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Ⅰ

はじめに

己有用感」のふたつの側面からバランスの良い発
達を促すことが求められる。

児童の調理経験については，生活自立のための

しかし，子どもを対象とした貴重な取り組みを

調理技能の習得や栄養に対する知識に着目した研

行っている居場所などにおいても，情報が対象児

究は数多く報告されるが，家庭や学校，多様な子

童に個別な固有事案として仲間内だけで共有され

どもの居場所における調理経験と心身の発達に及

て終わる傾向がある。時間をかけた記録データの

ぼす影響，自尊感情との関連についての研究報告

収集，分析などに人手を割く事が難しいため，積

は数少ない。調理は多くの者にとって，毎日繰り

み重ねが難しいと感じてきた。そこで，本稿では，

返される，食べる喜びや必然性を伴う行為である。

記録が可能な第三者が活動に介入し，参与観察記

更にやり直しや修正が容易であり，協働的な場面

録ができる機会をとらえて，より良い実践の積み

の設定や感謝される場面も多く，自己有用感を得

重ねに繋げる事を試みた。

やすいという点で，筆者らはその意義と可能性に
ついて大きな期待をしてきた。

尚，自尊感情や自己肯定感，自己有用感など，
それぞれを専門とする研究分野での深い研究が行

掃部（2018）らは，485人の児童を対象とした

われていることは承知しているが，ここでは，現

質問紙調査を基にした分析の結果，小学生の家庭

場で実際に子どもと関わる指導員の方々とディス

での調理経験が食事観，自尊感情，教科に対する

カッションの結果同義語として扱い，自尊感情と

関心に及ぼす影響を明らかにし，調理経験は自尊

表記する。

感情のうち「他者への思いやり」に最も強く影響
を及ぼすとの結果を得た。しかし，具体的な調理

Ⅱ 対象児と実践フィールドの概要

場面や手立てなどについては言及していない。
本試みは，沖縄県内の「子どもの居場所Ｚ」（以

１

下Ｚと表記）に通う「Ｓ君」に対する調理活動の

対象児
⑴

Ｓ君について

介入記録と試みの結果である。日本の子どもの自

2018年３月に出会った小学校３年生のＳ君

尊感情が低いことはこれまでも指摘され，更には

は，色白で一見おとなしい印象とは裏腹に，

経済的な支援が必要な子どもの自尊感情は低いと

暴言がひどく，口癖は「死ね」であった。Ｚ

され，「自分の在り方を積極的に評価できる感情，

で彼と関わる大人や学生ボランティアのほぼ

自らの価値や存在意義を肯定できる感情を育てた

全員に対して「死ね」という言葉を放ってい

い」と子ども食堂を含む多くの子どもの居場所が

た。Ｓ君は自分の意のままにならない時や行

目標に掲げている。これまで多くの研究者が指摘

動を注意されると“怒り”の感情を爆発させ，

してきたように，自尊感情を「自己信頼」と「自

時には，空き瓶や鉄の棒を持って殴りかかる

１）

与那原町立与那原東小学校
子どもの居場所職員
３）
琉球大学教育学部
２）
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事もあり，怒りを相手を傷つける行為によっ
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家族の許可を得た経緯も持つ。

