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第7回ヨーロッパ児童福祉施設研修団団長報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さい　　とう　　　き　　　よし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎　　藤　　喜k　　能

（横浜国立大学助教授）

　はじめに

　近年、わが国の文明の進歩は、社会構造を機能化、能率化にするとともに、人間の日

常生活を日に日に便利化してきている。しかし、このような都市社会の近代化は、大都

会の出現と人口の都市集中によって高層ビルと高層住宅の林立を招き、子どもたちの遊

び場の喪失を余儀なくさせている。また、年々増加する交通量によって、子どもたちは

外での遊びを制限され、家庭内でテレビや漫画をみたり、玩具で遊ぶなど小筋運動によ

る遊びが多く、子どもにとって重要な大筋運動が非常に少なく運動不足を招いている。

さらに、わが国の知的偏重は、すでに幼児期から稽古ごとや塾通いをさせるため、筆者

らが子どものアンケート調査を行った結果をみても、学校から帰っても遊ぶ時間がなく

週に4日から5日に亘って稽古ごとや塾通いをしている児童がかなりいる現状にある。

　このように、子どもの生活環境が変化したことによって、骨折しやすい子、側蛮症の

子、肥満の子など身体的に異常をもつ子どもや、また、疲れやすい、食欲がない、かぜ

をひきやすいなど微症状を訴えるような不健康状態にある子どもが多くなっている。一

方、身体の形態的発育に比較して、運動機能の発達など体力の相対的な低下を指摘する

研究報告がかなり出されている。これらの事柄は将来の子どもの発育発達や健康増進に

とって重視すべき問題といえよう。

　このように、子どもの生理的、身体的な機能の低下などの背景には、遊び場の減少と

遊び時間の減少が大きな要因の一っとしてあげることができるものであり、子どもの健

全育成をはかるためには、子どもの遊び場の確保と、遊びの重要性を再認識をして子ど

もたちに積極的な遊びの展開をさせることが必要である。

　今回のヨーロッパ児童福祉施設の研修は、このような点から日本をよりよく理解し、

反省するために、よい機会であったといえよう。

2．子どもと遊び

　子どもの一日の生活はその大半が遊びの生活である。その遊びの生活の中で、最も生

き生きとした子どもの世界を見い出すことができ、しかも、その中に、身体的、知的、

精神的、社会的などの多くの働きが含まれており、遊びの活動を通していろいろなこと

を経験しながら、子どもの心身の発達と健康に大きな影響を与えているのである。幼児

期は人生における初期経験の時期に主に形成されるという意味で重要なのである。

　子どもの遊びは、結果を考えないで、遊びそのもの自身を楽しむ活動であって、本人

が自発的に行い、外部からの力に動かされてするものではない。その点において仕事と

区別されるものなのである。アレーは、遊びの本質を3点に分類し明らかにしている。
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第1に、遊びは楽しみであり、満足を伴う活動である。子どもの生活が遊びであるとい

われるのは、子どもはそれらに追い立てられる必要がないからである。第2に、遊びは

自発的であり、自由である。それは、外部から圧迫や強制がなく、活動に対する態度が

自由なためである。第3に、遊びはそれ自身目的であり、なんら他の目的が考えられな

い。遊びの活動の楽しみは、そのこと自身の中にあるのである。このような点に遊びの

意義があると指摘している。

　遊びが子どもの重要な生活部分を占めている以上、子どもの発達の面で演ずるその役

割の重要性は、いくら強調しても強調しすぎることはない。とくに、遊びは次のような

点ic重要な価値をもっているものである。

　｛1）身体発達の面　身体的な発達にとって、遊びは不可欠なものである。子どもの遊

びは全身的な筋肉の発達を促進するだけではなく、病気に対する抵抗力を高め、健康増

進を助長するものである。

　②　教育的な面　子どもはいろいろな遊びによって、ものの形や大きさ、構造や意味

などを学習するものである。っまり、遊びが、すでに子どもの知的変化をするための要

素を持っているのである。「なすことによって学ぶ」ということは、遊びがまさにそう

したことを提供しているといえよう。

　｛3）社会性の発達の面　子どもは遊びを通して、不正を排除し、規則を守り、集団の

基準にしたがって行動することの必要さを体験する。また、集団的活動に参加するため

には、利己的見解を捨て、自己を主張するとともに、他人を尊重することを学ぶのであ

る。このように、遊びによって、子どもは社会的な態度を身にっけることができるので

ある。

　このほかに、遊びは、道徳的訓練の面、パーソナリティ発達の面、治療的な面、知的

な面など多くの価値を持ち、人間形成の上で重要な役割を演じているのである。

3．ヨーロッパの冒険遊び場

　子どもは、成長するあらゆる段階で模倣の動物であり、絶えず自分の周辺の世界を探

索し、調べまわる偉大な探検家であるといえる。これは発育発達の一っの過程であり、

子どもにとって重要な事柄なのである。

　ヨーロッパの遊び場は、子どもたちが探検したり試したりする欲求を十分に満たすこ

とのできる遊び場の環境づくりがなされている。それは、デンマークの造園家である

C，Thソーレンセン教授が1930年代にはじめて作り出した冒険遊び場であった。この

すばらしいアイデアは、現在の世界の遊び場を風靡しているといっても過言ではない。

　冒険遊び場は、実験的な遊び場であり、遊びの中で実験的な形態をとり、それを促進

させるための配慮が重要視されなければならない。従来の遊び場は、ブランコ、すべり

台、シーソーなどの伝統的な遊具にょる一定のパターンによるものであり、子どもたち

の創意工夫による遊びの展開を期待することはできない。子どもたちの心を自由に遊ぶ

ことのできる場を確保してやるためには、冒険遊び場的な遊び場の形態が特に重要であ
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る。このような自由な実験的な遊びで成功するための最も大切な条件は、冒険遊び場が

多様性のある原理をいかにうまく活用するかであろう。

　ヨーロッパの冒険遊び場を簡単に定義することは困難なことである。それは、冒険遊

び場が特定の限定された機能だけを果すものではなく、冒険遊び場には、子どもの遊び

方によって特定の無限の可能性を持っているからである。冒険遊び場では、あらゆる廃

材を利用しての建物遊び、動物の世話、ほら穴などを作って遊ぶどう遊び、大木・ロー

プ・張り綱などによる創造的な固定遊具などによる遊びなど非常に多様性に富んでいる

　・冒険遊び場の施設

　ヨーロッパにおける冒険遊び場の一般的な施設をみると、大概どの遊び場も類似した

傾向にあったが、その施設は次のようであった。

　。本館　　本館は最も重要な機能を持っもので、子どもが作業や遊びのための道具や

素材を借りに行く場であり、中枢の場なのである。この建物には、プレイルーム、作業

室、倉庫、道具庫、リーダーの事務室、手洗いなどが完備されており、100平方メート

ルほどの建物である。

　。建物づくりの素材貯蔵地域　　この地域は子どもたちに素材を分配する場所であり

建物づくりの地域に隣接した場所である。子どもたちが建物を建設中に材料が必要であ

れば直ちに得られる便利な場所でもある。
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　。建物づくりなどの地区　　この場所は子どもたちが建物づくりをする場所であり、

この遊び場におけるハイライトでもある。ここでは、子どもたちは、普通2人から5人

のグループをっくり、10平方メートル程度の家を作っている。一っの家を建てるために

は約25平方メートルの土地が必要であり、100人の子どもが遊ぶためには約1，000平方

メートルの面積が必要となる。日本の都会の実態を考えると土地の確保に問題があるよ

うである。

　。共用の広場　　この広場は子どもと大人が特別の行事を催すときに集る場所であり

野外の舞台、ゲームの広場、たき火をする広場、砂あそび場のできる場所である。この

広場は、芝生や草地でおおわれていることが多い。

　。家畜小屋　　家畜小屋では、うさぎ、にわとり、山羊、ポニーなどの動物を飼育し

ている。子どもたちが動物を世話をすることは身体的な面にだけよいのではなく、精神

的な面、社会的な面の発達にも欠かせることのできない部分を広げてくれるものである

家畜に対しては、獣医衛生官が月1回家畜小屋を訪問し、動物の診察をするとともに、

診察後には子どもと動物のことや世話のしかた、動物の病気などにっいて話し合い、指

導していくとのことである。このような動物の世話をすることICよって、子どもたちは

動物学の知識や繁殖について知るとともに、生と死について自然に対する触れ合いを持

っようになる。特に、都会化された中で生活する子どもたちにとって、自然の姿を見っ

めることは欠くことのできない重要なことなのである。

　。固定遊具の地域　　ヨーロッパの冒験遊び場における固定遊具は、既製の市販され

ている遊具ではなく、ロープ、板、四角の太い柱、廃品の活用などによって作られた遊

具である。これらの材料をもとに、太い樹々の間にロープを結んだり、張り綱をしたり

くもの巣状のネットを作ったり、太い柱を利用してロープスウィングを作ったり、ロー

プと板で橋を作ったりなどして、子どもたちが、創造的な遊具を作り上げて遊んでいる

ものである。この遊び場では、B本の都会にある遊び場のように、鉄やコンクリートで

作られた幾何学的な堅い、冷たい感じはなく、また、自然の樹々や自然の材料を使って

子どもたちが作った遊具には華麗さはないが、これらの遊具には自然の姿の美しさと手

作り1ζよる人肌の暖かさを感じさせる遊具であるといえる。

　。舗装された広場　　コンクリートやアスファルトで舗装された広場では、夏はロー

ラスケートや自転車乗りのための場所であり、冬はその上に水をまき氷らせてアイスス

ケートの遊び場所となる。ヨーロッパの子どもたちは平坦地が多いため自転車の利用が

多く、また、冬は寒さが厳しいためアィススケートで遊ぶ機会が多く、多くの遊び場で

このような施設がみられた。子どもの身体活動をするためのすばらしい遊び場である。

　。菜園と花壇　　菜園や花壇は、子どもたちが、花や果物、野菜などの成長する様子

をみて、発芽や開花、結実といった自然に関することを学ぶことができる。都会の生活

の中では土に接する機会がなく、実際の土の作業によって自然にっいて学ぶことは、子

どもにとって非常に有意義なことである。花壇には花を切りとることのできる草木の花
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壇や毎年実生から育てている花壇などに分かれていた。

　。荒地　　冒険遊び場の中には必ずといってよいほど荒地がある。荒地は一面草でお

おわれ、足場はデコボコな自然のままの場所である。最初に見た時は、雑然とした、不

潔な場所のように感じられたが、指導者の話によると、この遊び場は、子どもの遊びや

自然との接触に驚くほどの多様な可能性があるとのことである。したがって、この遊び

場は荒地のまま残しておき、子どもがその場所を自由に利用し、いろいろな遊びができ

るようにするための場にすべきであるとのことである。

　・冒険遊び場の運営

　この種の遊び場を運営するためには、遊びを指導するための職員と、遊び場を管理す

るための財政が必要となる。ヨーロッパの遊び場における職員の数は施設の規模によっ

て異なるが、一般的に100人から150人を受け入れる規模の遊び場には、リーターを含

めて4～5名の正規の職員と2～3名の大学等で訓練を受けた助手と、さらに1～2名

の実習生がおかれているようである。遊び場のリーダーは大学での訓練を受けた者であ

り、子どもたちに対して積極的に取り組む人でなければならない。

　遊び場は一年を通して開放されるが、特に屋外での活動が盛んな時期は5月、6月、

8月、9月である。冬季や雨期は外での活動ができなくなるが、本館が活動センターと

して活発に利用されるようになる。

　冒険遊び場の費用は年間子ども1人当たり約2，　OOOデンマーククローネが必要であり

100人から150人程度の子どもが利用する遊び場では、年間運営費は20万から30万デン

マーククローネ程度である。年間運営費の財政については、一般には、子どもたちの毎

月の利用料によって年間必要経費のごく一部をまかなっているが、運営費の大部分であ

る80％以上は公共団体から支給され、残りの20％は子どもたちの寄付や住宅協会の寄付

催物などによって冒険遊び場自体で作り出さなければならない。運営の中で最も大きな

割合を占めるものは職員の給料であり、ついで素材と道具、掃除などに関する費用であ

るとのことであった。
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　開場時間は、午前9時から午後5時までが一般的であるが、夏の間は午後7時から8

時まで開場している遊び場もある。この開場時間には大きな問題を含んでいるようであ

る。子どもたちは、学校の授業のない午後、日曜日、祝日などのような日に遊び場が欲

しいのに対して、職員は会社などと同様な就業時間を望んでいるからである。午前中に

開場すると職員の就労時間は10時間以上になってしまい1人で受け持つにはあまりにも

多すぎるためである。この点が、冒険遊び場の運営上の大きな問題点となっているとの

ことであった。

4、冒険遊び場の意義と重要性

　日本と同様に、世界中で都市化と都市への人口の集中によって、市街化地域が拡大し

ている。このように町や都市の成長に従って、子どもの心身の発育発達に与える影響は

大きく、大きな社会問題となっており、児童の健全育成のあり方が注目されている。日

本においてもこの種の遊び場の必要性を強く感じるものであるが、冒険遊び場が日本に

おいて必要な意義と重要性は次のような点からである。

　現在、子どもの生活環境としての問題としては、次のような点を考えることができる

　①都市化による遊び場の喪失

　都市化による市街化地域の増大は、子どもの自然の遊び場を著しく減少しているとと

もに、人口の集中によって限られた土地に高層アパートや高層ビルを林立させ、子ども

の遊び場の喪失を招き、家庭の中に閉じこめられ、子どもにとって欠くことのできない

大筋運動の不足を招来している。また、この遊び場の不足は、一方において子どもたち

を不良化へと追いやる一因ともなっているのである。

　②交通量の増加と遊び時間の減少

　都会の街の中は過密化し、しかも自動車交通の激増によって、子どもの戸外活動は制

限することを余儀なくされ、家庭内で遊ぶ時間が増加している。このことは、子どもの

身体発達は勿論のこと、戸外における友人との集団遊びの機会などがもたらす情緒や社

会性の発達への影響も大きく重大な問題となっており、遊び場の確保が急務である。

　③　高層アパートによる戸外遊びの減少

　都市化による高層アパートの増加は、子どもをアパート内に閉じこめる傾向が強く、

前述したように、身体運動の不足と精神的な面や社会的な面など心身に与え影響が大き

く、子どもの健全育成をはかる上での問題点になっている。

　④　子どもの過保護と健康の問題

　家族形態は医学の進歩によって乳幼児死亡が激減したこと、都市人口の過密化によっ

て住居の空間が狭くなったことなどにより、第一子または第二子の家庭が多くなってい

る。そのため、親子関係においては、子どもに対する期待感は非常に高く、過保護傾向

が一般に目立っており、遊びは危険だから、遊びよりも塾やおけいこごとをという教育

の風潮が強く、一般に遊びを避ける傾向にある。そのため健康増進にとって不可欠な要

素が不足していると指摘している研究報告が多くあり、子どもの運動不足を招いている

大きな原因となっていると報告している。

　⑤共働き家庭の保護者の不在
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　ヨーロッパにおいてもそうであるが、近年日本においても共働き家庭が増加しており

子どもの養育ICおいて保護者の不在を招き、子どもの不良化が問題となっている。カギ

っ子の子どもたちはゲームセンターやディスコに入り浸っている者や麻薬、アルコール

タバコなどを吸い次第に不良化していく子どものケースが多いという。これらは余暇の

活動時間をもて余す結果に生ずるものであり、有用な遊び場の確保がいかに重要である

か理解することができる。

　⑥　自然との接触をする機会の減少

　都市化は高層ピルとアスファルト道路によって、自然の森や林は勿論のこと、人間の

日常生活から土の嗅いさえ奪っており、全く人工による都市に変貌している。また、同

じ野菜や果物は一年中店頭に出ているため季節感を失い、子どもたちは冬の店先にある

トマトや胡瓜をみて冬に生産されるものと思ったり、小学校で先生がカブト虫はどのよ

うな場所で生活しているかの質問に対して、子どもがデパートと回答したとの笑えない

話がある。これらは、子どもたちが全く自然の姿を忘れた生活を送っているものであり

子どもの心と体に与える影響は大きく、ヨーロッパの自然を生かした冒険遊び場の重要

性を認識することができる。

　以上のような点から、都市において失われつつある遊びを、冒険遊びを行うことによ

って体験させ、その中で子どものこころとからだを十分に満足させることのできる、こ

のヨーロッパの冒険遊び場は評価の高い遊びであるといえる。この冒険遊び場を利用す

る子どもは8才から14才の少年少女で心身の問題を最ももちやすい年令であり、健全育

成の場としては最適な場となっている。このような点から、冒険遊び場は価値のある重

要な遊び場であることが理解できた。

　今回の研修においては、ヨーロッパ児童福祉施設の視察が中心であり、その中でも我

が国に紹介の少ない、冒険遊び場、自由時間活動センター、保育園、各種遊具を中心に

視察をすることができた。自由時間活動センター等にっいては高城先生の報告の中に述

べられるので、本報告においては、子どもの遊びを中心に、ヨーロッパにおいて風靡し

ている冒険遊び場icついて記述したものである。

　本研修において、日本の児童福祉施設を再考するよい機会であり、収獲も非常に大き

かった。今回の研修の中で筆者は特に、社会が急激に繁栄する中で、現在の大人は子ど

もを理解する心と、子どもの心を失っているという重大な過失を犯しているという反省

を得た。

　ひと昔前まで多かった都市の自然の空地は、モータリゼーションの波の中に埋もれ、

子どもの遊び場は小さな児童公園に追いやられてしまい、昔の子どものように大担で、

興奮的で、歓喜に満ちた遊びはみられなくなってしまった。また、親は子どもたちを危

険から遠ざけて安全な遊びに閉じこめがちである。しかし、子どもたちの自由な遊びの

有用性を知り積極的な遊びを展開させることがいかに重要であるかを今回の研修で得る
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ことができた。遊びの危険を避ける最善の方法は、危険な遊びであっても積極的に子ど

もに与え、危険を危険として認識できるだけの判断力を与えることであるということを

再認識することもできた。子どもたちの遊び時間の減少は表面的なものだけではなく、

内面的な成長をも阻害する重大な問題にかかわっていることが現実の姿として捉えるこ

とができた。ヨーロッパの遊び場を視察し、日本の現状を考えたときに、都市社会のメ

カニズムの中で解体されっっある子どもの本来の姿と遊びを再考できた点に研修の大き

な収獲を得たが、この収獲で得たものを基礎として、日本の子どもの健全育成に関して

積極的な活動の転換の機会を与えられたものと思い、感謝の意を表したい。

＼ ＼ ／
●

資生堂社会福祉事業財団役員と研修団一同
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団 員 名 簿

団　　長 斎 藤 敦 能 横浜国立大学助教授 神奈川県 横浜市

副団長 藤 崎 秀 雄 千葉県こどもの国 千葉県 市原市

講　　師 高 城 義太郎 玉川大学教授 東京都 町田市

こどもの国班

1班班長 加 藤 清 こどもの国協会 神奈川県 横浜市

山 本 繁 北海道こどもの国協会 北海道 砂川市

渡 辺 東海男 いわき市こどもの村 福島県 いわき市

小瀬水 早 苗 こどもの国協会 神奈川県 横浜市

溝 口 美恵子 福光野外児童福祉センター 富山県 西砺波郡

鍋 谷 正 俊 愛宕山こどもの国 山梨県 甲府市

小 谷 昭 年 鳥取砂丘こどもの国 鳥取県 鳥取市

又 吉 賢 光 沖縄こどもの国 沖縄県 沖縄市

児童館班

2班班長 木 村 美喜子 本荘中央児童館 秋田県 本荘市

木 村 笑 子 宮館児童館 青森県 弘前市

奥 山 喜代子 小田島児童館 山形県 東根市

高 林 正 子 こどもの家 茨城県 東茨城郡

金 箱 文 子 日詰児童館 長野県 長野市

島 田 好 国 尾道吉和伝導所付属チャーチスクール 広島県 尾道市

3班班長 三 村 章 子 児童会館五色台山の家 香川県 高松市

森 岡 公 子 蓮昌寺児童館 岡山県 岡山市

山 本 澄 子 藤木児童館 福岡県 北九州市

中牟田 泰 暢 市内中央児童会館 福岡県 福岡市

福 井 静 子 大和町松梅児童館 佐賀県 佐賀郡

諏 訪 順 子 城南児童館 鹿児島県 鹿児島市

総　　括 迫 田 勝 彦 資生堂社会福祉事業財団
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昭和53年

　6月1日　　全国都道府県庁へ推薦依頼

　7月10日　　団員選考委員会

　8月31日　　結団式・オ1）エンテイション

　9月1日　　壮行会・成田発

　9月2日～9月15日　ヨーロッパ研修

　9月16日　　成田着・解団式

“e°

イギリス

　　ロンドン
　　　◎

已VA
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訪問施設名　一覧

DENMARK　（Copenhagen．）
　　　T工VOLI

　　　AKT工VLEGEPLADSEN　T工NBJERG
　　　FRIT工DS　CENTER　T工NBJERG

　　　FR工T工DSKLUBBEN　V工RKEFELTET
　　　HQJKA…R　FRIT工DSCENI［ER

SWEDEN　（Stoc㎞olm．）

　　　LEKM工LJORADET
　　　spXNGA　LEKPLADS（Spa・ga）

　　　AKALLA　LEKPLADS　（　　r‘　　）

　　　JOHANNES　FR工T工DSHE工M

　　　DAGHEMMET

SW工TZERLAND　（Zttrich　．）

　　　FRE工ZE工TANLAGE　HEURIED

　　　FREIZEITANLAGE　BACHWIESEN
　　　FRE工ZE工TANLAGE　R工ESBACH

　　　FRE工ZEITANLAGE　WIPKINGEN

AUSTRIA　（Vienna．）

　　　STADT　DES　KINDES

　　　SONDERKINDER　TAGESHEIM　AUER－WEISBACH
　　　SPAREFROH　SP工ELPLATZ　DONAU　PARK
　　　JUGENDZENTRUI・t　DER　STADT　W工EN

HANGARY　（Budapest．）
　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　A’LLA）t【工　NAPKOZIS

ク

OVODA　DlSZ TER工

THE　NETHERLAND　（Den　Haag．）
MADURODAM

　　　　　　　　　　（Utrecht．）

BOUWSPEELTU工N　WATERTOREN
BOUWSPEELTUIN　HOOGRAVEIN－ZU工D
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西欧の児童健全育成活動に学ぷもの

　　　　　　たかぎよしたろう
研修団講師　高　城　義太郎

（玉川大学教授）

　研修計画に当って

　今回の研修団は、福祉の分野では未だ海外情報が不足している「児童の健全育成に関

する民間施設活動」という新しい課題を研修テーマとしたため、研修計画においては、

第1に研修地の選定に特に留意した。研修計画策定委員会においては、その面で先駆的

であるとされているスウェーデン、デンマーク、スイス、オーストリア、オランダ等の

西欧諸国を選び、さらに各国において特異性があり、しかも機能的にすぐれている施設

を探すことにっとめたわけである。しかし、施設の多くは、福祉と教育の総合的機能を

有しており、従ってわが国の児童館、こどもの国と即応的に対比して考察する方法をと

ることは難かしく、考察法においては、各国の歴史的、社会的背景との関連の下に施設

活動の評価を行う方法を主として採用することにしたものである。

　第2に、研修内容においては施設設備の環境構成（ハードな面）についての解析とと

もに施設の活動プログラム、プレイリーダーの指導技術、ボランティア機能等ソフトな

面においても開拓的な要素を探究することに心掛けた。特にソフトな面では得るところ

が多くあったと思う。

　第3に、研修の方法の特色であるが、それは集団的思考法を多くとりいれたことであ

る。

　即ち施設調査前、後において各班別討議を十分に行うことにより問題についての主観

的解釈を極力排除するとともに多面的な見方を通しての共通理解の獲得にっとめるよう

助言したが、それにより貴重な研修体験が得られたものと考える。

　以下、今回の研修において特に参考となった事項にっいて述べてみたい。

　戸外遊びの環境にっいての考え方

　児童にとって遊びは目的であり、生活そのものであるといえる。特に戸外遊びは、太

陽と外気と緑にふれながらグループでの力動的な遊びが展開される可能性がたかく、児

童の身体的、社会的発達において極めて高価値のものである。ところがわが国では、近

年、都市化の進行、都市のスプロール現象、交通量の増大、在地開発、農村事情の変ぼ

う等により、戸外遊びにとって適当な自然のオープン・スペースが著しく不足となり、

そのため戸外遊びが制限され、一方、テレビ、室内ゲームの普及も加わって屋内型の静

的かっ個人的な遊びの比重が多くなっていることが各種の調査で指摘されている。この

点については、西欧の一部の大都市においても同様の傾向がみられるという所が、戸外

遊びを奨励するために環境計画を如何に指導するかということは、今日の児童福祉にお

ける国際的にも重要なテーマといえる。
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　このテーマに関連して、今回の訪問国は戸外遊びの環境計画にっいて各々開拓的な面

を有していたため参考となる点が多くあったようである。

　その第1は、遊びの環境にっいての価値感に基づく啓発活動がすぐれていることであ
る。

　スウェーデンでは、政府が児童の個人的かっ社会的発達をはかるよう本質的に必要な

条件として、社会はよりよい遊び場を児童に提供する責任があるという認識にたって、

1971年に「スウェーデン児童遊戯協議会」（Swedish　Council　for　Childrens　Play）を

設立し、そこで児童の遊びの環境を構成するための直接的な指導、助言を行っている。

当協議会は、国会、社会的諸分野の権威者、学校、保育所、不動産賃借者の組合等の代

表で構成されており、政府の厚生部局の管轄下にあるが、財政的には独立している世界

的にも稀少な独特の性格をもっ団体である。そこでの啓発活動では、良い遊びの素材が

考案、製作、販売されているか、良い遊びの施設が児童に提供されているか、常に安全

性が考慮されているか、遊びの重要性について広く伝達されているか、遊び場や遊びの

素材を改善するための調査研究が奨励されているか等という点に着目し、それにっいて

親、教師、地方公共団体の職員、病院のスタッフ、建築家、遊具の製作者、販売者等に

対し必要な指導を行っている。

　私共は、その事務局において啓発用に作製されたスライド、ポスター、パンフレット

等をみせていただいたが、その構成のアイデア、説得力にとむ表現技術に感心するとと

もに遊びの環境にっいての国内・外の情報を収集、整理したデータ・バンクの設置をみ

て、遊びを重視する姿勢に敬服した。

　スウェーデンでは、都市化の進行とともに大半の児童はコンクリートの荒野の中で生

活しており、かっての家畜、木登りのできる立ち木、花だん、野菜畑があるような田園

風の生活が失われつつあるという。そして、それが青少年非行が増加する一っの要因と

もなっていると考え、都市の遊びの環境の中に少しでも自然と田園的な要素をとりもど

し、冒険的でダイナミックな活動を経験させ、児童の想像力や物をっくりだす生産的な

喜びを得させようとっとめている。このように建設的な方向へのエネルギーの消費は、

やがて非行抑止力としても作用するという認識に立っており、遊びの環境を構成するた

めに投資することは、社会的に採算のあうことであるという考え方が今や一般化されっ

っあるようである。都市化の激しいわが国においても児童の健全育成のために遊びの環

境が如何に高価値であるかを改めて見直す必要が痛感されるし、それには、公私の関係

機関、団体による有効な啓発活動を推進することが重要であると思われる。

　第2は、遊びの環境にっいての概念の発展である。従来、わが国では、遊びの環境＝

遊び場＝児童遊園、児童公園とする形式的な発想が支配的であったが、スウェーデンで

は、今日、遊び場という言葉の代わりに、遊びのための環境という言葉が多く用いられ

ているという。それは、遊び場という言葉から出る従来からの固定的、静的かっ画一的

なイメージから脱皮して、もっと力動的で創造的な経験ができる環境をっくろうとする
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理念の具現とも読みとられる。

　また、デンマークにおいても都市計画の中で児童が安全で安心して遊ぶことのできる

場所を整備するためには、遊び場という一拠点の整備というよりは、地域的な拡がりを

もった遊びの空間（Play　Area）を全体として整えるという考え方が普及しているよう

である。さらにロンドンでは、都市の遊びの環境づくりとして、戸外のスペースと歩行

者路をネットワークし、1つのプレイ・アクティビティの空間としてまとめたプロジェ

クトもあり、西欧では、遊び場にっいての計画が児童遊園に限定された拠点整備志向か

ら超えて、遊びが展開される可能性のあるコミュニティ空間を全体的に把握し、それら

のスペースを有機的に関連させ、相乗的に環境機能を発揮させようとする構想が前進し

ているようである。今後、わが国の遊びの環境福祉計画の上にもその理念の導入を図る

必要があると考える。

　アドベンチャァ・プレイグランド（Adventure　PlaygroundS）

　わが国でも近年、Adventure　PlaygronndS（以下APと略す）が、冒険遊び場あるいは

体験児童公園という訳語でその内容が数多く紹介され、関係者間で注目されている。そ

れは、造園家ソーレンセン（C．Thsorensen）教授らの構想によって、1943年にコペン

ハーゲン郊外のエンドラップ（Emdrup）の住宅地に開設されたのが最初であるといわれ

ているが、その後、イギリスを経由し、スカンジナビア諸国さらにはアメリカへも普及

し、地域住民の遊び場にっいての価値観の相違等による普及上の障害がある場合もあっ

たが、今や広く世界的に普及しっっある。

　研修団は、デンマークを初めスウェーデン、オランダにおいて、その現状を調査する

ことができた。APの理念は、今日、都市において失われっっある遊びの本質的な要素

を実際に試みさせようとするもので、伝統的な固定遊具施設中心の遊び場が、遊具など

による一方向だけの活動に限定されるのに対し、そこでは興奮的で、歓喜にみちた多様

写真1．建物づくり（コペンハーゲンのアドペンチュアプレイグランド）
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な創造的体験が可能であるといわれている。

　写真］のようにプレイ・リーダーとともに家を建てる馬、牛、山羊の飼育、たき火、

ロープ渡り、野外料理、穴掘り、泥んこ遊び等ができ、アスファルト舗装の遊び場では

得られない仲間の遊戯集団がもっ自由で活気ある自然下の活動ができるもので、現在の

都市児童に欠落しっっある経験が得られるものとして社会的評価がたかいものといえる

　聞くところでは、APは特に8～14才の少年に人気があるというが、その運営面では

いくっかの問題を抱えているようである。それは、第1に、すぐれたプレイ・リーダー

の確保、第2に、地域社会の理解を得、さらにその関心を継続させること、第3に、悪

天候の日や日没後、屋内活動にも利用できるプレイ・ハット（遊戯小屋）を用意するこ

と、第4に周囲の環境との修景上の調整をはかること等である。わが国でも、こどもの

国等でAPの開拓的試行がみられるが、今後はAPが抱える上記の問題にっいて現地的

に克服しっっ、その教育的利点を段階的に遊び場づくりの中に導入することが望まれて

いる。

　コミュニティにおける自由時間の活動センター

　西欧においては、児童の人格形成にとって自由時間のもつ意味が大きくうけとめられ

ている。わが国のように進学競争に伴う塾通い等による拘束時間がないため、自由時間

にはコミュニティにおいて、のびのびと文字通り自由に創造的な活動ができるわけであ

る。しかし、反面そのエネルギーがマイナスの方向に向かう危険性もある。例えば、ス

ゥェーデンでは、豊かで整った福祉社会の中で全く自由であるために、ディスコやゲー

ムセンターに入り浸る者、麻薬、アルコールを求める者もあるという。従って、西欧で

は児童に健全な余暇活動を過ごさせるために自由時間の活動拠点となるコミュニティ・

センターの形成に格別の力を注いでいるとも解される。

　ところで自由時間のセンターとしては、スウェーデンはFree－Tirne　Center、デンマ

ー クにはLeisure－Time　H㎝e、スイスにはFreizeit　anlageがある。スウェーデン、

デンマークのセンターは、主としていわゆるかぎっ子（小学校低学年）の放課後の生活

の拠点として機能しているのに対し、スイスのセンターは、児童から青年、成人、老人

と多世代にわたって同時に利用できるようになっており、コミュニティ・ライフにおけ

る総合的なセンターとして機能している。

　私共は、前者即ち学童かぎっ子中心志向タイプのセンターとして、ストックホルムで

ヨハネス（Johannes）センターを訪問した。それは、わが国において、登録方式により

学童かぎっ子等の日々継続的な指導を行うタイプの児童館と類似の施設であり、ストッ

クホルム市中に同様の施設が230カ所あるとのことである。従って、その普及率は人口

約6．000人に1カ所という高率である。　（わが国の場合、児童館の普及率は、人口約4

万7千人対1カ所である）このタイプのセンターにっいては、既に多くの紹介があるの

でここでは詳述はさけるが、運営面において、次の特徴を見出すことができる。

　第1は、児童養育をめぐって、センター、家庭、学校間で緊密な連携がはかられてい
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ることである。とかく、かぎっ子の場合は、センター依存型の養育姿勢が親にみられ易

いというが、親の会を開いたり、個別相談を行ったりして、その打破につとめている。

また、センター職員は、児童がいない午前中、学校に出かけて休憩時間に児童と接触し

たり、PTAの会合に出席して学校の教師と連絡をとっているとのことである。センタ

ー には、移民家庭やアルコール中毒の親の子ども等福祉的援助を要する児童が多くおり

この連携システムは不可欠のものと思われる。

　第2は、プログラム構成における児童のニーズのくみとり方への配慮である。プログ

ラムづくりが児童のニーズに応じて行れるのは当然のことであるが、変化をもたせよう

と配慮した結果、逆に一っの活動に対する持続性や集中力をそう先させたりすることが

ある。

　写真2の織物遊び（即仕事といった感）は、3週間も続けてやる児童もいるというが

その持続性を動機づけたり、激励したりするリーダーの指導技術がすぐれている。指導

者には、とかく児童の要求の動きをみて、そのまま充足させようとすることがあるが、

それだけでは興味の持続性、遊びの深化発展を援助することにならず、児童の個々のニ

ー ズを基本的には満たしながらも、それを教育的視点から調整し、プログラム化をはか

ることにっいても学ぶ必要があると思う。また同時にグループ・プレイの中に個別的な

＝一ズを吸収する技法についても研究したいものである。

写真2．織物遊び（ストックホルムのフリータイム・センター）

　次に、スイスのFreizeitanlage（以下FZAと略す）は、最近、新しいタイプのコミュ

ニティ・センターとして着目されている施設である。私共は、全国組織をもつ福祉財団

プロ・ユーベントゥート（Pro－Juventute）の援助｛こよって設立されたチューリッヒ市中
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の4カ所のFZAを訪問した。各施設はその地域独特のニーズや敷地の特性に見合って機

能が発揮されているが、以下各施設に共通した特筆すべき点をあげてみる。

　第1は、FZAの建設過程における地域住民の積極的な参加である。例えば建設時に、

Pro　Juventuteと地域住民が有意義な自由時間をすごすためのセンターの役割にっいて

十分な討議もあって、センターの設備、運営のありかたについて住民多数のコンセンサ

スを得た上で、建設が進められている。そこでの効果はFZAのプログラムの運用乃至は

設備の補修等についての地域住民の協力度がたかく、施設に対する愛着のたかまりにも

それを見ることができる。

　第2は、FZAが児童から老人までの全世代層を対象として機能するために、設備運営

面において種々工夫をこらしていることである。例えばミーティング・ルームの設置で

あるが、地域の人々の出会い、ふれあいの場としてそれを重視しており、お茶をのみな

がら語りあえる場を設け、気軽にレコードを聞いたり世代間交流を強めようとする配慮

がみられる。また、多世代志向型の施設においては、逆に各世代特有のニーズに即した

活動機能が弱小化しやすい面をもっといわれるが、それを克服するために、プログラム

面での配慮が行き届いている。例えば青年については、音楽、卓球が楽しめる山小屋風

の専用の部屋を設けたり、ユース・グループ活動ができる夜の時間帯を設けたりしてい

る。それらは、超世代的な交流とともに若者のニーズに合った仲間のグループ活動を発

展させようとする構想であり、同種の施設計画では不可欠の要素であると考える。この

点は、わが国においても地域の福祉センター等類似施設計画の際ic大いic参考とすべき

ことである。

　戸外遊びのための遊具等

　戸外遊びの動機づけ、あるいはその発展にとって、遊具や装置は大きな役割をもって

おり、特に年少児程その影響力は大きいといえる。また遊具は、遊び場の質を規定する

重要な要素ともなるもので、最近、遊具の価値にっいての再認識が関係者の間でたかま

っている。ここでは上述のAPのための装置類は除き人工的な遊具を中心として、わが

国のものと比較しながら西欧事情を考えることにする。

　私は、かって児童からの意見調査及び8　anva影機icよる行動記録等から遊具にっいて

の身体的、心理的ニーズを解析したことがあるが、その結果では、征服、スリル感、協

調、競争、想像、模倣、変化、好奇心、休息、運動感覚を要素として抽出することがで

きた。これらのニーズは、西欧の児童にも共通するのでその視点から展望してみたい。

　まず、ウィーンのドナウパーク（Donau　Park）にある遊具をみる。

　写真3のように芝生の山と広場をべ一スとするスペース・デザインであるが、変化に

とみ多様な運動遊びを誘発するランド・スケープの技法である。また、遊具ではトリム

型のたるまわし、それは平衡感覚や協応性を育てるのに役立っものであり、シンプルな

がら高機能性のある回転遊具。さらには幾何学的に整形化された水路では、水流と浮上

利用の水遊びを楽しむことができる。写真4は、一見不可解にみえる遊具であるが、い
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かにも機械化の時代に相応しく、科学的、人工的な装置をこらしたものである。これは

上段からビー玉状のものをころがし、連絡管の障害をのりこして通過させようとするも

ので、好奇心、競争、想像のニーズに応える遊具であるといえる。

写真3．芝生の山、トリム遊具、水路等（ドナウパーク）

写真4　玉ころがしの機械遊び装置（ドナウパーク）

　ストックホルムでは、プレイグランドの中に設置されている幼児のためのプレイ・ペ

ン（Play　Pen）をみた。それは1～4才児を対象としており、利用料は無料で、利用の

都度、氏名、住所等を記録し、ペンの規則に従って遊ぶことができるものである。ペン

にはプレイ・リーダーがいて、午前中遊びの指導が行われているが、その遊具も豊富で

砂場（ポリバケツやプレイ・テーブルがある）ぶらんこ、すべり台、くぐりぬけ等の遊

一 20一



具のほか、写真5のような木製の複合機能遊具も設置されている。

写真5．木製複合機械遊具（ストックホルムのプレイ・ペン）

　そこは安全上の配慮から地面には砂が敷かれており、ネット・クライム、ジム、ラダ

ー 、すべり台、プレイ・ハウス等の遊具機能が有機的に総合化されており、幼児が登る

わたる、ぶらさがる、すべる等の連続的な運動遊びを楽しむことができるわけである。

スウェーデンは、国土の55％が森林であり、木材が豊富なこともあって、遊具も木製の

ものが大半をしめている。それは材質的に柔らかいこともあって、スチール製のものよ

り児童に親しみやすいという長所をもっている。わが国の場合、材質にっいての耐久性

が重視されることから遊具の主流は、未だスチール、コンクリート製のものであるが、

今後、AP、トリム、クリエイティブ・プレイの普及とともに木製遊具の普及が促進さ

れるものと思われるが、その場合、耐久度を増大させる防腐処理、金具と木部との接合

部の腐触防止、高重力に対する安定構造の確保等研究課題も多いようである。

　次に、チューリッヒのホイリード（Heuried）FZAの園庭における遊びの装置コーナ

ー ICついてみる。それは、写真6のように模倣、構成、想像遊びに好適であり、休息の

スペースも用意されている。年少児の好奇心をそそるようにカラフルで、立体的な装置

であり、親の監視の下で安全に遊べる点も評価されている。このような園庭の効果的な

コーナー・セッティングは、わが国の施設の園庭計画においても参考とするべきと考え
る。
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写真6，幼児の遊びの装置コーナー（チ；一リッヒのフリータイムセンター）

　おわりに

　以上、西欧の児童健全育成活動にっいて、その活動の中心となっている遊びの環境づ

くり、自由時間を創造する施設活動、児童期の人間開発に有効なアドベンチュア・プレ

イグランド等遊びの環境乃至は遊びの内容を主として、先駆的なアロジェクトを事例的

に紹介しながら、わが国において参考とすべきポイントにっいて述べてきた。

　上述したように西欧では、児童の健全育成において、彼等の自由時間の生活の大半を

しめる遊びの価値を重視し、健全で豊かな遊びを児童に与えることを健全育成対策の中

核としている。遊びは、児童にとって最も楽しみであり、自由で自発的で、満足を伴う

活動であるし、発達段階に即応した自然の活動であるともいえよう。そして児童は、遊

びの中で人間として成熟するために必要な諸能力を体得するものであり、将来の人間形

成において遊びの役割は極めて大きいものである。わが国では、近年、ともすると進学

競争等の影響により、遊びの生活を軽視する風潮が一部に見られるが、西欧の現状をみ

るとき不安感を覚えてならない。

　今後、わが国が国際化時代に相応しい福祉社会を建設して行くためには、現在の児童

にっいて、未来に向かう無限の可能性が十分ic発揮されるように各ライフ・ステージに

応じて社会的に援助することが必要である。特に児童期については、バイタリティのあ

る高健康度の保持をめざすポジティブ・ヘルス（Positive　Health）の形成、創造性の開

発、人間愛を基調とし、社会連帯と社会奉仕を実践する福祉マインドの啓発等が、その

要点であると考えるが、その場合、コミュニティにおける児童の集団的な遊びの生活体

験が、これらの人間開発をはかるうえで、如何に有効であるかを改めて考え直したいも

のである。
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ヨーロッパのこどもの遊び場とプレイリーダー

こどもの国班

　マスコミの氾濫、特にテレビの普及は子供達を家に閉じ込あ、運動不足にし、心身の

不健康をきたしている。他方、受験戦争も子供達を学習塾や机に縛りっけ、心身のバラ

ンスのとれた発達成長を妨げている。また都市化現象による遊び場の喪失、冷暖房等に

よる適応能力の減少はこのことに拍車をかけている。家庭の核家族化や共働きによって

生じた鍵っ子、兄弟数も少なく心の触れあいの少ない子、そして覚醒剤や麻薬中毒、ア

ルコール中毒、喫煙児、性非行などの保護や指導を要するようになった子供達……児童

の健全育成のために、私達は何を考え、何を為さなければならないか。ヨーロッパで学

んだ多くの事の中から2つをとりあげることにする。

　あそびの場

　ヨーロッパではどの国においても、デンマークで発祥した冒険遊び場といわれるもの

が普及している。学校は土曜、日曜が休みであり、しかも宿題が全くなく、帰る時間も

早い子供達は、放課後豊かな自由時間を持っことができる。この時間を生かして用いる

ためにさまざまの遊び場や施設が用意されている。

　各地域社会は子供達が主体的積極的に参加し、友達と出合い、協力し、工夫し、創造

の喜びや完成の満足を味わうために配慮し努力している。そこでは誰もが、移民の子も

身障者も差別されることなく参加し、利用することができる。共同住宅に住む人が多い

ので各家庭には庭がないし、自然に接する機会が少ないので、昔の農家で味わった素朴

な暮しを忘れないためにも、原始的な生活から近代的な生活までを同時に味わうことが

できるようにされている。

　1．アドベンチャープレイグランド

　美しい住宅街の一角に一区画を設け、インディアンのテントや櫓、ケーブルカーの車

体、丸太のっり橋やジムなどを置き、自由に廃材を利用して自分達の小舎をっくること

のできる冒険遊び場である。交通事故の心配のない緑と土に恵まれた遊び場、地域住民

の協力を得て、時には6キロメートルのロープを編んでもらってハソモック、っり橋、

見張塔、つな渡り、ブランコなどとすばらしいロープの遊び場をっくった施設もあった

これらはまさしく我々の施設、We　feeUngによる施設といってよいであろう。ここでは

またキャンプファイヤーや野外炊事などもできるように施設がなされている。

　ここでは、遊びを通して外気に触れ、日光にあたり、健康が増進され、諸能力が伸ば

されるだけではなく、年令の異なる縦の関係の交わりを得たり、安全の指導も得ること

ができる。危険な行動が見られる時にはどこからかリーダーが出てきて注意する。万一

ケガをした場合でも社会保障制度によって治療費は無料であり、責任は家庭がしっかり
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遊べるようにしつけていなかったからということになる。

