなく、より積極的に利用者となる市民の意識調査が
必要だと感じられた。子ども、若者、大人、高齢者と
いった世代ごとの、興味、関心に着目して連携を探

写真9　身体を使ってコミュニケーション
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る必要がある。意識を探る上では、それが多様であ
ることを前提として、他領域と幅広い交流を継続し新
たな研究者との連携を見出すことも必要と思われた。
なぜならば、地域において学びの場の創生を考える
と、理念や協働を、維持・発展させていくことの難し
さがみてとれる。そうした意味で、地理的条件を満
たす研究教育機関が連携を取り、それぞれが関わり
を持って、継続性を備えることを検討する必要がある
と思われる。調査を相互に生かすためには、関係の
あった団体と協働を進めて、その内容を見いだし調
査項目をまとめていかなければならない。

近隣地域において、本学に向けられる期待があり、
研究を通してその大きさとその責任を改めて受け止め
ることになった。我々の専門性を生かした連携を呼
びかけることについては、限られた機会ではあるが
実践したことを成果として前向きに考えている。その中
で、ボランティアとして関わった学生たちは、興味を
持って熱心に活動していた。我々以上に、学生達の
取り組みが、大きな可能性を有していると考えている。
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