て収めようとする傾向が見られた。いわゆ

そのような経緯から，以下に記述する背景

る「キレる子」と認識されており，アンガー

は，Ｚに於ける彼の言動や周りの子ども達と

マネジメントが苦手な子として認識されてい

のやり取り，自宅へ送る車内での本人との会

た。筆者らに対しても殴る・蹴る・物を投げ

話などを元にしている。

るなどの暴力的な行為も度々あった。その途
中で，大声で泣きだす場面も見られる。また，

ね」という言葉で「嫌な気持ち」「イライラ

することを非常に用心して避ける様子や大げ

している気持ち」を表現している場面も見ら

さなジェスチャーで，転げまわって爆笑しご

れる。あくまでＳ君にとっての「死ね」はコ

まかそうとする様子も見られた。表１は出

ミュニケーションツールであり，「死ね」の

会った頃のラーニング・ストーリーから抽出

中に怒りやイライラ，時には人を馬鹿にする

した行動の様子である。

など様々な感情が入り混じっている。能重

表１
①

（2001）は，暴力的な子どもの理解について，

出会いの頃のエピソード

「子どもに限らず人間は誰でも，攻撃性を内

キャッチボール
子ども同士やボールを落とした大人に「死
ね」を連発。

②

ボールの取り合い
ボールを渡してくれない A 君に砂利を投げ
る。空き瓶で殴りかかる
泣き出す。
「うるさい」，
「楽しくない」，
「どっ
かに行け」

③

サッカー
ボールを蹴るのに失敗すると，寝転んで大
爆笑する。

④
⑤

⑥

⑦

Ｓ君は感情の表現が苦手な子である。「死

自分に対して自信がない言動も見られ，失敗

在的に持っている。気持ちを傷つけられたり，
受け入れられなかったりした時の怒りや，不
満は誰もが持つ普遍的な感情である。しかし，
それをいつもむき出しにしていたのでは，周
囲との調和のとれた関係が保てない。した
がって人は，幼児期からの人間関係の学習を
とおして，それらの衝動を抑制し，社会性を
身につけていく。暴力的な子どもというのは，
一つには，幼児からの人間関係の学習をとお

七夕の短冊
〇〇が「死を見ませんように」と書く。

して抑制力をしっかりと身につけてこなかっ

卓球
筆者にラケットで殴りかかる。目を見開い
て興奮し，殴り続ける。

に加えられた抑圧が大きく，子どもが持つ基

た子どもたちであり，いま一つは子どもたち

ゲーム
ゲーム中「ざこい」「死ね」
「面倒くさい」
を連呼
公園での会話
「パン屋は夢だけど，ニートになる」「ニー
トでいいや」

本的な欲求が満たされてこなかった子どもで
ある。そして多くは，何らかのかたちで暴力
の被害を受けた子どもである。とりわけ自我
意識に目覚める思春期の子どもは，課題達成
の不全感に悩んでいたり，環境的に疎外，拒
否，差別されたとき，暴力という反社会的な
攻撃性を示すことで，代償的に自己回復をは
かろうとする。荒々しい行動をとっているが，

⑵

Ｓ君の行動をどう理解するか

もともとは弱々しい自己，傷ついた存在，依

彼の行動をどう理解し，どのように接して

存対象の喪失感からくる示威的行為であり，

いく事が彼にとって望ましいのかについて，

未熟な自我を防衛するための手段である場合

我々は検討した。多くの居場所（子ども食堂）

が多い。」と記している。まだ小学生のＳ君

は，自らの意思で来所する子どもたちの背景

だが，低学年で転校を経験しており，彼が言

について詮索しない。Ｓ君は，当初は家族（母

うには，以前の学校では，何らかの事情で友

親）にも内緒でやってきており，その後，Ｚ

だちからいじめにあっていた。いじめられた

の企画したプールでの遊びに行きたい一心で

経験が彼にとって心の傷になっていることは
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推測できる。更には現在の学校でも，感情の