　2．廃物利用の子供の小舎づくり

　ここで使用される廃材は、工場、建築現場、舞台などに使用されて不要になった材木

や空箱などである。家づくりは各々兄弟や友人と3～4人のグループになって、頭脳や

身体をフルに使って、広い敷地に思い思いの家を造って遊ぶ。大きな柱や難しい所はリ

ー ダーや親に協力してもらうこともある。平家もあれば2階家もあるし、ペンキを塗っ

た家もある。完成後は子供達のアジトとなり、多様な遊びに使用される。廃材利用の小

舎づくりの利点は、

　。惜しみなく使える。

　。古い物を活用する心が育つ。

　。木の自然の感触や性質、加工しやすく形になりやすいことを知る。

　。計画し、工夫する力がっく。

　。プロセスを大事にすべきことを学ぶ。

　。創造性が育っ。

　。協調性を養うことができる。

　。社会性、年令差を越えた交わりができる，、

　。最後までやりぬくことを学ぶ。

　。技術を習得でき、向上心が育つ。

　。完成の満足感が得られる。

　。仕上り後、遊び場となる。

　。パーティーなどの会合の場となる。

　日本では廃材などはきたない、あぶない、管理が大変だなどと言われるものであるが

ヨーロッパではよく利用され、工夫されている。見た目に不細工であっても、結果の出

来上りがさほどよくなくても、努力の過程で得られるものは非常に多く、これを大切に

している。決して画一化させないこと、そして自分の仕事に自信を持ち責任を持ってや

りぬくように励まされることがすばらしい。

　3．作業場

　木工、焼物、織物、溶接から鋳造まで、大規模なものであり、少年から青年までが利

用できる。ここでは楽しく大きなものから小さなものまでっくることができるし、それ

を使用して遊ぶことができる。又、どこの施設でもメンバーのニーズが受入れられるこ

とが前提になっている。大きな製作物としては、ヨットのエンジンづくりやゴーカート

づくりもできる所がある。リーダーの注意の下に、インリーダーに助けられつつ、いろ

いろのものを作り上げる。これらを製作することによって、次のようなことが育成され

る。

　。創造性、想像性を養う。

　。特殊技術を習得できる。
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　。仕上りの満足感を味わえる。

　。製作したものを使って遊べる。

　4、動物飼育

　馬、牛、ろば、羊、山羊、にわとり、くじゃく、あひる、がちょう、うさぎ、モルモ

ット、ハムスターなどの動物が小舎や囲いの中で飼育されている。動物の世話は、すべ

て希望した子供達が係となり、リーダーの指導の下に責任を持って世話をしている。中

には獣医学科と連携をとっている施設もある。動物飼育による健全育成としての利点は

次のような点を考えることができる。

　。動物と一緒に遊べる。乗馬もできる。

　。愛情のかけ方を学ぶ。

　。餌や掃除を欠かすことができないという責任感や義務感を養う。

　。自然の厳しさを知る。

　。動物を通して、生死を見っめる。

　。観察力、注意力を養い、生態を知る。

　。成長の変化を楽しむ。

　。動物に対する恐怖心を取り除き、正しい扱いを知る。

　。卵、毛、乳などの生産物を利用できる。

　リーダーは子供達以上に動物を愛し、子供達の目に触れないところで動物の世話を欠

かさないことが要求される。

　5．集会室
　卓球、ビリヤードなどを置いた遊戯室の他、テーブルや椅子などを置いた集会室があ

る。その中にはセルフサービスの売店、カウンター、台所の設備、ステレオなどが設備

されており、リラックスして談話ができるようになっている。

　。仲間づくりや実施計画にっいて話し合う、雰囲気づくりの場であって会議室ではな

　　い。

　。友との出合いの場である。

　。各年代層間の交わりの場である。

　。核家族化した人々の家庭的団秦の場である。

　。鍵っ子の遊び場である。

　。公共心を養う場である。

　プレイリーダー

　「プレィリーダーは単なる技術屋ではなく、常に人間味豊かな人間らしい人間である

ことが望まれる。」これはスイスのプロユーベンチュートのカスパリス博士の言葉である

ここでは、ヨーロッパのプレイリーダーがどのような働き方をしているのかを記してみ

よう。

　まず外観として、大部分のリーダーがジーンズにシャツ姿だったということに驚いた
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子供達のラフな服装に合わせて共に活動できるため、違和感をなくし同じ位置tζ立って

の指導を試みようとする心構えのあらわれであると思われた。最も活動的な普段着のジ

ー ンズからプレイリーダーの在り方を学んだような気がした。

　彼らの職業意識は型にはまったものではなく、自然にその環境にうちとける雰囲気と

独特の味わいを持っているように思えた。それはまずリーダーがリーダーである前に一

人の人間であり、人間としての触れあいを重視することから来るのではなかろうか。こ

れらのリーダー達は子供達よりも数歩先を歩んでいながら、子供達のすぐ後にいて彼ら

を支えながら共に歩んでいる。リーダーは自分を前に出さないで子供達の自発性を重ん

じ、そこから芽生えたアイディアを生かすように間接的な指導をする。子供達が話し合

い語り合いして出した一っの方向を、影の力になって助け、子供達の意志を遂行させよ

うと努める。

　このリーダーを助け、自分も学びながら初心者である子供達の先輩となるのがインリ

ー ダーである。この子供の中のリーダーが先輩となって、自分達が実行して得た経験を

伝承し、初めての子供達を助けることになる。そのインリーダーの活動を見ることによ

り、自らも自然に方向づけられ、後輩に伝承していくことになる。核家族化し、兄弟数

が減少している現代社会の中にあっては、このような年上の子との連携は頼もしさやい

たわりを学ぶ大切な場となるであろう。

　子供達のニーズを重んじ、子供達の自発性や計画性に任せ、メンバー主導型で活動す

ることは、リーダー主導の画一化パターンよりはるかに難しいことではあるが、子供の

自己形成のためには、最も必要な事の一っである。子供達が自ら考え、建設的な意見を

出し、発展させ、充実させていけるように、各リーダー、地域社会、国の行政は連携を

とりながら、人的物的諸環境を整えなければならない。

　なお、プレイリーダーの養成は国によって異なるが、基礎教育の上に2年か3年の専

門コースの学習をした上で実習を課するか、大学で心理学を学ぶかとなっている。但し

先に記したように学歴偏重主義ではなく、巾広い人間性と実力が重んじられている。

　おわりに

　日本とヨーロッパでは風土、国民性、歴史あるいは錯綜した近代の諸価値観に基づく

教育の特殊性のちがいはあっても、いずれの国においても人間形成の目標は、子供一人

一人の人格の尊厳を認めながら偏りのない調和のとれた全人としての人間を育てあげる

ことが第一と思われる。この目標達成のために、ヨーロッパの遊び場とプレイリーダー

の在り方は非常1ζ大きな役割を果たしているように思われた。（島田好国）
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ヨーロッパのこどもの遊び場と児童施設

児童館班　2班

　ヨーロッパのこどもの遊び場は現在、冒険遊び場が主流である。

　デンマーク、スウェーデン、スイス、オランダともに遊び場のパターンがほぼ同じで

ある。ことにデンマークは冒険遊び場の発祥の地であるだけに、どの遊び場も全く同形

式の遊び場となっている。

　新しい遊び場の必須条件といえるものには、大別して三つあることがわかる。

　1，手づくり遊具を主とした冒険遊び場

　2．家づくりを主とした建築、組立遊び場

　3．小動物を主とした動物飼育

上記の三条件がどの遊び場にも殆んど共通していて、自然の要素を取り入れた近代遊び

場新三種の神器の感を受けた。

　この新しい冒険遊び場の発祥はデンマークで、スウェーデン初め各国からの視察が多

いという。しかし、すでに本家以上に他もそれぞれに発展をみ、地域のコミュニティー

センターとしての役割などは、スイス、オーストリア、スウェーデンなどが盛んになっ

ている。

　しかし、遊び場の形式があまりにもはんで押したように同じなので、こども達が本当

にそれらを望んでいるのか、ひょっとしたら行政側のおしつけがあるのではないかと疑

いをもったほどである。それに対する各施設側の解答は、こども達から、あるいは住民

の希望をいれているということであった。

　スゥェーデン遊び場審議会の調査の結果においても、既製の遊具（おもちゃ）がっま

らない、もっと移動できる自由自在な遊具が欲しいという意見がこども達自身からでた

ことから、デンマークと同じように組立遊具→建築遊びとしてまとまったものと思える

　既製の遊具がっまらないということは、遊び方が限定されているものが多いからであ

ろう。そのため、チューリッヒに本部のあるスイスのプロユベンチュート財団のっくる

遊び場のように、学校の先生、遊びに来るこども自身にどういう遊び場にしたいか計画

立案に参加させ、青写真を作らせたところもある。そして建設段階においても、地元住

民とともにロープを編みあげて遊具を作っていったのである。

　スウェーデンの新興住宅地にある遊び場「アカラ」でも住民の希望をきき、それに添

うようにしているという。またアカラでは市の予算であるにもかかわらず、予算枠内な

ら執行は自由であり、市はあまり干渉しないということであった。

　手作り遊具について

　ロープの遊具が目立ったが、日本の遊び場ではロープ遊具は耐久性の問題等の維持管
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理に難ありとして多くは採用されないのであるが、スイスの遊び場などでは危険箇所を

発見した場合、その場で直す、その場ですぐ直せないものについては緊急の措置をとる

ということで、管理のずさんさ1ζちょっとびっくりした。

　ロープ遊具は実際のってみると様々の形に変化する面白さがあるし、こども達の好き

なターザンごっこやサーカスごっこの妙味も味わえるので、日本で主流のスチール遊具

よりも自然的な感じがするし、暖かみも覚える。

　建築遊びについて

　建築遊びに関しても、こども達の必要とする材木その他の材料費を特に予算を多く取

っているわけでもなく、市民や工場が自発的に協力してくれて、不要になった移送用の

木箱やその他の木材を年間を通して提供してくれているのであった。板に刻印してある

文字などを読むと外国からの輸入貨物の木箱等が多かった。

　オランダの遊び場ではBOWSPEELTUIN＝建築資材倉などというそのものズバリの

名前の遊び場もあった。

　こどもたちの手っきはあまり器用ではなく、釘が曲がっていても打ちこんで完成させ

ようという意欲は旺盛であった。女の子が建築遊びに多く参加していたのが特徴的であ

ったし、また、小さな子どもたちの建築に対しては、父母などが日曜日や仕事の休みを

利用して一緒に大工遊びに加わるのである。二階建の家屋の高い所で父親が張り切って

いる光景も見られた。大人を戸外に、こどもの遊び場に連れ出すという市の計画はこの

点大いに成功しているようであった，

　動物飼育にっいて

　小動物を飼育していない遊び場はないと言っても過言ではない。これは生きた動物を

飼育するという点で日本の遊び場とは大きく違う点である。

　日本では学校などで小規模にうさぎなどを飼育させているところはあるが、遊び場で

こどもに動物飼育をさせているところはまずないであろう。

　スエーデンのアカラの職員は動物飼育にっいて’こども達が喜ぶから’と答え、また

他の国では情操的にこどもにはそれが必要といっていたが、自然の姿や自然の摂理をこ

どもたちに指導することは、子どもの人生にとって欠くことのできない重要なものを指

導しているといえよう。

　デンマーク、スウェーデンでは小動物の他にポニーをおいている遊び場が多く、この

ポニーの世話は圧倒的に女の子が多かった。デンマークのティンベール遊び場で見た裸

馬にまたがり、楽しそうにギャロップさせている女の子、全力疾走させている女の子の

乗馬練習の姿をながめて、ヨーロッパの女の子達は勇敢であり、動物を愛護する姿をみ

ることができた。

　この動物たちを飼育させるもう一っの大きな意義を述べるならば、’生命あるものを

大切にする’という根本思想に触れずにはいられない。こども達は動物の世話を通して

人間が生きていくための厳しい現実を知らされるのである。可愛がり、世話をしていた
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にわとりやうさぎをある晩、家族がうえをしのぐために殺して食さなければならなくな

った時、そのために動物の殺し方さえ覚えねばならなかったヨーロッパの歴史。これは

現在の文明社会が忽然と崩壊し、野生の社会に、あるいは物資のない社会になうたとし

ても、哺乳動物の一っとして最低生きていける技術と勇気を持たねばならないとする考

え方が欧州の人々の根源にある。命は自らが守らねばならぬ。このためティンベールフ

リータイムセンターでは「原始から近代まで」をモットーに週末には太古の遺跡のある

場所で原始時代の道具を用いて生活してみるという。また何かの祝の集いには遊び場で

飼っていたにわとりが丸焼きされるのである。過去を知ることにより、これからの人間

生活の方向までを深く洞察させるということばが非常に強く私の胸を打っものがあった

　問題点

　ヨーロッパの青少年問題が全てにうまくいっているのかというと決してそうではなく

やはり幾っかの悩みを抱えているわけである。

　例えば、スウェーデン、オランダなどの街角で少年たちがあちらこちらで喫煙してい

る姿であった。ハイティーンばかりではない、あきらかにローティーンとわかる少年も

いた。これらの国の法律がどのようになっているかは知らないが、大人がその姿をみて

注意をしている光景を一度もみることがなかった。

　また、10才から12才程度の少年が片耳の耳たぶに穴をあけてイヤリングをっけている

のも遊び場で何回か見かけた。これは国民性の習慣の違いもあるかも知れないのでいち

がいに批判はできないが、普通の成人男子ではそういう人には出合わなかったからあま

り一般的なこととは思えない。日本でもタレントの真似をしてそのようなことをしてい

る男子もいるが、大部分は高校生以上の年令である。こどもの世界の流行というものが

近年非常にエスカレートしてきているようである。他人に迷惑をかけなければ何をやっ

てもよい、そんなに口うるさく注意しないという姿勢があるのだろうか。しかしこのよ

うに自由を与えすぎられたこどもはかえって不幸ではないだろうか。このような放任的

な環境にある土壌では少年たちの麻薬汚染が多いということもうなずけるし、こどもの

自殺率も高いということもうなづけるような気がした。

　勇敢で健全な人間をつくることのために整えられた環境が必ずしも意図どうりの方向

に進まず、時として反作用をおこしている現実がある。そのため私は健全ムード100％

の冒険遊び場とは別にウィーン21区のユーゲントツェントラムのように、青少年の爆発

的なエネルギーを発散させるために青少年センターの中ICディスコまでとりいれたとこ

ろをこのような矛盾点を解く足がかりになるものとして注目したい。

　ボランティアについて

　今回の視察で大いに見聞したいと思ったことはボランティア関係のことであったが、

その目的はあまり達せられなかった。というよりも遊び場に関してはボランティアはそ

んなに大げさに存在するものではなかったという方が正しい。ヨーPッパにおけるボラ

ンティアは、El本のようにある程度専門的な教育を受けた指導者ではなく、ある時は主

一 29一



婦のお手伝いであったり、本職の溶接工の腕を持つ父親が溶接の指導をしたり、大学生

のプレーリーダーが指導したりする地味な活動である。ただ、地味ながらも、何のボラ

ンティアは何曜日の午後に来るというボランティア自身の責任はきちんと実行されてい

るようである。

　娯楽遊園地

　デンマークのチボリとオランダのマドゥローダムにっいて所感を述べてみよう。

　マドゥローダムは実物を塩に縮尺した都市模型公園であり、精巧な都市模型を見て

楽しむ遊園地のためこの中でこども達が遊ぶということは全くできない。この中では、

こども達は動くものと仕掛のあるものにしか興味を示さないだろうというのが私の見た

感想である。それは実際精巧をきわめ、すばらしい建物ばかりであったが、正直に言っ

て展示場という趣で、大人が見て楽しいものの場に思えた。ただ、このマドゥローダム

の立派な施設をみて、こどもだけではなく、大人たちも幻想の世界にすいこまれるよう

な感じがし、こども達を夢の世界に誘うようなものがある、すばらしい遊園地でもある

ような気がした。

　この遊園地の特徴は、こどもによる市議会をもち、管理、運営にあたっている点は、

日本でも参考にしたい点である。

　ヨーロッパにおける商業遊園地の雄チボリには、夕方から夜にかけての視察で、少々

肌寒かったが、楽しい一時であった。

　この遊園地の特徴は、何んといって様々の色に輝く美しいイルミネーションである。

園内至る所の樹木から樹木へ、あるいは池の芦辺に、あるいは中世のお城の外郭にルビ

ー の赤が、星の黄色が、サファイアの青が、それぞれに美しくほの明るくきらめく様は

幻想の世界に迷いこんだような楽しさを覚えた。とりわけ水辺にっけた紫のイルミネー

ションは池をめぐる草々の緑を浮き立たせ、水面に二色のゆらめきをうっさせたあたり

のセンスは秀逸である。訪れる人々はしばし我を忘れてしまうような美しい雰囲気であ

る。ここは夜10時迄会場しているため、大人向きのサービスも十分に考慮されている。

昼間は地元のお年寄が回数券をもって、毎日のようにひなたぼっこに訪れるということ

もきいた。我々が訪れた夕方でさえ車椅子の老人を何人か見かけた。丁度地元の選ばれ

たこども達による馬車パレードも通りかかり、運よく見物できた。

　ここを見学すると、商業遊園地であれ、教育的遊園地であれ、訪れた人々に理屈抜き

で楽しんでもらうというサービス精神の神随を知らされたような気がする。

　日常の生活からの解放という意味で、大人もこどもも楽しめる場所、それでいて決し

て不健康ではない、そんな遊園地として我々の遊び場にも参考になるところ大であった

　この点が一年の半分強しか開場しないのに年間500万人もの人を動員している最大の

理由であろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小瀬水早苗）
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ヨーロッパのこどもの遊び場と遊具

児童館班　3班

　屋外遊具

　ヨーロッパで見た遊具は、日本でよく目にする画一的な物と違いそれぞれ特徴があり

子どもの創造力、冒険心、遊びの発展を促す配慮がなされていた。

　スイスのチューリッヒにあるRISEBAH（リッスバッハ）レクリェーションセンター

で見た屋外遊具は日本でもおいてある種の物でありながら子どもの側にたった創意工夫

が各所において見られた。この施設の敷地内には幼稚園と学校があり、四っの屋外遊具

はこの幼稚園の隣りにあった。

　すべり台は小高く土を盛った上に設置され、その傾斜の部分に大小の石が敷いてあっ

た。そして滑降面以外は木材をやぐらの様に組んである、ただすべるだけのすべり台で

なく、ぶらさがったり、上ったりしながら握力や持久力などを養うように配慮されてお

り、しかも自然の姿を多くとり入れた遊具のように思われた。

　ヨーロッパでは砂場の近くにほとんど水道が備えられてあったが、ここの砂場では一

度溜めた水がパイプから、チョロチョロと流れ出るようになっており、自然の姿という

ものを大切にしている事を感じた。この砂場にもスベリ台と同様に大小の石が置かれ、

そして砂場の中にはテーブルやいすにもなる大きい丸太が整然と並べられていた、すぐ

近くには幅の広いドッシリとした木製のシーソーがあり、普通のシーソーとは違ってち

ょっと工夫がしてある。事故のないように手すりがついており年少者でも自由に遊べる

たのしそうな遊具である。
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　ここで一番人気のあるというロッチボール（怪物）と言う名の遊具は管をくねくねと

曲げた暗やみのトンネル状になった遊具である。なる程、子どもの喜びそうなものだ。

これは工業用のチューブからある芸術家が考案したもので、ビスによって形もいろいろ

変えることができるという利点まであった。この遊具のデザインや色は非常に斬進的で

モダンであった。周囲の環境は緑がいっぱいで大きな石や丸太がゴロンと横たえられ意

図的に子ども達を自然の中で遊ばせると言う配慮がなされているようである。今後は、

日本でもありふれた既製遊具をただ単に設置するだけでなく、自然との調和を考慮し、

子どもの側に立った細かい工夫、計画がなされなければならないことを強く感じた。

　自然地形の利用

　オーストリアの首都ウィーン市にある「ドナウパーク」は、国際造園展跡地を整備し

た都市公園である。この公園内には展望台、水上野外劇場、リフト、豆汽車など多くの

遊びの施設がある。また、池や芝生、樹木、花壇のレイアウトは、すばらしいものであ

り、その広大さに驚きの目をみはった。

　この公園内に、子どもの為の遊び場として、銀行協会が寄贈した「貯金の好きな良い

子の遊び場」があった。この遊び場は公園とは、柵で区切られていて築山や池や砂場な

どの自然物と既製の遊具が備えられているがどの遊具でも子ども達が喜々として遊んで

いるのが見られた。120m×80mの余り広くもない敷地の中に、地形を利用した自然の

遊び場に特に関心をもった。

　芝生を植えた築山は、一際歓声をあげてころげまわる子ども達でいっぱいであった。

　この芝生の山は池と通路との間にあり芝生と池との間に柵はなく、池の方にころげお

ちないよう、スロープに心を配ってある。

　ここで遊んでいる子どもは、比較的年令の低い子ども（4才～6才位）が多く、この

子どもたちが足を伸ばし、手は上にあげたり、脇につけたりしてごろごろころがりなが

らかけあがるという、単純な動作をくりかえして遊んでいた。

　ころがる時には、全身からワッと噴き出たような歓声をあげているのに対して、あが

っていく時は黙ったままか、ころがっている子どもに声を掛けているという対比をみせ

ていた。

　あの破れんばかりの笑顔には、スリルを充分IC味わい、エネルギーを爆発させている

充実感が感じられた。ドナウパークの芝生は全面立入禁止であるが、この「子どもの遊

び場の芝生の山」は、まさに子どもの天国であった。

　廃材利用

　廃材廃物利用は、世の東西を問わず子ども達が積極的且つ活発に取り組む、半ば教材

的なものの一っであるが、ヨーロッパにおいての廃材利用は特に印象深いものがあった

ストックホルムのレクリェーンヨンセンターの木工室、デンマーク、オランダの余暇セ

ンター、冒険遊び場等では無造作に鋸や釘がおかれ、子ども達が自由に使っている様子

は、わが国ではあまり見られない光景である。しかし、周囲には釘が散乱し、角ばった
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釘や太い釘が足もとに落ちており、非常に危険を感じたが、安全第一主義の日本では考

えられない危険な環境である。

　小学校の低学年から高学年にいたるまでどの子ども達をみても目が輝やいており、創

造する喜びに満ちている。特にデンマークの冒険遊び場での廃材利用の家が非常に印象

的であった。カンナ等の使用はあまりせず、釘も適当に打ち込み、一階建てから工夫し

て梯子をかけたり、更に二階を作り、窓から二人で顔を出し、できあがった家に満足し

ている姿は作品を仕上げた芸術家にも似て得意満面であった。屋根や壁面の色彩も様々

で丸太を組み込んだ上に屋根板を張ってあるこの一っの屋根が同じ色でなくてもいっこ

うに気にならない様子であり、それぞれ子ども達が思いのままペインティングをしてい

る。子ども達は建築している家の美観や出来栄えというより共同製作を喜び、楽しむ、

といった製作の過程を中心としたムードのようである。指導員の存在がわからないほど

であり、よくみると後方でじっと子どもを見守っている姿が印象的であった。指導員の

心の中は、一っの廃物廃材をとおして知識や技能を育成する内容的な面と、その意図す

る作品に迫る能力や態度を養いながら集団生’舌に欠くことのできない精神面をも培って

いるのであろう。

　建ててはこわし、こわしては建てていく遊びなので、マンネリ化から起きるマイナス

面の問題があると思うが、指導員が子ども達の中からでてくるものを、どれだけうまく

吸い上げていけるか気がかりの一つだが、指導者側のいわゆる人的問題なのだと感じた
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　青空保育での遊び

　公園の中で幼児中心の青空保育（プレイペン）の活動をストックホルムより空港へ行

く途中でみることができた。ロンドンの夜の保育とともにヨーロッパの特色の一つとい

われているプレイペンは、フリータイムセンターやデーキャアセンターの様に保育に欠

ける子ども達が対象でなくて、保育に欠けない幼児や子ども達を遊びをとおして集団の

生活に慣れさせたり、戸外活動をとおして身体をきたえようとするものである。

　なだらかな芝生の盛り上りに遊具があり、砂場がある。また、廃車のトラックが置い

てあり、子ども達がのったりおりたりしている。周囲は緑がいっぱいの自然の場であり

ベンチに腰かけた母親達の中には、時々子どもたちの行動を注目し安全を確めながら編

物をしたり、母親同志で話し合っている姿が見うけられた。

　スベリ台は、幼児むきに低くて幅が広く、2～3人は並んですべれそうであり、上っ

て行く階段が反対側からでなくスベリ台の横にっいている。反対側には肋木、直角には

ロープネットを下げている多角的な遊具である。このようにスベリ台一つにしても、登

って行くカ、渡って行く力などの持久力や身のこなしなどを養う敏捷性などを一っの遊

具で多目的に養うことのできるよう遊びを発想させ、動機づけをしている。廃物利用の

自作のトランポリンも目をひいた、杭を立て、ロープをはり、チューブを網目に使って

作ってある。体育施設にある立派なものとは比較にならない粗末なものだが、うまく身

体をはずませて女の児が喜々としてとび上っている。

　竹馬ならぬ木馬にのっている子は少し大きい子どもだが、うまくかっ歩している姿を

みることができた。

　青空保育は9；30～12：00までの午前中に子ども達と母親達の連帯感をつなげて行く遊

びが集団の戸外保育によって、自主性、社会性を養って行くことを目的としたものであ

るが、その上に幼児期よりアドベンチャー精神も培っていくと共に、子どもの問題を考

える場としても最高の公園である。

　水と杜の都といわれるストックホルムには、一人平均70㎡ものグリーンベルトがある

といわれており、自然の中の保育は日本からみるとうらやましい限りである。

　進学競争のはげしい日本の子ども達は．勉強に追われて自由時間が全くないといって

いい程で、ヨーロッパの子ども達のように素材を与えても集団の遊びはうまく消化しな

いであろう。地域の人達の協力も見落とす事の出来ない活動の源となっている。

　今回のヨーロッパの研修によって、新しい知識を得ることができたとともに、今後の

児童の指導にあたっての大きな参考になったことを感謝する。（三村章子）
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TIVOLI．

所在地

説明者

研修日

こ　　たに　あき　とし

小　谷　昭　年

肋鳥取県福祉事業団

鳥取砂丘こどもの国
鳥取県鳥取市浜坂1157－1

Vesterbrogade　3，1620　Copenhagen　V、　Denmark

Mr．　Holger　Mortensen（管理剖｛長）

9月2EI午後
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　ヨーロッパ研修旅行の最初の訪問先、TIVOLIを私達が訪ずれたのは、外国の地を踏

んで第1日目の9月2日の夕刻であった。園内を視察した後管理部に、Mr．HOLGER・

MORTENSEN管理部長を訪問した。

　設立の経過

GEORG　CARSTENSEN

　デンマーク国旗で飾った正門をくぐって、すぐ左側に銅像が立っている。頭が少し禿

げあがった、ひげを生やした中年の紳士、これがTIVOLIの生みの親、　Mr．　GEORG

CARSTENSENである。　TIVOLIは、1659年スウ＝一デンの大軍を迎え撃った時の要

塞であった。1842年、当時ヨーロッパ各地は政治的な活動がさかんで、革命や、クーデ

ターなど国の内外で不安定な状態が続いており、国民は常に不安におののいていた。そ

こで、GEORG　CARSTENSENは、政治の話しぬきで、市民の遊びのための公園を作

るよう、時のデンマーク国王、CHRISTIAN八世へ直訴し、5万7千平方メートルの要

塞の跡地である、TIVOLIの使用許可を得たのである。早速、彼は、　TIVOLI株式会社

を設立させ、5万クローネの資本金を調達し、TIVOLI　GARDENの建設に取組んだの

である。

　しかし、何時要塞を再建する必要が起るかも知れない状態にあるため、レンガ、モル

タル等の重量のある材料での建築を禁じられた彼は、木材、帆布、ガラスといった軽い

材料だけを使用して現在の建物を完成させた。西洋と東洋が混り合った、独得なムード

のTIVOLIスタイルが創り出されたのである。1843年8月15日、　TIVOLI最初の夜の

入場者数は、3，615人、1周年目は16，000人、現在は約40，000人、1シーズンには、

約500万人もの人達が、国内をはじめ世界の国々からやって来るのである。

　現在TIVOLIには、　GEORG　CARSTENSENが創り上げた施設は、第二次世界大

戦の折にドイツ軍の手によって、そのほとんどを破壊され、ほとんど残ってはいな

い。
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　施設の概要と運営

　TIVOLIはコペンハーゲン市の中央駅のすぐ横で、市庁舎広場に面した、広大な遊園

地である。園内の総面積は、約8万平方メートル、園内にうっそうと茂った木樹の数は

850本といわれ、開園以来今だに1本たりとも伐った事がない。そして、非常に多くの

遊具は、うっそうと茂った木々の間を縫うようにしてレイアウトされている。自然を生

かし、森の緑をも、TIVOLIを飾る道具の一つとして活用している点は、まさに森の中

の遊園地といえるであろう。

TIVOLIの
こども軍楽隊

　組織は、従業員260人を抱える、プライベートな会社であり、土地はコペンハーゲン

市のもので、2020年迄貸借契約が結んでいる。

　遊園地の中には、ローラーコースターや、6つのゴンドラを持ち、そのゴンドラ1っ

1つに大きな風船がついていて、まるで気球を思わせるような観覧車、キリン、ラクダ、

象、馬等のメリーゴーランド、森の緑とマッチして大変楽しい雰囲気をかもしだしてい

るクラシックカー、その他電気自動車やバラエティに富んだ乗り物が非常に多くそろっ

ている。この遊園地は老若男女が集まる場所だけに、単に子どもの遊具だけでなく、大

人が遊ぶためのギャンブル施設も多くある。射的・玉入れ・スロットマシン・ルーレッ

ト・釘打といった、日本では18才未満の者は禁止されている施設がいっぱいある。

　その他にも、劇場・サーカス小屋・音楽堂・寄席・体育館・ダ’ンスホール・レストラ

ン等の娯楽施設がある。催しものにしても、TIVOLIが誇るパントマイム、少年軍楽隊

のパレード、演奏会、バレエ、TIVOLIオーケストラのコンサートホールでの演奏会等

曜日によって多少内容も変って来るが、とにかく朝から晩まで、なにか催しものが行な

われている。

　TIVOLI　l日のプログラムを紹介する。
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Am　9：00

Aml1：30

Pm　1：00

Pm　3：00

Pm　5：00

Pm　6：30

pm　7：00

Pm　7：30

Pm　8：00

Pm　8：30

Pm　9：00

Pm　9：30

Pm　10：30

Pml1：15

Pm　11：45

AmO：00

開　　園

サイドショウ

アスレティック・ディスプレイ（日曜日）

少年軍楽隊の演奏会（日曜日）

オープンエア・⊃ンサート（真夜中まで）

野外ショウ

少年軍楽隊のパレード

野外ショウ

TIVOLI劇場
TIVOLIオーケストラの演奏会（火・土曜日）

パントマイム

TIVOLIオーケストラの演奏会（木曜日）

特別アレンジメント・楽団演奏等（月・水・金曜日）

ダンス

少年軍楽隊のパレード

TIVOLIオーケストラの演奏会（火・土・日曜日）

バレエ（火～日曜日）

パントマイム（土曜日）

野外ショウ（水・土曜日は10時）

花火（日曜日）

花火（水・土曜日）

閉　園

　上記のようにTIVOLIは、商業遊園地として、多くの人達に知られているが、子供達

の健全育成についても、大変重要に考えている。

　商業遊園地として、多くの観光客を誘置するこのTIVOLIにも、児童遊園があった。

その中には、大変ユニークなスベリ台、砂場、プランコ等があり、4名の指導員を配置

して、子供達に遊びの指導をしている。また、人形劇、コンサートホール、野外劇場な

どの催しもののプランニングは、子供達むけのものが第一に考えられている。

　パントマイムで演じられる、若い男女がピエロの力によって結婚できると言う物語も

子供達がいっも楽しみにしている番組の一つであるとのことであった。そして、児童健

全育成の第一に上げられるのが、TIVOLIの呼びもの少年軍楽隊である。この少年軍楽

隊の一員になる事は、コペンハーゲン市民の誇りとされていて、このバンドのための学

校があるが、子供達はそこで、少年軍楽隊のメンバーになるべく、一生懸命音楽の勉強

をしている。この遊園地のもう一つの特徴は、障害児には無料で入場させているし、一
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般の子供達の入場料も学校のある時期には、1．　5クローネと、夏期休暇期間の半額とな

っている。

　その他、TIVOLIを飾るものとして、一流の造園技師のレイアウトによる、花壇と噴

水、アラビアンナイトの宮殿を思わせるようなレストラン、電球が一つでも切れていれ

ば10クローネ払いますと、管理部長のMr．HOLGER　MORTENSENが自満する豪華な

イルミネーション、うさぎや熊など、動物をかたどった風船などがあり、まさに童話の

国、デンマークを代表するにふさわしい遊園地である。

氏

異国情緒たっぷ
りのレストラン

　所　　感

　日本を出発する前に見た、デンマークのパンフレットに、TIVOLIを見ずして、コペ

ンハーゲンは語ることはできないと書いてあった。それ程に、デンマークを代表する遊

園地とは一体、どの様なところだろうか。

　私達の訪ずれたのが夕刻だったため、門をくぐってまず目に入ったのが、イルミネー

ションと森の緑、異国情緒の風変りなレストランであった。そして、見学して行く内に

TIVOLIは大人が楽しむ遊園地なのではないかという事と、非常に子供が少いなという

感じである。NHKの資料によると、12才以下の入園者数は15％となっており、　TIVOLI

側の統計でも、私達が訪ずれた前週の統計で、大人が231，658人、子供が15e．　650人、

子供の数は、全体の約39％であり、圧倒的に大人の人数が多くなっていた。

　TIVOLIの歴史を振返って見ると、　TIVOLIは子供達のために作られたものではなく

大人が楽しむために作られたものなのである。現在も、その考えが生きているのか、あ

るいは、子供達だけでなく、大人も一緒に楽しめる遊園地といった考え方が行き過ぎた

のか、とにかく、非常に大人向けの遊戯場が目立っとこである。
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　子供達向けのプログラムでありながら、午後から夜中にかけてが、主要なプログラム

となっている。これでは、子供の参加数が少いのは当然で、日本的に考えると、夜遅く

まで子供達を、あの様な場所に入場させておいて良いのかなと考える。

　少年軍楽隊にしても、一民間企業が夜遅くまで、呼びものとして子供達を働かせると

言うような事は、これもまた日本的に考えると、問題のありそうな事である。園内を歩

いている内に、煙草を吸う少年達に出合ったり、酒を飲んで大きな声を出している若者

に出合ったりした。M）RTENSEN管理部長の言う児童健全育成を重点的に考えている

施設には思えない面がかなりあった。

　一方、日本の遊園地の様に、入場したものの、中での遊具使用料に追われ、何時の間

にか、財布が空になっていた、といったあわただしさはなく、森の中の遊園地らしく、

しっとりとしたたたずまいを見せ、乗物に乗らず、ギャンブルをしなくても、ただベン

チに腰掛けて話しをするだけでも、また、園内を散歩するだけでも、ゆっくりとその良

さを味わえる遊園地である。遊び疲れたら、園内におかれた3．000個のベンチが疲れを

いやしてくれる。催しものにしても、気軽に人形劇や、パントマイム、オーケストラの演

奏が無料で楽しめ、あくまで自分のペースで、TIVOLIでのひと時を楽しむ事力派きる。

この辺が日本の遊園地と違うところであり、TIVOLIの良さでわないであろうか。

研修所感

　この度、資生堂社会福祉事業財団の事業の一環として実施された、ヨーmッパ諸国の

児童福祉施設の研修旅行に参加する機会が与えられ、実際に、先進諸国の実態や考え方

施設、設備の内容、また、地域社会とのつながり等が見聞できた事は、私達児童福祉に

たずさわる者にとって、大変意義深い事であった。

　しかしながら、各国で研修をしているうちにその国々の特徴や特色が大きく、考え方

が異なっていることが大きいため、やはり外国には外国の考え方があり、日本には日本

流の考え方があるのだからと見聞した事柄tζ対して積極的な受けとめ方はせず、どうし

ても消極的になってしまう。確かにその通りなのだが、やはり、良い点は良い点として、

それを日本流にアレンジして実践する努力をして行かなければ、この研修に参加した意

義がなく進歩がなくなってしまう。

　以上の様な視点で、このレポートはまとめたものであるので、なかには、矛盾した点

も多く有ると思う。

　私が実際に、この目で、施設を見学するまで、頭の中に描いていた児童福祉施設とは

もっと規模の大きな、豪華な設備のととのったものを想定していた。しかし、最初に訪
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ずれた、コペンハーゲンのTINGBJERGの冒険遊び場を見て、私の頭の中で考えていた

ものとは、まったく異質なものである事がわかった。子供の遊び場は、地域の施設の一

っとして存在し、地域住民のものとして運営されているのである。したがってそれは、

たんに子供の遊び場というだけでなく、子供達の学習の場であり、年寄から子供までの

余暇を過す場所であり、世代の違う人達の、コミニュケーションの場なのである。その

中での生活は、誰に拘束される事なく、充分な設備や教材を使い、優秀な指導員のもと

で、自主的に学び、遊ぶ事が出来るのである。指導員も自分の考えで、子供達を引張っ

て行くのではなく、アドバイザーとしての考えで指導し、あくまで、子供の自主性を第

一
に考えている点は、日本とは違う指導のしかたであり、日本でもこのような考え方に

立って指導することが必要であると思われた。

　設備は豪華な物ではなく、使い易い物、気楽に使える物が豊富に取揃えており、子供

達はそれを使って、物をこわしたり、作ったり、まるで労渤している様に見える。働く

と言う事は、子供にとっては遊びであり、生活の学習なのである。その点は日本の子供

の遊びと意義が大きく異る点である。

　また、怪我があっても、日本の様に、補償問題に発展する事はない。怪我は子供の生

活の一部であり、安全に関する教育は各家庭で行うものであって、指導員にすべての責

任を負わせるものではないという考え方があるからである。一方においては、各国とも

社会福祉制度の発達した国であり、災害に対する保障がいきとどいており、医療費等が

無料であることも補償問題が起こらない理由のようである。小さな危険を見聞させ、経

験させることが積極的な安全教育の基本であり、その体験によって子どもたちの安全能

力は高まり、危険を予測する方がついてくるという考え方を持っており、日本のように

危険だからといって禁止したり、規制するような面はみられず、子どもたちが積極的な

遊びをしていることは、日本では真似のできないことである。

　幼稚園、保育園、フリータイムセンター、プレイグランドといずれの施設も公立であ

るが、そうでないボランティアについては何らかのかたちで公的機関の援助が得られる

ようになっている。そしてそれが、地域住民の中にあり、住民のものとして住民の協力

の下に運営されている。したがって、ボランティアの協力といったあらたまったもので

なく、いとも容易に住民の協力が得られるようになっているのである。子どもの養育に

対しては、単に親の責任と言う事だけでなく、国や大人全体の貴任として取組んでいる

姿勢が伺がえる。したがって、ボランティアへの参加も、自分の子どもだけではなく、

全ての子どもたちのために奉仕するといった感覚でとらえており、他人の子供と我が子

を区別しがちなEl本人にとって、この点は多いに見習うべき点である。

　次に、わずか2週間あまり、駆足で通り過ぎたヨーロッパの国々の社会福祉制度にっ

いて詳細に述べることはできないが、一般に「胎内から墓場まで」という言葉に代表さ

れる、スウエーデンの社会福祉制度を始め、ヨーロッパ諸国の福祉制度は、日本から視

察するにたりる素晴しいものがあろう。老人から子供まで、当然の権利として、国のす
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みずみまで行きわたっている点は、福祉国家を歌いながら、なかなか実践されない日本

にとっては、うらやましいかぎりである。

　しかし、それ程、平和と豊さを誇る福祉国家が、麻薬やセックスモラルの低下等、少

年非行が大きな社会問題となっているのは一体、なぜなのだろうか。コペンハーゲンの

街では、街の真ん中にヒッピーの巣が有る。それを排除する事が出来ないのは、いった

いどうした事だろうか。あまりにも充実された福祉制度、それは本人の意志に関係なく

好むと好まざるとにかかわらず、制度として君臨し、その政策の裏側には重税と老人の

孤独な生活、未婚の母が多く幼児期に必要な母の愛が得られない子供達、そして働かな

くても生活に困らない政策、そこに若者の生活に倦怠感を生みだし、明日えの意欲を摘

みとるなにかがあるような気持がしてならない。通りがかりの旅行者でありながら、こ

の様な結びは、はなはだ浅薄で危険ではあるが、なにか制度のための制度、猫も杓子も

同じ枠の中に押し込めてしまう社会制度であり、今一っ血の通わないないものを感じた

次第である。

　国によって、生活環境も違えば、考え方も違う。単に外国の良さを云々するだけでな

く、真に住民は何を望んでいるか、子供達はいったい何を欲しがっているか、その点を

じっくりと見極めたうえでの施設作り、制度作りを考えなければ、仏っくって魂入れず

の如く、全てが無意味なものになってしまう。そして、現場で直接子供達に接する私達

も、常にその事を心掛け、子供達のニードに応じた指導をして行くよう努めなければな

らないと強く感じた。

テインベールフリータイムセ
ンターの鍵っ子
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　雨のコペンハーゲンは日本では考えられないほど寒く、今年は特に例年にない異常気

候とも云われ、風の冷たさが肌にしみる9月の空であった。

　研修最初の訪問施設であるここチボリでは、管理部長ホルガーモーテンセン民から約

40分にわたって施設の実態、機能、管理などの点1ζついて説明をうけた。

　経営主体

　土地はコペンハーゲン市の所有地で、民間団体によって運営されている。

　種　　別

　老若男女の誰もが楽しめる各種遊戯施設のほか、コンサートホールや劇場など多くの

施設がある総合的な大遊園地である。

　位置・環境

　コペンハーゲンの町の中心部にあるが、遊園地はうっそうと茂った木立に囲まれ、都

会の中に濃い緑がひときわ目立つ、自然美あふれる環境にある。遊園地の前の大通りを

隔てた反対側はコペンハーゲン中央駅であり、交通の便は非常によい。

　敷地面積

　約8万平方メートルの面積であり、日比谷公園の約半分にあたる広さである。

　創立・変遷・経過

　1843年、今から135年前、ドイツにっいで世界で2番目の遊園地として誕生、昔の要

塞の跡に造られた。ここにチボリは1659年スウエーデンから攻撃を受け、血みどろの戦

いが繰広げられた場でもある。当時ヨーロッパ各地で革命やクーデターが起り、どの国

王も不安におののいていたところヘチボリの生みの親、ゲオール・カールステンセンが

大人も子供も楽しめる公園で特に大人が政治ぬきの遊べる公園をつくって欲しいと当時

のデンマーク国王クリスチャン8世に直訴し、創立したのがこの遊園地のはじまりであ

る。その後、第二次世界大戦でドイツ軍に占領され、由緒ある建物が次々と破壊された

ためICコペンハーゲンの市民の手で再建されたのが現在のチポリである。

　建物・設備

　建物の材料は木材、帆布、ガラス、その他軽い材料だけで建物をつくっており、エキ

ゾチックで独特な建築である。設備として、ローラコースターやメリーゴーランドなど

の乗り物から、ゲームセンター、ルーレット、射的場などのギャンブルまで、また劇場

サーカス小屋、ダンスホール、寄席など見たり聴いたり出来る催し物もバラエティに富

んでいて、ありとあらゆる娯楽施設が備わっている。レストランも庶民クラスから高級

までさまざま21の店からなり、誰もが楽しく飲食できるようになっている。

　対象者
　老若男女の誰が入場しても親しめる遊園地である。夏は外国からの観光客が非常に多

いo

職　　員

　夏のシーズン中は毎日450人、シーズンオフの時は120人。
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　施設の機能

開園期間　　毎年5月1日～9月の第2日曜で終る。

開園時間　　毎日9時～24時

　　　　　　幼児の遊び場として毎日11時～18時開く。

○定例的催し物

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜［］

土曜日

日曜日

特別アレンジメント・・…・コンサート、合唱、ソナタの夕べ

ダンス、演劇

チボリオーケストラ演奏

花火、合唱、楽団演奏、野外ショー

ドラムバンドの行進、チボリオーケストラの楽団演奏

楽団演奏、合唱

花火、チボリ少年軍楽隊のハレード、野外ショー、チボリオーケストラ演

奏、人形芝居、チボリ少年鼓笛隊、バンド演奏

野外ショー、花火、チボリ少年軍楽隊によるバレードと演奏会、チボリ少

年鼓笛隊、人形芝居

○毎日催されるもの

　楽団演奏チボリオーケストラ、パントマイム（月曜だけ休み）、クラシック音楽とバレ

　エ、人形芝居（6月末から7月初めまで火曜を除き毎日．．ヒ演されている。）、プロムナー

　ドコンサート、ダンス、野外ショー。

　入　　園

　入園者は大人60％、子供40％の割合であり、シーズン中の1日の入園者は約4万人で

ある。開園期間の約4ケ月半の毎年の入園者数は520万人前後であり、膨大な人々が入
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場していることになる。

　チボリの健全育成事業と福祉的配慮

　毎日、プレイグランドから4人のプレイリーダーが来てあそびや生活指導をしている。

具体的な内容等についてあげてみると次のようなものである。

　①学童の余暇のためのあそびの指導として例えば子供達に紙でロケットをつくらせ

たりする。紙細工や折り紙などの指導を行う。

　②　人形劇でデンマークの伝説を教える。

　③　パントマイムで演じる結婚式のショーは子供達の人気となっている。

　④夏の間は屋外音楽劇場で子供達だけのために特別に演奏会や催し物も行う。

　⑤ウィークエンドにはチボリ最大の呼び物、チボリ少年軍楽隊の行進がある。チボ

リ少年軍楽隊はまっ黒い毛皮の帽子をかぶり、赤と白のユニホームで勢揃いするおもち

ゃそっくりの楽隊がマーチを演奏しながら園内を一周する。この軍楽隊に選ばれること

は非常に名誉であり、合格するまでがむずかしく、バンドのための音楽学校もある。学

校ではマーチの練習はもちろんのこと、仲間づくりや情操教育にも力をいれている。

　チボリでは多彩な活動を展開していくためにさまざまな分野の国際的芸術家が多数出

演し、福祉的配慮として障害児に対しては入場無料である。

　感　　想

　チボリは日本の遊園地のイメージとはかなり質的にちがっているのにまず驚く。デン

マーク国旗のひるがえる石造りの正門を通りぬけるとガーデンには花が咲き乱れ、カラ

フルな水を撒き散らしている噴水、豪華なイルミネーションに飾られた建物が軒をつら

ね、花と噴水とイルミネーション…これがチボリのキャッチフレーズのようである。子

どもの遊具の種類はわが国の遊園地にあるようなすべり台、ブランコ、シーソーなどが

とり揃えられているほか、大観覧車、ローラコースター、ゲームセンターや自然条件を

生かし、木と木の間をハンドルさばきに変化をつけてあそぶクラシック・カーなどある

が、何と云ってもスリルのあるローラコースターは大人にも子供にも一番人気がある。

チボリはすべてプライベートの会社で運営され、商業主義的浸透が著しい感がする。お

金を持たないと入れないし、子供が遊んでいるのでなく、金の代替えによって遊ばせて

もらっているような感じがする。これらの遊びは、自然的、自発的、創造的、子ども本

来の求める遊びが得られないのではないかと思われる。

　私達がチボリを訪れたのが夕方6時過ぎであり、時間の経過とともにあたりがうす暗

くなる1ζしたがって、人出の数も次第IC多くなって来た。園内を散策していたら男女の

若いグループが泥酔状態でわめきたてている姿を目にし、一瞬びっくりした。子どもの

健全な成長を図るために大いに活躍しているはずのこの施設の中で、このような青少年

の行動はわが国の遊園地では考えられないことであり、日本的感覚で人々に接して、見

学している我々にとって、ζの光景は異常に思えてしようがなかった。我々にとっては

短時間の見学のうちの一こまをかい間みる子供達の姿なのかも知れないが、福祉先進国
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ではあるが、自由主義の過保護が子供達の非行的な行動をもたらし、青少年の飲酒の問

題や性の問題などが社会問題となっており、青少年の健全育成のための大きな問題とな

っているようである。どうみても大人向けの憩いの場であり特に老人の利用者が多かっ

た。しかし、チボリは、一流の造園技師がレイアウトした環境づくりと、一流のデザイ

ナーが設計した遊具、演出家も一流ということであるが何よりもまして、1日何万人の

利用者で賑わっているのに紙屑1枚散らかっていないことである。この施設にかぎらず

コペンハーゲン市の清潔な美しさは我々に対して無言の教訓になっていた。

　わが国では、テレビの普及で手軽に芸術、文化を受け入れられるようになっているも

のの、実際に触れての感動の体験はなかなか得られない状況にある。その点チポリでは

世界的著名な芸術家による劇や演奏会、文化の伝承を生の舞台で子供達が感動出来るこ

とは、観賞から創造へと、情操豊かに成長し、児童の健全育成に見のがすことの出来な

い教育であり、まさしくそれは世界の名園にふさわしいものであった。

研修所感

　欧州7力国の児童福祉施設を視察してきて感じたことは欧州諸国の行き届いた施策と

保育施設、教育の在り方、またプレイリーダーやグループワーカーの姿勢、そして子供

達が自由に走り回れる空間を随所にはめこんだ都市づくり、また遊び場づくりなど学ぶ

べき多くの収穫があった。旅を顧みて、見聞したありのままとわが国の児童福祉の現状

と我々健全育成事業に携わる者として、子供達の遊び場とあそびの原点を改めて考えさ

せられたことを記してみたい。

　生きた知識

　ヨーロッパでは子どもの遊び場に、ほとんど小動物を飼育していた。動物の飼育は子

供達がそれぞれ役割を決め、彼らは働くことを全くあそびだと考えており、動物との触

れあいを通して情緒の安定と思いやり、助け合いの精神を体験で覚えさせ、吸収し生き

た知識を身につけている。つくづくわが国の子供達に欠けていた面を教えられたような

気がした。どんなに本や事典で知識を学ぼうとしても、やはり実際に体得した知識でな

ければ、役に立たない知識となってしまうからである。

　魅力あるあそびとは

　広い静かな住宅地の一角に廃材を使って自分達、仲間だけの家をつくっていた。

　子供の遊び場というと日本ではいっも安全性が問題になり、そのためまず多くは大人

中心に考えて作りあげ、子供達の創造性や実践を無視した家をつくってしまい、子供が

作業に参加できないことが多い。遊びの中に子供達の危険を取り除くことは不可能に近
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いことであるが、ヨーロッパでは社会保障の徹底で医療費はすべて無料ということもあ

り、怪我はあまり心配していないこと、また、安全教育は家庭で徹底していることなど

の点でわが国とは異なり、遊びの危険に恐れることなく積極的な遊びの展開をしている

ことは日本でも学ばなければならない点と強く思った。いずれの国においても子供達に

とって魅力あるあそびとは子供の自己能力の開発と常に新しいものへの挑戦であり、好

奇心の追求出来るあそびでなければならないとされており、廃材を利用した小屋づくり

が最も子供達にとって魅力あるあそびの一つであり、子供の城で、本質的に子供達の要

求を満たすものであると考えられる。そして真の安全性を考えるなら、子僕自身が危険

を予知し、危険を避ける能力を養うことにあると考えられ、そのためには小さな危険で

あれば子供達に積極的に経験させ、危険を認識させることが必要となろう。

　指導者の姿勢

　スイスのあそびの指導者とスウエーデンの保育所の保母さんの言葉が特に印象的であ

った。あそびの指導者に要求される資格とは専門的に高い知識を持たなくとも教養豊か

な、多様性の富んだ知識を身につけ、子供達のよき相談相手となり、おしつけの指導で

なく、間接的指導でなければならないと述べていた。また、保育者は子供達と友達のよ

うに付き合い、先生という意識を持たないで、第二の母として子供達に接し、教育して

行かなければならないと述べられ、見習うべき姿勢を教えられたような気がする。

　あそびに生かす廃物・廃材

　わが国の子供には、物を捨てる心があっても拾う心が失なわれているように思われる。

日常の生活を考えてみても机の下に消しゴム、鉛筆を落としても拾おうとせず、上着を

忘れて行ってもそれを捜そうともしないような態度をよくみかける。高度成長に伴い、

物の豊かさ、経済的豊かさがこうした精神面を荒廃させたものと思うが、心より金の時

代と思い込んでいる今の子供達、こうした傾向は都会ではどのように考えているのだろ

うか。我々住んでいる農・漁村の小さな田舎町にしかみられない傾向も知れないが、そ

の点、ヨーロッパでは実によく、廃物・廃材利用を子供達の遊びの申に取りいれていた。

例えば、廃材を利用して自分たち仲間だけの家をつくることは、この体験によって子供

の自主性を育てる過程の一っであるようである。また車のチューブをっなぎ合わせて作

ったトランポリン、古着を利用して機織などの技術を覚えさせていることなど、物を大

切にする心が育っように教育していることに感心させられた。

　今後の方向

　最近、日本でも青少年の非行が低年齢化し、さまざまなショッキングなニュースが大

きくクローズアップされ、現実ではもう放置出来ないところまで来ているようである。

子供の非行の重要な原因となっている学歴偏重の風潮や受験地獄はデンマークやスウェー

デンでは考えられないことであるが、子供から遊びやスポーツ活動を遠ざけたら体の発

達に悪影響を及ぼすだけでなく、非行や自殺など精神面の荒廃とも関連してくることは

多くの識者が指痛していることであります。これに対処して行くために我々が今一度非
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行を生み出す社会的背景を考えあうと共に指導のあり方を再検討する必要がある。私が

勤務している秋田県でも非行低年齢化の傾向にあり、健全育成事業の一つとして私達の

児童館では小学生、中学生を交え、地域のボランティァの協力を得ながら児童館活動が

一層巾広く、ユニークな活動の展開を計ろうと組織的な計画を立てている。私の勤務す

る児童館は幸い恵まれた広い土地を持った環境にあるため、この度の研修で得た知識を

早速実践に生かしたいと思い、冒険遊び場をユニークな活動の一環として取り入れるこ

とにした。昭和54年の国際児童年には実現できるよう、意欲をもやし努力をしている。

子どもはあそびの天才とよく云われているが、最近はその天才が非常に少なくなったよ

うである。現代の子供達にあそびをとり戻すためにもあそびの天才づくりと遊びを充実

させる方向づけの鍵が必要であり、それは我々児童厚生員の使命であると痛感している。

　ヨーロッパ各国を視察して、自分の国を改めて意識し感じたことは、日本人はあまり

にも働き過ぎること、子供達にもっと広い戸外でのあそび場とあそぶ時間を与えてやり

たいことである。

　最後に、私にとってこの16日間の旅が生涯通して忘れ得ぬ貴重な体験であり、北海道

から沖縄県まで全国各地の皆様と知り合い、情報交換が出来たことも、今回の研修の大

収穫であり本当にうれしく思った。今後ともこの友情と連帯の絆をいっそう深く、強く、

大切にして、子供達の健全育成のため最大の努力を払いたいものと思っている。

アカラ遊び場（スェーデン）

のプレイリーダー
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　沿革

　アドベンチュア・プレイグランド（Mventure　PlaygronndS）・…・・冒険遊び場（以後

プレイグランドと表記）は1930年代にデンマークの造園家によって考案されたものであ

るといわれているが、デンマークが第二次世界大戦後、農業国から工業国へと生まれ変

わる過程の中で、人々の強い要望のもとで発達・整備されたものである。

　ホイケア・フリータイムセンターは遊び場の1っとして団地住民の要望により1972

年設立され、年々内容を充実しながら現在に至っているが、団地そのものが新興団地で

あるため、コペンハーゲン市内にある20を超える冒険遊び場の中でも比較的新しい施設

である。

　設置位置

　デンマークの主都コペンハーゲンの西南西15㎞にあるAφTOVRE団地の中にある。

市の中心街からはやや離れた新興の団地でフリータイムセンターのまわりを、超近代的

な高層アパートがとり囲んでいる。

　経営主体

　ホィケアフリータイムセンターは地域住民の要望により市が援助して作られ、住民の

手によって運営されている。

　建物・設備

　フリータイムセンターの主な施設・設備は、木材や鉄板などの建築用廃材を利用した

家造りのための地域、ウサギ・ニワトリ・馬などの動物飼育小屋、乗馬のための広場、

建築用具や動物飼育のための用具など道具類を保管する小屋、雨天や冬季に利用する室

内プレイホール、体育施設としてのサッカー場などで全体の広さは約1haほどである。

　子供たちが建築している大部分の家は、木材を素材として、デンマークが近代化され

る前に建てられていた代表的な形式の家や、自分たちの自由な発想によって造りあげた

家など現在製作中の家を含めると大小30ほどの家が造られていた。すでに建築された家

にはその過程において、子供同士が協力したり親が手伝って造りあげた家もある。

　ここでの主体はあくまでも子供たちであり、大人はその相談相手といった存在だが、

子供同士には良いものを造ろうという競争意識はなく、また、完成を急いだりせず自分

のペースで仕事を進めている。家が完成したかどうかは子供たちの判断で決められ、完

成後、そこでの遊びにあきるとこわしてしまって、また新しい家を造り始める。

　材料となる木材は、主に工場からの廃材や鉄道のいらなくなった古いまくら木などが

利用されるが、子供たちの住む家や学校はきわめて近代的な設備を持ち、古材などを利

用して、手作りの家や物を造れる場所は限られている。それがまた、子供たちの興味や

人気につなが一’ているようである。

　動物飼育の小屋では、ロバ・ウサギ・ニワトリ・ハト・ウマなどが飼われており、子

供たちが各自責任を持って飼育している。

　ここでの動物飼育の特色として、情操教育の一環として動物をかわいがり、大切に育
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てることを教育する反面、事故やケガなどで飼育することができなくなった動物にっい

ては処分をし、ウサギや馬の皮は、なめしたり乾かしたりして敷き物に利用したり、そ

の肉を食べたりするなど、動物を殺すことや、人間の生活にとって必要なことや役立っ

ていることなどの教育をしていることである。生命の大切さを教えながらも、人間が生

きていくうえで他の動物を殺さなければならないという現実の姿も教えようとする意図

を汲み取ることができた。

　動物の飼育小屋は木造の手作りのものだが生き物を飼っているため、当然のことなが

ら排泄物等で異臭を放ち、ハエなどもかなり飛び交っていて、一見不衛生な面も見うけ

られ、周囲の高層アパートと比較して見ると、きわめて対照的な風景であった。付近の

一部の住民の中からも、不衛生である、不潔であるなどの批判的な意見も出されている

が、フリータイムセンターの周囲を木や土手で囲むなどの方法によって、それらの意見

に対処しており、センターそのものを閉鎖してしまおうなどという考え方はない。

　雨天時や冬期間に利用する室内施設は二階建てで4～5室に区切られ、カップや花び

ん等の焼き物、座ぷとんや花びん敷き等の敷き物、染料を利用しての染め物など、主に

手芸的内容を中心とした活動のできるように準備されている。その他、台所もあり簡単

な炊事もできるので、手料理を楽しんだり、パーティなどを開いたりすることができる

ようになっている。

　乗場の広場は約1，000㎡くらいの広さを持ち、ちょうど2頭の馬に子供たちが交代で

乗って遊んでいるところを見学することができた。ここには指導者が1人っいていたが

特に細かいことには口を出さず、子供の様子を見守っているだけで、乗る順序は子供た

ちが決めるなど、プレイリーダーのいることなど私たちに感じさせない様子で、伸び伸

びと自主的に楽しそうに遊んでいた。

　その他、水遊びのできるプール、キャンプ生活用のテント、野外炊事のできるファイ

ヤーサークルも作られ、炊事に必要な道具も用意されていた。

　これらの施設は全て古い木材で造られ、道具類もサビた古いものを使っていたが、そ
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れだけに近代的なアパートを抜け出して、昔のバイキングの時代を連想させる古い家や

道具、たき火を使って肉やパンを焼いて食べたり、動物の皮をなめして使うといった作

業を子供たちが体験できるように配慮されているようであった。

　対象者

　フリータイムセンター周囲の高層アパートに住む子供たちが会員の中心で、中でも8

才～14才くらいまでの年令層が多数を占めている。しかし年令的、距離的な制限はなく

原則的には15クローネ（約600円）の入会金でだれでも会員になれる。

　会員には子供ばかりでなく、大人の入会者も多いが、実際には会員でなくても子供の

手伝いや遊びに来たりで、家族全員や隣り近所の人々がいっしょになって家を造ったり

動物の世話をしながら、センターをコミュニケーションの場として活用している。その

他、身体的なハンディのある子供でも会員となって活動に参加できるように配慮されて

いる。

　プレイリーダー

　人口］50万人のコペンハーゲン市内には、20を超える冒険遊び場があるが、それぞれ

10人～20人くらいのプレイリーダー（以後リーダーと表記）が子供たちの活動の世話役

として配置されている。

　リーダーは、1930年代に誕生した冒険遊び場の発達に伴ない必要とされ、1943年から

スタートした新しい仕事である。その後、法律が作られリーダー養成が組織化され、養

成のための学習の場とコースが整備された。18才以上になると養成学校の入学資格がで

き学生の中には若い人ばかりでなく、子供のいる学生もいるという。

　主な学科としては、心理学・社会学・美術工作・木工・金工・自然科学・演劇など、

リーダーの技術として必要な技能科目を一通り学習している。卒業後に取得できるライ

センスは特にないが、卒業した人は住民組織の依頼によってリーダーとして採用される

この点、日本のように行政に採用されてから各施設に派遣される方法とは異なり、行政

を間にはさまず、直接、冒険遊び場を設置した住民がリーダーを採用している。
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　リーダーの役割りは子供たちの指導者ではなく、あくまでも世話役・相談役であり、

提言はするが決定権はもたないようにしている。決定は基本的には子供たちに任せ、た

とえ時間がかっても決まるまでの過程を大切にし、子供同士のコミュニケーションを深

めたり、自主性を伸ばすための配慮をしている。また、子供たちの活動結果に対して評

価はしないが、リーダーとしての反省をして、それを次の年の活動に資料として生かし

ている。

　リーダーには、年間を通して採用されている常任リーダーのほか、時間講師的なリー

ダー、季節によって採用されているリーダーなどがあり、リーダーの個性や特技がそこ

の冒険遊び場の特色として現われるという。

　私たちが施設を訪れた時は、ちょうど乗馬を楽しんでいたグループにリーダーが1人

付いていたが、少し離れた所に腰をおろして時々様子を見てやるだけで、特別危険なこ

とさえ起らなければ、乗り方の指導などはせず、子供たちの乗馬技術を高めることより

も、乗馬を通して自主性や情操を高めてやろうとする姿勢が強くうかがわれた。

　特記事項

　プレイグランドも含めたホィケア・フリータイムセンター全体に使われている鍵の多

いことに驚かされる。各施設の入ロばかりでなく、戸棚の1っ1っにまで全て鍵をかけ

るようになっていて、道具類の管理をしていた。案内をしてくれた塚本氏の説明による

と、デンマークは別名「鍵の国」と呼ばれ、目に付くもの全てlceeがかけられていると

いった状態で、子供たちも常にいくつもの鍵のっいたキーホルダーを持っているとのこ

とである。自転車の保管についても、もし鍵をかけ忘れて盗まれたとしても、それは鍵

をかけなかった方が悪いとされるという。このように鍵をかけることを徹底指導するこ

とにより盗難を防ぐと共に子供の時から自分のものは自分で管理するという責任感も育

てている。

　所見

　1930年代にデンマークは、他のヨーロッパ諸国に先がけてアドベンチュアプレイグラ

ンドを考え出し、そしてこの遊び場が次第に発達してきた社会的背景については様々な

要因を含んでいることが考えられる。その要因のひとっとして、そのころからデンマー

クの産業が農業中心から工業中心に変換されていったことや、現在の社会福祉制度が、

1930年代前半にはほぼできあがり、社会福祉政策の一環としてプレイグランドの内容が

充実し、発展してきたものと考えられる。

　ホイケア・フリータイムセンターにあるプレイグランドでの活動内容を見ても、古材

での家造り・たき火による野外炊事・動物飼育などは、アパートでの日常生活だけでは

接することのできないものであり、子供たちが自由に使える空間があるということは、

地域の都市化、生活の近代化の生み出す欠陥を補ない、学校以外にも子供たちの身心の

健全育成を組織的に行なう場があるという点で、重要な意味を持っているといえよう。

　私たちがこのプレイグランドを訪問した日は日曜日だうたため、リーダーの数は少な
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く、また、子供たちも家族で郊外の別荘などに行っている子供が多く、平日に比べると

人数はかなり少ないとのことであった。しかし、活動している様子を見ると、どの子供

も大変明るく活発で、乗馬を楽しむ子供、一生懸命家造りに励む子供、ウサギをだいた

りヤギにえさを与えている子供、小屋の屋根に上って遊んだり木登りをしている子供も

いるなど、それぞれが思い思いに、のびのびと活動していた。見学をしていた団員の人

たちも、ここが近代都市の高層アパートに囲まれた地域であることを忘れてしまうよう

な解放感を味わった。いっしょに遊びに来ていた大人や高校生くらいの少年たちも、と

もにプレイグランドでの活動を楽しみ、ここが地域社会のコミュニティセンターとして

の役割りを果していることを充分に感じ取ることができた。

研修所感

　今回の研修旅行で、デンマーク・スエーデン・スイス・オーストリア・オランダの社

会福祉施設を中心に見学したが、その中で、特に各国のアドベンチュアプレイグランド

の実態や考え方で共通しているものに視点をあて所感を述べてみたい。

　まず、日本に紹介されている「アドベンチュアプレイグランド」の名称から受ける感

じから、訪問するまでは、フィールドアスレチックス的要素のある体力作りのための施

設や自然環境を生かした冒険遊び場的な施設を想像していた。しかし、実際に見た印象

では、学校が終った後の子供たち、特にカギッ子のための対策を配慮してある点で児童

福祉施設と考えられるし、また、地域の子供たちを集めて組織的に創造力や情操・社会

性を育てていくという点で社会教育施設とも考えられるし、さらに子供だけでなく、大

人も自由に参加でき、地域全体の交流や余暇を過ごす場となっている点でコミュニティ

センターとも考えられる。このように、ひとつの施設にいくつもの機能を持たせて、多

角的に活用しているところに、プレイグランドを設置した国々の合理性・融通性を感ず

ることができた。

　また、各国のどのプレイグランドにおいても子供たちの人気は高く、多くの子供たち

が積極的に活動をしていたが、冒険遊び場が子供たちに非常に親しまれている理由とし

て、次の4点のことを考えることができよう。

　1）家造りという創造性を育てるもの、動物飼育による情操を豊かにするもの、サッ

　　カー場などの体育施設での体力作り、焼き物・敷き物作りの伝統工芸などの諸設備

　　が準備され、自分の好みで自由に選択できる。

　2）リーダーが配置され、子供たちの相談相手として自主性や主体性を尊重してくれ

　　る。
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　3）子供同士や子供と大人の交流を深める場となっている。

　4）学校制度の中で、進学問題が日本ほど切実な問題ではなく、放課後の時間は自由

　　に使えるという時間的・精神的ゆとりがある。

　最後に、福祉施設の設置、管理運営が役所ではなく、多くのものが地域住民が主体と

なっているところに日本の施設とのちがいに強い印象を持った。

　住民管理ということで、表面的には施設、設備の管理の悪さが目にっくが、実際に利

用されている実態をみると、いっでも、だれもが気軽に使えるようになっていることや

遊具など住民の奉仕作業によって作られたものが多く、それだけに自分たちの施設であ

るとの意識が強い。日本の管理者が心配する事故やけがに対しても、端的に言うと「運

が悪かった。」・「子供自身の責任。」といった結論で、管理責任を問われることはまずな

いという。このことは事故災害に関する教育は家庭で行なうべきものであり、指導者が

教育すべきものではないという考えに立つもので、日本でのように、何でも管理者に責

任を回避する考え方とは大きく異なっていた。リーダーは危険を防止するためのリーダ

ー ではなく、子供の遊びを積極的に展開し、子供の創造性や自主性を伸ばすリーダーで

あることを忘れてはならないと思った。

　また、プレイグランドが都市の中心に広い土地を占め、外見上、美観を損なうような

ものでも簡単に廃止とは考えず、冒険遊び場が果している役割りの重要性を理解し、よ

り充実したものにしようと地域住民の全てのものが努力をしている。

　これらの施設と住民とのかかわりのなかに、日本とヨーロッパ諸国との現在に至るま

での歴史の違いや、住民意識の差をうかがい知ることができた。

就学煎児童も手始めに小規模

なものを造る。

鰐零竺；ムセ）
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全国児童遊び場協議会
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9月4日
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　Swedenはスカディナヴィア東半分を占め、美しい森林に恵まれた立憲君主国であり

19世紀の初めから中立政策を貫くと共に鉄鉱石などの資源開発を進め、現在、世界で指

折りの工業国となっている。そして高度な生活水準を誇り、充実した社会保障制度をも

っ世界有数の福祉国家でもある。スウェーデン人の特徴は歴史的な背景からみて、非常

に合理的で民主的な国民性を持っていると言われる。そのSwedenの首都St㏄kh㎞は

水の都とも称され、メーラレン湖の水が、バルト海の入江に注ぐ中間の小島に、中世の

城郭町として生れ、その後市街は南北に発展して今日に至っている。

　我々研修団はStockhlmにあるSweden児童遊戯審議会を訪れ、話し合いをする機会

を得た。審議会との話し合いは将来展示場となる改造中の建物で案内人の説明にもあっ

たが、雑然とした倉庫のような状態で、現在予算申請はしてあるが未だ決定はしていな

いとのことである。しかし2年後には立派な建物が完成するだろうと説明していた。

　図書関係担当官Ms．　margaretaは昨日迄子供達の遊び場や病院、その他の施設等の視

察のためアメリカに行ってきたとのことであり、Swedenの遊び場と比較するとSweden

の方が、かなり進歩的な印象を受けたとのことである。Swedenでは2年前に21ケ所の

遊び場に児童心理学者が派遣され、子供達がどのように遊具を使用しているか、また、

遊び場と生活環境からどのようにうまく利用しているかなどの点について、調査を実施

し、その結果を発表した。

　子供達にインタビューした結果によると、。遊具がっまらない、。遊具（すべり台な

ど）が他の場へ移動する事が出来ない、。大人が少な過ぎる、。大人の子供のコンタク

トが少ない、などの結果がでた。そのためすべり台やぶらんこなどのような動的遊具に

するように対処し、またSwedenの遊び場の傾向として団地やアパートから大人を如何

にして屋外へ出して子供達と共に遊ばせるか、また、小さい玩具や遊具を組立てて行く

傾向にしたり、遊び場をデザインして完全に作って与えるのでなく、あくまでも広い遊

び場として、大人と子供達が一緒になって遊び場を作って行く傾向に持って行くように

しているとのことである。

　この委員会は！972年に創立されて理事会が結成された。この委員会は厚生省の管轄で

あり、そのメンバーは玩具、遊具メーカー、児童心理学者とその他児童の遊びと関係の

ある10名より組織され、月に1回会議を開催してその方向づけをしている。この委員会

の主要目的については後述することにする。

　ここの活動は第1に一般や専門家のためのアドバイスや助言を与える機関であり、第

2に外国の資料をSweden語に訳し、一般に普及する仕事などをしている。

　創立された当時、職員数は常勤者は1名であったが、現在では8名の職員数になって

いる。この審議会では全国の遊びに関する事務処理や公報活動が主体となっているため

地域社会の住民と接触をする機会は少ない。審議会の具体的な活動としては、一般家庭

へのパンフレットの作成、地域社会への遊びに関する資料の作成、外国（英語版、日本

語版など）への研究の報告や実態にっいての報告などの公報活動、戦争に関する玩具の
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製作禁止や病院に入院している子供に対して保母を送り遊びを通して治療を行なう（子

供は病人として取扱うと病気がながくなり、保母が遊び相手になると早く治る）などの

制度を確立するため、国に対して提言し、実現するための活動、また、昔から伝えられ

ているスエーデン独特の玩具や遊具の伝承や古い材料を使用して新しい玩具や遊具を作

るための努力など、新しいものと古いものに対する開発と伝承の両面の活動も行なって

いる。現在のSwedenの傾向としては、子供が玩具の山に囲まれている感じなので、委

員会としては、子供の創造力を伸ばすような玩具造りを要求し、Swedenの玩具を開発

する機関として消費者共同組合と玩具メーカーなど集めて、特別委員会を開き検討を行

なっている。

　審議会での話し合いでは、プレイリーダーの資格、児童福祉の施設の基準、遊び場の

確保の問題、障害児に対する配慮などの点にっいて論議の後、子供達にとって遊び場を

確保することが重要であること、自然を保存して子供達に遊び場を与えること、自然の

中での活動など、自然の遊び場を通して子供の心とからだの育成することの重要さを説

いた60コマのスライドが用意されていた。

　年報および資料より

1。Swedish　Cσuncil　for　Children’s　Play　　　（Annual　Report　1975／1976）

　遊戯審議会はスウェーデン政府によって1971年3月1ζ設立された。審議会を設立した

のは厚生省の委員会活動によるものであった。それらの報告は勧告の中で、次のように

しめくくられている。政府遊戯審議会は、遊びの材料、玩具、子供の遊びのための環境

を考慮するための直接的仕事をするものとして設立された。審議会はThe　Nati（ml－

Board（f　H　ealth　and　Welfare（厚生委員会）によって管理されているが財政的には独立

している。

　Sweden政府は審議会の仕事の手引き書を発行した。審議会の主な仕事は人間の真の

発展のための遊びの重要性を主張し、良い遊びの施設は住宅地区と地域社会の両方にと

ってよい結果を生むためのものであることを理解させることである。

　これを成し遂げる為に、審議会は次の事を理解させなければならない。

。 良い遊びの道具が作られ、売られるようにしなければならない。

。良い遊び場がすべての子供や若者達に提供されるよう努力をする。

。安全性を常に考慮する。

。遊びの重要性を広く浸透させる。

。遊びの場所や遊びの材料に関する研究を奨励する。

∬．Cument　Sweden（The　Swedish　Institute）bO　123　June　1976

　◇C（㎜un輌ty　centres　for　better　contact

　　　（より良い交際のためのコミュニティーセンター）

　この多くの批判を受けているハウジング計画の中で11の超高層ビルのあるソフィア地

域に於て、地方自治体は6つの平地を役tc立っよう利用をした。その平地をコミュニテ
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イーセンターに変え、活動をさせるためにパートタイムで多くの主婦を雇い、午前中は

それらのほとんどは就学前の子供達によって使用されるようになった。そして子供達と

遊ぶことを楽しみ1こしている年寄りの恩給受領者もグランドペアレントとして喜んで参

加した。午後には学校に通っている年上の子供達が来るし、夕方遅くには彼らの両親が

来て、作業室の中で時間を過したり、チェスや卓球、バトミントンをしたりして過すよ

うになった。時々彼らはミュージカルのタベを催したり、ダンス、映写会、アマチュア

劇、サークルの勉強をしたり、また集団スPt　一ッである綱引き、たこあげ、フットボー

ルなどを野原で行うし、また、ある者はコーヒーをたて、パンを焼いて楽しんでいる。

これら6っのセンターのそれぞれは近くに農場を持ち子供が少なくとも週に一度は農場

を訪れ、牛乳しぼりや乳を与えるのを見、馬小屋の中で干し草を作るのを手伝い、仕事

をして居ると云う実感を味わった。田舎への遠足では、漁船や沿岸警備船を訪問し、森

の中で花やいちご、マッシュルームを摘み、自然との接触の機会を持った。こういう事

は、家の近くでは全く経験の出来なかったことである。

　　’2年前には、このあたりで人々は他の人を知る事はほとんどなかった♂と1973年

に家族と一緒にMa㎞δに来たユーゴスラビア人の主婦は云っている。　吟日ではすべて

の人がお互いに知っています。外出する時に子守りや花に水をやってくれる近所の人を

得るのは簡単です。また、ミシンを借したり、アドバイスを与えたり、複雑な型の時に

は手伝ったりをすぐしてくれます。私たちは丁度大きな家族のようです。’

　このすさまじい変化は子供の行動に最もすばらしい形で影響を与えている。　“ソフィ

アの子供達は、この近くの他の地区の子供達に比べると非常に調和がとれている。tと

Social　wcrkerのAlf　R（㎜byは云っている。　’他の地区では子供と大人の間の接触の

欠乏は、両方をけんか腰にしています。ここではお互いを理解し、共通問題を理解する

ことを学んだ。”

　◇Children　harre　the　best　ideas

　　　（子供はもっとすばらしいアイデアを持っている）

　海岸や野原、森、ビル通りで遊んでいる子供を身近に観察する事によって、彼らの反

応や自然の中で発明をする事によって、人々は心地良い環境の中で刺激的、攻撃的遊び

を発展させるための指導を見っけようとしている。或る要求を満たす事が出来ると云う

だけの従来の代用的解決法から、人々はすべての人々が楽しむ事ができ、共通の活動の

中で世代の断絶に橋渡しをする事が可能なすべての世代の集合場へと発展させ始めた。

ストックホルム近郊のAkaIla－Husbyで計画立案者はブルトーザーから古い建物や農地

を守り、そして、それらを遊び場や若い人々、年寄りのレジャー活動の中に取り入れて

大きな成果をおさめている。

　都市の高層住宅に住む子供達は現在、地方の4Hクラブの専門家の指導によって、馬

や山羊、子牛、羊、豚、兎などの動物の飼育を学び、実際の物を用いたレッスンの中で

社会の生態を学んでいる。それは農場で成長した子供には自然なものに見えるが、都会
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育ちの子供には奇異に見えるようである。そのほか、分割貸与された庭で花や野菜を育

て、趣味の作業室では玩具や道具を動かしたり、作ったり、修理する事を学んでいる。
’子供は時々両親を感激させるものです。そして最後には私たちは皆んな一緒に働らい

ています♂とBob　Ohlinは云っている。彼はストックホルム市による未来計画の一員

である。

　◇The　green　wave　in　the　concre　te　wilderness

　　（コンクリート荒野の中の緑の波）

　沐や低木、花や野菜畑による緑のっぎはぎは、その出発点から新しい住宅地の中に

結合させられた存在です♂とストックホルム市の運動場のディレクターであるMsr　As－

trid　Schelinは云っている。　’しかしその間に私達は又、すばらしい住宅地の中にある

不毛の環境を改善するために何かをしなければならない。そして、じゃがいもや野菜を

植える為に、以前はよく保護されていた芝生や花壇の全部を使う事になっている。昨年

の秋（私たちが畑に変えた）いくっかの市の運動場や材庭に、子供達は家で育てたポテ

トや野菜類を持ち寄った収獲祭に彼らの家族を招待する事が出来た。私達の今のスロー

ガンは次の様である。

　’子供と大人はもはや管理された規格にあてはめたりすべきではなく、その地域の人

々のアイデアや要求を反映した運動場を発展させる為に一緒に働らかさせねばならない’
’ 自然1ζもどれ”と云うスローガンを伴った「緑の波」小さな小屋の光景、騒音に満ち

た都会の外にある田園的な田舎での生活は60年代後半スウェーデンをおおいっくした。

都市計画の立案者、公園の管理者はs㏄ial　w（πker、厚生省の役人、心理学者、そして

先生の考えをもっとよく理解する事を学んだ。　（これらの人達は自然に近い遊び場は、

大都市をよりよい住宅状態にする為の基本要求であり、それは又青少ff犯罪を抑制し、

学制を改善する事を意味していると考えている。

　’芝生の上を歩くのは長い間スウェーデンでは共通の特権であった♂とMrs　Sche－

linは云い、　’しかし私達は今それを堀り返し、じゃがいもや人参、パセリを植えるこ

とを許可されているのは、大いなる進歩である。そして、その事は子供達が自分たちの

遊び場を作るのに参加する手となっている。しかし私達は次の様な事もまた理解してお

かなければならない。子供の土地は、大人のためにも開放されているという事である。

気持の良い公園のベンチや趣味の作業室、分配されている庭は、それ故にフットボール

場や砂場と同じ位い重要なのである。

　ストックホルム市は、現在、運動場や戸外のレジャー施設に、年間1億クローネを投

資し、500人の指導者やカウンセラーを雇い、そして去年は151の運動場に500万以上

の人々を迎え入れたのである。
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研修所感

　スウェーデンは世界一の福祉国家として知られており「胎内から墓場まで」といわれ

ている通り福祉施設は近代国家はかくあるべきという理想を掲げているかのように思え

る。先ず、子供が大事にされる国’として託児所、保育所、幼稚園、学校、家庭と子供

　（父親、母親の立場、親子の心の通い合い、独立心を養う）など何を見ても実に理想的

に見える。また、どの町のどの住宅地の近くにも必ずといっていいほど公園や遊び場が

あり、子供達は交通戦争からのがれ自由に走り廻る事ができ、遊び場は安全第1に造ら

れ日本の子供に比べると一流大学入学の為の競争もなく、誰もが自由に自分なりの将来

を描き、生活できるなど、まさに子供の天下とも云えそうである。

　この福祉政策はかなり長い伝統の上に立って、いっそう組織化されて発達しているが

国のレベルのみならず、特に多くの地域社会が公的にも私的にも積極的であることがう

らやましい限りである。また、スウェーデンだけでなく、他の国での研修地を研修して

強く印象づけられたことは“余暇を如何にエンジョーイしているか’に対して、日本で

は’余暇を如何にして見いだすか？’“予算が無い”の一語につきる現状に卑屈になり

ながらも、少しでも先進国のすばらしい社会福祉政策、特に子供達の遊び場の施策の実

現化を夢に見ながら、また研修させていただいた数々の収獲をもとに、今後の私の現場

で活用させていただ’きながら、精一杯頑張る所存である。

スェーデン児童遊び場協議会、公報・図書委員
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　全国児童遊び場協議会の概要

　スウェーデンの全国児童遊び場協議会はスウェーデン厚生省内にある労働委員会から

ら起りs　1971年3月に組織されたものであり、その協議会はNBHW（厚生委員会）で管

理されているが、財政面においては独立した会である。

　全国児童遊び場協議会の活動と目標

　活動の主なものは、視聴覚教材を遊びに用いる事の重要性を主唱し、それが家庭や公

共施設でどのように使われ、いかにこども達の遊びの可能性を広げていくかを見る事で

あり、さらに協議会の活動目標として設立当初（1971年～1975年）から5年間は

　1．こども達にとって良い遊具の製造及び販売の促進

　2．良い遊戯施設を多くのこども達や若者達への利用増進

　3．安全への配慮

　4．遊びの重要性のアピール

　5．工作コーナー設置と遊具利用増進

等を活動目標として活動を進めて来たが、1976年6月には、さらに大きく広い目的をか

かげ活動している。その活動目的は

　｛1）こどものための環境の改良

　②　未就学児や就学児のためのレジャータイム活動の推進

　㈲　こども達の病院、特殊学校、公共団体などの遊戯施設の改善と環境の改善

　｛4｝遊具、遊び場、遊戯施設の調査、改善

　C5）情報の収集、提供

等がある。

　それらの目的を達成するための活動を見るとまず協議会の目的や意義を親やこども、

地方当局、病院、幼稚園の先生、遊具や玩具、設備等の立案者や設計者、製造者、消費

者に知らせることからはじまり、そのたあの屋内、屋外遊戯施設設備等全般に渡っての

報道、情報提供のためのスライド、パンフレット、ポスター、手引き、講演、記録映画

などの広報活動も行う一方では、たえずこども達の世話にたずさわる施設の職員や職員

養成所、訓練所と接触しているという。

　また、1974年～1975年にかけて遊び場や遊具（こども達の身の囲りにあり家から持

ち寄った遊具や遊び場にある固定遊具を対象）を進歩的あるいは心理的な見解で評価す

るために遊び場や公園など28個所の調査が行なわれた。

　それらの調査は遊び場や遊具の良悪を決めるのではなく、こども達の「あそび」をい

かに楽しくさせ、1人あそび、集団あそびの中で、こども達自ら何かを発見できるもの

にしていくためのものである。そのための遊具の耐久力、遊具の機能的配置、危険性の

面においてどうしたら遊具の機能性発展が見られるか、又、こどもの遊びをさまたげる

個所の改良はどのようにすべきかを視点として調査がなされ、その結果がこども達にと

って、最も望ましいあそびの確立であり、進歩的活動が出来るような遊具づくり、遊び
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場づくりを実行していかなくてはならないとまとめている。

　さらに活動面を見ると、こども達のよりよい環境づくりのための遊び場の改善ととも

lC、住宅環境の改善を行っている。それは1960年代に建てられたものを対象とし1戸に

対して3，　OOOクローネ（約135，000円）の補助を出している。又病院等に入院している

こども達により良い遊びを与える活動も行っているが、その結果、遊びを通す事によっ

て早く退院できるケースが多いとの事である。

　あそびの重要性

　こども達にとってあそびの重要性はいろいろと言われているが、協議会では遊びの発

展的活動を次のようにとらえている。

　グループ向けあそびをこどものタイプ、年令に応じて分けると、

　0才～2才では、機能あそび、反復行動、体の機能によっておこる感覚的な遊びが好

まれる。

　2才～3才においては、っみ木やミニカーなどといった単なる象徴あそびやルールあ

そび。

　3才～4才では、買い物ゴッコ、ぬいぐるみゴッコといったゴッコあそび、象徴あそ

びがあげられている。

　5才～7才では、模倣あそび、構成あそび、などがあり、象徴あそびの面ではこども

達の役割を分担しあうルールあそびが行なわれだす。

　7才～10才では、ルールのある活動、たとえばサッカーのようなものであったり、か

くれんぼうのようなものがあげられている。

　さらにあそびを通して、こども達に豊富な感覚をもたせるために身の囲りにあり環境

を十分に与える必要があるといわれる。また、こども達も大人の世界や日常生活の中で

協同や競争に参加でき、こども達自ら考え探求しながら活動する場でなくてはならない

としている。そして、あそびの中にはこども達の独特の可能性が秘められており、その

可能性が現実の生活の中に生かされ、生活の中でくりかえされるようなあそびでなくて

はならず、お互いに協力しあう社会的相互作用が根ざされている。

　また単に協力と同時に自分の意志や経験を言ったり、実行に移す行動や他人とのっな

がりの中で、相手を理解し自分を理解するとともに能力に応じたこどもの経験は感情的

に反復され自由に反射し、他の人達との関係の中でもまれ生きて行くといい、こども達

の遊びの中でそういったものが芽ばえてくると言うのである。

　あそび場、遊具の改良

　協議会の報告によると、今までのスウェーデンのあそび場や野外施設が青少年たちに

向いてどんどん変えられ発展してゆく事が不可能であることがはっきり表われていると

いう。協議会での働きかけや研究が重ねられており、こども達にとってめったにする事

の出来ない探検や企てなど日頃見られないある面を見いだしたり、ひきだしたり出来る

ものに改良を重ねている．
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　そして、それはただ単にこども達だけの遊び場であるのではなく大人達も一緒になっ