に言葉が出にくくなり，客観的に状況を見る

起伏が激しいために，時々からかいの対象と

力が低下して来ると指摘する。

なる事があるらしく，本人もどうしていいか

我々は，Ｓ君の暴言・暴力に着目し，その

わからないもやもやした感情を抱えている事

こと自体を改善する事を直接の目標にすると

が日常生活のラーニング・ストーリーからも

いうよりも，彼が抱えている自信のなさや困

推察できた。

り感をしっかりと受け止め，まずは，できる

暴力をふるう子どもについて，荒井（2001

だけ彼の話に耳を傾け，感情をしっかりと受

は「“こっちを向いて”という思いが暴力と

け止める事から始めた。暴力や暴言は，自尊

して出てくることが多い」とし，「こっちを

感情傾向がネガテイブである事に付随してい

向いてほしい，聞いてほしいという気持ちを

る事としてとらえ，自尊感情傾向を高める事

受け止める，そのために子どもと一緒にいる

を目的として介入したいと考えた。

時間を多くする必要があり，こっちを向いて
という子どもの気持ちを大事にしていかねば
ならない」と述べている。Ｓ君は特に彼と頻

２

なぜＳ君との調理（主としてお菓子作り）と
して介入するか

繁に関わる筆者に対しての暴言・暴力が多

Ｓ君はＺで本職のパン屋さんの出前パン作りを

かった。よく関わっていく我々にもっと構っ

体験しており，「パン屋さんになりたい」と漏ら

てほしいというＳ君の気持ちの表れであると

すようになるが，2018年７月28日の会話の中では

解釈したい。

「パン屋さんになりたい。でもニートがいいな」

また，Ｓ君は，時々「キレる」と表現され

「ニートでいいや」と自信なさげにつぶやいてい

る状況になり，誰の話にも耳を貸さずに暴れ

た。Ｓ君が将来の夢に向かって主体的になること

たり，泣き出すことがある。宮口・松浦（2014）

はすなわち自尊感情の高まりに結びつくと考え

は子どもの「キレる」という行為の根底には

た。「食べる」という必然性を持った取り組みと

「自信のなさ」があるとし，
「自信が持てな

なる調理は，必ずしも正解を求めず，何度でも繰

い背景として，対人関係がうまくいかない，

り返せる事が魅力であり，失敗や他者との比較を

勉強ができない，じっとしていられずよく注

必要以上に恐れる子にとって，その子らしさを称

意される，忘れ物が多くよく叱られる，運動

える場面を作り出しやすい介入である。

ができない，などがあり「僕って駄目だ，皆

また，パン作りではなく，その前段階のお菓子

僕のことを馬鹿にしているに違いない」と被

作りとすることで，技術的なハードルを下げ，修

害的になっていたのです。」と児童同士のや

正やアレンジを利かせやすい事，スタートから一

り取りから具体例を記している。表１のエピ

連の動作工程で，調理から食べるまでの一連の事

ソード⑦でも分かるように，Ｓ君は自分や将

を時間を置かずに（パンは生地を寝かせる時間が

来に対して自信がない。自信がないことで，

必要となる事が多い）経験させる効果もあると考え

注意されたときや思い通りにならなかったと

た。

き，アンガー状態となるのではないか。これ
らのことから，Ｓ君の暴言・暴力をなくすた
めには，彼に自信を持たせる事が大切になる
と考えた。

３

実践フィールド：子どもの居場所Ｚ
Ｚは，それまでの地域活動をもとに，平成27年

５月５日の子どもの日に，地域の子どもたちを地

本田（2014）によればアンガーは単なる怒

域で見守り育てる目的で「NPO法人Ｚ」として

りではなく，さまざまな感情が入り乱れ，混

開所された。沖縄県内では以前より，自宅で１人

沌とした状態であり，自分ではどんな気持ち

又は兄弟だけで食事をとる子どもの割合が全国の

か認知しにくいため，刺激に対して反射的な

２倍という報告がある。Ｚでは「食べることは人

行動をとりがちになり，衝動性が高まる事や，

間にとっての基本」を満たしながら，信頼でき

体が興奮し始めると認知反応が低下するため

る大人や若者と繋がることで，子どもにとって
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の安心や生きる力を育む居場所づくりを行ってい

実態観察期間も含め2018年２月～2019年12月の

る。居場所に来る子ども達に対して食事の提供や

間Ｚに週２～３回，１回４時間程訪問した。この

学び・生活の支援，キャリア教育，就学継続支援

期間にＳ君と14回の調理活動を行った。また，Ｓ

を行っており，「子どもたちが困った時に話をし

君の自尊感情傾向の他者評価を計４回実施した。

てくれるようなそんな存在・居場所」を目指して

尚，第１回のフルーツポンチ作りから第５回のハ

いる。また，大切にしたいこととして，①子ども

ンバーグ作りまでは，複数の子どもたちも一緒に

の最善の利益を考えること

行ったが，他の子どもを意識してＳ君が集中でき

場であること

②遊びの場・休息の

③学習の場であること（自信と自

なかったり，できる子に役割を譲ってしまったり，

己決定の場） ④子ども一人ひとりを大切にでき

できない事をふざけてごまかす言動が見られたた

る場であること（子どもの自尊心を守り育てる）
」

め，複数人での共同での作業はもう少し時期を待

⑤子ども同士，共に助け合っていける場であるこ

つ必要を感じ，第６回のマフィン作りから第14回

との５つを掲げている。

のチーズケーキ作りはＳ君と筆者らのみが取り組

このような思いから設立されたＺは，2019年11

む事とした。

月現在，スタッフをはじめ，学生ボランティアな
ど様々な大人が子どもたちと関わっている。週に
５日開所しており，月曜は４～６年生の日，火曜

２

データの収集
⑴

ラーニング・ストーリー

は中高生の日，木曜は１年生と３年生の姉妹２人

Ｓ君の日常生活や調理実践の記録・観察を

の日，金曜は１～３年生の日，土曜は誰でも来て

するにあたっては，宍戸・三好（2018）の提

良い日，というように曜日に分けて子どもたちを

案する日本版ラーニング・ストーリーを用いた。

個別サポートできる仕組みになっている。

ラーニング・ストーリーは，マーガレット・
カーを中心に，ニュージーランドで開発され

調理介入の概要と自尊感情傾向把握
データの収集方法

Ⅲ

た観察と記録による子ども理解の方法であ
る。子どもに内在する育ちの力を信頼し，そ
の学び成長する過程をとらえようとするもの

１

実践概要

であり，学びの物語である。子どもに信頼を

実践の内容は，表２に時系列に示した通りであ

置き，子どものどの姿にも必ず意味があると

る。
表２
チャレンジ期

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

意欲向上期

Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ

他者貢献期

Ｊ
Ｋ
Ｌ
Ｍ
Ｎ

考えて，まずはじっくり見つめ記録をすると
いうことを大切にする取り組みである。ラー

調理介入と自尊感情傾向把握シート記録
第１回 傾向把握 2018年６月28日
白玉団子作り
2018年７月26日
クッキー作り
2018年８月３日
大福作り
2018年８月９日
ホットケーキ作り
2018年10月11日
第２回 傾向把握 2018年11月８日
ハンバーグ作り
2018年11月24日
マフィン作り
2018年12月８日
クリスマスプレゼント作り 2018年12月22日
ひたすら卵を割る会
2019年１月26日
チョコレートケーキ作り
2019年２月23日
第３回 傾向把握 2019年３月28日
チーズケーキ作り
2019年４月６日
Ｃ君の誕生日ケーキ作り
2019年５月11日
敬老の日スコーン作り
2019年９月14日
タコライス作り
2019年10月28日
チーズケーキ作り
2019年11月23日
４回目 傾向把握 2019年12月13日

ニング・ストーリーでは子どもをとらえる視
点として「①何かに関心をもったとき」
「②（何
かに）熱中しているとき」「③困難に立ち向
かっているとき」「④自分の考えや気持ちを
表現するとき」「⑤自ら責任を担う（相手の
立場に立つ）とき」の５つをあげている。本
稿では，１年10か月の非常に大量の記録の中
から一部を掲載するしかできないため，簡略
化して示すことにした。
⑵ 自尊感情の傾向を把握するための他者評価
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シート
自尊感情の傾向把握には，東京都教職員研
修センター（2011）が開発した「自尊感情
の傾向を把握するための他者評価シート」を
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年11月，2019年４月，同年11月の計４回得点