てくつろいだり、ゲームができたりする中でより良い経験をする場所にしていくもので

もある。ややもすると立派な施設を持ちながら、遊び場にはこどもの姿は見えず、こど

も達はというと空いたビールビンやショッピングセンターから拾って来た廃物などであ

そんでいるような状態になりかねないといい、こども達にとっていかに自己をエンジョ

イでき、さらに段階的発達をとげる遊具に改良してゆくのも協議会の大きな仕事になっ

ている。

　遊び場づくりのとらえ方

　こども達のあそび場をつくる点で基本的な考え方にはどのようなものがあるだろうか

　まず第1に感じたことは、遊びの主体性ということである。遊び本来の遊びであるた

めには、何と言っても遊び場が住居の近くになければならないと言われ、具体的には、

500メートル、できれば350メートル以内が理想であるという。

　第2には、多様性、建設性ということである。そういった面で見ると、スウェーデン

の遊び場のほとんどには日本のガラクタ公園と違って、こども達自身が造りだす建築あ

そびが盛んで、思い思いの設計で建築し、板に色をぬったりしている。

　こども達が建築した室の中をのぞいて見ると、それぞれ工夫されている。考えて見る

とそれはこども達自身の多様性でもあり、多様性ができるということは、個々のこども

達にとって自由な時間と自由な空間が前提となって、初めて可能となるのではないだろ

うか？

　それらが生まれてくる要因として、スウェーデンの教育制度においても見ることがで

きる。スウェーデンでの義務教育学校においては、宿題が全廃されているばかりか、進

学制度においても日本とは比べものにならない程ゆるやかである。このことから考えて

も自由時間が確保されていることがうかがえる。

　さらに’冒険性’をあげることができ、こども達のあそびの中に非常に多く取り入れ

られている。

　また、現代ではオープンケアという考えが生まれて来ていると言われ、その考え方が

遊び場の中にも大いに生かされているようだ。それは人々の都市化された生活において

公園や遊び場が単にこども達のためのものではなく、人々の交流の場という観点に立っ

ていることがうかがえ、もはや遊び場は大人の遊び場、交流の場でもあることには我々

も注目したいところであるようだ。

　それらの公園や遊び場に設置されている遊具を見ても風土的なものもあるだろうが、

わが国の様な鉄やコンクリート製遊具は少く、木が非常に多く使われており、それはそ

こで遊ぶこども達にあたたか味を感じさせている。また、こども達の遊びの中で、こど

も達の要求度を上手にっかんでいる点には非常に感心させられる。それらをうかがわせ

るものは、わが国での遊び場のパターンは、ブランコ、スベリ台、砂場が必ずそろって

おり、それも広い公園や遊び場のすみに独立してある型が多いが、ヨーロッパでは砂場
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があれば必ずといって良い程水が近くにあり、造ったもので遊べるプレィテーブルがそ

なわっているといった具合に、こども達の要求に合わせたレイアウトのうまさには目を

みはるものがあり、遊具によって遊びをより以上発展させるという意欲が感じられる。

研修所感

　スウェーデンという国に対して訪問する以前は、いろいろと評価があった。それは、

「福祉国家」として最も進み国民には「胎内から天国まで」福祉が行きわたっているバ

ラ色の国というイメージ……。

　あるいは、こども達に麻薬、非行、セックスの面で問題化している国、そんな2つの

面を持っている国、その中でこども達の様子はどうなのか……という2つの結びっきに

非常に関心をもった。さらに協議会やフリータイムセンター、冒険遊び場がそれらには

たす役割について非常に興味があった。たしかにスウェーデンのこども達を見ていると

日本ではこども達の余暇時間をいかにっくりだすかに頭をいためているのに対して、ス

ウェーデンでは、余暇時間をいかに「有効」に使うかに主眼が置かれている。その点を

見ても大きなちがいがある様だ。したがって、フリータイムセンターなどでも余暇時間

の利用の仕方について種々と工夫されているように思える。

　それは、余暇時間を教育的配慮のもとに意図的にこども達のもっている興味を導きだ

すことによって、横道にそれる可能性を防いでいるようだ。又、スウェーデンで興味深

く感じたものの中に、プレーペン（青空保育）がある。1日のうちで午前9時頃から10

時頃までの様だが、公園の一部やフリータイムセンターの中に設置されており、保育に

欠けるこどもに対しては集団の中で遊びを通して社会性を植えつけるとともに、反対に

保育に欠けないこどもに対しても戸外活動を通して社会性を植えっけるためにあるとい

う。そして指導者はコミ＝ン（県又は市）からの派遣によるものであるが、何かを指導

するというものではなく、そこに集まったこどもや親達に対して自分で何かができるよ

うにエンジョイするのみである。この辺にもスウェーデンにおける教育の一端が見られ

るようだ。

　わが国のような幼児期から受験戦争の中で勉強に追われて、自らを忘れてしまい、余

暇活動を軽視されてしまうことはまことに残念なことであるとともに、もっとこども達

の生涯教育の観点に立ってこども達にとって本当の幸せとは何か、こども達にとって何

が必要なのかをじっくり考えなくてはならない時期に来ているのではなかろうか。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙せみず　　さ　　なえ

研修報告　　　児童遊園担当小瀬水早苗

　　　　　　　　　　　　　　　特殊法人　こどもの国協会

　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県横浜市緑区奈良町700

SPANGA　LEKPLADS．
（スポンガ遊び場）

所在地　Holmingegrand　16361　Spallga，　Sweden．

説明者旋．Tommy　Carlsson

　　　　Mr．　U㎡1i晦en

研修日　9月4日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
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午前中、スウェーデン遊び場審議会で説明を受けた後、我々こどもの国班は児童館班

とわかれて、あそび場の視察にでかけた。

　ここスポンガは新興住宅地にある遊び場である。

　経営主体

　市の公園課に属し、殆んどの経費が市の予算でまかなわれている。

　種　　別

　いわゆるプレイグランドであり、ストックホルムだけでこの種の遊び場が約150ケ所

あり、市から3，820万クローネ（約1億7．190万円）の予算がでている。

　位　　置

　ストックホルムから西北西に車で約30分くらいのところにあり、周辺は新興住宅地で

ある。交通はストックホルムから汽車、あるいは地下鉄とバス経由でスポンガまで行く

ことができる。

　沿　　革

　この遊び場は1970年に設立されて、設立後こどもや住民の意見を多く取りいれて作ら

れた施設である。1974年からは小動物をおくようになり、年々施設が充実されている。

　設　　備

　遊び場の総面積は約1，500㎡ほどで、集会室、陶芸室、手芸室、工作室などを備えた

二階建のメィンセンター（木造）は昔の民家を改造したものという。これに小動物を主

にした家畜舎が別棟にある。屋外施設は託児所、幼児遊び場、砂場、ポニー馬場などが

ある。家畜舎の二階は小劇場及び、幾つかの部屋があり、各種の用途に利用されるよう

になっている。

　

場

舎
劇

　

小

畜
階

我々が見学した施設は上記図面の箇所であったが以前の訪問者の記録によるとこの他に
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サッカー場とテニスコートが加えられている。

　開園時間

　開園は午前9：00～5：00であるが、月曜日と水曜日は午後8：00までが利用時間になっ

ている。

　運営について

　運営費は市の予算によってほぼまかなわれている。先に述べたストックホルムの遊び

場の予算のうち、全体の人件費が2640万クローネ、遊具費が280万クローネであるが、

このうちスポンガ遊び場だけでの遊具費は1万4千クローネ（約63万円）である。

　利月1対象

　遊び場の周囲にアパートが林立しており、このアパートに居住する子どもたちが利用

している。この遊び場には野外託児所があるため低年令の子どもが利用しており、利用

年令は1才半～14才が主体である。ポニー、1ζわとり、兎などの動物が沢山いるため7

才～12才のこどもの利用が多い。一般利用においては登録制はなく、利用は自由である。

　職員について

　専任職員が4名いるが、午後はこれに家畜担当員が2名加わる。遊び場のプレーリー

ダーになるのには特別の資格はいらないが、より資質を向上させるためにレジャータイ

ムリーダー養成学校がストックホルムに3ケ所ばかり設けられており、ここは義務教育

終了後4年間の実習をしてから1～2年の教育を受けるか、または高校卒業後1～2年

の教育を受けることができる2つの方法がある。利用者への安全対策として保険をかけ

てあるが、この他にもスポンガでは救急看護教育を終了している職員を配置し、万一の

場合の事故に備えている。

　指導の特色

　ここではこども達に指導するということではなく、陶芸、木工、卓球その他何んでも

利用者と一緒にやるということを打出している。また、指導員のこどもに対する接し方

は、いつも指導員がリーダーになってこどもを引張っていくことではなく、こども達自

身で考え、造ってゆけるようにし向けることである。この施設での特徴は年間の行事の

中にスクールを設けており、オリエンテーリング、動物飼育、スキー、スケート、木工、

陶芸などのクラスがある。これらの行事は5万クローネ（約225万円）の予算で行うが、

このスクールだけは会費は徴収している。スクールは申込制であり、10回の授業で、会

費200クローネ（約9，000円）である。この会費は保険とメダル、証書、パーティーな

どに使用される。

　乳幼児の託児所

　12時30分迄とあるが説明者の話では実際には13時30分迄やっているようである。この

託児所はここに預けて母親が働きに行くという種類のものではなく、1～2時間程度預

けて買物に行くとか、一寸した用事を足しに行くとかの時に利用されている。この託児

所の指導目的は他の子と遊べるようにするということである。受入側でも普通は1時間
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写真は野外の託児所である。

入口のところにかけられた手

づくりの案内板には次のよう

な説明文がかいてある。

こどもの遊び場

30

：
才

12

3

　　
一〇

半
迎

ほ

才9
1

　
　
観

場
令

開
年

長くて2時間以内に限って預かっている。託児所は無料で、開設中は職員が責任をもっ

て指導にあたっている。

　遊び場と畜舎

　幼、低年令児の遊び場にはタイヤを利用したブランコ等も配置されている。特別変わ

った遊具はなく、遊ぶことそのものに重点をおいているようである。ここは他の遊び場

と違うのは珍らしく冒険遊び場がなかったことである。

　畜舎はなかなh）立派で、山羊、めん羊、豚、にわとり、ねこ、うさぎ、ポニーなどが

飼育されており、うさぎは各担当のこどもが自分の好きな名前をつけて飼育している。

日本名がついているのもあった。ポニーのひとなつっこいことは相当なもので、通りかか

ると洋服をかんでひっぱるほどであった。家畜舎の中に猫が共存しているのは愉快であ

った。他の動物は柵の中に入れられているのに、猫だけは自由自在に一階から二階まで

走り回っているのである。

　二階小劇場

　畜舎の二階は演劇場スペース（50～60人がみることができるくらい）があり、ちょ

っとした演劇発表や、音楽会ができるようになっているが、現在は演劇がやや低調ぎみ

で、映写会に使用されることが多いそうである。舞台面が特別に高くなっているわけで

なく、観客と同じ板床上である。ここではまた卓球などもよく行う。この時は職員も一

緒になってこども達と対戦するそうである。この二階にはこの他、幾つかの小部屋があ

り、集会やおしゃべりに、また演劇用の衣装や道具部屋、またそれらを裂作する部屋、

音楽鑑賞室に使用されている。

　地域住民との関連

　父母とのコンタクトをとるために、映写会やバーベキューパーティーなどをよく実施

している。このような集いのある時は毎回150人くらいの参加があるとのことである。

この他イースターに親子で旅行する、あるいは夏休みにキャンプを実施することなどの

一 71一



計画も立てられている。このような集いを通して父母、あるいは地域社会の人々の要望

をとりいれたり、コミュニケーションをはかったりしている。この遊び場はこども中心

ではあるが、陶芸コースなどは大人のための憩の場でもある。日本の遊び場ではあまり

例がないことであるが、ここの職員はあそびの種類によっては、またスクールプログラ

ムによっては園内活動だけではなく、野外にまででかけていき、キャンプやオリエンテー

リング、スキー、父母とのキャンプなど、時には学校での遊びの指導まで巾広く活動し

ているということは、地域社会にしっかりと密着し、受け入れられていると思える。

　まとめ
　スポンガ遊び場は職員数が少ない。スウユーデンの遊び場はほとんどがこのような形

式と規模のようである。こども達に自由に遊びを展開させるという方針であるし、こど

も達もかれら自身で楽しむことを好んでいるようなので、4人くらいの指導員でも十分

なのだろう。もっとも十分であるかどうかは聞きもらしたが。動物飼育には4Hクラブ

員の応援がある。

　こども自身が管理しているものにポニーの馬車があり、こどもが駅者になって動かし

ていた。こどもの好意で我々を乗せてくれようとしたが時間がなくて残念であった。

盛L．　、

　プレイグランドの形式はデンマーク、スウェーデンともほぼ同じであるが（スウェー

デンの遊び場はデンマークをモデルにしたといわれている）、スポンガの特色は乳幼児

の託児所を併設していることと、スクールがあり、スクールの種類によっては園外利用

も実施しているという二点であろうか。

　園外指導も含めたプログラム作り、その中にこども達自身に計画、運営させるという

ような点は、我々の遊び場でも今後のプラニングに大いに参考にしたいと思う。
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AKALLA　LEKPLADS．

所在地　16326Sp8nga，　Sweden．

説明者　Ms．　Yvonre　Petterson　Mariama

　　　　MS．Lucauder

　　　　9月4日

一
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⇔賢

助沖縄こどもの国
沖縄県沖縄市字胡屋831
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　スウェーデンでの第2日目は、施設見学と研修の日であり、午前中のThe　National

Couwcil　For　Childrewfs　Play（全国児童遊び場協議会）との話し合いを終え、午後には

Husby　Gard，　Spanga　Lekpladsの施設見学をして、午後5時前にAka　La　Lekplads

に到着した。面積はおよそ5万㎡の広大な敷地と南西の方向に丘の広がる、環境のすば

らしい場所である。

　この広大な敷地に大小20棟余の建物が散在しており、全体が芝生で覆われた牧場の様

な雰囲気で、気持の良い施設である。東側には近代建築の高層住宅が林立している。

　この施設では指導員のMs．YPette㎜MarianneとMs．　Lucauderによって説明を受

けた。案内された建物にっいて見取図で説明したい。

　1）建物の用途（見取図参照）

　（17）Snickarbod（織物館）

　最初に案内を受けたこの建物は、50㎡程の木造瓦葺平屋で、小さいがこじんまりとし

たきれいな建物である。中では婦人たちが、たのしそうに話し合いながら織物をしてい

た。この施設では機織りは人気があり、小さい子供は出来ないが、申し込みをしてから

機織り器を手にするまでlc一年ほどかかると、Mr．　Y．　Pettersonは笑いながら話してく

れました。

　（1）Manbyggnad（歴史館）

　17世紀に建築された、木造瓦葺平屋で、その時代の香りがするようなヨーロッパ風の

すばらしい建築物である。150㎡程の広さの典型的な農家であり6っの部屋に区切られ

ている。この農家はスウェーデンの王族が狩猟の時に宿泊した農家である。その中の一

室に応接間の様な部屋があり、数人が懇談出来るこの広間の壁には、鳥類の絵が画かれ

ていた。指導者の話によると、昔のスウユーデンの王族が宿泊したときに、夜でも小鳥

たちに会える様にと願いをこめて、いこいの場として作らせた建物が、今日子供の国と

なっている訳で、古い建物であっても、利用して代々に残そうとする、国民性がのぞけ

た様な気がする。

　（11，13）Loge　och　bod　Ladugard（畜舎と農機具倉庫）

　写真でもわかるように、こζの施設の中で、この2っの建物が一番面積が大きく、約

300㎡ほどの広さである。指導者の説明によると4Hクラブの協力が大きく、この施設

の運営について全面的な助力がなされている。この施設での効果は、子供が幼少の時期

から動物との心のふれあいを持ち、周囲との自然とのバランスを保ちながら、子供の情

操教育に大きく役立てようとするものであり、このような教育の姿によって、はじめて

健全な心身の発育・発達がなされるように思われた。

　（12）Lada（木材等工作所）

　170㎡程の木造平屋建である。日本の町中に見られる営業用の木工所の感じのする本

格的な設備がされている。棚の中には、木グッの型が整理され、工作に必要な工具が、

いっでも利用できる様に整理整頓されていた。この部屋は危険な工作機械が多くあるた
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め、室内での危険がないよう細部にわたってポスターなどで注意がなされ、安全に対す

る配慮がなされていた。室内には誰でも自由に入室することができるようになっている

が、工具は整然と整理されており、日本ではこの整理状態が数日しかもたないような気

がした。単に利己的な考え方で自分だけがよければよいというのではなく、他人に対す

る配慮がなされる点は、真の民主的な考え方を一般の人々が捉えているように思われた

　（15）Stal1（クラブハウス）

　クラブハウスは、大小幾っかの部屋が区切られていて、カフェー、厨房、事務室、図

書室及応接室があり、ゆったりとした気持で読書をしたり、遊びや作業の後にコーヒー

や軽食で憩いのひとときがとれるようになっている。飲食の値段は非常に安く、営利は

考えていないようであり、子供や大人にとってのコミュニケーションの場となっている

特IC、この場では、全く見知らぬ人が自然の形で誰とでも話し合い、親しくなっていく

姿をみていると、親子の断絶や近所と不和などは全く考えられないC。mmunicationの

場であるようであり、日本では考えられないすばらしい憩いの場であった。

　施設

　1）開設
　本施設は、1975年に開設されているが、この施設を設置するにあたって、自治体は地

域社会の住民を1戸1戸たずねて、施設の役割と内容について説明をし、又、住民の希

望を聞き、協力をよびかけ、行政と住民が一体となって作られた施設であり、日本とは

かなり異なっている点に注目した。こうした附近住民と、コンクトを取り入れる事の出

来るシステムと1戸1戸たずねて歩くプレイリーダーの努力によって、真の子供の遊び

場が出来たのであろう。

　2）施設利用者と開園時間

　開園時間は朝9：00から夜】0：00までで、1年中オープンされている。施設利用者

の年令は、幼児から老人まで含まれており、全年令階層が利用しているといっても過言

ではない。しかし、本施設の利用の実態をみると、中学生、高校生の利用者が非常に少

なくなっているが、これは附近の高層アパートに居住する年令層が若い夫婦が多く、そ

のため現時点では幼児が多いことと、近くに老人アパートがあることが原因となってい

るようである。

　この施設で遊ぶ子供たちには、保険がかけられており、設置されている各遊具は遊戯

審議委員会の機関によって安全規格、基準の検査を受け合格した遊具であり、単に生産

し販売すればよいという営業的利益を追求するのではなく、子供中心の配慮がなされて

いる点は日本でも大いに参考にしなければならない点であるといえよう。また、子供が

遊び場で事故災害の発生した場合でもPlay　leaderは所定の養護および看護の講習を受

けているので応急的な処置は万全である。たとえ、災害を受けたとしても、前述したよ

うに保険がかけてあるので安心していられるとし、活発な遊びの展開をすることもでき

る。施設の中で利用者に人気のあるのは、家畜（特に小動物）、木工、ハタオリ、陶芸等
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であり、特にどれに人気があると言えないが、かなり利用率は高いとの回答であった。

その他に、季節によって野外活動がなされており、ピク；ック、スキー、スケートの団

体活動が積極的に行なわれており、多くの参加者を集め、北欧の国らしい活動がなされ

ている。ここの施設はスウェーデンでもユニークな存在で、となりの自治体など町から

来園するとのことで、夏では1日1，000人をこす盛況な状態であり、機織りや陶芸など

の施設利用をする場合には相当以前に予約をしておかなければならないとのことであっ

た。

　3）予算
　施設の管理は公園部と社会福祉部（日本では建設部局と厚生部局）となっており、施

設運営に関する予算はかなり確保されているようである。また、団体等で行うピクニッ

ク、スキー、スケート等の野外活動に関する費用での不足分に対しては、施設内のカフ

ェーの売り上げ金を蓄積しておき、それが充当資金となる。さらに、子供たちはコーラ

ビンなどの回集を行ないアルバイトによって得た収入を資金に当ることによって野外活

動が運営されており、家庭からの持出しは極力避けているとのことである。

　予算の使用方法は、予算に組まれた物品等であれば問題なく購入することができる。

その際の購入方法は、直接Play　Leaderが物品を選定し、購入するのではなく、委員会

で選定した物品を受領するシステムになっている。しかし、最近ではかなり購入に際し

て自由がきくようになり、備品を施設で直接購入し、レシートを保管しておけば、会計

検査でも問題はなくなったとのことであり、運営がしやすくなったとのことである。

　4）キャンペーン

　施設の利用人口の拡大を計るために、キャンペーンを行ない、施設利用の運動を展開

している。施設の管理や遊びの指導などの運営管理に関してはPlay　Leaderなど、施設

関係者だけで進めるのではなく、地域住民の意見や要望を取り入れて積極的な計画を立

て、運営を進めている。例えば、施設の改善や充実に関しては地域住民にアンケートを

実施して、その回答の要望に応じて計画の中に織りこんだり、施設のPRのための公報

手段として、PR用チラシを作成し、職員一人あたり300戸を廻ってキャンペーン活動

をして、利用者の拡大を計るとともに、施設に対する意見を聴取して運営の中に役立て

ている。こうした一連の行動と活動が地域住民とのコンタクトをとり、誰にでも親しみ

のある、効果的な運営がなされているように思われた。日本のように利用者不在による

運営のしかたは、利用者を常に減少させるだけでなく、地域とのコミュニケーションが

とれず、町の中で孤立した施設だけになってしまうからである。Play　Leaderや職員に

よるこの種のキャンペーンは、日本でも積極的に行ない利用者が利用しやすい施設を作

ってほしいものである。

　5）目標
　年間の大きな行事として、18世紀のアカラデーを行なっている。当時の衣裳等をつけて

パレードをし、伝統文化を大切にして、文化を継承して行く心を養なうよう、指導目標
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が立てられている。

　午前中に訪問した遊戯審議委員会の話し合いにおいても、木製の遊具や玩具、さらに

伝統文化などを大切に保存していかなければならないと強調しており、単に目先のもの

だけを追うのではなく、古いものを重要視する考え方は、日本でも大いに参考にしなけ

ればならない。また、人と人との心のふれ合いが必要であるとし、そのためには裸での

話し合いが最もよいと考えて、3年前から市にサウナ風呂の建設の概算要求と申請をし

ているが、この計画は本年度中に解決されそうであり、サウナ風呂が完成すれば、すば

らしい話し合いの場、いこいの場として利用されると熱気ある説明をしてくれた。この

説明を聞いていて、日本の公衆浴場を思い出していた。昔の人々は公衆浴場でのひとと

きが社交場であり、話し合いの場であって、いろいろな情報交換が行なわれ、肌と肌の

ふれあいによって人間の機微にふれ、知らずのうちにうちとけた人間関係が生じたよう

であるが、全くこれに類似した考え方であるように思われた。

　6）4Hクラブの活動
　4Hとは、　Head（頭）、　Heart（心）、　Hand（手）、　Health（健康）の頭文字を取った

もので、4Hクラブの活動の目標を象徴したものである。4Hクラブでの活動は農業の

改良や農村生活の改善を目的としてっくられた、農村青少年の組織で、アメリカの農業

普及事業Agricultural　Extension　Workの父としてKnapp（ナップ）によって始めら

れたものである。この4Hクラブに対して、この施設と地域住民の期待するものは非常

に大きいが、それは施設内の建物や事業内容が農業に関するものが多いためである。ま

た、土地の面積が広く環境の整備をするためには農業に理解があるものでなければ上手

な管理ができないこと、土地が肥えているため放草が十分に取れ、家畜を養うことが十

分にできることなどのため、どうしても4Hクラブの援助が必要となる。そのため、写

真　をみてもわかるように、農機具も一般農家と同様に完備され、整備されていた。家

畜類の世話は4Hクラブの者が主体となって世話をするが、興味ある地域の子供たちも

積極的に参加して飼育しているようである。子供たちは、特に家畜が好きであり、真黒

になって世話をしたり、遊んだりしているようであった。Play　Leaderの説明によると

子供の育てた家畜の頭数がふえ、飽和状態になり、過剰になると屠殺場に売りに出し、

利益によって資金を得るようにしている。家畜が施設から消えるときは、子供が一番悲

しむ時だそうである。また、小動物（うさぎなど）などは施設で子供たちと食用のため

殺しているそうであるが、これは単に殺して食用にするのではなく、自然の摂理を教え

るためのよい機会であり、人間にとって、食肉の重要性を理解させるためにも、この種

の行事を行なっているとのことであった。

　また、4Hクラブの活躍は家畜や小動物の飼育だけではない。スウェーデンの国民は

花を非常に愛し、どの家庭の窓辺にも必ず沢山の花で埋っているのと同様に施設内のい

たるとζうに花が咲き乱れていたが、これらの手入れもすべて4Hクラブの者と子供た

ちによってなされるものであり、子供の心の醸成にとって欠くことのできないすばらし
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い作業であるといえよう。この農業の重要性を子供に教えることは日本の教育において

も忘れてはならない問題といえよう。

　7）感想

　スウェーデンには、本施設のようなものが全国に156個所あり、活動をしているが、

Akala　Lekpldsは広い土地を有し、歴史的にも由緒があるだけに立派な施設であった

といえる。しかも、国民福祉のために優先的に行なう行政について好感がもたれた。施

設の木造建築はコンクり一トのような冷たさがなく、温かみがあり、子供の心を安らげ

るような造りであった。スウェーデンは森林が多く、多くの木材を産出しているため、

資材が安く、その上、気候的に木材が適しているようである。

　スウ＝一デンの社会福祉は世界一と評価されていると言われているが、たしかに同感

である。たとえば、母親が買物に出かけたいと思う時、こう言う施設で一時あずかって

もらえるので、買物等の用事は早くすむ。早くすめば本当に安心して楽しめる余暇が出

来るわけで、主婦にとって有効な時間を使用できるわけである。

　また、日本における社会福祉政策は、スウェーデンと比較すると全く劣っているよう

に思われる。日本における共働きの夫婦は、子供が出生すると、社会福祉国家のような

保育施設がないため、一般家庭の暇な主婦にあずけたり、母親が仕事を辞めなければな

らないことが多いが、スウェーデンでは保育園に安心して子供をあずけることができ、

何の心配もなく仕事に専念できることは、全くうらやましい限りである。

　スウ＝一デンのこの方式はすばらしい福祉制度であり、日本でこの様な方式で施設を

作ると、無条件で子供をあずけたり、子供を遊びに行かせるようになり、しかも、事故

災害が発生すると家庭教育をかえりみず、施設の責任であるとする傾向が強く裁判にな

るケースが多いが、ヨーロッパでは、事故は家庭の責任であり、指導者の責任ではない

とし、さらに、保障制度が発達しているため、安心して積極的な活動が展開されている

ようである。
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研修所感

　今回の研修旅行は、ヨーロッパの子供の姿をみ、遊び場の実態を見学してきて、同じ

遊び場で仕事をしている仲間として、非常に有意義であり、終生忘れることのできない

思い出となった。短期間の研修であったため、表面的なことだけで深く実態を捉えるこ

とはできなかったため、本報告でもどのような視点から書いてよいかとまどった。しか

も、事前に各国の実情を把握しておかなかったことが、充分に理解できなかった原因と

なってしまった。

　児童福祉施設といっても、施設その物自体千差万別ありで、また国のちがい、地方に

より、地域により色々変った形で目にうっる。そして、財政的な面なのか、考え方の相

違なのか。一番に素朴なのは、デンマークと思う。職員も少ない様な気がしたし、施設

も職員や子供達の思いのままに模様替をしている様（管理事務所も含めて）である。オ

ランダも素朴であるが、デンマークのものとは少々違う様な気がした。どこが違うのか

はっきりはしないが、敷地が小さいのかなとも思う。スウェーデンも、基本的には素朴

であるが、敷地が広く、建物自体、既設、すなわち歴史のある建物を利用している点が

別の国とのちがいがあるではないか。オランダは国民が創造した国だと言う、これから

も国土を広めるのだから、福祉施設も敷地の拡大を計かるべきではないでしょうか。ス

イスは傾斜の多い国だからか、都市の中が多いためか面積はさほどない。しかし、近代

的な建物の中に充分すぎるほど設備されている。その中でも遊具は出来るだけ、木質を

利用する様に心かけている。全体的にみて、やはり共通しているのは、ほとんどが動物

を飼っている事だと思う。子供の最大の友達は動物なのでしょうか。

　子供の遊び場として参考になったものを国別に比較してみたが、工作出来る物は利用

も出来るが、同じ様な考え方で出来ない物があると思う。それは国民性ではないでしょ

うか。

　今度の研修で、木材が良く利用されているのを見て感じる事は、沖縄の住宅建築の壁

材（沖縄の住宅はコンクリート建築が多い）も木膚のはっきりしているのに人気がある

様だ。スウェーデンの様に、遊戯審議会の様な機関をもうけて、木製遊具を奨励し、定

期的に取り変える様なシステムを作ってはと思います。
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　スウェーデンが、かっての農業国から工業国へと移行しはじめたのは、イギリスから

の産業革命の影響を受けた19世紀の末期からのことである。首都ストックホルムは、ス

ウェーデンの南東部に位置し、バルト海がY字状にボスニア湾とフィンランド湾に分岐

するところ、交通の中心で、商業都市として古くから栄えたとのこと。周囲には、5つ

の市と6から7のブルグとタウンシップがあり、都市計画の進んだ町。スウェーデンは

他のヨーロッパ先進諸国と比べ、人口密度が著しく低いこと、又よく知られていること

に老令人口の全人口に占める割合が極めて高いことがある。この国の対策としては必然

的に老人に対する行き届いた対策や人口増加の政策が半ば福祉の重要な対象課題となる

特に老人福祉の先進国としてその名をほしいままにしているのは、他国が工場労働者を

福祉の対象として拡充していったのとは性格を異にしている。スウェーデンの男女平等

運動は、80年間も続いているとのこと。これが政治とどのようなかかわりを持つものか

更に、教育文化、福祉、労働等どのような関係をもっているか。ヨハネス・フリータイ

ムセンター（Joh　an鵬s　Free　Time　Center）での児童厚生指導のあり方、入所児童の母

親観、母親や指導員の児童観、また家庭での母親の果すべき役割りとその責任。さらに

は家庭や地域社会と、こうした施設との関連等、マス・メディアを通してあまり知られ

ていないフリータイムいわゆる学童保育ともいうべき分野に大きな興味と関心を持って

いた。

　位　　置

　ストックホルム市が経営のヨハネス・フリータイムセンターがあるのは、ストックホ

ルム市の中心街に近いパーサー地区（Vasa　staden）である。この地区は商店を中心にし

た商業地域と多くのオフィスが高層ビルの一角を占拠しているビジネス街とで構成され

ている地域である。このパーサー地区のほぼ中央部デーベンス通り（Dabelns　gaten）と

リンス．テンス通り（Ku㎎otens　gaten）の2っの通りに面したフリータイムセンターは鉄

筋6階建ての1階にあり保育園（Day　Nursery）に隣接同居している。

　建物・設備

　この建物は、長さ約100メートル、奥行き20メートル程度のコンクリート敷きの園庭

に囲まれていた。施設内に入り、最初に目にとまった固定遊具は、わが国の保育所、幼

稚園、児童遊園などで一般に見られるジャングルジム（材質は木製）またセンターの入

ロには、三輪車が数台とスケーターがおかれていた。ジャングルジムの周囲は砂場、保

育園と共同で使用する園庭がコンクリートなのには驚いた。日本の小学校では子どもの

教育にとってよくないものとして校庭のコンクリートを撤去している状況から考えて、

また思い切り遊びたい子供の環境との係わりからみると、あまりよいものではないと思

われた。スウェーデンの夏は短かく、酷しい寒さの中で過ごす期間が長い。屋外固定遊

具の数が少ないのも気候に影響されるのかも知れない。フリータイムセンターは、スト

ックホルム市では、人口約5．000人に1施設の割合で設置されている。子供の余暇利用

を社会福祉的立場から援助、育成していく施設である。ディナスリーが乳幼児の保育で
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あり、フリータイムセンターが学童の鍵っ子の健全育成をする施設である。スウェーデ

ンの小学校は、下校時間が早く、したがって児童は、この余暇時間をいかに効率よく遊

ぶかが課題であり、いかにして遊びの時間を作るか頭を悩まさなくてはならなかったり

受験勉強に頭を痛めなくてはならないわが国の国情とは全く異っている。

　利用者・職員

　フリータイムセンターを利用出来る者の条件は、両親が働いていることで、わが国で

いう「鍵っ子」が条件となっている。変っている点は、アルコール中毒の患者を親に持

つ児童や移民家庭の児童をも受け入れているのは国情からきているものと思われる。そ

のほか、一部には障害児の受入れをしているセンターもある。ヨハネスフリータイムセ

ンターは、約30人の児童が利用しており、小学校での授業が終るとまっすぐ学校からや

ってくる。午後をすぎると三々五々に集まって1っの子供集団が形成される。利用出来

る時間は午後6時半までで、原則として週休2日制をとっているが、土曜日でも予約が

あれば利用させている。市によっては6時半以降も利用できる施設もある。このセンタ

ーの職員は、常勤の指導者が2名、パートの指導者が2名、それに調理人が1名の計5

名である。一般にこの市では児童15名から20名に対して鴬勤指導員が1名、パート2名

置かれているのが普通とされているので、このセンターはどちらかといえば恵まれてい

る施設のようである。職員給与も児童の教材費も市が負担しているが、利用者は無料と

いうわけではなく、両親の収入により利用した日にっいてのみ、1日にっき6クローネ

から7クローネ（スウェーデン）を支払う。1カ月の基本料金は、最高45クローネで、

このヨハネスフリータイムセンターを利用する家庭のほとんどが、この最高の額を支払

っているとのことであり、日本円で1カ月約2．　OOO円強という安い利用料である。また

3時にはおやっがあり、我々が訪れたこの日は手づくりのクッキーと果物ジュースのメ

ニューであり、我々もセンターの所長とともに一緒に児童と同じおやつを御馳走になっ

た。手づくりのクッキーは、温さと愛情がこもっており、心暖まるおいしい3時のおや

つであった。

　施設での活動

　施設の内部の造作は、スウェーデン松を利用しており、外見とは違い暖かさを感じさ

せる本当に子供達の気持ちを落着かせるにふさわしい建築構造であると思った。木工室

編物室、自由画室、調理室、所長室、読書室、その他に倉庫、卓球台等があり、木工室

は男の子の独だん場で、非常ににぎやかに、しかも活発な遊びを展開し、男性指導員を

中心に製作に余念がなく、カンナやのこぎり等各種の工作道具が利用されていたが、室

内は非常に清潔できちんと整頓されていたのが印象的であった◇自由画室では、今まさ

にペインティングをはじめようと、男の子が腕まくりをして張り切ってたし、読書室で

は思い思いに、好きな本を静かに読んでいた。わが国の施設では見られないものに編物

室がある。いかにも北欧的民芸的な匂いのする部屋に、織機があり女の子が一生懸命に

織物をし、立派にできあがっている織物をみて、ほめてやると満足げに笑っていたのが
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印象的であった。

　このヨハネスフリータイムセンターは、鍵っ子家庭の児童を、学校の放課後から親が

帰宅する夕方まで預り、日課である学業の予習と復習、読書、各種技能の初歩的な入門

技術、スポーッ等を通し、その訓練の機会を与えるとともに、自分で自分の意見をいえ

自立精神を養うということを目標に指導しているようである。センターにおける指導内

容（要領）などにっいての質問では、わが国のような行政指導はあまりされず、指導方

法は、各センターに任されており、指導員の1人であるプレィリーダーを中心にその方

向づけがなされている。

　本来遊び科や’放課後の学習’というものは、意図的、計画的に行われる場合もあ

るし、そうでない場合もあるという。スウェーデン人はだれもが日常の生活の中で、常

に広義に立った全人的教育を受けられるような環境にあるといってもよいであろう。そ

の生活の場面は、児童にっいていえば、学校であり、家庭であり、フリータイムセンタ

ー であるのかも知れない。このセンターでは、およそ1カ月前にプログラムを決めてい

るということだった。プログラムはリーダーが一方的に作るのではなく、児童の意見を

十分に取り入れ、児童に乗り気がなく、あまり興味を示さないようであれば、遊びや学

習を強制しない。しかし、織物の場合は作業をはじめると3週間は続けさせるようにし

ている。

　運　　営

　設置主体である市も指導の内容や方法にっいては、原則としてアドバイスはしないが

責任者が新任のときのみ例外としてアドバイスをすることがある。

　このセンターの所長はこの仕事に20年も勤続するベテラン所長Ms．　Jnga－Lis　Synn－

er　Holur氏で、豊かな経験から自信のあらわれた指導をしており、人間性の豊かな人

柄であるため、どの子供達からも親しまれている。卒園した子供が訪ねてきたり、ここ

のセンター出身者が成長して親になり、その子供を頼みにくることもあるという。リー

ダー間の横の連携も重視されており、1カ月1ζ1回の割合で会議がもたれ、指導の内容

等にっいて討議されるという。職員は、夏休みの期間を主な研修期間に当てているのは

わが国と似ている。この国の夏休みは5週間あり、児童たちは両親と一緒に祖父母のい

るストックホルム郊外で暮らす場合が多いという。仕事の都合、その他の事情でどうし

ても夏休みがとれない児童は、ストックホルム市に3ヵ所ある余暇センターを利用する

ことtcなる。そのため、この余暇センターは、一斉には休まないようスケジュールが組

んである。生活指導や、児童の様子が、どのようにして両親に知らされ、連絡されてい

るのか気になったが、センターでは、両親との連絡会を年2回行い、お互いに意見をか

わす機会を持っているが、収容人員30名のうち約半数の親は、毎日児童を迎えに来るの

で情報の交換ができるし、その他の両親については、電話icよる連絡の方法をとってい

るので意志の疎通は十分とれているようである。このセンターのリーダーが、小学校別

に学校へ出向き、両親と共に、小学校の先生を混じえて児童や、その環境にっいて話し
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合う機会を持っている。

　この国も児童期における両親と子供の関係には気を配っている。特に両親の共働きを

前提とするフリータイムセンターにおいては、1週聞に1回程度の割合で屋外へ出て指

導を行うし、時には職場の見学をさせることもあるとのことである。センターでの日頃

の遊びの中でもプレイリーダーが児童の性格面を重視していることからもうなずける。

しかし、この国においても児童の問題は、不安と難かしいという言葉に代表されるよう

です。

　「両親就労家庭に見られる親子の対話する時間がないのが悩みであり、問題である。

そのためには児童の自主性、創造性の芽を伸ばすよう見守る中で指導していきたい」と

Ms．Inga－Lis　Symer　Holur所長のいうように、どんな国の児童の教育施設や福祉施

設でも児童の健全な発達育成を願う施設には変りなく、関係者は、真に児童の立場に立

った施設の外的、内的環境の向上に努力している跡が痛いほど感じられた。

　今回のわずかな時間の視察により、ストックホルム市の1つフリータイムセンターの

概要をかい間みたにすぎないが、この国の幼児期、児童期の教育が、発達心理学者であ

るJ・ピアジェの理論を基本的に取り入れていることは、よく知られていることからも

児童が外的影響に対して能動的に働きかける様子がいたるところに見られた。具体的に

は、工作室、織物室、自由画室に見られる活動的な遊びの実践の場を施設内のいたると

ころに開放的に存在させていることである。北欧という気候風土的に見ても必ずしも恵

まれていないところ1ζ立地しながら、児童が室内に閉じ込みがち、閉鎖的になりがちな

制約からのがれ、少しでも自由で活動的、能動的な児童の姿を求め与えようとする姿勢

がありありと感じられた。

　今回の貴重な経験を基に、施設において生かしていきたいと考えている。

自由画室の両親就労家庭児（ヨハネスフリータイムセンター）
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研修所感

　このたびヨーロッパ7力国の児童福祉施設を視察する機会に恵まれた。これらの国々

の児童の援護育成制度やその施設が地域社会に果たす役割、施設内外の整備状況、利用

状況、指導技術やその内容などにっいて、訪れたわずかな時間のうち印象に残ったいく

つかにっいて以下述べてみたい。

　まず最初に訪れたのは、世界三大公園の一つデンマークのチボリ公園。花のような極

彩色のイルミネーションが、幻想の世界をふちどる。そこには、西欧的な歌があり、希

望に満々ている。入場料も安く、老若男女平和なムードをかもし出していた。訪れた日

が、土曜日の夜とあって、運よくチボリ少年鼓笛隊の演奏を聞くことができた。高度の

技術を身ICっけ、行進曲を奏でる少年たち、真紅の制服に黒の帽子をかぶり、自信をも

って演奏している姿は、いかにも頼もしく感じられた。そぞろ歩きを楽しんでいる者、

アクロバットや空中ブランコ、スリルに酔っているジェットコースターの若人たち、憩

いのひとときを過ごしているもの、まさに遊びを満載した大人と子供のおもちゃ箱のよ

うである。

　次に訪れたのは、デンマークの郊外にあるティンビエール冒険遊び場である。ここは

廃材を生かした冒険遊び場や小動物小屋があり、小動物を子供達が飼って世話をしてい

く中で、共同の精神や、人間性を養なおうとする目標への努力がよみとれた。わが国に

おいて、とかく問題とされる動物特有の臭気も、ここでは何ら気にならないらしい。廃

材を利用した建物等は、子供達の思いのままに作られ、指導員が後で見守っているのが

印象的だった。作っている子供達の顔は、創造する心に満ちた芸術家にも似て感じられ

た。あたりには、カンナ、のこぎり、釘等の工作道具や危険物が散乱し、釘を打ちそこ

なった板切れが足元に散らかっていても、子供も指導員も一向平気の様子である。聞い

てみると避けて通るのも安全指導の一つであるとの考え方を持っていた。このような作

業には、怪我がっきものであり、白い包帯も痛々しそうな児童がかなづちを持っていた

が、危険をおしてでも挑戦しようとする子供の意気が感じられた。傷害保障の方も万全

を期している。万が一怪我をしても、治療費は全額が国から支給されることになってい

るとのことである。’家を建てる’という一つの課題をこうした施設でこれに取り組む

ことは、児童に創意工夫していく態度を育てるばかりでなく、立体的な空間意識や、位

置関係をより明確にさせる感覚を養っていけることからも、この施設を見学したことは

これからの大きな課題として参考となった。さらに’家が建っ”という目標が達成され

るまでのプロセスにおいて、技術を習得できるだけでなく、協調心を育て、友達に対す

る思いやりや、出来上ったときの満足感が経験でき、情操面へも大きな影響を与えてお

り、この遊び場での利用の効果は大きいため、この点においても参考にし、将来の研究

課題にしたい。

　今回の視察を通して、特にデンマーク、スウェーデン、スイス、オランダの児童遊園
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や、福祉施設で見られる丸太を切って作った遊具や、自然の材木を利用した家づくり等