白玉団子はＺのみんなの

を付した。他者評価シートとは，自己評価を

おやつとして供し，「自

行うことが難しい子どもについて，教員等が

分の手で作ったお菓子が

自尊感情の傾向を把握することができるよう

おやつになる」という体

に開発した行動観察シートであり，６観点24

験をさせる。

項目にまとめられたものである。詳細な項目

白玉団子作りの途中も

については表４をご覧いただきたい。項目は

写真２

研究協力校の授業等を観察し，観察した行動

終わった後も，Ｓ君は暴
れることがなかった。他

等を，KJ法的な手法で分類・整理したもの

児から「Ｓが一番頑張った」「Ｓ（が作った白玉）

である。自尊感情の傾向を把握するための他

が一番きれい」という言葉をかけられていた。友

者評価シートでは，単にＳ君の得点の高低を

だちから認めてもらえ満たされている状態にある

見るのではなく，Ｓ君の自己肯定感を高める

時は，暴言・暴力が出ない事がわかった。

ための次への支援の手立てとなるように活用

材料を量る姿・こねる姿・丸める姿・ゆであがっ

した。シート名は評価となっているが，あく

た白玉をすくいあげる姿など，すべての過程に対

までも彼の変化を観察し理解するための指標

して能動性や主体性が見られた。丸めるときも，

として用いた。

ふざけず丁寧に丸めて並べるなどの姿を見られた。
みんなで食する場面では，率先して器に取り分け，

Ⅳ

結果と考察

１

ラーニング・ストーリーによる考察

白玉が全部の器に平等に入っているか，他の子と
一緒に確認しながら少ない器にはつぎ足すなど，
最後まで責任をもってみんなに配り分けていた。

2018年～2019年の介入期間の観察記録は，自尊

みんなのおやつを作ったＳ君は，みんなから「あ

感情傾向把握の区切りの時期に合わせて，「チャ

りがとう」という言葉をたくさん受け取った。今

レンジ期」
「意欲向上期」
「他者貢献期」と名付け，

まで，ありがとうと言われる機会が少なかった彼

期ごとに振り返りをまとめた。

は，とても嬉しそうな表情を浮かべていた。これ

また，調理介入時のみではないＳ君の言動につ
いても日常生活ラーニング・ストーリーとして記

からも，Ｓ君に対して「ありがとう」という言葉
が増えていくような実践を心がける事とした。

録しており，言動を簡潔に記録し，表３に示した。
調理時だけではなく，日常生活の困り感が減って

Ｂ

クッキー作り

実施日2018年８月３日
クッキーづくりは，前

いく事が重要な事だと考えているからである。

回と比べると難易度が上
チャレンジ期

が り， 作 る 工 程 も 増 え

2018年６月28日（他者評価実施１回目）か

る。しかし，普段は購入

ら2018年11月８日（他者評価実施２回目）ま

する物として認識してい

⑴

るクッキーを自らの手で

でをⅠ期（チャレンジ期）と命名した。
Ａ 白玉団子作り 実施日2018年７月26日
簡単で，失敗しないお

写真１

写真３

作れるようになることは
大きな自信につながる。

菓子として白玉団子を作

前回の白玉団子作りの

ることにした。白玉は簡

後，作りたいものを自分

単に作れるが，量る・こ

から挙げることはできな

ねる・丸める等，これか

かった。しかし，それは

らのお菓子作りの基礎と

作りたくないという事で

なる技を身に付けること

はなく，彼の中に自分が

ができる。また，作った
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リーがなかったからではないかと思い，
「クッキー

も受け入れるという態度で接することが必要だと

は？」との筆者からの一言に即座に「クッキーが

感じた。

いい！」と答え意欲を見せた。７月28日（土）にも，
クッキーづくりの話になり，「やっぱり木曜日に

Ｄ

ホットケーキ作り

つくろう！」「〇〇（私の名前）は来週の木曜日，

実施日2018年10月11日
Ｓ君

2018年９月15日

早く来てね」とクッキーづくりをとても楽しみに

は「ねぇ，次何作るんだっ

している様子だった。工程や使用する食材が増え

け？」と発した。筆者：

る分，しっかりと声掛けが必要となる。

次はホットケーキじゃな
かった？

Ｓ君は最初から最後まで自分の手でクッキーを

Ｓ君：あー！

そ う だ っ た！

作った。途中ふざけモードに突入することもあっ
たが，それ以上に真剣な目をしている時間が長

写真６

かった。他の子の誘惑に負けることなく一人で励

る？

いつ作

筆者：27日に作ろ

う！Ｓ君：27日ね！でも，

んでいた。
「お母さんに持って帰る！」と言い，

Ｓは木曜日にも来れるようになったから早い日が

クマの型で抜いたクッキーをすべて持って帰っ

いい！」とのやり取りをした。彼のテンションが

た。白玉団子づくりでは，家に持って帰ることが

上がっていき，帰宅時も「ホットケーキは来週だっ

できなかったため，自分で作ったお菓子をお母さ

け？」と尋ねる。

んに持って帰ることは，Ｓ君にとって初めての経

実際の調理中のＳ君は，上手く行ってないと自

験となった。次の日，Ｓ君は「お母さんがありが

覚している時に，他児からのヤジに対してふざけ

とうって言ってたよ」とちょっと照れて嬉しそう

て見せたり，「面倒くさい」という言葉を使い，

だった。

自信を無くしてしまう傾向が見られた。
他児が周りにいない時や「お母さんのために」

Ｃ

大福作り

実施日2018年８月９日

という時には真面目に取り組めた。Ｓ君が楽しく

Ｓ君は，「お母さんが

お菓子作りに励むためには，「お菓子作りの適切

いちご大福が好きだから

な場づくり」「誰かのために作ること」が大切と

（いちご大福にしたい）」

なるのではないかと考えた。

と意欲的だった。残念な
がら時期的にいちごが

写真５

⑵

意欲向上期

スーパーに並んでいない

2018年11月８日（他者評価実施２回目）か

ため，バナナ・キウイ・

ら2019年３月28日（他者評価実施３回目）ま

マンゴーなどの果物を用

でをⅡ期（意欲向上期）とする。この時期は，

いてフルーツ大福とした。おしゃれなイメージだ

チャレンジ期と比較すると人に対してのＳ君

が，電子レンジを用いて手軽に作れるお菓子のひ

の暴言・暴力がほとんど見られなくなってく

とつである。

る。落ち着きも見られるようになり，今まで

大福作りの途中でわざと筆者を困らせる様な事

は暴言・暴力で「こっちを見て」
「嫌だ」と

をして（餅粉をこぼしたり，しゃもじを持って外

いう気持ちを表現していたのだが，きちんと

へ出る等）ふざける場面が見られたが，注意や叱

自分の言葉で伝える自己主張も上手になって

る事はせず「Ｓ君がやる気になるまで待つ」と決

いる。Ｓ君が成功したことに対して，周りの

め，他児と大福作りを続けていると，筆者の隣に

人が褒めると，Ｓ君は照れ隠しで作ったもの

座ってきた。彼が，ふざけたりわざと悪いことを

を壊す等していたが，成功したものを人に「見

して困らせてくるのは，「もっと自分を見てほし

て！」と見せるような行動も出てきた。

い！」という気持ちからくる行動なのではないか
と思われる。困らせる行動ばかりに目がいきがち
だが，彼の気持ちを汲み取って，どんな時のＳ君

Ｅ

ハンバーグ作り

実施日2018年11月24日

筆者が昼食調理の誘いをしたところ「ハンバー
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写真８

グを作りたい」との希望。

分のためだけではなく，相手を考える気持ちが表

他児も同時に関われるよ

れ始めたと感じた。また，他の子どもたちが「美

うにホットプレートを用

味しい！」「ありがとう」とＳ君を称賛した。た

いて焼いた。後日のＳ君

くさんの人たちから認められ，「ありがとう」と

とのスタッフ談では「ハ

言われる経験は少ない。そのため，今回は自分が

ンバーグ作りはつまらな

作ったお菓子を他の人に食べてもらう喜びや，嬉

かった」と答えた。Ｓ君

しさ，楽しさを感じることができたのではないか

は，「（玉ねぎの）みじん

と考えられる。

切りが怖かった。でもハ