わが国においてあまり例のない遊びの教材に出合い、児童育成の原点とも思えるものを

感じた。しかし、こうした廃物を児童に与えるだけではなく、その国に応じた適切な与

え方の研究が必要であり、よき指導者のもとで、創造する心の芽を大きく伸ばす教材を

充分に与える機会と実践の場が増大しなくてはならないと痛感したのは私だけではなか

ったと思う。

　次にスウェーデン、ハンガリーの保育園の視察では、両国とも保育園は高層アパート

の1階にあり、朝は7時すぎから預かっている。屋外の遊び場はハンガリーにおいては

なく、スウェーデンにおいては、フリータイムセンターと共同で使用していたが、遊び

場はコンクリート敷きで、遊具らしいものは少なく、あまり遊具には重きをおいてない

ように感じられる。しかし室内は両園とも保育室はきちんと整理整頓されており、手づ

くりおもちゃが目にとまるが、遊び専用の遊戯室はなかった。園児達にとってかかせな

いものは給食であるが、ハンガリーではセントラルキッチンでまとめて作り、それをあ

たためて与える。スウェーデンでは、冷凍食品を子供達が喜んで食べるのでそれを中心

にして使用しているとのことである。この点はわが国の給食方法のほうが進んでいるよ

うである。正しいカロリー計算をし、各施設において調理師が専門に作っているのは日

本の子供の幸せをっくつく感じた。気になるのは保育料のことである。スウェーデンに

おいては1カ月130クローネ、1日18クローネで社会福祉局が申込順に入所させている

朝食をしてない子供には朝食を与えるようになっているが、これでは親がますます横着

になり、子供との接触が薄れるのではないかと心配に思った。

　ζの園では、おもしろいことに園児が保母を「先生」と呼ばずに名前を’さん”づけ

で呼んでいることである。

　今回の視察を通じていえることは、児童の安全第一主義をモットーとしすぎる私達に

とって安全教育的な面からも大いに学ぶものがあった。ウィーンではドナウ公園の絵の

ような緑と花々の美しさ、ワインと音楽、そして人々の陽気さ、フランスでは世界の芸

術といわれるルーブル美術館とすばらしいファッション。ハンガリーの古い建物等観る

もの全てがヨーロッパの自然美と芸術を代表するものとしてうけとられた。いずれにし

ても限られた短かい期間での各国の施設の研修をしてきたが、多くの収獲を得ることが

できた。今回学び得た実のある多くの収獲を今後の仕事に大いに生かしていきたいと思

っている。

　今回ヨーロッパの福祉施設視察の機会を与えていただいた資生堂社会福祉事業財団に

深く感謝するとともに、これを契機に次代に生きる地域の児童のために、この経験から

得たものを還元し、健全育成のために全力をもって指導にあたりたいと誓いをあらたに

した。
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研修報告
　　　　　　　　むら　みえ　　こ

児童厚生員木村天子

　　弘前草右会　宮館児童館

　　青森県弘前市大字代官町11－6

DAGHEMMET．
（市立保育園）

所在地　D6bernsgatan　91，　S－113

説明者　Ms．　Lena　Fendert（園長）

研修日　9月4日
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里　DAGHEMMET市立保育園は、ストックホルムの中心である王立公園より1．3㎞ほ

ど北方に位置し、繁華街に隣接する住宅街の4階建共同住宅の1階に所在している。美

しく整備された街路樹から、鉄の格子戸を通り抜けると、レンガ造りの中庭になって居

り、目立たない入口が中心にある。大きな遊具は見当らず、砂場・木製ジャングルジム

パラソルっきベンチがひっそり配置され、子供の声もなく、あまりの閑散さに驚いた。

はじめての訪問者は、この保育園がどこにあるのか気づかないほど共同住宅に同化した

雰囲気をかもしだしていた。

　沿革

　1972年にstockholm市によって創立され、現在に至っている。

　対象者

　この施設では生後6ヵ月から7才までの両親が共働きで保育に欠ける子供が対象であ

る。施設への入園は社会福祉局厚生課への申し込み順によって入園を許可されることに

なっているが、例外として、移民者、身障者、アルコール中毒者等の子供は優先的に入

園できる体制ができている。

　建物・設備（施設・設備）

　建物の中は子供たちのための静養室・保育室・遊戯室・工作室・人形あそびの部屋・

積木の部屋・ままごとの部屋などに分かれており、その他に職員休養室・事務室・給食

室などがある。この施設は、この地区では一般的な施設ということであるが、建物とし

ては古い方に属するということに驚いた。最近建設された保育園は、遊具を各部屋に分

けて配置せず、コーナーに区分し、子供たちの遊びの発展をはかっているとのことであ

った。改良できることは、率先して行なっていこうという前向きの姿勢がうかがわれた

　職員

　保育者は収容人員51名の子どもを3グループに分けて保育をしており、1グループを

3人の保育者で担当していた。職員は5人の正職員と、9人の助手が交替で行なって居

り、その他にコック1名、清掃婦1名がいた。グループリーダーの会議は週1回、全体

会議は月1回することになっており、この会議では市からの予算で買う遊具のことや現

在の諸問題にっいて討論がなされているようである。

　裏口の近くiζは、職員用の快適な休養室があり、朝の登園時間中休憩したり、午睡中

の添寝の1人を除いて1日30分休憩することができるようになっていた。

　対象者処遇

　保育室は部屋の壁を翻llし、グループ分けをしており、6ヵ月～3才のグループは緑

色の部屋に12名いるが、全員揃って多忙な場合は、市から非常勤保母が派遣されること

になっている。また、2才半～6才半までの兄弟グループは、水色の部屋に14名収容し

ており、残りの子供は黄色の部屋に組分けをされていた。しかし、どの部屋も出入り自

由で、好きなように遊ぶことができるようになっていた。各部屋には、円形テーブル・
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手洗い・台所等が設備され、歯みがき・洗顔タオルも用意され、生活指導を行っている

その他には静養室があり、身体の病気以外に気分が乗らず集団に入りたくない子供のた

めに利用されて居り、自主的に加わりたくなるまで、強要せず自由に遊ばせている。私

たちが訪問した時も、数人の子供がその部屋で遊んでいた。

　この保育園では、母親の便宜をはかって、裏ロのとなりに乳母車を置く部屋を用意し

てあり、朝日を受けながら、母親が乳母車を押してやって来る姿が目に浮かび、暖かさ

が感じられた。その他、忙しい両親を持つ子供のために、三食全部をここで食事をする

こともでき、登園してから朝食をとる子供も少なくないようである。給食は、冷凍食品

を使用し、おやつはヨーグルト・ミルク・クラッカーなどを与えている。

　保育料は、親の収入額によって異なり、最高額t日18クローネ（810円）となってい

る。しかし、これだけの額の保育料を支払う人は少ないとのことである。

　子供たちの健康管理は、両親の責任であるという考えから、施設では特別な配慮はし

ていないということである。しかし、事故があった場合は、園長が責任を持つようにな

っており、一年に一回程度は病院にタクシーで駆けこむことがあるということである。

　。保育方針としては、1．自立精神を養う。2．共同生活に慣れさせる。3．相手の立場を

　　考えられる人間にすることを大きな目標としていた。

　。訪問当日のデイリープログラムは次のようになっていた。

7；00～　8：00

8：00～　9：30

9；30～11：30

11；30～12：00

12：00～13：30

登園、朝食

自由あそび

外あそび（公園・森）

昼食

午睡

13：30～15：00

15：00～15：30

15：30～17：00

17：00～18：00

静かなあそび

おやつ

自由あそび

帰宅

兄
弟

グ
ル
ー
プ
の
部
屋
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まとめ

　世界で最も高度な福祉国家といわれる、スウェーデンの首都、ストックホルムの福祉

施設研修で大きな収獲を得ることができた。

　保育所の施設見学の中で学んだ事は多かったが、中でも職員数の配置の多いことに驚

いた。保母の定数問題の多少は、子供たちの保育に直接影響を与える処から、他の問題

より優先して考えなければならないが、日本と比較してかなりの差がみられた。ここで

は、園長はじめ、職員が皆若い女性であり、職員数が多いため子供たちは保母に接触す

る機会が多く、そのため友だちや第二の母親の気持で接しているということであった。

子供たちも’せんせい”とは呼ばず、名前を呼んで親しんで居り、職業を職業として意

識せず、それを越えて自然に家庭的雰囲気をっくり、一緒に生活しているという実感が

そこにあった。現在不満に思う点はないかという質問に充分満されていると、若い素敵

な園長さんは答えた。その顔に美しい微笑があった。人事の移動がないため、職員が同

じ施設に強い愛着心を持ち、施設と共にあるという意識を持っているし、給料その他の

身分保障も出来上って居り、保育に専念できる体制ができており、恵まれた精神生活を

保持しているので、自然に且つ素直に、子供たちの前で、人間になり切れるからではな

いだろうか。

　このような福祉施設で働く職員に、社会保障がゆき渡り、その人たちが満された心で

福祉に従事するという在り方は、最も効果のあげやすい方法かも知れない。しかし、こ

れは、あくまでも所得の30％～70％という高い税率の上に成り立っていることを忘れて

はならない。

　収容人員が51名ということであったが、施設に訪問した際に見かけた幼児数は、半数

程度であり不思議に思ったが、パートの母親が多く、午後から迎えに来るので、一日中

いない子もあると聞き、理解できた。特に未満児にそういう例が多いということである

このVa　Sa地区は、高級住宅地に属し、経済的に恵まれた人が住んで居り、入園してい

る子供の親が、俳優・教師・会社社長などであり、裕福な家庭が多いので、母親が子供

たちのために勤務時間の短かいパートを選択して、充分生活して行けるのだと思われる

主婦の30％は職業婦人であるといわれる国であるが、この地区に関しては、入所できな

い子供が400人～500人あると聞き驚いた。しかし、入所できない子供のために、保育

ママの制度があり、保育料は保育所とほぼ同じということで、家庭の負担にあまり差が

なく、ここにも落ちこぼれのないスウェーデン福祉の一面が現われている。全ての面で

配慮のゆき届いた施設ICしては、外の遊具に力を入れていないのが目にっいた。木製の

ジャングルジム・砂場・パラソルっきベンチがあるだけである。この施設が共同住宅の

一角に位置し、余地がないことや、公園・森がすぐそばにあり、毎日散歩に出かけられ

るため当然なのかも知れないが、もう少し子供の夢をふくらませるための遊具があって

もよいように思われた。しかし、保母数が多く、安全に、しかも簡単に、子供たちの移
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動が出来、陽当りの良くないアスファルトの中庭より、自然の味のする遊具が豊富な公

園の方が、はるかに子供たちの成長を促すとの理論を持っているためのようである。

　こういった保育園の公園利用のほか、見逃せないのは、公園の一部を利用して行なわ

れている、保育料無料の青空保育（Play　Pbn）の活動である。1才～4才の幼児を対象

とし、毎朝9：30～12：30まで、指導者のもとに保育がなされている。幼稚園に入る事

前の準備として利用したり、保育園に入園できない子供が毎日通ったりしているようで

ある。私たちが訪問した公園で、実際に見ることが出来たが、広い芝生があり、遊具の

豊富な砂場の一角で、のびのび遊んでいる子供たちを眺めることができた。母親たちも

ゆったりと陽ざしの中を子供たちと楽しんで居り、よく気をつけないと、指導者がどの

人か判別しにくいほどである。それは、指導者が強制的に遊びの動向を指示せず、本人

の意志を尊重した保育をしているからであろう。保育園、Play　Penのどちらにあっても

保育への姿勢・精神は同じという印象を受けとることができた。

　さて、全般にこの保育園はゆき届いた施設の感じがしたが、一っだけ気になる点があ

った。それは廃止されつっあるという冷凍食品による給食のことである。暖めて出され

るアルミ箔の中味を、子供たちは気に入って食べているというが、一日三食をこの施設

でとる子供もあるという点で、子供たちに与える精神的な面での問題はないかというこ

とである。機械化による食品よりも手づくりの味の方が、より子供たちに、直接人間的

触れ合いを感じさせ、コミニティーを意識させることができると思われるからである。

　料理の味も然ることながら、福祉に於いても、今に至った努力や歴史を知らない世代

が生れっつある点で、福祉に対する価値観が変わって来ていると受けとられる。たとえ

噛内から天国まで’をうたい文句に、外的条件を完成させたとしても、精神生活が共

なわなければ、充実した人間として生きることICはならないからである。

　日本も物質に恵まれ、消費することに疑念を持たなくなって来ている今日、物に依ら

ない充実した精神を子供たちに伝えるために、大人は努力を惜しんではいけないと思う

ともあれ、どこにあっても、私たち、子供たちと一緒に歩む者として、方向を見間違わ

ないように一つ一っの問題に取り組んでいかなければならないということを痛感した。

研修所感

　今回のヨーロッパ研修は、短期間ながら多くの国々を具体的に目にすることができ、

大変勉強になった。しかし、その国のある一部分を一面的な見方しかせず、見当違いな

見方をしているようで反省しているが、自分なりに受けとめた印象をここにあげてみた

いo
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　いろいろな観点から各国を視察してきたが、まず、各国共通とみなされ、日本と差が

あるものとして、週休二日制の徹底をあげることができる。どの国の、しかも大部分の

人たちが、土・日曜日が休日であり、デパートやほとんどの商店が営業していなかった

日本で良く見受けられる売り出し合戦はなく、休日は車もあまり走らず、街中ひっそり

した落ちつきがあり、人影もまばらであった。国民総休暇という印象を強く受けた。

　このような徹底した安息日を持つことのできるヨーロッパのどの国も、必ずといって

よいほど素晴しい教会を維持し、大事に保存し、受け継いで来ており、キリスト教の歴

史の古さを意識させられた。宗教的安息日が、ヨーロッパの休日のあり方と、日本のそ

れとに差をつけ、おのずと過し方のちがいにっながっているのではないだろうか。

　島国の日本は、人口過密化で、どこへ行っても人の波であり、手軽にレジャーを手に

入れるのが困難に近い。それに加えて、日曜日だけが休日の人が多く、手っとり早い過

し方として、ウィンドーショッピングに出かけてしまうことになるのかも知れない。そ

んな人たちの足を待って、デパート・商店街は客集めに努力をしている。客が来るから

開店する、開店するから客が行くという悪循環になっているように思われた。

　消費生活に慣れ、一戸建のマイホームに執着しがちな日本人は、ともすれば物に幸福

感を見い出そうとしているようである。日本人が、マイホーム・マイカーのために貯蓄

し、出費する一方、ヨーロッパでは、レジャーのために働き、出費しているようである

ここに日本人とヨーロッパ人が人間としての根本的生き方のちがいがあるような気がす

る。

　オランダ・スイス・フランスで滞在したホテルの部屋にはテレビがあった。オランダ

でスイッチを入れたが、アメリカの番組を流したり、広島の原爆をとり扱かっていたり

局も日本より少なく、大分感じが違うようであった。他の国でもスイッチを入れたが、

調整中のマークばかりで、1申々始まらなかった。日本では、当然始まっている朝の時間

帯である。

　一日中テレビを見て過す人も多い日本では、娯楽番組の時間が長すぎる。しかし、デ

ンマークのフリータイムセンターやスイスのレクリヱーションセンターなど、余暇を楽

しむ場所が数多くあれば、テレビに時間を費やすこともないと思う。特に、スイスのバ

ッハヴィーゼン・レクリェーションセンターでの様子は、今でも目に浮かんでくるが、

病人までが、ベッドに寝たまま訪れていた。編み物をする主婦、自然の遊具を使って遊

ぶ子供たち、工作をする子供たちなど、皆思い思いに時を過している姿は、非常に印象

深かかった。スイスの場合は、一般の人々の協力で利用の仕方を考えたり、遊具を作っ

たりということが多いようだ。自分たちのことは自分たちの手で、という国民参加の直

接民主制の現われからであろう。

　デンマークやスウェーデンでは、週末には自分たちが建てた小さな別荘へ家族で出か

ける人が多いと聞く。冒険遊び場で、子供の頃から自分の手で家を造って遊んでおり、

大人になっても夢をっないでいるようで、暖かいものを感じた。飽きれば建てなおすと
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ころがおもしろい。建物を建てている過程を大事にするからであろう。

　必要以上に働いても、高い税金にとられるのだし、将来は安定した老後を約束されて

いるので、あくせく働かず、ゆったりしているのではないだろうか。高い税金が人間回

復の一端を荷なっていると言えるのかも知れない。

　緑の美しさと、ベンチの数が多かったことも日本と違う点だと思われる。広大な芝生

がどこにでもあり、ベンチがいたる所に置いてあるのに驚かされた。数人の人が座れる

ベンチは、隣りとの接触から温りが感じられ、相互関係が出来、核家族化しっつある人

々の、人とのふれあいにも役立ち、同じ視野に立って、いや、座って、同じ角度から物

事を見て語れるという意味を持っているようである。

　チポリ公園で見たベンチには、老人が腰をおろし、楽団演奏・子供たちの嬌声・若者

の遊びなどを、昔を思い出すようにして楽しんでいる様であった。入場料もさほど高く

なく、レストランなどもあり、場所的にいっても市の中心部の繁華街にある点で、手ご

ろなのであろう。そして、安定した生活をする老人にとって、すぎゆく夏を惜しみ、厳

しい冬を迎える前の最後の一時を費すための絶好の楽しみのような場であった。

　ゆったり座っている老人に、ゆき届いた北欧の福祉を感じたが、反面、そうした姿に

一抹の寂しさを感じた。秋深い夕暮れ時、隣り同志暖め合いながら座っている老人たち

の心の中にある長い歴史の全てにっいて聞きたい衝動にかられた。

　いずれにせよ、日本人がベンチに心の余裕をもって、ゆったり座るには少し早いかも

知れない。そのためには高い税金が必要だと考えてしまう。

　さて、訪問した冒険遊び場には、必ずといっていいほど、動物飼育場があり、子供た

ちが動物を愛する気持は素晴しく、よく理解することができた。

　一般1こ人々は、大変犬などの動物をかわいがり、ホテル・公園・空港・街など、どこ

へでも犬を連れて歩いていたが、吠えたり、かみっく犬は一匹も見かけなかった。飼主

が人間に話しかけるように、犬に話しかけ、教育し、尊重したとり扱いをするから、よ

く理解しておとなしいのであろう。動物飼育は子供たちにとって、人間のあり方を学ぶ

ために役立っているようである。

　子供たちの服装で、どこに行っても目にとまったのは、女の子も男の子もジーンズ姿

であそんでいたことである。セーターやシャツにジーンズというのが、遊び着の主流で

あるようだ。冒険遊び場での遊びには、一番適しているようであるし、汚れても気にな

らず、第一、感触が自然なので、遊びの発展を防げないのかも知れない。

　あそびが彼らの服装をつくるのか、服装が彼らのあそびをっくるのか、興味深かった

が、この服装は、外見にこだわらない、人間の生き方や、幸福の追求の仕方を方向づけ

ている気がした。

　外からは、ゆき届いた福祉の確立を目指し、内からは、人間本来の生き方を求めると

いう考え方は、素晴しい福祉の結実を見せているようであった。
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　経営主体

　チュリッヒ市が建設し、民間が管理している。

　位置

　チュリッヒ市の南側に面した、チュリッヒ丘の海抜700～800mのところにあるトリ

エム・ヒという緑の多い閑静な住宅地の中で、付近は一面の森に囲まれた美しい場所であ

る。施設は、ホイリードというフリータイムセンターの一部にロビンソン遊び場があり

さらに、チュリッヒ市のスポーツセンターがいっしょに併設されている。敷地面積は、

併設のプールも含んで6．75ヘクタールの広大な敷地内にある。

　沿革

　1956年にロビンソン遊び場が建設され、そして1965年にフリータイムセンターが建設

された。建設予算は、建物だけで約17億円の費用を費やしたとのことである。

　建物設備

　このフリータイムセンターは、鉄筋コンクリート造りの総2階である。1階は玄関を

入ってすぐの所に、野外コンサートなどいろいろな催物ができる集会場となっており、

20㎡ほどのスペースがある。このスペースを中心に、正方形状に1、2階とも工作室、

図書室、作業室などがある。工作室は、3つのクラブ室に分かれており、専門的な技術

を要する工作機械、用具などが豊富に取り揃えられていた。また、窓に面した所には手

洗所が完備してある。娯楽室には、軽い飲み物などができるカウンターがあり、値段は

普通より安くなっており、子どもたちは楽しげに三々五々集まっていた。また、新聞や

雑誌が用意してあり、誰でも自由にミーティングのできる場所として利用されている。

　ロビンソン遊び場は、フリータイムセンターのわきにある。ロビンソン遊び場は、冒

険広場となっており、工場の廃材を利用して子どもたちが建物などを自由に作り、その

中で他の子どもたちとお楽しみ会をやったり、本を読んだりなど、いろいろな遊びをす

る場となっている。作った建物は、子どもたちの夢の家であり、子どもたちだけの秘密

の家だけに完成すると大変な喜びようであるとのことである。家にはペンキを塗ったり

装飾をしたりして飾ってあったが、やがて飽きると取り壊して、また新しい建物を作る

ということである。子どもでは作業が困難な個所は、指導員や父親が手伝ってやるとの

ことであった。

　フリータイムセンターの本館とロビンソン遊び場の隣には、小動物を飼育する、かな

り広い場所がある。木の棚でおおわれた牧場的な草の茂った広場には、ポニーが5頭飼

育され、そのほか羊や山羊なども飼われていた。また、小屋の中では、にわとりやうさ

ぎも飼われており、一寸した小動物園のようである。この小動物たちの飼育は、8名の

グループで編成された子どもたちが中心になって飼育をしており、動物との直接のふれ

あいによって、生きた学習をしているすばらしい教育をみることができた。この全体の

遊び場は深い林に囲まれており、自然環境は日本と異なり全くすばらしいの一語につき

た。
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　施設を案内してくれた指導員の話によると、今後の設備、計画として、子どもたちの

家から1㎞以内の所に、このような施設を1施設作ることが理想とされており、また、

管理者は15分程度の通勤可能な場所がよいと考えているとの話しであった。そして、子

どもの希望にそうような施設を建設して、遊び場と子どもが一体になることにより、活

動的な運動を積極的に展開することによって、身体的にも精神的にも、社会的にも健全

な子どもを育成することが指導者の大きな目標であると大きな声で主張していたことが

印象的であった。

　対象者

　子どもから大人まで。自由な活動ができ年令の幅は広い。

　職員数

　カバッチ管理部長の他4名の職員から構成されている。

　休館日

　日曜日、月曜日。

　利用時間

　火曜日から金曜日までは、午後1時30分から6時、水、土曜日は、2時から6時まで

子ども中心に利用される。また、木曜日の夜7時30分から］0時までは、大人の集会とし

て地域住民のためにオープンされる。

　利用料金

　施設、遊び場とも無料であるが、工作室1．コース別として、ω施設側で指導する場合

は、教材費のみ、｛2購師を依頼した場合は、講師の謝礼と教材費、2．自由コーナーは無

料、3飲み物類は普通より安い。
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　利用者数

　子どもたちが自由に出入りするため、あまり人数にこだわらず、子どもたちが中で何

をするかが問題で、遊びの種類や質のよさによって利用者の数が決まるe1日平均50～

500人位であり、数量的には不安定な状態である。

　歴史的背景

　スイスは、25カントン（州）からなる連邦が、コミューン（市町村）からなりたっており

下から上につみ上げる政治機構は、直接民主制である。このような施設を作る場合は、

地域住民からの要望を主に取り入れ、そして、子どもの意見にそうように作られる。

　教育制度等

　教育水準は高く、義務教育は9年であり、小学校6年、中学校3年となっている。さ

らに、高等学校、大学と進学することになるが、大学は入学試験もなく、大学選択、就

学期間、学部の変更は比較的に自由であるのに対して、卒業することは大変むずかしい

ため、進学者は比較的少ない。また、大学卒業者と高校卒業者の給料は同じであるとの

ことであり、このことも大学進学を少なくしている原因でもあるようである。また、国

民は満20才になると、3カ月の間の兵役の義務を有し、緊急の際には国民の5分の1は

48時間以内に軍人として従事できるとのことである。

　所見

　フリータイムセンターとロビンソン遊び場は、チュリッヒ市の体育施設と併設され、

自然環境抜群の高級住宅地の中に建てられている。そして、子どもたちの天国、城とも

いうべき　設は、さらにミーティングの場と遊び場、工作室に分けられ、どのコーナー

においても、子どもたちの興味をひかせ、休むことを知らない遊びの展開がされている

これは、日本のように熟通いもなく、のびのびと余暇を過ごせる時間があるからであり

うらやましい限りであった。指導者に要求される資格は、専門的に高い知識ではなく、

全般的に経験が豊かな者である。子どもたちの遊びに対しては、間接的指導をしながら

その上、安全管理がかなり配慮されている。このように、子どもたちは恵まれた環境の

基に育てられている姿をはっきりとみることができた。核家族のため、兄弟数が少ない

現在において、施設を取り囲こむ要素は、道徳的観念から人間関係を深める意味で、最

も重要な要素になっているのではないかと考えさせられた。

研修所感

　「欧州における施設の共通点とその意味からとらえるリーダーのあり方」

　太陽と緑と水と大自然に親しめる環境は、子どもたちにとって天国といえる。日本の

ように年々都市化の進行により、遊び場が著しく不足し、住宅の一部に間借り同様の施
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設とは違い、欧州は、たとえ住宅密集地内の施設でも、このような環境作りが配慮され

ていることに感嘆をした。

　この環境作りの第1に、小動物を飼育できるスペースがあり、ウマやアヒル等を子ど

もたちの小グループで世話をしている子どもの姿である。今日のように核家族のため、

兄弟数が少ない子どもたちにとり、動物の飼育は遊びとして、動物を通し愛情を与える

喜びを味わい、生きた教材として生死を厳しく見つめ、また、世話をすることにより責

任感をうえっけさせることができる。

　第2に、日本でいう会議室的でないアットホームなミーティングのできる部屋及び場

所がある。そこには、軽い飲み物やテーブル、そして、楽しい雰囲気になれる音楽等用

意され、子ども同士、大人同士、あるいは地域住民のための交流の場であり、出合いの

場として夜まで開放している。夜の管理面は、地域のボランテアの母親が責任をもって

やっているので、この点から子どもに対する安全管理がよくできている。このミーティ

ングの場において、子どもたちの自発的、意欲的なクラブでの活動がなされていること

がよく理解できた。

　第3に、工作室がある。少年から青年まで使える高度の機械、用具等があり、子ども

は遊びながら物を作り上げる喜びを体得している。未知なる技術に挑戦し、子どもにと

って夢が実現でき、次々に新しい考えと興味がわいてくる。この作品の製作の過程の中

に危験はあるが、危険であることも、子どもに対し、自然に理解させる点は日本と違う

積極的な考え方で対処していることに、特に注目をしたい。

　第4に、冒険広場では工場からの廃材を利用して、建物などの大きな作品を作ってい

ることである。材料はおしみなく使えたり、また、物を大切にして、皆で協力し合って

最後まで仕上げ、完成の満足感が味わえるすばらしい遊びである。また、構成物は長時

間保存できるので、子どもたちにとって毎日のたのしい遊び場であり、次の遊びへと展

開していく。たとえば、この中でごっこ遊びができ、年齢差をこえたミーティングの場

にもなる。このような遊びを通して、子どもたちの中から先輩的、またボス的インリー

ダーが生まれ、子どもたちの社会性などの発達に大いに役立っている。核家族化しつつ

ある現在において、インリーダーの役割は、兄弟の味を知ることにもなり、プレイリー

ダーより直接的指導をしていることになり、すばらしい役割を果しているといえよう。

　そこで、プレイリーダーは、インリーダー、ボランテアを活用しながら、人と人との

ふれ合いを大切にし、また余暇を健全な遊び場で過ごさせ、非行に走らせない様、間接

的な条件作りや、環境作りをしている。

　指導のチェックポィントは、子どもの個性や主体性を生かし、特にプログラムを作成

するにあたっては、日本のように決められた時間内でセットするのではなく、あくまで

方向づけ、動機づけするだけである。また、安全に対する配慮として、常に子どもたち

の動作や遊びの展開を把握するとともに、プレィリーダーという職業意識をもっ前に、

同じ人間、友達として、情熱をもって子どもたちに毎日接していることに感激をした。
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　チューリッヒ市の中心から西ヘバスで10分程行った所に、バッハヴィーゼンフリータ

イムセンターがある。門を入ったとたん、私達の目に映ったものは、広々とした芝生の

遊び場やままごとコーナーで遊ぶ子供達と、テーブルとイスがセットされ、庭先で午後

の日ざしを浴びながらお茶を飲み、編物をし、それを見守る母親や老人達の姿である。

水曜の午後3時に訪問したこともあり（水曜日は学校が午前中のみ）赤ちゃんから老人

身障者までの巾広い利用者があった。全年令層のこうした利用光景は、これまでに見て

きた施設にはないものを見せられた感じで、私達の目をひいた。

　ここでは、MS．　E、　SAUTER（プロユーベントゥート職員）の説明で約1時間、屋外

の遊び場と大小のクラブ室を案内していただいたが、時間の関係で冒険遊び場をみる時

間や質疑の時間を取れなかったことが残念でした。

　施設の概要

　施設の周囲には倉庫や工場が建て込んでいる工業地帯であるが、生活環境は静かで、

近くには森もあり、労働者のアパートや住宅が建ち並び、日本の環境と様相を異にして

いる。又、道路をはさんだ反対側の広大な土地は、市が管理する週末菜園となっており

庭を持たない家庭の人たちの小農園となっており、フリータイムセンターとともに併設

されていた。

　敷地面積30，000haの広大な場所で、一角にみんなが集まる場所としての建物があり

そのまわりに屋外遊び場が次のように分かれている。

　①ままごと遊び場
　②年少幼児の遊び場として、砂場、すべり台、水たまりがある。

　③年長幼児の全身的な活動のできる遊び場として、ブランコやシーソーがあり、丘

　　のある芝生の中には自転車コースが設けられていた。

　その他広敷地の中には、子供達の手によって、馬や山羊等の動物飼育がなされたり、

裏庭には廃車になった実際のSL機関車が置かれており、いずれも子供達の人気の的にな

っていた。

　施設内のどこへ行っても広々とした緑の芝生があり、自然の起伏をうまく生かして、

子供達に絶好の遊び場を与えている。

遡　スイスでは、高層アパートでの居住者が多く、一般の家庭には庭がない。しかも、週

休2日制であり、余暇時間が多くある。一方、文明社会は日常生活を近代化、便利化に

しているが、その反面、運動不足による健康障害をきたしているという社会的背景のも

とに、ビタパルクールというトリム運動ができる場を多くの森に設定したり、スポーツ

センター、フリータイムセンター等のように自然にふれ、のびのび遊べる場をっくって

地域住民が積極的に児童健全育成活動に力を入れ、努力をしている。

　施設建設の基本理念は、地域社会の中で共同生活するためには、地域住民が親しい関

係でないと、］つの社会がうまく運営されない。そのため大人も子供も、すきな時に来
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て、安い費用で食べたり飲んだりしながら、相互のコミュニケーションをはかることに

より、老若男女が親密になり、老人と若者や子供との断絶がなくなり、好ましい人間関

係を作ることにある。そのためこの場所は、異年令層との遭遇の場所であり、意見の交

換の場所でもある。すべての面で、大人は子供達に影響を与えるため、子供ばかりでな

く、大人も含めた全年令層対象の総合余暇センターであり、社会教育の場である。住宅

から歩いて15分の所に1つの施設をっくるという構想で施設づくりが進められている。

　沿革と運営

　Bachwiesenフリータイムセンターは、1961年、　PRO－JUVENUTEによって、緑

地と冒険遊び場がっくられ、1966年、住民参加の形で若者や高年令層向けの建物が追加

された。

　PK）－JUVENTUTEとは、全国組織の民間の福祉財団で、チューリッヒに本部と事

務局があり、児童健全育成部門で巾広い活躍をしている。PRO－JUVENTUTEの主な

資金源は、12月に売り出される寄付金っきの記念切手の売上金である。日本でいえば、

お年玉っき年賀ハガキや社会福祉協議会あたりが該当するようである。

　1963年の住民投票で、施設の維持管理は、民間団体の財団が経済的に困らないよう

に市の管轄にし、実際の指導面（運営面）は、PRO－JUVENTUTEに管理されることに

決った。

　チューリッヒ市には、13のフリータイムセンターがあるが、各施設が自治制をとって

いる。各施設のディレクター、プレイリーダーを中心に、住民のニーズを取り入れた独

自制のプログラムによる運営である。

　財政面は、年間14のフリータイムセンターで3，000，　OOO　SF（1SF＝120円）市から

の助成があり、職員給料等も市から出る。

　利用者

　この施設での利用者は、三々五々グループで、個人で、又は家族連れでやって来ては

各隼令層tζ適した施設で、それぞれの活動に参加して過ごしている。

　入場料は原則的に無料であるが、特定のものに参加する時は実費負担となっている。

　各グループに無料でクラブ室を貸すかわりに、年に何回か、コンサートや演劇の上演

等の文化的催物をやってもらい、地域住民に還元するのである。

　本年の秋の事業の1っとして、老人のボーリング教室、小グループのバザー、秋の合

宿（10／16～10／21まで、8才以上）、クラシックジャズの夕べ（11／17よりはじまる）、

子供劇場（9／2）等が計画されていた。

　開園時間

　火曜～金曜日　　　14、00～18．00　　　19、30～22．00

　土曜日　　　　　　9．00～12．00　　　14．00～17．00

　休園は、日曜日と月曜日である。

　日中は学校から帰った子供や老人の利用が多く、夜は午後10時とかなり遅くまで施設
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を開放しているが、これはユースグループや大人の利用が多いためである。

　職員、指導方針

　この施設は規模が大きく、ディレクター1人に、一般、子供、ユースグループのワー

カーが7人という指導員の構成であり、職員は週44時間勤務となっている。そのほか、

ボランティアとして、多くの母親や地域住民が積極的に参加している。

　プレイリーダーは、利用者の考えや目的にそった活動が、この施設で出来るように地

域の人的資源をうまく使い、インリーダーを育成し、縦の関係の活動にもっていったり

物的環境を整え、彼等の遊びを動機づけなどをひきだすため‘ζ補充されている。

　各部屋と備品

　建物の見取図は、図の通りであり、その施設の詳細は次のようである。

　L　会合地点

　　　建物の中心にセッティングされ、一番重要な場所である。音楽が流れ、台所設備

　　とカウンターがあり、テーブルとイスがセットされたアットホーム的雰囲気のミー

　　ティングルームである。この場所はお茶を飲みながら、編物をしながらなど、くつ

　　ろいだ友との出会いの場、語らいの場を提供している。ここでの人々の姿から、異

　　年令層とのふれあいがあり、大人も含めたグループ活動が発展する健全育成の場の

　　原点をみることができた。

　2．　ホール

　　　ピアノ、ステレオ、ステージの設備があり、ダンスやゲームや催物など多目的利

　　用の場である。南側に面した方は、床まで大きく開けはなされるガラス戸で、外か

　　ら自由に出入り出来るような設計であり、2階には、観覧席が設けてある。ここで

　　は20人位の子供達がダンスを楽しんでいたが、指導者はいず、自分達だけである。

　　インリーダーシステムが出来ていて、実にまとまりがあることを知らされた一場面

　　である。

　3．手仕事の部屋

　　　大工道具や工作をするための材料が豊富にあり、木工、指人形、貝細工、かご編

　　み等のグループ活動がなされていた。それぞれの指導者の下での作業で、10人程度

　　のグループである。自分のすきな場所で、自分のすきな活動に十分腰をすえ取りく

　　んでいるという感じで、一斉指導が多い私達にとって彼等のニーズに応じられる指

　　導体制と物的環境は、うらやましいかぎりであった。

　　　施設内のどの部屋も、程よい広さでいかめしい所がなく、親しみやすい設計、設

　　備がなされていた。

　4．ジャズ練習室

　　　ジャズの好きなグループが自分達でっくった集会室で、台所設備、ピアノ、テー

　　ブルにイスが備えられ、いろんな活動の場になっており、時には貸部屋として誕生

　　パーティ等にも利用されている。材料や飲物を持ち込み、料理したり自由に出来る
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　　し、料金は電気代程度の安い料金で済むようである。

　5，若者専用の部屋

　　　ジーンズの布張りの丸太のテーブルと大小のイス。壁面も丸太という山小屋風の

　　いかにも手作りといった感じの部屋である。そこには、軽快な音楽が流れ、卓球で

　汗を流す青年達の姿があった。ここは、2年位でメンバーが替わるため、その都度

　模様がえがなされるということである。

　6．射撃室

　　射撃の好きな人達のグループがつくった、すばらしい設備の部屋である。男子は

　小さいうちから、遊びとして射撃をやっているのである。なぜなら、美しい風景と

　永世中立国というイメージのこの国は、国民皆兵制度による国防体制に支えられて

　いた。男子は17才から軍事訓練を受け、50才迄、年に3週間程度兵役につくという

　各家庭には鉄砲が備えられ、公共の建物には防空壕がつくられている。このフリー

　　タイムセンターにも地下に立派な防空壕が作られており、防音装置が完全な状態で

　あるため、現在は音楽グループ等の部屋として利用されている。緊急用の防空壕が

　　このような若者たちの憩の場に利用されていることは、日本では考えられないこと

　ではないだろうか。

　この施設でみたものは、行政と施設と住民が一体となった、望ましい施設運営であり

しかも健全育成の場であった。

　最初から完成された施設でなく、住民の声を取り入れて充実していくのである。こん

なものがほしいとなると、アイデアを出して自分達で計画し、行政側の許可を得て、自

分達でっくるのである。特に、市が住民の声を大事にして、その意見に耳を傾け、何回

もの話し合いでつくられるとのことであり、今後の日本においても、特に注目したい点

である。こうして出来たものは、我々の施設という意識がわき、公共物を大切に使用す

ることにもつながる。住民のニーズを取り入れたプログラムやプレィリーダーの姿勢は

一 103一



彼等の足を運ばせ、施設と住民とのつながりを密接にし、住民同志の連帯感を持たせて

いる。さすが、直接民主制政治の国という印象を受けた。

　わが国でも、各地域に1っ、誰でもが気軽るに利用できるこうした総合センターづく

りが望まれる。しかし、今さしあたってやらなければならない日本の現状は、地域にあ

る学校の運動場や体育館、公民館、児童館を積極的に開放し、活用することであり、現

場にいる者の資質向上と共に、これらの施設を利用し、実践を通した活動やよびかけに

より、住民意識の向上をはかることである。行政、施設、住民が一体となってこそ、望

ましい健全育成活動がなされることを痛感した。

研修所感

　ヨーロッパの人々、子供達、プレイリーダーなどと直接に接触し、感じたことを付記

したい。

　彼等は、日本人のようにあくせくしていない。なぜだろうか、と考える時、1つには

福祉制度が整い、生活が安定している事があげられ、もう1つには、余暇時間があるこ

とで、ゆとりがあるからではないかと思われる。

　塾も受験戦争もなければ、テレビの放映時間も少なく、週休2日制で、週末やバカン

スは郊外ですごすという生活である。この時間が、親子のふれあいの場、自然に親しむ

絶好の場となっているようである。彼等は、余暇を楽しむために働らいていると言って

も過言ではないだろう。子供達は、小さいうちから、親から余暇のすごし方を学んでい

ることになる。このような点にヨーロッパ人のおおらかさ、外向的明るさがあるのでは

ないかと思われた。

　それにひきかえわが国は、非常に勤勉で働らき者な国民である反面、あまりにも仕事

一辺倒で、余暇時間は「ぜいたく」という観念が非常に強い。しかも、少ない余暇時間

を人と人とのふれあいより、テレビの時間に奪われすぎている。又、工業化社会が進む

にっれて社会全体がますます忙がしくなり、とりわけ子供達をとりまく環境が悪化して

いる。ヨーロッパの実力（技術）重視社会と違って、学歴重視の傾向が強く、子供達はい

い学校へ入るための塾通いに追いまわされ、子供の時期に重要な遊びの時間がますます

減少してしまっている現状にある。

　余暇時間があることは、自分の生活を反省し、他人を思いやり、友達を多く持っこと

ができ、人間味ある、しかもゆとりある生活をするために、ぜひ必要な時間である。ゆ

とりがない生活からは、連帯感も育っわけがなく、現在、人と人の競走だけが多い社会

になってきているため、ますます連帯感がうすくなり、その必要性が強く叫ばれている

　ヨーロッパでは、青少年が余暇時間を健全な遊びで有効にすごすように、あらゆる遊

び場や社会教育施設が用意されている。長い歴史と時間をかけてっくりあげた制度であ

り、施設であることがうかがえる。
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　しかし、この進んだ社会福祉の国でも、青少年の非行や老人問題が多いことは、社会

福祉、健全育成のむずかしさを痛感した。

　ヨーロッパでは、ほとんどの人が共同住宅に住んでいることもあって、公共のものを

大切にしている。どこの国の町並みや窓辺1つとっても、例えばオランダの白いカーテ

ン、スイスのベランダの花、スウェーデンの鉢植えと、町全体が統一され、整然として

いることである。又、施設訪問した時も、数字的、書類的なものには重点をおかず、外

観より中味を自分の目で、肌で感じてほしいという態度がみられたが、わが国の土地に

しがみっいた島国的考え、自分のものは大切にするが、公共物には関心がうすく、体裁

ばかり気にする国民性を反省させられることが多かった。

　教育とは、人間と人間のふれであるということをつくづく考えさせられた。子供達の

人間性を大事にした、自発性を重視した教育システムをみるにつけ、家庭教育、社会教

育の場での人的環境の大切さを痛感した。

　子供達に対して、学校や施設ではもちろん安全管理に充分注意を払っているが、　「30

人が同じ行動をとって、ある1人の子供がけがをした時は、施設の管理に責任があるの

ではなく、その子供の行動が悪いのであって、家庭でのしっけがなっていないからだ。」

という考えで、災害に対する保障問題は起こらないという。現在、わが国で問題にされ

現場をあずかる者が頭を痛めていることが、すでに解決ずみのことになっており、積極

的な遊びが展開できることはうらやましい限りであった。このことからも理解できるよ

うに、家庭教育に重点が置かれ、社会で困らないように、他人に迷惑をかけないように

社会人として必要な道徳にっいて、親が真剣に身をもってきびしくしつけている姿がう

かがえた。

　社会教育の場においても、ミーティングにおいて、話し合いの過程を重視した、創造

性を育成する教育で、自分自身の手で、身体で、何かをする意欲をおこさせる、やる気

のある人間を教育している、という印象を強く受けた。

　訪問したどの遊び場も、自然環境が整い、その中にアドベンチャーブレイグランドが

あり、動物飼育、作業場等、大胆な子供達の活動の場になっており、遊びを通して、生

活の基本的なこと（衣食住）が体験できるようになっている。この原始的な先租の生活を

体験することにより、これからの生き方を学ぶ、という目的のもとに教育されているこ

とが強くうかがうことができる。

　施設には、子供達の主体性と自発性を大事にし、彼等の要求を満足させてやるための

プレイリーダーがおり、いかにもプロlc徹している、という印象を受けた。

　プレィリーダーの資格は、　「多様性を含めた知識のある、人間性豊かな経験のある人

達であり、職員同志のディスカッションこそ、職員研修である。」と、言われたDr．カス

パリス博士の言葉が深く脳裏に刻みこまれ、自己反省させられた。

　今回の研修は、広い視野にたって、児童健全育成や社会教育のあり方を考えさせるに

充分な機会を与えてくれたことを深く感謝をする。
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　位　　置

　チュリッヒ東南部Riesbachの大Bodrner地区の一画。敷地8，600平方メートル。教

区事務所・高等学校・女学校・幼稚園等のある再開発区域。

　種　　別

　Freizeitanlage（Free　Time　Center）

　経営主体
　Pro－Juventute（25年前からチュー1」ッヒic本部を置く全国組織の民間事業団体。プ

ロユーベントと呼ばれる寄付金のついた切手をクリスマスに売って資金源にしている。

チューリッヒには13のFreizeitanlage＝FZAがある）

　沿　　革
　1957年秋、プロユーベンチュートとiJ　一スパッハの地区住民は「有意義な自由時間」

という題でFZAの基礎づくりから目的まで1こ亘って討論の夕べを開催した。1958年5

月古い商館を改築して開設し、その当時はワーカーは2人であった。1961年に再開発地

区としての総合計画が立てられると住民運動の代表者が必要な施設等について進言をし、

市当局はオープンプランニングとして住民との話し合いを重ね、Needsに応じた遊び場

等の施設をつくる事にした。1972年には教区事務所・女学校・高等学校が出来マリース

バッハの町の中心地となる。かくして伝統のある住民連合が近代的な制度のFZAを持

っ事になった。様々の関心を持っ住民が一つの屋根の下に集まり、亙いに語り合う事が

可能になった。新しい建物は1977年に完成し、リースバッハのFAZと共に体育館・水

泳学校・図書館に区分されて使用されている。

　建物・設備

　設備に関してはほぼ完成したものと建設中のものとがある。

　〔屋外〕木や小さな池のある広い庭

。Lotziwurm（レバイアサン）年令層に関係なく人気がある。プラスチック製の巨大な

　空洞の蛇。工業用のヒューム管をボルトによって接続し、型を変えたり他の部品を付

　け加えたりして多目的の遊びに使用できる。

。木製シーソー、地面に接触すれすれにした堅牢な渡り廊下型

。多くの丸石（30～60センチメートル）を配置した土の丘に変形すべり台と木製ジム

　とヒューム管トンネルをセットした立体連続型の複合遊具

。玉ジャi）を敷いたロビンソン遊び場と廃材少々（建設中）

。三方を石段の客席で囲んだコンクリートの野外劇場、2台の固定された卓球台とゲー

　ムが置かれている。

　。タイヤブランコ

。コンテナごと持っていける大ごみ箱

。青少年達の共同制作に成る落成記念の大壁画

。風をテーマにした美術学校生百年記念作品の展示
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　〔屋内〕FZAの他、体育館・水泳学校施設・図書館・ホールがある。

。ロビー（ミーティングポイント）　友と出会う場、総合の場であり、この施設での心

　臓部となっている。布切れを寄せ集めて織った大マットが飾られ、新聞コーナー、読

　書コーナー、談話コーナーがあって地元の人々が自由に一緒に坐り互に語り合い、互

　いに知り合い、議論をするなど交流の場であり、待合せなどにも使える場である。コ

　ーヒーや紅茶のセルフサーピスが出来るカウンターの設備がされていた。

。いろいろのワークショップの室。工作台室・自転車修理場・工作機械宿・子供用作業

　場であり、多くの子供が利用する場となっている。

。ビリヤード、チェスなど

。避難用地下壕　厚い鉄板の扉を2度通った奥の4室とシャワー設備。外に音がもれな

　いため音楽バンドの練習や人形劇、絵画グループや劇団の使用がなされており、また

　パンフレット印刷や写真の現像など多目的に利用されている。

。ハムスターやラビットの小動物の飼育

。電源スイッチはカパーされており、危険を知らせることと恐怖心を取り去ることとを

　はっきり区別させている。

　対象者
　地域の高令者から子供まで3代にわたる人が来て自由に使用している。これは相互理

解により年代間の差を埋めようとするコミュニティセンターである。

　職　　員

　通常、デイレター1人、一般ワークショップのワーカー1人、子供のワークショップ

のワーカー1人、ユースグループのワーカー1人で全てがオールラウンドワーカーであ

る。特別活動の希望が出た場合にはワーカーを入れ替えることがある。この他講習など

に地元の専門家がボランティアとして協力している。現在保育部門として地元の婦人が

働く人の子供の世話をしている。7月～9月の間はワーカー5人と実習者1人によって

運営をしている。ワーカーの採用基準は技術的な専門家としてよりもオーガナイザーと

しての人柄である。共に働き共に遊び、活動することによって組織化し、多様の共同作

業をするためのリーダーである。それゆえ理想を持ち、誰とでも議論できるゆとりのあ

る心と経験と巾広い知識を持った人が望まれるわけである。

　施設での活動（7月～9月）

　施設での活動について、ポスターや掲示板に次のようなことが記されていた。

。開館時間　火曜～金曜14時～18時　　19時30分～22時

　　　　　　土曜9時～12時　　14時～17時

。9月2日（土）3日（日）は地区祭典「この祭りは誰でも参加できる。個人でもグルー

　プでも団体でも、初心者でも素人でもその技を見せてよいし見せるべきである。寄付

　も協力として歓迎」と広告されている。例、グループや個人や大合同の音楽会、オー

　ケストラやブラスバンド等。鋏研師から菓子類までの露店、手廻しオルガンからバイ
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オリンの名手まで。室内外の装飾。手品や道化役者やアクロバットのアトラクション。

子供から大人までの遊戯具。その他一切合切何でもしてみたいものと広告には示され

ていた。

。写真展示会　題「わが地区を見る」

。講習　初心者のための機械講座　木曜19時30分～22時　無料但しFZAの分担金8フ

　ラン。指導者Ruedi　Sollbe㎎er（ワーカー）申込みFZAまで。

　・スティールドウラム

　・ジャズ

。ワークショップ少年は午後に、大人は夜に講習会が開催されている。講習の内容は

次のようなものである。

　・楽器つくり　Markus　Heller（外からの講師）指導の下に吹奏楽器や弦楽器つくり。

　・人形・捧人形・指人形つくり

　・膿けつ染

　・陶器っくり

　・野外活動

。野外炊事（夏の間）水曜18時、実施要領は水曜午後センターにて案内

。遊具による遊び（午後と夜）玉突き・将棋・テーブルテニス・ジャズ・西洋碁・将棋

　は初心者から経験者まで、リースバッハの将棋クラブのFachmanne指導。

。子供の小舎つくり　火曜14時～17時　小舎奉仕を共にしたい人は申出て下さい（夏休

中はなし）

。道化役者Bleuler夫人が再び子供達のために遊んでくれる日　9月2日（土）15時、9

　月20日（水）15時　入場料子供1，10フラン大人2．20フラン

。子供の衣服交換　木曜14時～18時　中古品や新品同様の子供服の交換会

。 会合場所の植樹活動にご協力下さい

。飼育　子供・大人・家族で飼育グループをっくりましょう。お申出下さい。

。特別番組

　コンサート、ジャズ演奏、カリフォルニァ体験記、ブラジルの思い出、歌、講演、宝

　くじ。・

。ペスタロッチ図書館（センター上階）

　開館　火・木　14時30分～18時　　19時30分～22時

　　　水・金　14時30分～18時

　担当　D．Bessart夫人

。この他、7～9月以外IC、リトミック講習、民族舞踏の夕、映画や写真の講習、映画

　とコンサート、青少年ダンスの夕、民謡、演劇愛好会の客演、子供サーカス、そして

特に人気のあるものは家族と子供達が一体となって楽しめる全市のスキーとソリの催

　しの日（リースバッハのFZAが呼びかけたもの）
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特記事項

。1963年プロユーベンチュート組織に関する住民投票により、施設は共同的なものとし

　て市が税金によって維持管理するが、運営計画はプロユーベンチュートが行うことに

決定した。市は口を出さないが金は出すことになる。2年毎に、市長が予算編成に際

　してプロユーベンチュートの責任者に市内全施設の必要額を問い、申請額を認可する

か否決するかという異質な認可制を取っている。

。 現代病の孤独と世代間のギャップをうめるべく村の広場に代わる出会いの場・総会の

場とすることに力点を置いた施設である。

。保守的な古い国の役所に対する不快な気まずい住民の気持、これらを改善し、更に社

会的要求・主張を理念や提案として政策に取り入れるための相談の場。議会の決定を

討論したり批判したり、又選挙のスローガンや政党の政策をきいて話し合う場。反原

爆や核エネルギーについての討論の場。

・幼児の教師はコーヒー茶碗の側に坐り、ステレオをききつつ一息入れ、共働者に職務

上の心づかいや困難にっいて教える場。

。来年からは障害児たちが車椅子で入れる施設を作るよう考えている。

。チューリッヒのような密集した市内での再開発整備計画は大変困難で土地の有無によ

　ることになるが、15分（約1キロメートル）歩けば誰もが行ける施設があるようにし

　たいとの希望である。

。チューリッヒ市内13施設のうち最初に建設したこのリースバッハのFZAの基礎を築

いたHerr　Ernst　Kagi氏はアイディア豊かな勤勉なワーカーであったことが記録さ

れている　　例えばチューリッヒ日刊新聞と提携してアドバルーンをあげ、町と田舎

の人が共同作業をしたことなど。

。この施設は公民館、児童館、児童福祉センター、リクレーションセンターなどが総合

　された機能を持っている。

。その他、この施設での活動としては、個人のニーズに適応しっつ同時に社会性の育成

の場となる集団活動、年令のちがう縦の関係へのパイプ役となるインリーダーの育成

地域の専門家がボランティアとして協力している点などをあげることができる。
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まとめ
。まず何よりも先に記したようにFZAが地区住民の意見要望を吸収し、何回にも渡っ

て話し合いを重ねてつくられて施設ができ、運営がなされていること、そして老人か

　ら子供までのコミュニティセンターであり、住民が相互に出会い、理解し、共働し、

協力する方向へと努めていること、全年令を対象としてニーズ、主体性、創造性を重

んじていることに同感した。

。遊具においても、既製のものを関係当局から支給されて使用するというのではなく、

子供や親・教師・ワーカーなどの意見をきいて業者と共につくり出していこうとする

姿勢がある。廃材の利用やメンバーと共に造り上げていくワーカーの手作りの味はす

　ばらしいものであった。

。総合計画の大切な部分としてこのような施設をっくり、口は出さないが金は出すとい

　う市当局の進歩的な考え方が住民と密着したこのようなすばらしい施設をつくり、誰

　もが親しみやすい民主的なセンターとなっている点に大きな魅力を感じた。

。青少年達のニーズを受入れて楽しく大きなものが作れて使用できるという魅力、夢の

実現できる場を与えることは非常に大切だと思う。原始の火（野外炊事など）から現

代の工作機械まで、未知なる技術の習得や制作への挑戦ができること。その完成の満

足やプロセスの集中、連帯協力などは各個の家庭では得られないものであり、又、学

校の知育とも異なる主体的活動の場、出会いの場である。人と人との自然の中での触

　れあい、コーナーを設定したり多様性を生かせる間接的な条件っくり環境っくり、一

っのパターンにはめ込む方式ではなくニーズを生かすワーカーの姿勢など、この施設

　での感じたことが多くあった。

一 11］一



研修所感

　高度技術社会、合理化を追求する機能中心の管理社会、人口の高令化と核家族化、共

働き、消費欲求一生み出す宣伝や溢れる情報、成績中心や結果主義の競争原理、金権

拡張主義やエゴイスティックな商業主義……科学技術の進歩や近代化に伴ってあらわれ

てきた社会の歪みは大きい。

　機械化によって出てきた監視員　　1日千台のトランジスタラジオをつくるロボット

には監視員2人だけいればよいし、20万本のビンに中味をつめて栓をし箱にっめるのに

は監視員3人いればよいという。そこでは創造性・主体性・連帯性に欠け、人と人との

触れあい、共同体意識の喪失だけではなく、坐って通勤、坐って仕事、坐ってテレビを

みるなど、坐った生活からくる肥満と体力減退が起きている。

　不安を負って生きているアンテナ人間、戸惑いと混乱による判断保留の自信喪失、し

つけに対する家庭の迷いや学校へのおあずけ主義、同一化できる対象を求めても発見で

きない若者、存在の意義を問うても答えが返ってこない社会、えたいの知れないものに

支配されているという重圧感と無力感・無気力・自閉的傾向への逃避か自己中心の短絡

行動に走る者……これらさまざまに流動し激変する現代社会に適応できない諸病理現象

の中で、改めて児童の健全育成を推進することは重要性を認識することができる。だが

それは単に小手先きの技術的な方便ではなく、社会全体の在り方や方向ずけを深く考察

した上での共なる成長であり、責任的連帯としての共存であると思う。

　それゆえ欧州の多くの施設がさまざまな形態を取るにしても、地域のコミ・・ニティセ

ンターとしての機能を重視し、ニーズを生かした自発的主体的参加の中で連帯的人間性

の育成を目指している事は当然と言えよう。

　また施設のワーカーが、雑務の煩わしさから逃れるためや管理運営の便利さから、一

斉に画一化したり平均化したりしてワーカー主導のつめ込み主義に陥るということはな

く、むしろ遊びを引き出し、動機づけ発展させつつ、子供同志のふれあいやワーカーと

子供との人間としてのふれあいを大切にしていることにも納得がいく。個性が尊重され

るということは、流行を追いファッションに自らを合わせていれば安心し、画一的な制

服によって連帯感や帰属感を満足させようとする在り方とは根本的に異っている。ここ

では目的と手段の混乱は戒められる。それゆえワーカーは技術的に抜んでいるよりも人

間的豊かさを要求されるし、ユニークであることが必要とされる。また事故の危険があ

る時にはどこからか出てきて注意を与えるが無益な恐怖心を与えて冒険心を損うことは

ない。事故の補償は社会保障制度の整った北欧では国家がしてくれるし、事故の責任は

明確に家庭教育の欠陥として公言される。核家族化し、共働き家庭が増え、兄弟数が減

少すると縦の関係が育ちにくく、施設を媒介としての共通の遊びや造形活動の体験は大

変有意義であり、ワーカーは子供の中のリーダーの養成を重視する。

　これらの諸施設に対する行政や地域住民の諸協力、原始の火から現代の科学までと巾
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広い活動ができる大規模な施設、地域の専門家のボランティアとしての協力、利用者や

住民参加の運営など当然の事になりつつある。

　また自然を生かしたり取り入れたりした環境にグループプレイによる効果や遊具の連

続的使用による付加効果を考えた遊び場のデザイン、子供から心理学者までが協力して

考え出した遊具や立体連続型のプレイ装置、おしみなく使える廃材利用の小舎つくり

これは協力・想像性・創意工夫・忍耐・完成の満足感、自分達のアジトとしての帰属感

小舎を利用してのパーティーなど、効果は多面的で大きい。

　また動物の飼育は、動物に話しかけたり一緒に遊びながら、動物に慣れたり、なっい

たりすること、世話が不十分であれば病気になるし餌を与えなければ死ぬということを

体験する。動物は生命ある存在であり自分の勝手にはならないという厳粛な事実と自然

のきびしさに気付き、愛情のかけ方やいたわりを学び、自らの責任を負う主体へと育て

られる。単に知識として知るという事ではなく、体験によって生態を知り、又、文化の

発達にふれることができる　　羊毛を刈り、糸にし、編み物をする。乳を欽み、卵をも

らって帰り、馬に乗る等々、飼育の意義は大きく、学ぶ点がある。

　さて最後に今回の欧州研修旅行に参加して強く感じたことは日本の受験戦争であった。

学歴学閥社会と終身雇用・年功序列型の安定したエスカレーターに乗るために、そして

退職金や恩給までが計算しつくされた金権主義的唯物価値観への極度な依存の結果とし

ての歪みである事は否めない。ごく少数の主体的に取り組める児童生徒やっめ込み主義

を取らない学校教育をしている所を除けば、型にはめ込まれて追われっぱなしの児童生

徒があまりにも多いのではないか。落ちこぼれから非行‘こ走る子、勉強のためなら何で

も保証され甘やかされる家庭環境。なんとか大学には入ったけれどもモラトリアム人間

になったり過激な破壊行動に走ったり……。そこには最も大事な人格形成が失われてい

る。欧州でも日本でも、何が人間としての不可欠の条件であるか、人間として生まれて

きた限り真の人間に成っていく人間形成の根源的理念が絶えず新らたに問われ続けなけ

ればならない。

　パリの町の広場に立つ軍馬に乗った黄金色のジャンヌダークの像にではなく、ノート

ルダム教会の中のローソクに煤けた石づくりのジャンヌダークの中に、天を仰いでひた

すら神の声をきこうとするその祈りの姿の中に、高き所を目ざして生きてきたヨーロッ

パの古き良き伝統を見たような思いがした。

「人の子がきたのも、仕えられるためではなく、仕えるためであり、また多くの人のあ

がないとして、自分の命を与えるためである」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（聖書　マルコによる福音書10章45節）
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　1815年以来中世永立国であるスイスはアルプス山脈の中tζある山国で、面積は北海道

の半分しかない小国であるが、国の中にはドイッ語を話す地方と、フランス語を話す地

方と、ロマニッシュ語やイタリア語を話す地方とがあり、宗教も、おなじキリスト教で

も新教と旧教がある。また、スイスは23の州にわかれ、一っごとの州がおのおのの憲法

をもち、それが連合している。それにもかかわらず、一つの国としてよくまとまってい

るのは民主主義がその土台となっているからであろう。そんなスイスの北東に位置する

チューリッヒにあるヴィップキンゲン・フリータイムセンターを9月7日の午後に訪れ
た。

　まわりを静かな住宅街（アパート）でとり囲まれたヴィップキンゲン・フリータイム

センターは、1953年に設立された施設で、チューリッヒに13ある施設の中で一番古いも

のである。

　運営面はすべてプロユベンチュードが責任をもっているが、施設の資金的援助及び維

持管理は、1963年に住民の直接選挙が行われ市で負担するえとに決定をし、現在にいた

っている。

　プロユベンチュードは、個人的民間のボランタリー組織で、子供達のためまた大人達

のために1953年に組織され、その本部はチューリッヒに置かれており、切手販売によっ

て資金を得ている。予算は2年ごとに市議会で決定され、2年間はそのままの予算で執

行されるとのことである。

　ヴィップキンゲン・フリータイムセンターは、設立にあたって、近隣の地域社会の人

々の出合いにより、お互いのことを知り合い、友達となり近い存在と考えるようになり

また、集団活動をしていくなかでお互いに親しくなり、すべての世代の人々の意見の交

換ができるようなコミュニティーセンターとなることを基本理念としている。また子供

に対しては、子供自身による自由選択で何かをやることができるように考え、そして何

かをやっているうちに、仲間うちでの社会性の向上ができるような指導がなされていた。

　この施設は4年前まではあまりよい評価を受けていなかったセンターであり、青少年

を対象にした遊び場の調査では、想像力がゼロの遊び場と評価されていました。そこで

想像力を養う指導をしている芸術学校の先生に依頼して検討をしてもらい、さらに、先

生はその芸術学校の生徒達に3カ月間、このセンターのレイアウトの原案をつくること

を課題として与えるとともに、子供自身の意見及び地域社会の人々の意見を参考にし、

原案を作成したようである。建設にあたってはセンターを6週間閉鎖し、地域社会の人

々約100人の協力を得て、途中で何か問題が生じた場合は臨機応変に対処しながら建設

が進められて作られた。また、このセンターは7才から12才ぐらいの児童を対象とした

遊び場づくりとして取り組んだことである。このような過程を経て完成したセンターは

非常な好評を得て現在にいたっている。

　このフリータイムセンターは、建物部分と遊具を備え付けた広場の部分、及び動物を

飼育している場の部分の3部門から構成されている。
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　建物部分は、Cl）ホール、｛2）ミーティングルーム、｛3｝木材関係の工作室、｛4｝金属関係の

作業室、⑤図工室、｛6）倉庫及びトイレがある。

　Cl）ホール。多目的室で、センター側からの催し、例えば劇や大人のための講演会等を

開催したり、また25の地域の住民のグループが使用する権利をもっていて、例えば色々

な音楽、政治、動物の飼育、家庭的なこと等のために事前に予約をして使用できるよう

になっている。この地域の住民のグループはそれぞれ自分達でホールの鍵を管理してい

るので、ホールの使用時間外にも利用できるようになっている。センターはこれらのグ

ループとの使用契約を結ぶ時、ギブアンドテークで契約を結んでいるので、センターで

必要な時には協力を依頼することができるようになる。使用時間は、火曜日から木曜日

までは午後2時から6時まで、及び午後7時30分から10時まで、金曜日は午後2時から

6時まで、土曜日は午前9時から12時まで、及び午後1時30分から5時までとなってい

て、日曜日と月曜日は休みとなっている。

　〔2｝ミーティングルーム。このミーティングルームはセンターの中心的場所であり、地

域社会のすべての人々の出合いの場であり触れ合いの場となっている。飲み物を飲みな

がら（セソターでは準備していないが、各自で持って来るのはよいことになっている。）

また食べ物を食べながら（簡単な食べ物は置いてあるが、レジのコントロールはセンター

ではせず、各自の相互信頼によって行われている。）、この場所は話し合いのなかから色

々の問題点を考えたり、相談をしたりしている場所であり、すべての世代の人々の意見

の交換ができるようなコミュニティーセンターとなることという基本理念がこのミーテ

ィングルームにおいてもよく考えられている。

　〔3〕木材関係の工作室。木工関係の機械、道具を備えて使用させているが、センター側

が与えた課題ではなく、利用者の自由選択で希望する課題に取り組めるように指導して

いるし、自然に、大人が子供を、大きい子供が1j、さい子どもを指導するよう（インリー

ダーシステム）啓蒙している。

　（4）金属関係の作業室。熔鉱炉やハンダ付け等の金属関係の機械や道具、また暗室も備

えて使用させているが、センターとしては、利用者と専門家とのパイプ役割を果たして

いる。この作業室でもインリーダーシステムになるよう啓蒙をしている。木材関係の工

作室でもこの作業室でも危険な物や危険な事はいっぱいあるが、センターとしては危険

を恐れないよう指導しているし、学習課程のなかで危険な事に対しての対処の仕方が自

然と身に付くよう指導がなされている。このような指導方針は遊び場や他の場でも一環

しています。この作業室で現在課題にしているのは、例えばモーターバイクのエンジン

を変えたりするような、規則に合わない機械を作る事だそうである。

　｛5）図工室。この部屋は、機械や大きな道具を使わないで作業をする部屋で、絵を描い

たり、色々な工作をしたりなどをして活動している。この部屋でも、経験のある子供が

経験のない子供を指導するインリーダーシステムになるような指導形態がとられている。

　遊具を備えた広場には大きな樹木が立ち並んでおり、他のセンターのどこにでもある
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すべり台、ブランコ、シーソーは勿論のこと、砂場やちょっとした水遊びができる場も

設置されている。その周囲にはベンチが置いてあり、子供を連れて来た母親などが子供

を見守りながら、他の母親とおしゃべりをしたりして憩の一時を過している。この広場

で注目しなければならないのは、地域社会の人々の協力で作られたもので、手作りの網

をっなぎ合わせ樹木等に張ったロープクライミングの遊具である。前にも記述したよう

に、地域社会の多くの人々の意見に基づいて、自分達で作った遊具であり、そのような

遊び場であるから、子供達のなかにこの遊具や遊び場を大事にする心が芽ばえている。

最初作る時は7才から12才の子供を対象として考えて作ってみたが、出来上ってみると、

子供は勿論17才か18才ぐらいの女学校の生徒達が体育の時間に使用しに来たり、あるい

は大人達も時々遊んでいるとのことである。また手作りの網であるので破損した時はそ

の時々に直していくように気を付けているようである。

　動物を飼育している場所はニカ所あり、一ヵ所は建物のすぐ裏で、ここにはにわとり

やうさぎ等の小動物を飼っている。もう一カ所は遊び場の端にあり、少し広い場所を柵

で囲いポニーや山羊、羊などを飼っている。他のセンターでも同様であるが、これらの

動物は、子供達のなかに飼育係がいてすべての世話をしており、その中で自然の原理を

学び身につけていくのである。

　このフリータイムセンターの職員は説明者であるRolf　Egli氏を主任として、他に

Brigitte　Rosenberger氏、　Karl－Martin　Heck氏、　Urs　Grob氏、　Martin

Miiller氏の5人であるが、この5人は他の12のセンターの職員と共に、プロユベンチ

ュードのディレクター（業務担当理事）であるDr．　C．P．Casparisさんの監督下にある。

しかし、各センターで大きな問題が生じないかぎり、各センターの自主性にまかせられ

ているとのことである。これらの職員の指導担当は、一般の大人むけ、青少年むけ、子

供むけに分かれており、一週間の労働時間は44時間となっている。また、これらの職

員の資格としては、経験豊かで、全般的に何でもできる人、すなわち人間性が豊かで、

多用性に豊んだ人が理想として考えられている。

　ここヴィップキンゲン・フリータイムセンターは、統計をとっていないので正確な数

字はわからないが、老若男女合わせて概算すると不安定な数であるが1日50人から500

人ぐらいが利用しているとのことである。あまり数字にこだわらないのは、利用する人

が何人あるかということより、センター内部でどのような内容のよいものを指導してい

るかが重要だという考え方に立っているからである。このような考え方は、どのような

作品を作り上げるかということより、やろうという意思や意欲を大切にするという考え

方にも関連している。

　人間は環境の中で育成されていくものである。したがって子供の教育について、家庭

がその中心であるということに異論はないが、地域社会の果たす役割も非常に重要なも

のなのである。このことは、このセンターの基本理念である幼児から年寄りまで、そし

て身障者等も含めて、すべての世代の人々の意見の交換ができるようにするということ
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につながっている。現実問題として、センターはそのような理想をもっているが、出来

得ることから徐々にその理想にむかっていくしか方法はないように思われる。また、こ

れも理想であるが、勿論土地の有無その他の問題もあるが、時間的には15分以内で、距

離的には1㎞以内で行ける場所に、一施設の割合でコミュニティーセンターであるこの

ようなフリータイムセンターが欲しいと考えられている。

　日本の施設は、子供、青少年、婦人、心身障害者、老人等と、それぞれ独立した専門

の施設として建設がなされているし、また教育、福祉等に分離して建設がされている。

したがって、活動の分野は狭くそれぞれの分野でしか活動ができないようになっている。

その点が、一つの施設を拠点として集約しコミュニティーセンターとして活動している

スイスとの大きな違いの一つである。

　指導の立場が違うということも、もう一っの大きな点である。現在の日本では、子供

達に対してあらゆるものの多くが与えられた中で生活しており、それに慣れた子供達は

与えられるものを待っている状態にあり、自分自身で自主的に創造しようとする力が欠

けているのに対してスイスでは逆で、子供達が自分自身で何をやりたいかということか

ら発想されているので、そのためには子供達自身の意欲が必要であり、その指導には与

えるものではなく、子供達への適切な助言と手助けである。それでもスムーズな活動が

できる理由の一つとして、インリーダーシステムがあるためと考えることができる。

　またもう一つの大きな違いは、場所の提供をしている場所提供型であるということで

ある。場所提供型の施設の弱点として、センター側の管理が悪くなりがちであるが、セ

ッティングポイントとして、施設の中心点としてミーティングルームを作っている。そ

こで色々な話し合いをしていくなかで、自然にクラブへ発生したり、我々意識を育てた

りしている。

　まとめ

　遊びとは子供達が子供達自身や、自分達の生きている世の中について学習する手段で

ある。見慣れた状況を修得し、新しい状況への対処の仕方を学習していくうちに、身体

ばかりでなく、子供達の知能や性格なども発達していくものである。遊びというのがそ

ういうものであれば、地域社会における遊び場の条件の一つは、地域内に住む子供達に

よって常に利用される遊び場でなければならないということである。条件のもう一つは

遊び場が地域社会構成に欠くべからざるものとなる点である。地域社会の人々が子供達

ばかりでなく大人達をも含めて、すべての人々が何らかの目的で利用できるものであっ

て、子供達にとってはまさに遊び場であり、大人達にとっては子供達を見守りながら楽

しむ場でなければならない。

　もろもろの条件の悪化によって崩壊しつつある地域社会を、子供達を媒介として、そ

の遊びと遊び場を通じて、再びよりよく作り上げることが、我々に与えられた大きな仕

事の一つであると痛感するとともに、新らたな意欲が湧いてきたような気がした。
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　ここウィーンは、一週間前まではとても寒く、アルプスには新雪がふったとのことで

あり、マロニエの並木は紅葉していた。しかし、今日は絶好の秋晴れで気持ちのよい天

候となった。東京山手線のモデルだといわれているウィーン市の環状電車がゆっくりと

町の中を走っている。ウィーン市の紹介でウィーン市14区の西のはずれにあるこれから

訪れる養護施設は、ウィーン市にあるこの様な施設の中でも、トップクラスにある充実

した設備との事である。

　施設の概要

　設立は1973年で、連邦共和国50周年記念に建設されたものである。所長はDr．シュー

ブル氏であり、施設内を案内してくれた。収容人員は3才～18才までの男女であり280

名であるが、現在欠員20名で260名収容している。子供達は、この施設を住居として、

幼稚園や小学校へ通ったり、職業訓練校へ通ったりしている。施設内のグループ分けは

各グループ10名ずつであり、15才までの男女混合グループが18グループ、15才以上の少

年グループが2グループ、15才以上の少女グループが6グループ、のグループ構成とな

っている。少年グループが少ないのは、少年を収容する施設が他地域にも多くあり、地

元の少年達だけを収容しているためであり、少女グループを収容している中には、他の

地域からも入所しているので多くなっているとのことである。運営は公立であるため市

の財源によって運営されている、児童の負担金は、親の収入によって異るが、低所得者

は1ケ月200シリング～300シリング（1シリング日本円で13円一一　14円ぐらい）で、

1，000シリングも支払っている人はいないようである。

　職員の概要

　職員は現在150名で内訳は、指導員86名、雑役婦64名であり、指導員の中で1グル

ー プ毎に教育者3名（1対2または2対1の割合で男女を組合せている）が3交替制で

仕事をし、1日は交替で休む方法をとっている。教育者は、教育者の資格はもちろんの

事、児童心理学も学んで専門家である。その他に、心理学者2名が日によって施設を訪

れ、医師1名は日中だけ勤務している。学生のボランティアが、時折り実習の形で2週

間程度学習しにくる事もある。

　収容児の概要

　家庭の事情で養育不能な子供達を主に収容しており、子供達の環境をみると、両親が

病気とか、入院、精神病や麻薬中毒患者、入獄者などの家庭にあり、いわゆる崩壊家庭

の薄幸の子供達が収容されている。収容期間はケースによりいろいろな場合があるが、

半年程度から何年もここで生活している児童もいる。両親が引取って親の手元で育てる

事を施設側も願っているので養育可能になればすぐ引取って親元で育てる場合が多く、

子どもを放置して長く施設へ入れておく親はいないようである。

　申込みは両親から直接くるもの、警察や学校を通して申込んでくるもの、社会厚生課

を通してなど種々であるが、家庭の幸せが再び手元に返るまでの間を預ってもらう。

多くの子供達は、両親とのコンタクトをもっていて、週末には家庭へ帰る子供もいるし
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親が直接施設に訪ねてくる場合もある。子供は週末にしか家庭に帰れないが、親からは

施設についでも電話を掛けることができるため、いろいろと話し合うことができるので

子供達に寂しさはないという。収容児の小使いは、市より年令により支給され、1ケ月

あたり5才で20シリング、10才になると40シリングが支給される。生活指導は、グルー

プ3名の教育者が交替で勉強会を開き、学校の授業のような方法で宿題をやらせたり、

テストを行ったりしている。家庭に恵まれない子供達も、施設ではのびのびと生活して

おりグループ毎に教育者と相談して、生活の規則や門限時間、清掃当番等をきめている。

自主的に活動し、自分達で作った規則や計画という事で自覚をもって実行に移しており、

この事はヨーPッパのどの様な施設でも同じ事がいえる。日本の施設では指導者の作っ

たプログラムを押しっけ実行させられる事が多いが、この点ヨーロッパの国のあり方を

大いに参考にすべきであろう。

　給食は材料費として、1人あたりlEl350円とのことであるが、厨房内の設備や給食

のための賄婦人数、献立てや子供達の好物等について限られた時間内のため見聞できな

かった事が残念だった。学校給食のように昼食だけであれが献立てもたてやすいが、1

日三食の家庭的な料理を作るには、人員も必要であり苦労が多いものと思われた。

　施設設備・宿泊棟

　混合グループ10名単位で施設がされており、その中には居間・食堂・洗面所・トイレ

（幼児用の小さいのも並んでいる）せんたく場・乾燥機・シャワー等が備えられている。

そしてこの施設が20ケ所20グループ分の設備がととのっている。

　少年グループも同様な施設が2ケ所作られている。少女グループの特色は、全員個室

が与えられていることで、全部で60室ある。個室は1階が居間・勉強室で机がおいてあ

り、二階が寝室となっていてベットを置いがある。

　廊下には子供達の作品である絵や手芸品が展示してあり、コーナーには広接セットを

おいて談話できるようになっている。どの部屋もきれいに清掃が行き届いていて、整理

整頓がなされている。

　この養護施設はオーストリアでも最もよい施設だけあって、施設は大きく、施設・設

備は整備され、児童・生徒の居住する部屋も大きくゆったりとしていて、非常にゆきと

どいた養護施設であった。

・子供の劇場

　この劇場は最初、体育館として建てたものであるが、天井が低くてスポーッが思うよ

うに出来ず、競技が限られるので、現在は子どもの劇場として使用している。人形芝居

等を上演するときには、人形も衣装も子供達の手作りであり、年長者がシナリオや構成

進行等もやっているようである。室内にはいろいろの人形がたくさんおいてあり、かな

りの活動がされているようである。

・ 屋内体育館

　この体育館の床面積は小さいが施設・設備はすばらしいものである。この体育館は、
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バスケットボール・テニスなどのボール運動だけに使用されるのではなく、体力づくり

のための設備や器械運動の設備などもできており、多種目の運動が可能になっている。

天井には彩光用の自然の明りとりがあり、1階や2階の廊下から直接観覧できるような

一風変った設計になっているが、かなり機能的な体育館である。隣の部屋は卓球室であ

り、卓球台が5台おかれていた。またこの階に並列して屋内プールが整備されていた。

このプールは25mのすばらしいプールであり、一年中利用できるようになっているが、

このプールでは単に水泳をして遊ぶだけでなく、心身の治療としても大いに役立ててい

るとのことである。

・ 映画館・劇場

　子供町と言うだけあって、この施設には普通の町にある　育的な施設設備は一応全部

揃っており、しかも一流品ばかりである。照明設備まで完備されている劇場で、どの

な演劇が上演されるのか考えるだけでも楽しくなるような雰囲気である。

・ 屋外施設

　屋外施設としては、サッカー場・テニスコート等があるが、これらの施設は地域の人

達に有料で開放している。特に日本の野球熱と同じように、サッカーの盛んなヨーロッ

パでは、利用者が多いようである。施設を訪問したのが午前中だったので、子供達は学

校に行っており、全然会えなかったが、このように完備している施設をどのように使用

しているのか、人形劇iζ笑ったり泣いたりよろこんだりしているであろうし、スポーツ

に一喜一憂して汗をふいている姿を是非見学して帰りたいものと思った。

　その他
　退所後は、子供達と施設のつながりは一応なくなるが、1年間位は子供の家庭の住居

の世話をしたり、お金の面倒もみていて、いつでも施設に遊びにくる様にいっているそ

うであるが、実際にこのような援助を受けた子供の例は少ないとの事である。

　このような施設ならウィーン市に市立で20ケ所、個人的な施設はかなりあるとのこと

である。また、SOS子供村（未婚の子供や孤児を収容）もウィーンには多くあるよう

である。ドクターシューブル氏にこの施設に対して悩みがあるかとの問に対して「子供

の町」は記念行事の一つとして設置されたもので、ウィーン市でも最高の施設、設備を

誇っているが、建物が大きすぎて家庭的雰囲気が出せない事であり、そのためには小グ

ループの方がよいと思うし、広い敷地なのに物置がない。自転車置場がない事で不便し

ているそうだが、この程度の不満であればぜいたくな悩みであるように思えた。

　親達には養育のアドバイスは施設としてはせず、ソーシャルワーカーにまかせている

が、生活指導では教育の面とあわせて子供達の健全育成に特に力を入れている。こんな

立派な施設で20名の欠員があると言う事をどう考えたらよいか、私には理解できなかっ

た。働ける状態に戻った親達、子供を養育出来るまでに立直った親達が怠けて働かず、

いつまでも子供を施設へ預けっぱなしの例はないかの質問に対して、ドクターシューブ

ル氏は、そんな事は絶対にないと言い切った。どんな親でも、子供に対する愛情はかわ
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りはない。好んで施設へ入れるより手元へおいて育てる方が、子供の為にもいいにきま

っているし、ひいては家庭の幸福につながると考えている。これが常識だが、日本では

まだまだ非常識の親が多いのでこの質問に対して深い反省をした。

研修所感

　ヨーロッパ各地の子供達の遊びと遊び場を視察して、特に感じた事は緑と、水と、遊

び時間の多い事である。緑は公園が多くその緑の公園が遊び場につながっていることで

ある。遊び場には必ず砂場があり石ころがあり、水たまりや流水など自然の姿がある。

この自然の遊具で遊びを進展させ、集団遊びへの動機づけとなっているようである。

遊び時間の多いということは、ヨーロッパの子供達は日本の児童と比べて、ほんとうに

自分の意志と地域の人達の協力で、各自の自由時間がたっぷりあるように思えたからで

ある。アドベンチャープレイグランドの古材による小屋づくりとか、動物達の世話、ブ

リータイムセンターでのクラブ活動、例えば手織機を使って敷物を織る子供達、毛糸で

編物をする子供達、古鉄材でゴーカートづくりをする子供達など、熱心に活動している

子供達を目にして、B本の子供達と比較をしてみた。日本の子供達は宿題に追われ、塾

通いに明けくえており、学歴偏重の社会のため受験戦争に追いこまれている子供達の姿

に対して、ヨーnッパの子供達は週末などには宿題もなく、のびのびと施設や遊び場で

遊んでいる姿は心身の健全な育成をはかる上でうらやましい限りであった。

　また、ヨーロッパの国々で特に気に入ったことは、テレビの放映時間が少ない事であ

る。テレビの見すぎが問題になっている我国とは対象的である。このような時間を利用

して、各所にフリータイムセンターや、冒険遊び場で子供達が楽しみながら集団の遊び

をとおして、自立性や社会性を養っている。動物小屋では女の子が長ぐつをはいて、動

物の下わらをかえているし、飼育している七面鳥がふえればXマスの御馳走として料理

してしまうそうで、単に愛護するだけではなく実生活の体験によを真の教育がなされて

いるようである。

　プレイリーダーはそれぞれ特技をもっていて、子供達のよき相談相手となり、アドバ

イスを与えている。彼らの手によって手作りの馬小屋まで完成させたり、暖房まで出来

る立派な居間でままごとが楽しめる建物を作ったりしていた。子供達に遊び場の場所を

提供しているフリータイムセンターの印象は、外部からみた感じでは田舎の物置小屋の

ようであるが、内部はびっくりする程の立派な設備があるのに感心し、多くのプログラ

ムがぎっしりつまった中で、次々とクラブ活動をしている木工室とか、金工室、手芸室、

地下室利用の音楽クラブなどの部屋があり、それぞれの室には完備された立派な道具が

揃えられ、リーダーがいてゆっくりと作品を仕上げたり、楽しんでいる。

　また、施設には家で出来ない行事（パーティやお祭り的なものなど）が申込みによっ

一 123一



て無料で借りられるホールや、多目的に使用できる談話室もあり、かなりの利用者があ

るとのことである。身障者も気軽に出かけて一般の人達と同じように音楽をきいたり、

日光浴をしたりしていたことが印象的であった。施設を設置する際には地元の人の意見

を市が十分にとり上げており、さらSζ各所にこの種の健全育成の為の施設が建設される

ことになっている。冒険遊び場は、林立するアパート群の中にあったが、周囲を土手で

高くし、その上に樹木を植えて外部から見えにくくして、外部からの苦情を受けないよ

う対策を立てている点は、日本の実情とはかなり異なっているようである。遊び場の中

の廃材廃物の山や、飼育している動物の臭気は地域の人達が最も反対する原因となるも

のであり、それらに対する対策は万全であるといえる。

　幼児の時からアドベンチャー精神を養ない心身の健全な育成をはかるためには、遊び

に怪我はつきものと、言い切る指導者は資格とか身分にこだわらず、子供達と共にプロ

グラムを立てたり、親達と子供達の事にっいて話合って積極的な遊びが展開できるよう

熱亡・な指導をしている。

　心身障害児施設で特に感じた事は、それぞれの障害児グループと共に普通児までいた

ことである。通園施設であるが施設の周囲は宮殿と庭続きになっており、環境がすばら

しく芝生が広々と延びている。

　スタッフが各障害児毎に遊ばせながら歩行訓練させたり、治療をしている。ある時間

になると各障害児別のクラスを分解し、普通児まで含めて一緒の遊びを持っことにして

おり、この施設では視力障害や言語障害、聴力障害等治療をしながら普通児とも生活を

共にさせ、彼らから何かを学びとっていくという新しい教育方法によって指導をしてい

る。

　フリータイムセンターやアドベンチャープレイグランドとは、全然性格がちがう商業

主義的な公園や市民公園的なチボリガーデンやドナウパークをみて感じた事は、チボリ

の場合冬は厳しい季節を迎えるため、開園が夏場に限られているが、夏の季節には常連

が多く大人も大勢楽しんでいる事である。このチポリの魅力はどこにあるのだろうか。

休園時に樹木の手入れや、設備の整理を徹底的に行い、開園に備えたり、また、ここの

名物でもあるイルミネーションが一つでも切れていれば入場料はお返ししますと、管理

部長が断言する位自信をもって整備している。このような事が人々をひきつける大きな

原因となっているようである。遊戯場は大人も小人も行列をして順番を待つほど利用し

ており、実に楽しそうに遊んでいる。広さは8万平方メートルほどで余り広くなく、花

と噴水とイルミネーションが売り物の、造園技術が秀逸であるが、開園時間が23時まで

あり、子供達も一緒になって楽しんでいることは日本では考えられないことである。
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　経営主体

　ウイーン市

　種　　別

　養護幼稚園

　位　　置

　ウィーン市西南のはずれに位置する。

　沿　　革

　1949年開設、第2次大戦後、苦しい各国の財政時に世界各国から、援助の手がさしの

べられた時期があったが、当施設もその時期に、スイスの財団により資金が提供され、

それを基に建設されたもので、当時食料事情も悪い状況下で、スウェーデンの援助によ

り、食料が提供された経緯もある。

　建物設備

　全1棟平家建12室、建物面積約1，800㎡、敷地面積約1　O，000㎡、教室6教室あり、収

容児の特性に合わせて、便所、遊具、教材、機能回復訓練用用具が設備されている。

　対象者
　身体障害児、視覚障害児、精神障害児、学習障害児、ろうあ児、普通児、定員106人

　施設概要

　ウィーン市の西南にあるシエーンブルン宮殿の前庭を使用し設置されており、環境は

非三常に良し、o

　大木の点在する広場に、緑の芝生が展開し、教室から直接庭に下りて、芝生の中で遊

べる様になっている。ウィーンで最も古い障害児施設であり、類似施設は、市内に4ケ

所ある。

　入所の方法は、医師の紹介、市の民生部、又は親が異状を発見し、相談を受けにくる

ケースが一番多い。子供が連れてこられると、専用の面接室で、児童心理学者が面接し

所定のクラスに振り分けて、入所となる。毎年9月1日が、入所開始日である。保育時

間は、9・：00～17：30分までの、通園施設で、6クラスに区分されている。1，身体障害

児、2．視覚障害児、a精神障害児、4．学習障害児、5，ろうあ児、6，普通児、である。定

員は106人で、3才児～6才児までを保育している。6才以上からは小学校の特殊学級

へ転入させる。

　ここで注目したいのは、障害児施設でありながら、普通児の保育をも行っている事で、

これは、普通の保育も併せて受持っており、それを障害児に上手に取り入れ乍ら、保育

を行っている事である。

　3才未満の子供は、入所できない訳であるが、相談を受けた場合は、親に助言を与え

今後の対処の方法を指導している。

　1クラスの生徒数は約16人で、各クラス毎に、2名の保母と、1名の心理療法士、1

名の補助保母、計4名が専任で配置されている。保母は各専門別に教育を受け、国家検
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定に合格した、有資格者が当てられている。

　補助保母については、特に資格を必要としないようである。又、母親に対しては、毎

月1回、各クラス別に、専門医の面接が行われている。心理療法士、医師、保母の三者

は、常に密接な情報交換を行い、三者が一体となって保育に当っている。

　当施設の目的は、保育を通して、子供の機能を回復し、普通児に戻す事にあり、その

為の治療も行っている。しかし、子供には、治療を受けている事を全く意識させず、た

だ毎日遊びにきて、楽しく遊んで帰る事だけを教えている。これは、知らず知らずの内

に、治療を行う方法が、病院で治療を受ける方法よりも、効果があると云うことである。

　建物は、事務室・面接室・会議室・療法体操室及び各教室、並びに厨房と分れ、廊下

によって連携がとられている。各室の入口は、当然の事ながら、落差はなくまた、各教

室には専用の入ロがあり、別に廊下を横断して、直接外部から教室に入れる入口がある。

　各教室に隣接して、コンクリート敷の小さな遊び場があり、教室わきの出入口から、

出入りができるようになっている。教室入口右手には、子供の持物（カバン、タオル、

前かけ等）が掛けられ、それに並んで、便所、その他機能回復の為の用具が用意されて

いる。コンクリート敷の小さな遊び場には、木枠の砂場（5～6㎡位）があり、その先

は芝生が教室の窓下まで延びてきている。各クラス別の芝生は、生垣で仕切られ、中間

に約lm幅位の開口部があって、どこの教室の芝生へも自由に行ける様になっている。

　ll：30分になると、給食があり、その後12：30分～14：00分まで午睡の時間である。

午睡は、毛布を教室の床に直接敷いて休憩をするようになっており、ベットは使用して

いない。

　各教室は、それぞれクラス別によって物や色分け（動物クラス、果物クラス）で区分

され、各自は物（例えば、自分は茶色の牛さんである）になぞらえてある。これも障害

児にとっては、訓練の一部となっている。

　A　身体障害児のクラス

　この施設での身体障害児のクラスは手足の障害児で、椅子に腰掛けられる程度からの

子供が保育を受けており、多少の精神障害を重複している子供もいる。通常の遊びがで

きるよう‘Cなるための訓練を受けている。歩行練習のための平行棒やプールが用意され

ており、療法体操室では、遊びを通して機能回復訓練も行っている。又、外では芝生の

築山で登ったり、転がったりして、身体を慣らしている様子もみられた。

　B　視覚障害児のクラス

　多少視力のある子供と、全く視力のない子供が共に保育を受けている。手術に依る治

療も可能であるとのことである。

　C　精神障害児のクラス

　この障害児のクラスの子供はかなり重度の障害を持つ子供達で、基本的な生活習慣の

自立ができるような訓練を受けている。自分自身で座って食事ができるようになるだけ

で大進歩であって、通常は保母の手でロに入れてもらって食事をしている。知能指数は
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30～60程度の子供達が多いということである。

　D　学習障害児のクラス

　このクラスは情緒障害児のクラスで、通常の保育園では保育できず、又、家庭にあっ

ても、親の教育では扱いきれない子供を保育している。集団生活に慣れさせることが中

心であり、保母が目を離しても、周囲をかき廻す事のないようにできるだけ社会性を養

うとともに自立できるように習慣ずけている。幼児の知能指数は75から95の子どもた

ちであった。

　E　ろうあ児のクラス

　このクラスを見学したときに子供達はイヤホーンを着用し、保母のロまねや絵本を見

て口を合せる訓練をしていた。発声の訓練もしており、絵に書いてあるオヤツを持って

きて食べ乍ら、お店屋さんゴッコ等をして遊びながらの指導が行われていた。

　F　普通児のクラス

　この施設で非常に異なっている点は、養護幼稚園であるのに、普通児の保育を行って

いることである。さらに、この子供達が時には他のクラスの子供と一緒にして遊ばせる

事もあるとのことである。

　特にこの施設では親の都合で、保育の必要な子供達だけを預っているとのことであっ

た。
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　ボランティァの活動にっいては、全くその必要を感じておらず、十分な職員の配当が

なされているようである。

　この種の養護幼稚園では、各専門の教育を受けた人でないと、保育することが困難な

ため、ボランティアを受け入れることがむずかしいものと思われる。時折、実習生が、

学習と単位修得のために来る事があるとの事で、労力面での不足はあまり見られない。

経済的には全ての面で市が負担しているが、保育料については両親の収入に応じてスラ

イド制で、親が負担するようになっている。現在のところ、市に対する要求は、職員の

待遇改善（特に給与）であるが、保母を始め、その他の職員全てが、単に仕事の消化で

なく、情熱を持って仕事に打ちこんでいる。その点は今後も変る事なく、情熱を持ち続

けて仕事に打ちこんでくれることであろうと園長は言っていた。

研修所感

　ヨーロッパの町の中を歩いて注意して見ていると、かなり車椅子を使用している人を

見かける。これは、屋外の歩道やその他の設備が、身障者の使用を考えて作られている

ことであり、もう一面では、身障者に対する見方が、日本人とは異っているためと思わ

れる。

　フリータイムセンターでは、使用し得る設備は身障者も車椅子で使用しているし、周

囲の人達も、ことさら変ったケースとして見ている様子はない。付添いの人達も、自分

も含めて、仲間と一緒に楽しんでいるし、子供達も、幼い頃からそれ等を見慣れている。

障害者自身も、人間の権利として堂々と外へ出て、陽光を浴びている。これ等を見てい

ると、そこには変に安っぽい同情とか、哀れみ、奇異な目と云ったものが全くなく、む

しろ福祉の心が生れ育っ土台があるように思われる。子供達は、幼児期から成人するま

で、この土台に育ち、福祉の心を育んでいるのではないだろうか。

　次に、今回の研修で特記したいものに、フリータイムセンター及び、アドベンチャー

プレイグランドがある。

　我が国にはないフリータイムセンターは、国の補助を受け、主として市が運営管理し

ているもので、原則として無料である。有料の場合は実費のみであり、0才～老人まで

だれでも自由に利用できる施設で、余暇を利用して子供の健全な遊びを指導し、又、大

人の憩、趣味の発展、近隣との親睦を深めるのに役立っている。利用者は、附近の幼児

児童、母親、老人と多彩で、リーダーが1～4名程度配置されており、相当の教育を受

けている場合が多く、幅広い知識と経験を持ち、各部門を担当している。

　このフリータイムセンターでは、余暇を健全に利用し、生活に役立てるために、種々

の事を行っている。
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　例えば、両親が共働きの子供は、放課後施設に来てクラブで活動したり、工作・絵画

手芸等も自由にできる。時には、宿題も済ませて親の帰りを待っている。これらの活動

によって不良化防止のために大いに役立っているとともに、子供の健全育成にとっても

大きな役割を果しているとのことである。

　特に注目すべき点は、施設が建設される以前の段階で、住民の声を聞いがいる事であ

る。役所、住民、ソーシャルワーカー、その他専門家の意見を取り入れた上で、設置が

決定されている。改造・増築の場合も同様で、地域住民の全てが一体となって話し合い

をしている。従って、住民の意識は高く、自分達のための、自分達の施設である事を良

く承知している為、利用率も非常に高い。年に何回か催し物を計画するが、この場合も

やはり住民に何をやりたいのかをたずね、欲しているものを吸い上げて実行している。

印刷物を配布し、広報活動に依っても、効果を上げている。

　リーダーは、職業人として義務的でなく、誇りと情熱を持ち、住民と融合した形で行

動している。

　敷地は、概そ4千～5千㎡で、広い芝生を持ち、1～2階の建物が付属している。

　芝生では、子供達が自由に跳ね廻る事ができ、大人は椅子を持ち出し休憩する。昼寝

をしたり、芝生の隅に設置されている幼児遊び場で、我が子が太陽の下で自由に遊んで

いる様子を眺めている。この幼児の遊び場は、時には柵で完全に囲われ、幼児が外へ出

られない構造となっており、親は安心して、手放しで見ていられる。中には、砂場・鉄

又はコンクリート、木等で作られた、簡単な遊具が置かれ、その他遊びに必要な遊具も

用意されている。

　附属の建物は平家建の場合が多いが、これは0才～老人までの利用を考えたものであ

る。多くは集会室・喫茶店・厨房・リーダー事務室が設置されており、子供達の為には

木工場室・手芸室・絵画室があり、小型体育館・オーディオルーム・暗室をも併設され

ている施設もある。

　使用時間、休日は各施設ごとに決められているが、それ以外はだれでも自由に利用し

て良い事になっている。集会室は、お誕生会・パーティー・結婚式等多目的に使用され

併せて喫茶室・厨房も実費で使用できる。喫茶室は、周辺の婦人達のオシャベリの場で

もある。特に注意を惹くものは、木工場室（ワークショップ）である。木製の作業台に

バイスが設置され、ノコギリ・ヤスリ・カンナ等作業工具が全て整えられている。又、

ボール盤・電気ノコギリ・旋盤まで備えている所もある。子供達は、作りたいものがあ

れば、リーダーの所へ行き、適当な材料を与えられ、製作に取りかかる。リーダーは、

何を作り何をしたいのかを子供に聞き、子供にはできない部分を補助するのみで、あと

は子供の自主性に任せている。子供は自分の作りたいものを作るため、自分で切り、削

り、磨き、夢中で製作している。1日でできないものは、何日もかけて作っており、放

課後の楽しみになうている。「自分で作りたいものを、自分の手で、思うようにしてみ

たい」これは各国共通の子供の願望であろう。そしてでき上ったものは、子供にとって
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は宝であり、喜びの全てである。物を作る事の難しさは、手先の使い方、工夫、道具の

使い方を憶え、出来上ったものに着色をすれば、デザイン、色彩感覚を発達させる。

　我が国の場合は、各家庭にある乏しい道具と材料で、使い方の指導もなく、適当な場

所もないのが普通で、母親からは危いからと云われ、製作意欲も起きてはこないであろ
う。

　近年、家族構成の核化が進み、小人数の子供しか持たない家庭が多く、充分に子供に

手が廻るため、過保護の子供が増加している。しかも家にはテレビがあり、食物も充分

で、運動不足の傾向が強く、肥満児が多く、運動神経も鈍くなっているといわれている。

また、都市では公園や遊び場が少なく、あってもあまり楽しい施設がないため、遊びた

がらない児童が多いようである。そこで考え出されたものが、冒険遊び場である。

　冒険遊び場は、板・角材等を使って、小舎作りをするコーナー、及び木製の大型遊具

のコーナー、並びに動物飼育のコーナーに分れている。小舎作りをするコーナーでは、

近隣の工場等に納入される部品荷造り板や工場解体などによる廃材を貰い受け、これら

の材料を使用して5㎡程度の小舎を作るものである。基本的な柱（約4～6本）は、リ

ー ダーが子供の意志を聞いて建て、その後は子供が、5～6人のグループを作り製作し

てゆく。柱と柱の間に板を打って壁とし、ドアーを作り、傾斜した屋根を葺いてゆく。

雨もりがあればビニールを張って雨もりの防止をしていた。

　時には、屋根裏部屋まで作る大型建物を作る事もある。机、椅子を中に入れて、子供

達は満足そうで、のぞき込むと、得意そうIC見せてくれる。

　誕生日の子供が居れば、菓子1ケ、果物1ケ程度を家の中で交換したり、リーダーを

招待したりするそうである。子供にとっては、家は一番身近な存在であり、先ず第一に

作ってみたい物体である。自分の手で、立体空間を作り、それを独占的に支配する。改

造も破壊する事も自由であり、それは正に夢である。

　でき上った建物の内装や外装がどんなに粗末なものであっても、自分達にとっては華

麗な御殿であろう。

　この冒険遊び場の中で必ずと云って良い程、設置されているのが、動物飼育場である。

馬・兎・山羊・豚等が多く、馬の場合は、馬場を持ち、クラブ制で乗馬もできる。兎に

は、ニックネームを付け、全部自分達で管理する。小動物については、家庭でも飼育で

きるが、近隣との関係もあり、特に団地、アパートでは、全く不可能である。この点は

我が国でも同様であるが、それを集約し、飼育を可能にしている点は、一歩進んでいる

と云える。単に飼育するだけでなく、抱いたり、広場で共に跳び廻ったりして、手と身

体で触れて遊んでいる。自分の飼育している動物に愛情を持つ事は、他の動物へも愛情

を持つ事となり、生き物を育て、愛情を育てる事を幼い頃から、実践させているのであ

る。更に、飼育した動物を殺す事もあるそうである。豚、七面鳥は、通常食物に供され

るために飼育される。従って、大きく成長したこれ等の動物は、必然的に食物となる事

を、現実的に教えている所もある。
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　大型遊具については、木製あり、金属・プラスチック・ロープ・石等様々であるが、

概して、木製遊具が多く見受けられた。これは気候、風土上の関係で、我が国よりは耐

久性が高いと考えられ、又、良質の適応した材料が入手し易い立地条件もある。

　次に、ロープを使用した遊具が数多く見られた。ターザンロープ・ロープ渡り・縄バ

シゴ・ネット橋等で、我が国でも多数見受けられるものである。

　ある施設では、在来の遊具を少数設置し、子供達に供したところ、全く興味を持たれ

ず、アンケート調査では、ワーストワンに落ちていた。そこで、リーダーは専門家を招

き、又、子供達に欲しい遊具を聞き、下絵を描かせ、それを専門家が検討し、地域の親

達が相当の日数をかけて、手造りで完成させた。

　それを子供達に提供したところ、一転して大人気となったとの事で、この場合、各分

野の専門家、子供、住民が一体となっている構造が見られ、大いに学ぶべき所があると

考える。

ウォータートレン冒険遊び場（ユトレヒト）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わた　　なべ　　　　み　お

研修報告16　　　　村長渡辺東海男
　　　　　　　　　　　　　　　　　いわき市こどもの村

　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県いわき市四倉町字芳の沢16

SPAREFROH　SPIELPLATZ　DONAU　PARK．
（ドナウ　パーク遊び場）

所在地　22Abreiterstranbad　Str，Donau　Park，　Wien，Austria，

説明者　Miss　Amemary　Strache

研修日　9月8日
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　経営主体

　Wien市役所
　種　　別

　総合公園、児童公園

　位　　置

　オーストリアのウィーン市の郊外にあり、その位置は、ウィーン市の北東にあたり、

全敷地面積は、15hoでそうちぢ児童公園は、　a　oOO㎡を占めている。ドナウ川を有効に

活用し、都市計画によって造られた公園で、大部分が花壇、林、バラ等の自然の美しさ

を基調にして、遊歩道が続いている。ドナウターワーや、水上野外劇場、児童公園等が

あり、ドナウターワーからは、ウィーン市やドナウパークが全望できる。雄大な静かな

環境である。

　沿　　革

　この公園は1964年、つまり今から14年前に、国際造園展示会を国が主催し、10年前
　　　　　　　　　　　　　　　　　　のに1回行っている。その第1回目に開園されたのがドナウパークである。

　建物、設備

　ドナウターワーの中には快速エレベーターがあり、それにのって回転展望台までいく

と喫茶、レストランがあり、その展望台は30分で1回転できるようになっている。又、

水上野外劇場、ドナウ川を利用した水泳場、花壇、児童遊園地、リフト、公園のまわり

をまわる豆電車等の設備がある。

　対象者
　大人から子供まで幅広く利用されている。

　ドナウパーク（Donau　park）は、ドナウ川をはさんでプラターの反対側にあり、オ

ー ストリアのウィーン市の郊外に、新らしく整備された総合公園である。

　プラターが古い形式の庭園的公園であるのに対して、ドナウパークは、近代的な手法

をとり入れた公園で、全敷地面積は15haで、大自然を利用した雄大なスケールである。

　又、ドナウターワーがあり、それは公開と同時に建てられた塔で、252皿の高さから

は、ドナウ公園や、ウィーン市が全望できる。塔を快速エレベーターで165mまで上る

とそこは回転展望台で、喫茶、レストランがあり、その展望台は30分で1回転できるよ

うになっている。

　夏はドナウ川で海水浴、冬はドナウパークの小高い丘でスキーで遊び、春、秋は川辺

で砂遊び、水遊び、橋渡りなどをして遊び、夏の今は全体として広い敷地の中は林や花

壇、芝生とバラが咲き乱れ、遊歩道が続いてすばらしい景観をなしていた。

　この公園の中を見て歩くための重要な交通機関は、リフトと豆電車で、公園内を短時

間で参観出来るようになっている。全体が都市公園的色彩が強く、いわゆる児童公園は

その一角を占めるにすぎなく、その敷地面積は＆　OOO㎡である。

　遊び場は、築山や池などの自然景観的要素を中心として、主に鉄製の小さな遊具、装
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置が点在している。廃車になった電車・汽車・消防車をおき、子供達に実際の乗り物を

自由に目でみたり、乗ったり出来る。素材が動く面白さを基調にしているためと考えら

れる。

　公園全体が大人にも楽しめるようにつくられているのに対し、児童公園は利用対象者

を幼児に限定して幼児向けに作られている。

　素晴しいドナウ公園の大自然は大人を魅了させ、子供を大自然に環元させることによ

り失われっっある自然との融和をとりもどし、この自然の中で子供達とのコミュニケー

ションをし、遊びを通じて協調性や創造性を養うことが出来れば、より素晴しいオァシ

スとなるのである。ドナウパークの中はゴミなどは全くなく、ここにもマナーを小さい

うちに身にっけている国民性をみいだすことが出来る。

　夏の期間は夜外音楽会を開き、音楽の都「ウィーン」といわれるにふさわしく、曲に

あわせてダンスをしたり、歌ったりして陽気に夏の夜をすごしている。公園は人間が人

間らしく過ごすことが出来る場でなければならないと考えるが、まさにそういう場であ

った。

　次に、デンマークのチポリ公園は、ドナウ公園とは異なり、小さい敷地に数多く、色

々な施設があり、多種多様の設備がととのっている。

　チボリ公園は、全体が森の中にあるといっても過言でなく、コペンハーゲン市民のオ

アシスとして親しまれている。

　園内には木は全部でおよそ850本あるが、これまでに1本たりとも伐ったためしがな

いということで、新しい施設を何かっくろうとすると、その自然的条件を充分配慮した

上でレイアウトしなければならないから、なまやさしいことではないとのことである。
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　たとえば、クラッシックカー、T型フォードのような自動車を乗りまわすもので、沢

山の木と木の間を縫うようにしてS字に曲りくねったコースが設けられている。

　自然を利用した素晴しいドライブコースである、小供達にとってこれほど、おもしろ

い遊びはないのではないだろうか。スピードと戦標、充足感といったものを同時に味わ

うことが出来る。観覧車は、ゴンドラの上に縞模様の大きな風船の形をした気球のよう

なものがついている。それが気球で空中散歩をしているような錯覚をさせるのが、狙い

だと考える。メリーゴーランドは、趣味、嗜好があるので、子どもにこだわらず利用す

ることが出来る。

　スメーゲンと呼ばれる横丁、ここには「ゲーム・センター」がある。射的や玉入れの

ようなオーソドックスなギャンブルが幅狭しと置かれている。そのほか、スロットマシ

ンやルーレットもある。

　一番おもしろいのは「釘打ち」だ。20c血位の釘を板に金槌で単純に打っただけといっ

たものであるが、欲求不満やストレス解消に役立っているのではないだろうか。これは

子供もさることながら大人にも楽しめるゲームである。チボリの夜、それは又、素晴し

いものである。これはいたるところの木に、赤・黄・青・紫といった原色のネオンが、

無数に飾られ、そのイルミネーションの美しさ、それは子供達をおとぎの国へ、大人達

を幻想の世界へひきこんでいく。子供達の夢をまさに絵画化したようである。チボリは

子供達をも大人達をも飽きさせないだけのアイデアを次々と現実にとり入れるとともに、

公園側のサービスも、利用する側にたったいきとどいたサービスをしている。

　本来こうした遊びの場は、子供達にとって大人の社会の子供のコミュニティーになっ

てきているのではないだろうか。子供がこうした遊びの場で遊ぶことが、大人とのっな

がりをっくり、子供相互間のっながりをもっことで、子供達の独特な世界をつくり、遊

びを通して人間形成に一番大切な諸条件を修得していくのである。

　ピァジエ（Piaget　J）は、遊びの条件として、葛藤からの解放をあげているが、幼児

は本来、抑制されることなく、思う存分に探索し、操作できる自由な経験を求めている。

　しかし、近年のように、核家族化の進行に影響される親の過保護、過干渉の養育態度

の前進や過密化、交通量の増大等による遊びの空間の狭小化は、幼児の自由遊びを制限

し、遊びの中に発展する創造性や旺盛な健康的エネルギーの発散を阻害することが懸念

され、幼児の健全育成の視点から憂慮されているが、西欧でもその事情は日本とまった

く同じであった。

　都市化現象が進むなかで都市計画された町々、その一角に造られていく公園、それは

まさしくその住民の遊びの場であらねばならない。しかし、造園家達の手によって造ら

れた公園は、遊びの場としては通り一遍で、子供達にとって何度か利用するとあきてし

まう公園が多いのである。

　ドナウパークは、そういった公園のように思われた。チボリパークは多種多様性をも

っているので、子供達をあかせるということはないが、与えられた遊びを決められたル
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一
ルですることは、自由な創造遊びを求ある子供達にとっては研究心、洞察力といった

面に欠けているのではないかという疑問にぶっかる。そういった疑問に対応して、ヨー

ロッパのいたるところに造られている新しい遊び場を考えてみよう。それは（Adventure

Pl　aygroundS）冒険遊び場といわれるもので、1930年にデンマークの造園家によって考

案されたもので、「一定の区域に柵が設けられ、その内に煉瓦・木材・土管等の建築用の

廃材がおかれ、子供はそれを自由に使って、構成遊びや運動遊びを展開し、遊びの過程

の中で創造や成就の喜びを味わうものである。自由で独創的な遊びが発展すると、場合

によっては危険を伴うこともあるので、プレイ・リーダーの安全についての配慮が重要

となる。

　リーダーの役割は、子供の自発的活動のための背景を準備するのであって、指図をす

るのではなく、遊びが自由に発展するように助力するというところ‘ζある。安全への配

慮とともに遊びの世界への洞察力が必要となる。雨天や寒い日にはプレイ・ルームの中

で活動が出来るようになっている。リーダーは単に、心理学的な知識をもっていればよ

いという考えでなく、仕事の中で、子供達と一緒にとけあって、子供達のそれぞれの能

力をひきださせてやることである。型にはまらないこの自由な冒険遊びは、子供達に無

限の可能性を与えてくれる。

　創造や成就の喜びは、子供の能力を高めるために一番大切なことであるのではないだ

ろうか。

　現代の過密都市では、出来なくなりつつある穴ほり、小屋づくり、木登り、ロープ渡

り等を行い、子供達の連帯感や協調性を育成するのに大いに役立っている。大きな遊び

をするのには何人かの子供達が協力しあわないと可能に出来ない、そういった点から子

供達が自然に子供達と接触じあうようになる。失なわれっつある人間性をこのような遊

びを通じてみいだしていこうとしている。

　さらに、感心をもったことは、スエーデンのプレーペン公園の中で行われている幼児

の青空保育である。

　それは、午前9：30～午後12：30分の間で開園し、希望に応じて、保育に欠ける子供

達を対象に、この公園の一角で市から派遣された、保母指導員の指導の基に保育する。

保育に欠ける幼児に少しでも社会性を身につけさせることが目的である。

　保育に欠ける子供達は、母親とここで楽しい半日を過ごすことで、他の母親との交流

他の子供達との交流をもち、社会性を身につけるのである。母親相互の交流をもっこと

で、地域福祉の増進に努めている。

　ヨーロッパの福祉施設は、対象者を一部の人に限定せず幅広く、子供から大人まで利

用出来るような配慮がされていることが大きな特徴である。

　対象者のニーズが、リーダーの能力を越える場合には、利用者の中でこの能力をもっ

ている人がリーダーになり、ボランティア活動がなされるという柔軟性をもっている。

　　このように西欧の福祉は民主主義をよく理解し、それを彼等のものとして、個人の人
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間性を尊重し、個々人にきめ細かなサービスをすることにより、その福祉をより一層高

めている。施設の大きさ、施設の内容、施設の設備・運営といった点に於いて、すべて

先進国としての姿をみせていた。私には、全べてが、ひとつひとっ大きな驚きであり、

感嘆であった。

　一つの福祉活動は、その住民のニーズによって、その住民の個人的な財産として、大

切にとりあつかわれ、高められている点は、日本の今後の福祉活動において、大いに参

考にしていかなければならない点である。

　今回のヨーロッパ研修旅行で私は、一番関心をもったのは、まず食事にかける時間の

ことであった。たっぷり時間をかけ明るく陽気に話しながらとる食事の中に、人間が人

間らしく生きている国民性を強く意識するとともに、同様に福祉においても、その配慮

がなされていることに、強い感心をもちました。

トリム遊具（ドナウパーク）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　　　わ　　じゅん

研修報告17　　　児童厚生員諏訪順子

　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島市城南児童館

　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島県鹿児島市城南町4－19

JUGENDZENTRUM　DER　STADT　WIEN
　

FLORIDDORF：’

（ウィーン市　青少年センター）

所在地

説明者

研修日

1210Wien，　Pragerstrasse　20，　Austria．

Mr．　Gebietsleiter（管理部長）

9月8日
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　型青少年センター。位置　ウィーン市、21区。　避　1920年頃にビール会社の別

荘として建てられたものであるが、市がこれを買い取りユ977年に青少年センターとして

オープンした。

塑　二階建600㎡。敷地　10．000㎡。対象者　子供、青少年、老人（6才～68才）ま

でであり、利用年令層は幅広い。

利用料　無料。開館時間　月曜日～金曜日、8時～22時。　土曜は催時のためのみ開館

する。職員数　正式な指導員は2人であるが、そのほか事務および管理のための非常勤

の団務員が10名おり、合計12名で運営をしている。

指導員の資格　青少年センターのための学校で1年間専門的な教育を受けた人であり、

教師の資格を持つ人である。

　施設設備（レストラン、喫茶コーナー）

　12時から夜10時までオープンしており、軽い飲食ができるようなメニューが主体とな

っている。

　　（ギャラリー）

　無名の芸術家のために、機会を与え展示の場を与えている。

　　（音楽室）

　日本のメーカーの電子オルガンが10台設備されてある。700人の人が申込んでおり、

練習に来るそうである。

　　（印刷室、写真室）

　青少年らが自分たちで写真の現像を行ない、写真展を行なったり、また、自分達の手

で編集をし、印刷もして新聞を発行している。

　　（図書室）

　利用者250人から寄付された本が大半であるが、その数はかなりの数である。図書館

の利用者は子供を中心に、多くの人達が利用しているようである。

　　（その他）

　ロビー、談話室、アトリエ、青少年相談センターが併設されている。

　　（青少年相談センター）

　開館時間は、月曜日～金曜日までが12時～19時までであり、施設の中は自由に使える

部屋、相談室、受付、待合い室に分かれていて、かなりのスペースがとられている。

　所感

　昨年オープンしたばかりのため、まだ、設備は十分なものではなく、これはと思うよ

うなのはない。利用者は青少年センターではあるが、子どもから老人までと幅が広い。

そのため、利用者は青少年が中心となってしまい、子供たちにとっては魅力あるような

ものも何もない。ちょうどこの日は、指導員がシェンブールの動物園に30人の子供を連

れて行っていると言うことで、3、4人の子供しか見かけなかった。他に20人ばかりの

青少年がチェスをしたり、音楽を聞いたりして楽しんでいた。
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　ここでの主な活動の特徴は

　　。クラブ活動の推進

　　。若い芸術家の育成

　　。児童生徒の学習

　　。ヨット、柔道などのスポーツ協会の本部がある。

の4点である。特にチェスのクラブは最も盛んで、200人のクラブ員がいて、オースト

リアでも有名な名人が出ているそうである。階段や廊下の壁にも絵や写真が展示してあ

るほか、庭にも現代的な彫塑が見られ、無名の芸術家を育成することに力を入れている

ことがうかがえる。

　利用者の活動内容に関しては、管理側はほとんどノータッチで、すべて信頼関係のも

とに活動が行われ、子供たちを1人の人格者とみなしているとのことである。図書室の

本は、外部への貸し出しを行なっているが、今まで返却されなかった本は4冊だけで、

大きな問題とはなっていない、と説明者は語っている。そして、さらに管理部長は「そ

れはまたすぐに補充できる」と語るのを聞いて、日本的な考え方からすると、寛大と言

うより管理不十分という気がしてならない。信頼関係ということは確かにコミュニティ

活動では基本となることであるが、管理するべき面もきちんと把握して、管理しなけれ

ばならないと思う。ステレオのある薄暗い部屋で、青少年たちがロック音楽をかけてい

る中1ζ、2、　3人の子供がいるのを見かけたが、日本人的感覚からか健全な感じがしない

この状態について後に「青少年が低学年の子供たちに悪い影響を及ぼすようなことはな

いか。」と質問したら、「低学年の子供たちは夕方6時には帰るのでそんなことはない」

と簡単な言葉が帰ってきた。

　青少年相談センターは、玄関が別になっており、相談には本人自身が相談に来る例が

多いそうである。

　庭はまだ未整理の状態で殺風景である。庭のすぐ前にある空地30，　OOO㎡に各種のスポ

ー ツ施設を造る予定があるそうである。それが完成すると、ここも青少年や子供たちで

活気づくことだろう。ともあれ、この青少年センターは、昨年オープンされたばかりで

あり、施設・設備も十分でなく、活動もまだ軌道にのっていないようであるが、管理部

長の健全育成に関する情熱と理想は高く、やがて充実されることによって、すばらしい

青少年センターが築かれるような気がした。
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　種別

　市立幼稚園

　位置

　ハンガリーの首都ブダペストは、ドナウ河をはさみブダとペストの2っの街からなる

この幼稚園は、そのブダ地区にある。

　創立

　1949年
　建物

　1744年頃の建物で、現在文化財となうている。三階建ての二階奥にある。

　環境　　　　　　　　　　　　・

　ドナウ河を見下ろす丘の上にあり、付近には歴史的建物が多い。かつては上流階級者

の住宅地で、現在でも中流以上の人々が住んでいる地域である。

　施設・設備

　1744年頃の建物とは言え、中は明るく、落ち着いた感じである。廊下や室内に鉢植

えが置かれ、白壁にいっそう緑が映えている。日曜日と言うのに暖房が入れてある。全

館で集中暖房を行なっているため調整がきかないためであろうが、非常ic暑く、不経済

のような気がしてならなかった。

　（保育室）人形やままごと道具、乗り物などのおもちゃがあり、園児用のいすやテー

ブルもかわいらしく、モダンである。午睡用の折りたたみ式のベッドがロッカーに収納

してある。

　（洗面所）洗面所はヨーロッパらしくトイレと同室にあり、その中にはコップ、歯ブ

ラシ、タオルが備えられてある。どれもおそろいであるのを見ると、園側でそろえるの

だろう。コップと歯ブラシは棚の高さが大人の手の高さにあるので、先生が渡してやる

のだろう。自分で子供が取れる位置にある方がいいのではないかと思われたA

　（調理室）クラッシックなデザインのラジオ、ほうろう製のミルクポットなど年代を

感じさせる物が目につく。いい物を長く、大切に使っているような気がした。調理室自

体の広さはあまり広くなかった。

　（園庭）芝生が植えられ広く、木立も多い。へいもれんが造りである。

　（屋外遊具）砂場とベンチ、バスケットコートだけである。砂場にはチューリッヒや

ウィーンで見た水場はない。ハンガリーでは公園は多いが自然に親しませることを基本

としているので遊具は少ないと言うことを後で日本大使館の方から聞いた。それにして

も子供たちが、どれだけの遊びを展開できるのか実際に見たいものであった。
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　所感

　私たちは、この幼稚園をハンガリーの国営旅行社の同行者の特別な計らいで、予定外

であったが見学させてもらう機会を得ることができた。日曜日のため職員が休みであっ

たので施設の案内は、以前この幼稚園に勤務していた、私たちの国営旅行社の同行者の

姪にあたるカタリーナさんがしてくれた。彼女は現在教育学を勉強中の20才の学生であ

る。直接、園側の人に話を聞けないのは残念であるが、日曜日で、しかも予定外の訪問

なので仕方がない。かつての職場であるにもかかわらず、子供たちの作品まで出して見

せてくれる彼女に感謝をした。

　子供たちの一人一人が使う物や保育室の入口には、名前の変わりに小動物、植物のよう

なマークが書いてある。このマークは子供たち自身が一人一人決めたのだそうでおもし

ろいアイデアである。驚いたのは、この幼稚園が朝6時から夕方6時までの長時間保育

と言うことである。早朝に登園する子供に対しては朝食まであるとのことで、調理師や

先生も大変だろうと思う。

　ハンガリーは社会主義国であり、保育園も幼稚園も公立で、その管轄は文部省である

3才以下は保育園、3才から6才は幼稚園である。労働力不足のためもあり、夫婦共稼

ぎが多いが、3年間の育児休暇と20週間の産休があるので、保育園の数は下の表のよう

に少ない。産休は100％の母親が、育児休暇は70％の母親が取っているとのことである

教育学的には「3才までは母親の手で育てるのが良い」と言われることからしても、理

想的な制度ができているといえよう。義務教育はノト学校8年間で、特に芸術、スポーッ

には力を入れているそうであり、身体と精神の教育を重視していることがわかる。

◎　】975’76年教fica係絞」｝’

年☆・期間 教商機閲 施投数 児愈生薩数

該当月1令児苗匡1】に占める生

徒散比率
教　踊　散

3　才以　F 保百1園 1．“0 49，931 11％
幼児9八惜り
に1♪、

3才～6才 幼椎園 4．uη 329．o凹 755鰯 20，5〕2

8　年　簡 小学校 4，458 1．OSI．　Ioo 984奄
66861

4　年　間 中級学佼 52鳥 382．5伽 361驚 ｜4，078

3年～5年間 大学w
56

冊75㈹ 44傷 ｝2．B5

イ］9Tfi茸1ハノt’リーttlrポケノトプノクによる）

　我が国では、子供たちの生活に占めるテレビの影響が大きく、社会問題としてよくと

りざたされているが、ハンガリーでは放送時間は夕方5時からll時までであり、また月

曜日は全テレビ放送が休みとなるそうで、子供のためには非常によいのではなかろうか

ちなみにテレビ契約者数は人口1．　000人あたり226人（1975年の調査）であり、テレビ

の普及率が低いことも一っの原因となっているものと思われる。
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研修所感

　私たちは、ヨーロッパの児童福祉施設を視察するために16日間、コペンハーゲン、ス

トックホルム、ウィーン、チューリッヒ、ブダペスト、アムステルダム、パリを訪れた

どこの街も、落ち着いた質素なたたずまいで、私の頭の中にある’都会’というイメー

ジをくっがえしてしまう。中世の古い建物が現存し、今だに人々がその中で生活してい

るのが非常に神秘的な気がした。また、緑の木立の中を電車が走り抜け、その沿道のア

パートの窓々から美しい花々がのぞいている。とてものどかな光景である。話に聞いて

いた通り、ネオン、広告などにも美観を第一としているのが感じられる。街全体と自然

との調和を大切にした生活を築いている人々の姿に触れることができたような気がする

し、このことは子供の遊び場作りにも通じているようである。

　芝生や木立の中に屋外遊具があり、意図的に石ころや丸太も置かれている。できるだ

け自然の中で遊ばせるという配慮がなされていたのである。またどこの遊び場にもあり

きたりの遊具ではなく、それぞれ独特の物がある。

　例えば、砂場の近くには必ず水場があり、創造力を引き出し、遊びがさらに発展する

ように考えてある。日本でよく見かけるぶらんこ、鉄棒、ジャングルジムなどはほとん

ど見かけない。すべり台は木材を組んでできているのが多く、鉄製のものは見かけない

他にも木と木に張りめぐらした網やロープ、っり橋、タイヤを結び合わせたもの、ター

ザンロープなど、どれも身の回りから見つけ出した、自然を生かした素材ばかりである

バスやトラックの廃車も子供たちのかっこうの遊具となっていて、その上で子供たちが

キャァキャアとはしゃいでいる。

　スウェーデンの児童遊戯審議会の女性の1人から「子供たちは固定された遊具より移

動できるもの、冒険心を満たすものを好む」と聞く。日本の画一化された遊び場、遊具

も反省し、計画、立案の段階で子供の側に立って十分な検討をする必要がある。さらに

審議会のその女性は「最近アメリカ、カナダの遊び場を見てきたが、スウェーデンの方

が進んでいる」とっけ加える。

　アドベンチャープレイグランドは、冒険遊び場と言われるもので、日本にはこの種の

遊び場が少ないため、珍らしく、興味を引かれるものであった。この遊び場は廃材を利

用し、子供たち自身が大工となって自分たちの家を造るのである。建築材となる廃材は

工場などからもらい受けている。指導員は基礎となる柱を立てるのを手伝う程度であと

はすべて子供たち自身に任かせている。中には設計図まで書いて自分たちの家を建築し

ている子もいる。できあがった内部には、テープルやいすも置かれ、花壇やへいのある

家もある。女の子も器用にかなづちやのこぎりを使っているのには感心をした。周囲に

くぎの打たれた板切れが散在しているのを見かける。私は思わず危いと思うが、かたわ

らの指導員は平然としている。後の話し合いの中で「危いからやらせないというのでは

なく、気をつけてやるように指導し、その作る過程を大切にする。子供たちには様々な

一 工46一



経験をさせる必要がある。」と質問に答えており、日本人の我々にとって考えさせられる

点があった。このアドベンチャープレイグランドは、子供たちに最も人気があるそうで

ある。実際に子供たちの家造りをしている姿を見て、その理由がよくわかるような気が

した。

　アドベンチャープレイグランドとともに興味深いのは小動物を飼育していることであ

る。この遊び場では、うさぎ、あひる、ろば、七面鳥など子供たち自身が世話をしてお

り、小さい時から動物に接することは、情操教育の上でも重要であるという基本的な考

えに基づいている。日本の子供たちにも今後ぜひ体験させていきたいことの一っである

　屋内施設としては、創作活動を中心とする所がほとんどで、その中にスナックコーナ

ー や暖話室、ホールなどもある。指導は、単に指導員だけでなく、地域の人々が自主的

に協力している。スウェーデンの学童保育のフリータイムセンターでは、子供たちが本

物の機織り機でスウェーデン伝統の布を織っているのを見て、私たちはただただ感嘆し

て、カメラのシャッターを次々に切った。創作活動の中にこう言った物も取り入れてい

るのである。ここでは別の部屋でフィンガーペインティングをやっているのも見る。30

人定員の施設であるが、部屋は小さいながらもいくっもあり、機能的によく分割されて

いる。他の人と遊びたくない時の部屋まであり、驚いた。青少年センターでは、利用者

に部屋の内部改造や、模様替えをしている所もあり、利用者の欲求や自発性、創造性を

活かし、大切にしている一面である。

　私たちは、保育園、養護施設、有料の遊園地などを見学をしたが、興味深いのはコミ

ュニティセンター的役割を持つ施設で、スイスのチューリッヒの施設が理想に近いと思

う。この施設には、スポーッ施設、今までのべたような遊び場、レクリェーションセン

ター、ロビンソン広場（冒険遊び場）などがあり、子供から老人まで利用できるように

なっている。日光浴をしている車いすの身障者や子供連れのおかあさんたちが語らって

いる光景を見かける。また、この施設は子供たちにとっても、学校教育とは違う、自由

選択で好きなことができるという大きな魅力がある。スイスでは、児童福祉の民間団体

（プロ・ユーベントウト）がこういった施設を運営しており、25年も前にできた団体である。信

頼関係に基づいてやる施設だけに、運営管理面では苦労が多いだろう。チa一リッヒで

は、このコミュニティセンター的施設を誰もが歩いて15分で行ける場所に1ケ所作りた

いと意欲的である。日常の生活圏の中にそのような施設があったら、余暇を有効に過ご

すことができるだろう。

　研修中、指導技術面でも忘れかけていた事を再び考えさせられる。それにっいても仲

間たちと話をしたが、子供たちに敷かれたレールの上を走らせるのではなく、もっと子

供たちの発想や欲求を生かし、自主性、創造性を育てなければいけない、ということで

ある。「指導員として大切なことは、子供たちといかに協調していくかであり、そのた

めには全般的広い知識と多様性を持っていることである」とスイスでの話し合いで聞い

た。いっまでも忘れないようにしたい。
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　経営主体

　民間立

　種別

　遊園地

旦　デン、∀クの郊外。敷地面積2ヘクタール。

避　28年前、オランダ学生サナトリウムの委員であるブーン、ファン、デル、スタルブ夫

人は、ミニチュア都市を作り、それを人々に公開して得られる純益をサナトリウムに寄

付するという社会事業を計画したが、彼女の大胆な計画は困難をきわめた。ところが運

よくこの計画に賛同したマドロ夫妻が、息子のゲオルグの霊を弔う像を建てるという約

束で資金を出した。

　このゲオルグ、マドロはオランダの国民的英雄であり、彼の名前に因んでマドローダ

ムと名づけられた。

　デザインは建築家スヨルト、ボウマに託され、約2年間を費やして1952年に設立さ

れた。

　マドローダムは世界一小さな都市である。正式の1っの都市として、オランダの全国

都市会議に加入している。市長は、ベアトリックス王女である。

　市議会があり、デンハーグの小、中学生の中から選らばれた32人の議員により運営さ

れている。その市議会は週に1回、又は月に2回行なわれ、議員の選挙は毎年行なわれ

改選される。

　建物、設備

　400mトラックのある陸上競技場ほどのところに、実物の％5の大きさで、精巧を極

めて作られたミニチュアの都市である。

　テレビ塔、ビルディング、工場、公園、商店街、教会、ゴシック様式のトンガリ帽子

の屋根を持っ建物、ゴルフ場、田園風景、風車、牧場に群がる牛、高速道路を走る車、

電車、空港など本物そっくりである。樹木も実物を使い丹念に仕上げられている。コイ

ンを入れると、教会では讃美歌が闘えたり、人物の模型が動いたりする仕掛けもある。

また、交通事故の現場や船火事、消防艇の放水などもあり、子供だけでなく、大人も十

分満足できるすばらしい遊園地である。

　マドローダムを支えている工場は、事務所の地下とレストランの地下との2カ所にあ

り、園内に飾られている建物や乗り物などすべてのものがここで作られ、また修繕が加

えられる。

　録音や再生の装置が並んでいる部屋もあり、音響効果を出している。園内のコインを

入れる穴にコインを入れると、この地下の音響効果室のテープが回り、客の足もとに取

りっけられたスピーカーから音楽が聞こえるような仕組みになっている。

一 149一



　開園時間

　　　4月～　8月　　8：30～23：00
　　　9月～10月　　　9：00～22：00

　　11月～　3月　　閉園
　冬期間は建物など全部倉庫へ保管し、ペンキのぬりかえ修繕などをする。

　入場料

　大人　　　4．75ギルダー（約430円）

　子ども　　3．50ギルダー（約300円）

　対象者

　特に制限はない。年間入場者は約140万人であり、そのうち子供の入場者は約60％で

あるとのことであった。また、入場者は国内の人達だけでなく、多くの外国観光客も来

園し、絶賛を博している。目の不自由な人には、開園時間より前に特別に公開して、ミ

ニチュアの建物を手でさわって世の中の仕組みがわかるようにと配慮されている。

　見学当日は、午前中であり子供たちが学校へ行っている時間のため、入場者は大人ば

かりであった。

旦　この園で従事している職員数は60名であり、仕事の内容は、庭、木、建物、乗物など

の手入れに40名、入場ロ、レストラン、雑用などに20名となっている。

　入場者に対する配慮

　入場券を買うと、地図をサービスしてくれる。要所要所に番号札が立っていて、定め

られた順路に従って歩きながら、園内の施設を眺めていくうちに、オランダ国民の生活

と社会の活動の状態が一目瞭然理解することができるようになっている。

　特記事項

・ 年間約600万ギルダーの収入があるが、その1／6を世界身障者団体へ寄附している。

・ もよおしもの

　年間4，5回行う。

　今年行なったものは、インドネシア、ポーランドの展示、これからカナダや皇室の住

まわれている都市の展示も行う。

・ 新しい展示物の寄附希望が多い（会社のPRになるので）が、マスタープランがあり、

みだりに誘致できない。そこで街の構成を変えるときには、議会にはかり技術者の意見

も入れて決定する。

　所見

　「たった1時間で、オランダのすべてが見物できる」これが、マドローダムのキャッ

チフレーズである。

　マドローダムは、遊園地の概念とは全く異質なユニークな遊園地である。そこには、

観覧車やぶらんこ、すべり台などの遊具は全くないミニチュアの町である。それも、た
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だ小さな模型があるというイメージではなく、まったく本物そっくりであり、その徴密

なつくり具合、芸術品ともいえる建物、小さな木1本にも神経がいきわたっている。

　博物館ともいえるような模型であるが、固苦しいものではなく、童話の国へ迷いこん

だような楽しい錯覚を与えてくれるのである。

　そこでは、想像力を働かせ、空想の世界で遊ぶ楽しさが得られると共に、知的な好奇

心も満足させてくれる遊園地であるように思われた。

　なお、見て楽しむだけでなく、子供たちを直接運営に参加させるなども、ユニークな

アイデアである。

　その上、ハンデキャップを持つ人に対して特別な入場時間を設けるなど配慮されてい

ることにも感心した。

研修所感

　今回の研修において見学してきた各国のプレイグランドに共通して感じたことは、市

街地や住宅地の中心部にあるのに、敷地が広く、自然を生かして作られ、子供本来の探

求心を満足させる活動を促すように構成されているということである。

　このような特徴をもった冒険遊び場では、子供たちの好きな、穴堀り、小屋づくり、

木登りなど思う存分活動のできるすばらしい遊び場なのである。

　ブランコ、シーソー、スベリ台だけの伝統的な遊び場とは異なり、遊びの過程におい

て創造や成就の喜びを味わうことができ、遊具によって遊ばされるのでなく、自分で遊

びを工夫し、種々変化に富んだ遊び方ができる場となっている。

　また、土や木を使ったり、火を燃したり、動物の飼育をしたり、原始的な経験をさせ

ることにより、人工的な環境の中で失ないかけたものを取りもどそうとしていることが

伺われた。

　我が国においては、生活環境が整備されるに従い、自然の遊び場が少なくなり、公園

はあっても子供が自由に創造したり、ためしたりできるヨーロッパのような遊び場は全

くないといってよい。その上、塾通いを強いられ勉強、勉強と追われて、成育過程にお

ける極めて重要な時期に遊びが失なわれてしまっていることは、誠に残念なことである

子供は遊びの中で、人間として必要な事柄の全てが養われていくので、あまりにも快適

な生活や過保護な生活を受けていると、適応性が退化してしまうのではなかろうか。

　子供が自然に親しみ、遊びの中で豊かな人間性、創造性、生活への適応能力を養うこ

とは、健全育成に欠くことのできない条件なのである。

　子供の旺盛な活動力と創造力、探索力が発揮され、また、思いきり活動する中でエネ
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ルギーを発散できる場であり、連帯や協調を啓発するという視点からみても、冒険遊び

場は子供の健全育成のために価値あるものと思われた。

　なお、年少幼児（1～2才児）の遊び場は、特に配慮がなされており、無料で一時預

りもしてもらえ、親がついていても子供に干渉せず、のびのびと遊ばせることは、子供

の情操面からもよいことだと思われた。また、この場は親同志のコミュニテーの場所と

もなり、生きた育児指導ができるようである。

　訪問した各国の福祉政策が充実していることは勿論であるが、地域住民の協力により

作られた手作りの遊具で、子供たちが楽しそうに遊んでいる姿を見て、地域の遊び場、

地域のコミュニケーションの場という感じを一層深めることができた。

　大人によって作って与えられた遊び場では活用の意識も弱くなるが、地域住民によっ

て作られるものには自分たちの要求、要望を反映させ、地域の者が皆で協力して作り上

げてゆくので非常に遊び場の意義も大きく、その上地域の連帯の意識も強くなり、子供

と大人が一体となったすばらしい社会ができるので、このような地域社会づくりが非常

に重要であることを認識した。

　冒険遊び場には必ず指導者がいるが、その役割は遊びの指図をするのではなく、子供

の自発的な活動のための環境を準備したり、遊びが自由に発展するように助力すること

である。このとき、安全に対する配慮とともに子供の遊びの世界への洞察力が必要とさ

れることを再認識した。

　マドローダムのような日常生活では味わえない楽しい世界も子供たちには必要である

が、それにも増して、日々の生活に密着した遊び場が、日本において是非必要であると

痛感をした。
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　はじめに

　本研修団最後の訪問地・ユトレヒト市は、オランダの首都・アムステルダム市の南南

東約45㎞、オランダのほぼ中央あたりに位置する。人口約40万人の都市で、交通の要所

にあり、宗教の中心地でもある。

　ユトレヒト市には、子ども用の遊び場として、プレーグランドとプレーガーデンがあ

る。

　ブレーグランドは、空地を利用した小さな遊び場で、市内に500カ所あり、ベンチや

砂場を設置した手軽な遊び場である。

　プレーガーデンは一般ic　Bui　lding　play　gardenと呼ばれ、一定の区域に枠を設け、

専任のプレーリーダーによって管理されている遊び場である。

　ユトレヒト市が直接管理している遊び場は17カ所あり、10ヵ所がプレーグランド、7

カ所がプレーガーデンである。

1．BOUWSPEELTUINDE　WATERTOREN
　　（ウォータートーレン冒険遊び場）

　敷地面積は、およそ2ヘクタールで、周囲はよく手入れされた植木にかこまれている

　入口には、かって住宅地の各家庭に飲料水を給供していた「給水塔」がたっていて、

このプレーガーデンの目印にも、呼び名にもなっている。

　このプレーガーデンは、1971年に開設された。しかし、敷地内は湿気が多すぎて、

雨が降ると地面がぬかるみ、すべりやすくなるので、1977年、プレーリーダーが土地

の整備を行ない現在の遊び場に作り直した。経費は全て市の負担である。

　プレーガーデンの機能と設備

　プレーガーデンの機能として、次の4点をあげることができる。

　1．材料を使って組み立てる。

　2，動物の飼育と植物の栽培。

　3．プレーハウス（室内）で遊ぶ。

　4．屋外の遊具で遊ぶ。

i．材料を使って組み立てる。

①　家作りの場

　　家は工場の廃材や、展覧会や見本市の使用済の木材を寄贈してもらい、それを使

　用して作る。

　　子どもたちが建築する1っの家は、8才から15才までの2～4人のグループで作

　　る。

　　敷地内には10数軒の家が並んでいて、ここでは子どもたちは独立した子どもの町

　　（社会）を作り、警察、税関など、それぞれの任務を分担し合って、自主管理をし

　ている。

②雨天作業所（15㎡）
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　　天候の変りやすいオランダは雨が多い為、雨天用の室内作業所があり、作業台と

　工具が揃っている。

③材木倉庫
　　製材所と呼ばれている材木置場で、廃材を保管し、いつでも子どもたちが利用で

　きるようにしている。

2．動物の飼育と植物の栽培

①飼育小屋と牧場（約8アール）

　　動物との接触の機会を多くし、自然の姿を体験によって捉えさせるために、ニワ

　　トリ、ヤギ、ロバを飼っている。11才の男の子が、動物の世話をしている。

　　飼育小屋は、プレーリーダーとアシスタントの手作りである。

②　野菜畑

　　牧場の横に囲いをした野菜畑があり、子どもたちが当番を決めて世話をしている

3，プレーハウス（室内）で遊ぶ

①　集会所（約50㎡）

　　集会所は、オランダの学校風に建てられていて、絵や工作（椅子に座って出来る

　　紙工作など）やゲーム、読書をしたり、卓球を楽しんだりすることができるように

　　なっている。また、この施設での中心部でもある管理部門がこの中にある。

　②ままごとの家（12㎡）

　　　本物と同じような器具を使って、女の子たちがままごとごっこをする。

　　　室内には、炊事道具、机や椅子があり、部屋の飾り付けもきれいにしている。冬

　　にはプロパンガスによる暖房も入るので、楽しく遊べる。

　　　この家は、14～15才の子どもたちの手作りである。

　③イミテーション・スクール（8㎡）

　　　学校ごっこをする家で、机と椅子を8脚ずつと黒板を備えている。

4，屋外の遊具で遊ぶ

　①　既製の遊具

　　　色彩豊かな遊具と木材質の遊具が混在し、幼児が喜んで遊んでいる。

　②　砂場（約36㎡）

　　　幅20㎝位の角材で囲った砂場。砂は50cmの厚さに入れてあり、年に2回入れ替え

　　る。

　③　丸太の遊具

　　　小高い場所に、渡り廊下風に丸太を組んでいる。また、大きな丸太の切り株をア

　　ンバランスに配置した階段が、下の通路まで続いている。

　プレーリーダーの役割と母親の協力

　職員は、プレーリーダーとアシスタントの2名で共に男性である。

　プレーリーダーとしての資格は特別にはなく、指導者であるMr．　J．　w．　M．Vo（血皿tは、
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柔道が強く、大工仕事を得意としており、大の親日家である。

　プレーリーダーの役割は、管理者として遊びの準備をすること、安全に対する配慮を

すること、指導者として遊びの助力をすることがあげられている。

　プレーガーデンを利用している子どもの母親たちは、ボランティアとして管理や監視

の役を受け持ち、協力していることは日本と事情が大分異なっており、日本でこれから

見習わなければならない点である。

　大きな行事（催し物）の時｝ζは、Mr．　Voolioutの知人のヘーシンク氏（東京オリンピッ

ク・柔道の優勝者）が参加し、子どもたちを喜ばせているという。

　創造・冒険・連帯一家作りを通して

　家を建てる時、子どもたちは任意に2～4人のグループを作り、2～3週間で自分た

ちの家を作りあげる。

　子どもたちは学校が午前中に終る水曜日と、休学日の土曜日を利用することが多いと

のことである。

　プレーリーダーは、土台、柱など基礎部分を作る時には指導をすることはあるが、そ

の時以外は子どもたちの自由な発想を最も重視をして、指導者による意図的な指導はし

ないようにしている。

　廃材は表面がガサガサと荒れたもの、釘があちこちに打たれたままのものを使用して

おり、家の体裁や美観よりも実用的な家を建築し、家を作ることにのみ楽しみを持って

いるようである。

　家作りのプランを立てる時、材料を選ぶ時、道具を使って作業をする時、好きな配色

のペンキをぬる時、室内の飾り付けをする時など、それぞれの過程において、子どもた

ちの創意と工夫が生まれ、生かされている。

　思いがけないハプニングが起きれば、慎重にも、大胆にもなり、自主的、自発的な活

動が生き生きとしてくるとのことである。

　プレーリーダーMr．　Voohoutは、家を建てる活動によって、

　①　大工仕事が上手になる。

　②一生懸命に協力して働くことにより、連帯感が生まれる。

　③自分が作ったものだから大事にする。

という評価をしている。

　安全については「事故やけががあるのは当り前で、自然な事だ。しかし、それを避け

させるのは、もっと危険なことだ」と話してくれた。

　子どもたち自身も、古いタイプの公園より、自分たちで新しい試みのできるプレーガ

ー デンを好んでいるという。

　家作りの金槌の音や歓声は、幼児にとっても大きな魅力を感じるようであり、6才位

から興味を持ち始めるという。その子どもたちが家作りのグループに参加し、活動を積

み重ね、やがてよき社会人として、また、よきグループの指導者として成長していくこ
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とだろう。

　8～15才という成長期の子どもたちICとって、この年令の異なる集団は、社会性の養

成の場として非常に有意義なものである。現在の日本の子どもたちは同年令の子どもた

ちとだけ遊ぶことが多く、大きな教育の問題となっており、ガキ大将を頭にした子ども

の縦のっながりを持っことが必要であると言われているだけに、この種の遊びを大いに

導入して心身を鍛え、社会性を高めることが必要であることを痛感した。

　おわりに（基本的な生活能力の養成）

　植物の栽培、動物の飼育、住居の確保という原始的で基本的な活動と、それとは対象

的に近代のプロパンガスを熱源とした器具を使うままごと、各種工具の使用、既製遊具

との融合が、プレーガーデンには見られる。

　活動は、プレーリーダーの援助を受けながら、グループ毎に行なわれ、それも年令の

異なった編成をするという配慮がなされている。年令の高い子どもは、低年令の子ども

に対して、生活技術の伝達や、社会性の訓練をする指導者の役割を果たし、小さな子ど

もたちが次第に成長していく過程の中で、自然に生きていくことの重要さと生きるため

の方法を身にっけていくといったすばらしい自然の中の教育となっている。

　プレーガーデンには、かつて、日本の子どもの遊びの中心人物であったzaがき大将t

が存在しており、異年令の子ども集団を率いて、いたずら、わんぱくの遊びの中で、知

らず知らず身についた生活の知恵、生活の技術を伝承する、人生のすばらしい先輩であ

り、指導者である。したがって、プレーガーデンは組織的な’がき大将養成所’といえ

る重要な場となっているといえよう。

　近代的な装備のアパートに住む子どもにとって、廃材での家作りは新鮮な労働＝遊び

＝ 学習だろうし、作る過程でさまざまな体験を重ね「1つの事業」を成し遂げる充実感

は、何よりの宝物になるだろう。

H．BOUWSPEELTUIN　HOOGRAVEIN－ZUID
　　（ホーグラーヴァイン・ズイド冒険遊び場）

　ウォータートーレン冒険遊び場から、バスで約15分、もう一っのプレーガーデン、ホ

ー
グラーヴァイン・ズイド冒険遊び場を見学した。約1ヘクタールの敷地には、子ども

の遊び心を充分に満足させるであろう、各種の設備がなされていた。

　ゲート（門）

　ディズニーの漫画の絵を書いた大きな門をくぐると、裏側は材木を組み合わせた階段

状icなっていて、上の方まで上っていけるようic出来ている。漫画の絵は、楽しさを期

待させるおもしろい絵である。

　砂場と遊具（約150㎡）

　砂場の周りを丸太の切り株（直径30㎝前後）で囲っている。

　中に遊具が置いてある。
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　飼育小屋

　あひる、にわとり、七面鳥、やぎ、ろば、ひつじを飼育している。動物の世話は全て

ここを訪れる子どもたちに任せており、4人の男の子が作業をしていた。小屋のうしろ

には、オランダの情緒を漂わせた運河が通っている。

　集会所（約45㎡）

　グループ活動やゲーム・読書のための場所で、机、i奇子、玉っき台、台所がある。台

所の使用は、セルフサービスである。

　遊びの家（約6㎡）

　女の子用の家

　自転車道路

　オランダは急な坂道がないため自転車が非常に発達しており、自転車の大好きなオラ

ンダッ子のために自転車専用通路を作り、舗装して子どもの遊び場としている。

　以前、モーター付の自転車で遊ばせていたが、危険なので今は中止している。

　廃車したバス

　物置・準備室として利用している。

　家作りの場

　廃材を利用して、家作りをしている。

　ボランティア活動について

くデンマーク〉

　遊び場の施設が地域住民のものであり、地域住民のための運営が、地域住民の手によ
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ってなされていることが印象として強く残った。

　職員には特別な資格はなく、住民組織の要請で、特技を持った人がなるというn行事

には親も参加する。

　ボランティアだと言わなくても、住民1人1人が自分たちの生活をっくろうという気

持を持って、施設の活動に対して積極的に参加して住民組織を作り、活動し、実践して

いるのだと感じた。

〈スウェーデン〉

　スウェーデンは、社会福祉制度の最も進んだ国として知られているが、ボランティア

活動については、あまり知られていない。実際には、ボランティア活動と改めて言わな

くても、市民の当然の有り方として、日常生活の中で行われているからである。今日の

ような進んだ制度が出来るまでには、お互いに人間らしく生きていく為には何が必要か

ということに気付いた人が、次第に集まって計画をたて、学習し、政治に訴えて実現し

ていく、ということが次々ICひろがって、力になっていったのだという。

〈スイス〉

　スイスは永世中立国で、国民投票の国である。

　チューリッヒのレクリェーションセンターでは、住民自治の運営・相互信頼にもとつ

いての運営がなされている。

　たとえば、家庭婦人がボランティアとして職業婦人の子どもを集めて面倒を見ている

とか、子どもには仲間の中での役割や共同生活の規則を教え、自分の意見を発表したり

他人の意見を聞いたりできるよう指導していると聞いた。

　地域住民の生活の中から、問題を出し合い、話し合って、具体的な計画を立てて、実

現していく。そして、実現したものを更に充実させる活動をするということをずっと積

み重ねてきた、歴史の重みが印象的だった。

〈オランダ〉

　遊び場1ζおいて、利用児の母親たちがボランティアとして協力している。

〈日本においては〉

　日本のボランティア活動は、施設中心型だといわれる。その活動方法は、個人又はグ

ループで福祉施設にサービス活動をしている。しかし、福祉に対する考え方の変化と共

に、地域ボランティアが重視されてきた。

　だれもが、人間として一番自然な生活をするために、それぞれの立場を理解し合い、

それぞれの能力に応じた生活が営なめるよう援助し合う活動、それも自分の生活してい

る地域へのサービスに目が向きはじめている。

　今回の研修に参加して理解したことは、子どもが健全に育成され、青年が未来に希望

を持ち、老人が生きがいを持って生活できるような地域社会の実現をめざして、連帯を

求める活動が、私の今後の課題であり、大きな目標となろう。
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その他の訪問施設

AKTIVLEGEPLADSEN　TINBJERG
（ティンベール冒険遊び場）

所在地、Solkrogen　6、DK－2700　B吻s｝〆j，　De㎜ark．

　ティンベール冒険遊び場はコペンハーゲンの中心部より北東部にあり、車で30分程の

郊外にある。ティンベール地区は、なだらかな丘地帯を開発して作られた新しい町であ

る。町の建設は1950年代の中頃から始められ1972年に全ての人が入居したとのこと

である。アパートが林立するティンベールの現在の人口は一万人以上であり、そこには

学校をはじめ商店など日本の団地にもみられる日常生活に必要な施設が全てつくられて

いる。

　門を入った正面に本館がある。この建物は、自然の丸太や粗い板を利用して作った西

欧の農家の姿のままであり、その建物の中には事務室をはじめ、倉庫、道具庫、作業室

工作室、小動物小屋などが区切られた細長い建物となっている。入口の右側は一周200

㎡ほどの乗馬練習場がある。そのほか、広い区域を保有している建物づくりと素材貯蔵

区域、子どもが自然遊びのできる荒地、花壇や菜園など、かなり広い地域が確保されて

いた。この遊び場で飼育されている小動物は、ポニー、子牛をはじめ、山羊、羊、うさ

ぎ、1こわとりなどであり、その数は非常に多い。これら動物の飼育は2名の指導員の指

導のもとに、全て子ども達の手によって行なわれている。訪問した時にはポニーの小屋

の掃除を分担して行なっていた。乗馬練習場では、小学校5・6年生程度の女子が6頭

のポニーに乗って乗馬の練習をしていた。子どもたちの目は輝き、嬉嬉とした態度で乗

馬している姿は、日本の子どもたちCζは見られないすばらしい動物との触れあいであり、

情操教育の場となっている。冒険遊び場でのハィライトでもある建物づくりの広場には

工場から運ばれた廃材が放置され、その廃材を利用して子どもたちは思い思いの建物を

作っている。今日は5・6組の子ども20名ほどが熱心に建築中であったが、なかでも、

小学校1・2年ぐらいの子どものためic、父親と母親が手助けする姿は愛情あふれる光

景であり、子どもとのスキンシップは心と心のふれあいそのものの姿であった。荒地で

遊ぶ子どもは夏を惜しむかのように咲き誇る草花を摘み戯れる姿は、自然との接触に多

様な遊びの可能性を引き出す場所となっており印象的であった。このように、この冒険

遊び場での子どもの遊びは多様性に富み、活動的な展開がされたおり、十分に欲求を満

足させていることが理解できた。

　子どもは、誰でも遊びたいという欲求を持っているものであり、冒険遊び場における

創造的遊びは子どもの成長に非常に重要な役割を果していることは疑いのないことであ

る。

　この遊び場では、自然の姿に接することによって、単に実際的な技術面での上達ばか
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りでなく、子どもの創造的な感覚の発達も促されるなど非常に多様な遊び場であるとい

える。日本においても、単に遊具の形態や美しさを求めて金属やプラスチックを使用し

た豪華な遊具を設置するのではなく、子どもの心を捉えた素朴な、暖か味のある自然の

材料によって創造して作る遊具を豊富にとり入れ、心身ともに健全な子どもを育成する

ことが今後の課題であり、我々の使命であると痛感をした。

FRITDS　CENTER　TINBJERG
（ティンベール　フリータイムセンター）

　ティンベールフリータイムセンターは冒険遊び場からわずかに離れた場所にあり、林

立するアパート群の建物と建物の間にある小さな遊び場である。この種の遊び場は日本

の団地の中によく見られる小さな遊び場ほどの広さである。遊び場には、小動物、砂場、

建物づくりと廃材、活動する広場に分かれており、冒険遊び場を狭少化したものといえ

るものである。年令が低く冒険遊び場まで行くことのできない子どもたちが遊ぶ場とな

っているようである。週日は賑わうようであるが、我々研修団が訪問したときは日曜日

のため、小動物を飼育する指導員と子どもたち数人がいただけであり、活動状況を視察

することはできなかった。

　子どのたちは本物の道具を使って作業したり、その中で批判や非難を受けず自分の思

うままに活動できることを好んでおり、これらの要素が冒険遊び場で認められているこ

とがわかった。

　都会化されたアスファルトジャングルの中で、過密住宅に住んでいる子どもにとって

冒険遊び場はエネルギーを発散させる絶好の場であり、開放感を味える場であるといえ

るし、また、全く自由に新しい挑戦に立ち向って自分を試すことのできる場であり、自

由を伴う貴任ICっいて学ぶ場であることが理解できた。

　このすばらしい冒険遊び場を応用した新しい遊び場を日本にも導入して都会の自然を

知らない子どもたちに親しませたいものである。今回のヨーロッパ遊び場研修の中で最

初IC視察見学をした遊び場であったため、特に、今日の3ケ所の施設の印象は強烈であ

った。この遊び場を是非導入して子どもの健全育成のために役立てたいものと思ってい

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長野市日詰児童館　金箱文子）
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行動の記録 副団長

藤 崎 秀 雄

（千葉県こどもの国）

　7月下旬、団員の選考も終り、いよいよ海外研修の諸準備を始めたが、団体行動を円滑ならし

める為の方策について若干の懸念を感じていた。団員の出身は北海道から沖縄県の全国に及び出

発前のオリエンテーションを開くことが不可能なため出国直前に顔合せをし、即融和と団結を図

らなければならなかったからである。

　約2週間の日程で7ケ国、18ケ所の施設や団体を訪問し、併せて各国事情を知る為市内の視察

をもというハードスケジュールをいかに悉なくこなし、研修旅行を有意義なものICするか熟考を

要するものであった。8月25日、事務局、厚生省、正副団長との間で研修団行動tcついての打合

会を開き、先ず3］日集合後の行事、オリエンテーションの内容、9月1日の行動及び各国訪問施

設や団体の確認、研修方法、施設への土産物等fCついて協議した。さらに研修団員20名を3班編

成とし各班から】人責任者として班長を定め、その他生活管理（班長兼務）、会計、お土産、カメ

ラ、荷物の各分担をおくことicした。この班編成及び業務分担は実地の研修旅行中の団体行動に

役立った。

　8月31日（木）14時、銀座キャビタルホテルに研修団員全員集合。14時15分、同ホテル会議室

で資生堂社会福祉事業財団、斉藤常務理事から丁重なご挨拶をいただき、その後一伺それぞれ自

己紹介をした。ここで研修団は事実上結成された。早速、事務局から旅行上の諸注意、研修日程

行動予定の説明を受けたあと前回のアメリカ研修団の行動スライドを見て心構えを新たにし再び

打合せに入った。内容は①訪問施設及び団体の確認、②各施設報告担当者の決定、③団員の業務

分担の決定等であった。なお、報告担当者は2人1組とし、1人が主として質問し他の1人がレ

ポーター（報告作成者）となり他の団員も協力し合うことを申し合せた。また施設への土産物は

主催者側から“資生堂練香水Zen’と団員持ち寄りの民芸品、児童の作品を合せて団長から相手

側に手渡すこととした。

　22時、以上の打合せを終り解散後、正副団長と班長で協議し、研修旅行中の班員の行動は班長

が中心となり団体行動を肌理の細かいものにすることを申し合せた。

　9月1日（金）9時］5分、班別ミーティング。
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　9時30分、全員打合せ、先ず高城講師から①児童の健全育成、②訪問施設の施設内容と背景、

③日本の施設との相違点等1ζついて講義、引続いて斉藤団長がスライドを使ってヨーロッパ各地

の遊び場について解説、藤崎副団長が施設訪問のエチケット及び行動中の一般的な諸注意をした

　14時3e分結団式。資生堂会議室で福原理事長並びtc厚生省竹内児童家庭局長から励ましのお言

葉をいただいた。続いて15時30分、資生堂パーラーで盛大な壮行会を催していただき16時30分、

バスで新東京国際空港へ向う。

　18時15分空港到着、21時5分SK980便ICmS乗、21時30分ICmS陸し機上の人となった。

　9月2日（土）3時15分、アンカレッジ（Ancharage）空港着、5時45分同地発、団員の殆ど

が疲れて席で眠っているうちに13時49分（現地時間5時49分、以下現地時間）コペンハーゲン、

カストラップ（Kastrup）空港に到着した。天候は曇空で気温はi2℃で寒いほどであった。ホテ

ルに向う途中市内見学をし、港の景色が美しいランゲリニエ（Langelinie）でゲフィオンの噴水

波打際の人魚の像で記念撮影をおこなった。さら1こ折悪しく降り出した雨の中でアマリエンポル

グ宮殿（Amalienborg　Slot）の近衛兵の交替風影を物珍らしく見て、9時頃シェラトンコペン

ハーゲンホテル（She　raton　Copenhagen）到着した。

　13ag45分からオリエンテーションを行い、高城講師からW設視察のポインドを解説してい

ただく。次いで訪問各施設への土産物配分、レポート担当者の再確認をして一旦解散をし休憩し

た。

　17時45分、初の施設研修地である、チポリ公園を訪問した。訪れる者の心を弾ませる不思議な

雰囲気を醸し出している遊園地である。日暮れて一段と賑わう公園内の食堂で夕食をすませ自由

解散をして各自見学をした。今年のヨーロッパは例年になく寒いとのことであったが、帰途につ

く我々は肌寒く、その寒さにびっくりした。

　9月3日（日）晴れているかと思えば曇り、急に雨も降り出すという変った天候であった。

　9時30分、ティンベール冒険遊び場及びティンベールフリータイムセンター訪問。ペーターセ

ン国際部長（Ms、　H・pedersen）の説明を聞きなから見学。さらにここから約5分位歩きヴィルケ

フェルテットフリータイムクラブを訪問し集会室でフリータイムセンターの内容、プレイリーダ

ー 等について説明を聞く。お別れic際し資生堂の’おみやげ’を団長が説明し手渡すと大変喜ん
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でくれた。

　昼食を終って出てみると雨が降り出していたがバスic乗り込み13時40分出発。途中ファレッド

パーケン（Faelled　Parken）内の交通公園を見学。日曜日の為あいscく休園であったが施設内を

一部垣間見るζとが出来た。コミューンの経営で無料であり歩道、信号、自動車、自転車、歩行

者等街中と同じ状態を設定し、交通fC関する訓練を行なっているそうである。

　14時55分、ホイケァフリータイムセンターを訪問。近代的ビルの谷間ic遊び場があるような感

じ。子供達が近寄りカメラの前でポーズをとったり、説明をしてくれたりサービスぶりIC感激。

16時カストラップ空港に向う。

　16時20分、空港到着。予定より幾分遅れ18時30分離陸。SK682便でストックホルムへ飛び立っ

　19時30分、第2の訪問地、ストックホルムのアルランダ（Arlanda）空港lc到着した。簡単な

入国手続きをすませ、我々の宿舎であるアマランテンホテル（Amaranten　Hote1）iC向う。夕食

後明日のレポーターと暫時打合せを行う。

　9月4日（月）9時20分、ホテルロビーに集合し研修へと出発する。朝のうち小雨が降ってい

た。

　9時30分、全国児童遊び場協議会を訪問し、遊び場の状態や協議会の役割等‘ζついて説明を受

けた後、一問一答形式で双方熱心に討議した。さらに’遊びの素材’についてのスライドを上映

し11時30分辞去する。

　午後の行動は2つのグループic分かれた。グループは訪問施設を考慮して’こどもの国班゜は

スポンガ遊び場、アカラ遊び場を訪問。現童館班tはヨハネスフリータイムセンターと市立保

育園を訪問した。

　なお、　’こどもの国班’はスポンガへ向う途中、ヒュースピーゴールド（Husby　Gard）を見

学した。ここは17igl8世紀の古い農場をレジャーセンター（フリータイムセンターのようなもの）

として活用しているところであるが、残念ながら休園らしく誰Sζも逢うことができなかった。

　16時30分、両グループとも市内のオーレンス（Ahlens）デパートで合流をした。

　夕食はシェリフンサロン（Sheriffen　Sallon）で珍らしいトナカイの肉の料理で満腹となった

　9月5日（火）9時30分、ホテルを出発した。今日は移動日である。途中高城講師が日本大使

館に挨拶、10時25分、石だたみの街ガムラスタンで下車。王宮前でしばらく散策。18世紀のバロ

ック建築に見とれる。さらにメラレン（Malaren）湖をはさみ緑に囲まれた街の美しい風景を見

ながら、11時SC市庁舎に到着し、同舎内を見学した。

　12時、市内見学を終り空港へ向う途中、バッサパルク（Vasa　Parken）の’青空保育’を見学

する。ここでは特定の幼児に限定せずフリーで来て保育出来るとのことである。砂遊びや自動車

のチューブをつなぎ合わせて作ったネットの遊具、スベリ台等で子供達が楽しげに遊んでいた。

　12時50分にアルランダ空tStC到着し、14時50分SK　603便でチューリッヒへ向う。

　15時40分、デンマーク・カストラップ空港着（経由）、16時30分同地発、18時4分チューリッヒ

クローテン（Kloten）空港に到着した。

　18時55分、プラザホテル（Plaza　Hotel　）1こ着く。
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　9月6日（水）9時20分、ホテルoピーに集合。高城講師から’青空保育’の内容、スイスの

施設及び遊具等について説明される。

　10時10分出発。午前中は緑に囲まれたチューリッヒ湖の景観等を眺望したが幻想の世界にひき

入れられるようなすばらしい眺めであった。

　13時35分、ホイリードスポーッフリータイムセンターを訪問。両施設の管理部長tc施設内の概

要の説明を受けながら案内してもらう。次いで15時15分、母親同志が楽しそうicお茶を飲みなが

ら編物をして、横では子供達が遊んでいるという状景のバッハヴィーゼンフリータイムセンター

を見学をする。！6時、本日の研修を終了する。

　16時20分、中央駅前通りで解散し、今日は夕食を各自で自由に行うこととした。研修中始めて

の’アドベンチャー”であったが、どうやら全員無事済ませたようであった。

　9月7日（木）9時40分、本日の研修に向って出発をする。まずリースバッハフリータイムセ

ンターを訪問をした。このセンターには音楽グループに重宝がられているという堅固な防空壕が

あった。中立国スイスの国情を思わせ印象的な場所であった。

　13時45分、ヴィプキンゲンフリータイムセンターを訪問する。団員は遊具のデザインから製作

SC至る過程の説明fC興味をひかれたらしく質疑を終って早速数人がそのネット遊具を試用してい

た。約1時間30分の見学の後にヴィプキンゲンを去った。

　15時30分iCクローテン空港fζ到着し、17時3分OS　204便でウィーンへ飛び立った。

　18時1分、ウィーンのシュベピアート空港（Schw㏄hat）到着する。曇り空で雨がパラついて

いた。

　宿舎は、ドウ・フランス（伐France）ホテル。

　9月8日（金）8時35分、昨夜とはうって変って雲一つない青空の中を出発する。9時10分、

子供の町を訪問したが、この施設は連邦共和国50周年記念事業として設立されたものが、真に立

派な施設や設備がある。約1時問半にわたって見学をする。

　11時、アウァーヴィスバッハ養護幼稚園を訪問する。ウィーンで最も古い特殊児童施設であり

園長から障害児教育icっいて説明を聞いた。

　次いで、ドナウパークへ向う。13時18分、ドナウパーク展望塔に到着し、回転レストランで市

内を見下しながら昼食、昼食後、団員の一人が疲労のため気持が悪くなったので一足先fCホテル

に帰し休息させた。
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　14時30分からドナウパーク遊び場を見学した。’貯金好きの子供に贈る’というプレートを貼

ったウィーン銀行協会寄贈の遊び場である。各自それぞれ自由に見学をし、15時46分見学終了し

た。

　16時5分、ウィーン青少年センターを訪問する。管理部長のMr、コピーツが案内と説明を我々

にしてくれる。約1時間の見学の後ICホテルに向う。

　連日のハードスケジュールで少々息抜きが欲しくなった。ウィーンの夜を見学することとした

オペ．ラ観賞鉗とナイトツアー組ic分れた。それぞれ充分楽しみ再び活力を取り戻したようである

　9月9日（土）9時45分、移動時間迄の一時を市内各所の見学をする。特1こシェーンブルン宮

の花のジュウタンのような美しい庭園とロココ風の華麗な宮殿内は壮大であった。

　13時30分、市内電車で帰り昼食をとる。

　15時、全員打合せを行う。団長から研修中の問題点をハンガリーへ着く迄班別ミーティングす

るよう指示をする。

　！5時40分、予約したバスがいつ迄待っても来ないが運転手が予約を忘れたのであろうか。汽車

に間に合わなくなるので急いでタクシーを手配し、分乗してウィーン西駅へ向う。危機一発どう

やら汽車tc問tc合った。16時16分列車EXP　263でブダペストへ向う。17時40分頃オーストリァと

ハンガり一国境を通過する。国境の駅ヘジェシャローム（Hegyashalam）で停車し、兵士による

入国検査を受ける。今迄の国では感じなかった厳しい雰囲気である。18時10分に同駅を発車し、

20時55分ブダペスト東SU　IC到着する。タクシーでホテルブダペストヒルトン（Budapest　Hilton）

へ向う。自動車の物凄いスピードと乱暴な運転には皆驚うかされた。ホテル到着がかなり遅れた

ため、どうやら団員も疲れが出たらしい。22時45分タ食後、早速就寝をする。

　9月10日（日）9時10分出発。ガイドが研修団の性格を知り予定外のディス広場市立保育園を

見学させてくれた。国立で自治体運営の保育園であり、建物は文化財扱いとのことである。

　続いてペスト地区の英雄広場等を見学する。

　11時35分、交通安全公園を見学、自転車を使用しての訓練施設である。時間に追われながら懸

命に視察をした。

　マテゥス教会見学後】4時昼食。
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　15時15分、ホテルレストルームでB本大使館松栄書記官からハンガリーの社会保障制度、教育

制度、その他ハンガリー事情について講議をうける。この様な機会は滅多Icないので大変有意義

であった。

　講義終了後、16時30分から続いてミーティングを行う。団長から今後のB程にっいて説明後、

班別ミーティングIC移る。

　18時50分、レストランアラニイホルド（Arany　Hordo）でタ食をとる。日本の歌’さくらさく

ら’の演奏に合せて全員が合唱をしたが、久しぶりの日本の歌に涙ぐむ団員もいた。

　20時30分、夕食を終りフt一クレルセンター（民謡センター）でハンガリー民族舞踊を観賞し

た。

　9月11B（月）10時、空港へ向う。途中で30分程のショッピングをして、11時25分ブダペスト

空aStC到着するe　13時25分KL　282便fCて離陸をする。14時22分、チェコスロバキア・プラハ空

港を経由して、14時55分アムステルダムへ向う。17時25分（16時25分を夏時間の為1時間調整）

スキポール（SchiphoD空港到着。宿舎は運河のほとりにあるプリッツァー（PUIitZer）ホテル

である。

　20時45分、夕食後全員ミーティングを行う。内容は今日迄の研修に関する問題点、レポートの

まとめ方、研修生活上の事柄等であった。22時30分より更に班別ミーティングを行ない、グルー

プ別の報告書のまとめなどの話し合いが熱心に夜おそくまで続けられた。研修も残り少なくなっ

たが、ハードスケジ＝一ルも重なって団員も疲れているようであるが、もうひとがんばりしても

らいたいと念じている。

　9月12日（火）9時5分ホテル出発。風が強く秋のオランダの典型的な気候といわれる中をデ

ンハーグのマドロウダムへ向う。

　10時fC到着し、マドロウダム訪問する。コース（Mr．艮Coers）助役の案内で精巧なすばらし

いミニオランダを見学する。時折強い雨；C見舞われる。’これがオランダです”と云って助役が

笑わせる。この地方独特の雨のようである。一通り見学をした後、運営等feっいて約30分程説明

を聞き質疑を終って再び各自で園内を自由に見学する。

　マドロウダムの園内で昼食をとり、休憩ののち出発をし、14時10分、ユトレヒトのウt一ター

トーレン冒険遊び場を訪問する。この種の遊び場の態様はヨーロッパで定着しているようで、今

迄の国で見学したものと殆ど同じである。約1時間の見学ののち、さらにホーグラヴァインズイ

ド冒険遊び場を約40分程見学し、お茶の接待を受けて帰路につく。

　帰りは、ダム広場（Dam　Sguare）で解散し、各自で自由fC夕食をとる。団員は外国の生活に

慣れたようで、思い思いの方角に楽しそう1こ歩いていた。

　9月13日（水）10時、ホテルをバスで出発し、10時2U分アムステルダム中央駅fC到着する。特

急列車RAP　284　tこ乗車し、車内でミーティングをしやすいように6人席を各班別fcrc割りをした

10時55分、発車のベルもなく列車は静かに滑り出しパリへ向う。昼食は持参した弁当で済ませる

車内では、班長を中心IC熱心‘こ話し合っている。12時24分ライン川を越える。海のように広い川

だ。
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　ベルギー領アントワープ、ブラッセルに停車、そして最後の停車駅モンスを14時42分発車し、

14時53分フランス領ic入る。

　いよいよパリも近づき、下車の準備を始めたところ突然急停車した、時計は16時50分である。

団員がトランクを網棚から下ろす際IC誤って非常用ブレーキにひっかけてしまったのだ。車堂が

客室に飛び込んで来て事情の調査を受け、約8、000円の罰金を徴集され、2分間停車した後、出

発した。

　17時5分パリ北駅に到着したが、下車してみると急‘ζ暑くなったようである。17時50分、パリ

シェラトンホテル（Paris　Sherak）n）に到着する。

　9月14日（木）9時30分、ホテルを出発して、市内見学に出かける。晴天に恵まれたパリで、

この研修旅行中唯一しかも最後の息抜きの臼であった。ノートルダム寺院を見学、ルーブル美術

館では、やはりモナ・リザが最も人気があり人の波で近寄れないほどであった。

　コンコルド広場その他を急いで廻り、時間が欲しいことを皆心残りとしながら見学を終った。

　19時15分、それぞれオペラ通りのレストランIC集り研修団最後のパーティを開く。団員一同ヨ

ー ロッパ最後の夜を楽しむと共に関係者の方々IC感謝しながら泣きと笑いのお別れ会であった。

　9月15日（金）いよいよ帰国である。7時2U分、空港へ向う。8時10分、シャルル・ド・ゴー

ル（Charles　de　Gaulle）空港に到着したeすばらしい近代的な空港である。モダンな構造のエ

スカレーターで運んでくれた。

　9時20分icSN　642便に搭乗し、9時40分離陸する。10時30分、ブラッセル空港↓ζ着陸し、時

間待ち後、13時52分SN　261便にて離陸した。機内食tζ’ICぎり寿し’がつく。22時55分、アン

カレッジ空港を経由し、0時35分IC再び離陸して、いよいよ成田空港へ向う。途申夜がない。

　9月16日（土）14時50分新東京国際空港着陸。全員入国手続きをすませ15時30分通関を

終える。空港ロビーに出たが、成田100日斗争の最後のBで厳戒中との事であり、出発前折角

御配慮いただいた方々にも正式な御挨拶が出来ず残念であった。しかし、団員一同元知こジュー

スで乾杯し、関係者の御厚意と手厚い御協力に感謝しながら解団式を行った。

　今回、このように充実した海外研修を実施してくださった資生堂社会福祉事業財団ic全団員と

ともに深く感謝申しあげます。そしてこの研修での経験を明日の社会の担い手である子供達の健

全育成に役立てることを期して、つたない行動の記録を終ります。

’
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事 務 局 報 告

　資生堂社会福祉事業財団では、社会福祉施設従事職員に対する長期的な育成研修事業の一環と

して、創立以来継続して海外への派遣研修を実施してまいりました。この事業は、日ごろそれぞ

れの施設の第一線にあって尽力されている指導的中堅職員を海外に派遣し、当該国の福祉制度、

施設の運営形態、児童処遇の知識技能等の実態に直接触れ調査研修した成果をもって、広くわが

国の社会福祉基盤の充実向上に役立てていただくことを目的としたものであります。

　昭和47年第1回ヨーロッパ研修団（養護施没・児童館・保育所職員）、昭和48年第2回アメリ

カ・カナダ研修団（精神薄弱児・lft症心身障害児・肢体不自由児施設職員）、昭和49年第3回弓

一
ロッパ研修団（養護施設職11）、昭和50年第4回ヨーロッパ研修団（教護院・児童館職員）、

昭和51年第5回アメリカ・メキシコ研修団（乳児院・虚弱児施設職員）、昭和52年第6回アメリ

カ研修団（母子寮・養護施設職員）。

　昭和53年第7回海外派遣研修は、年次り曙計画に従い．厚生省、各都道府県主管部、施設長に

よる一連の推備経過を経て全国より選ばれた子どもの国、児童館で指導的な活躍をされている児

童厚生員及び投備計画職員の編成によって、別掲の如くヨーロッパ5力国の児童厚生屋内外施設

コミュニティに口けるフリータイムセンターの関連活動、環境機能等について調査研修を実施い

たしました。本報告書はその結果を収録したものであります。

　海外での視察による研修においては、ともすると未知なるものに対しとかく巨視的な解釈IC陥

り易いと多く言われるところでありますが、団員の大部分が初めての海外での経験ICも拘らず、

それぞれの立場で主観的判断を排除した多面的な視野に立って研修され、限られたスケジュール

の中で、優れたプレイリーダーの在り方、地域社会の理解、更に周囲環境との修景上の問題等に

ついてまで研修目的の巾を広げ、有意義な多くのものを学ばれたことと思います。団員の資質は

ただちに研修成果に連らなるものであり、各位の学ばれた結果を生かしての今後のご活躍を切tc

期したいと念願いたします。

　なお今回の研修には団長、専門講師として斉藤散能、高城義太郎両氏にご同行いただき、現地

で多くのご示唆を賜りました。まことに感謝にたえません．また研修計画iζご協力をいただきま

したecXX各位、長期間に亘り研修生を快く送出されました各施設の方々のご厚情に対し、主催者

として深く御礼申し上げる次第でございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人　資生堂社会福祉事業財団

事　　務　　局
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