１対１での調理介入は，Ｓ君のことをよく見る

ンバーグは美味しかっ

ことができ，多くのポジティブな声かけを意識し

た。」との事。Ｓ君がハ

実践できる。Ｓ君にとって，しばらくはこのよう

ンバーグ作りの途中から

な環境が必要であると感じた。必要な時には１対

やる気をなくした様に見

１で関われる事は，プラスαのスタッフであるボ

て取れたのは，みじん切

ランティアなどの利点ではないかと思っている。

りの場面と卵を割る場面
であった。本人の希望と

Ｇ

は言え，技術的に難しい場面に直面したときに，

クリスマスプレゼント作り
実施日2018年12月22日

他児にからかわれ，最後まで取り組むことなく放

クリスマスに渡すお

棄してしまった。この事から，失敗しても大丈夫

菓子のプレゼントを作

だよというメッセージや，安心して失敗できる場

る こ と に な っ た。 誰 に

面の経験が必要であると痛感した。そこで，次回

渡したいか尋ねたとこ

以降は１対１で取り組むことにし，Ｓ君が失敗し

ろ，マフィン作りと同様，

ても「大丈夫だよ」等プラスの声かけを意識する

「最後まで残っている５

ことにした。

写真10

今回のハンバーグ作りは作業工程が多く，調理
経験がないＳ君にとってはとても難易度の高いも

人！」と答えた。今まで
のお菓子作りの経験をも

とに，マフィンとクッキーを作ることになった。

のとなってしまった。子どもの希望が必ずしも良

Ｓ君は生地をカップに流し込むとき，保存用の

い結果を生むとは限らない教訓を得る事となった。

食料箱からクッキーを持ってきて「これ入れよう
ぜ！」と提案してきた。みんなに楽しく，美味し

Ｆ

マフィン作り

実施日2018年12月８日

く食べて貰いたいというＳ君なりの思いがあった

ハンバーグ作りから１

のではないかと考える。また，次はケーキを作り

週 間 後 の11月31日， 筆

たいと答えたＳ君は，「ここまできたら作ってみ

者：また何か作りたい？

よう！」と意欲的な姿勢を見せてくれた。「ここ

Ｓ君：うん，作りたい！

まできたら」という言葉から，今までのお菓子作

との返事が返ってきた。

りの経験がＳ君の自信につながっていることが分

前回の反省を踏まえ，
分かりやすいレシピを作

写真９

成した。今回のＳ君は，

かる。
Ｓ君からマフィンを貰ったＣ君は大きな声で
「Ｓありがとう！！！」とお礼を言っていた。友

「いつも最後まで（Ｚに）残る５人に食べさせた

だちからの「ありがとう」という言葉は，Ｓ君の

い」との発言があった。

自己有用感を高めてくれる。自分で作ったお菓子

マフィンを作る過程で，その場にはいない他者

に対しての感謝の気持ちを伝えられることで，次

に対しての気遣いが見られた。「Ｃが食べられな

のお菓子作りに対しての意欲も高まると考える。

いから，チョコレートは入れない」等である。自
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ひたすら卵を割る会 実施日2019年１月26日

を克服しようとしていることがわかる。途中でふ

これまでの調理のい

ざけることが全くなかったわけではないが，最終

く つ か の 場 面 で， Ｓ 君

的にはスタッフや筆者に自ら開発した色々な方法

は卵を割る事を拒否し

の卵の割り方を丁寧に教えてくれた。苦手なこと

て き た。 お 菓 子 作 り へ

に挑戦するだけでもＳ君にとっては大きな進歩で

の興味は大きくなって

あるが，それを克服し，工夫し，他者に教えるま

い る が， こ れ ま で は，

で数時間の間に進歩した。苦手なことを克服させ

ど ち ら か と い う と， や

るためには「楽しむこと」「挑戦しやすい環境づ

りたい作業をさせてほ

くり」「失敗を失敗として捉えないこと」が大切

め る 事 を し て き た。 し

である。卵を割った後は，フレンチトーストと卵

か し， 卵 を 割 る と い う

焼きを作った。この活動の前後で，彼の言動は大

基本的な多用する作業

きな変化が見られ，日常生活でもポジティブな発

を 身 に 付 け ら れ れ ば，

言が出るようになっていく。

写真11

ステップアップにつな
が る と 考 え た。 卵 を 割
写真12

Ｉ

るという技術を身につ

チョコレートケーキ作り
実施日2019年２月23日

け ら れ れ ば， 日 常 生 活

Ｓ君は自分の力で卵を

（家庭や５年生の家庭科の授業など）でも，自

割ることを克服できたの

信につながるのではないか。しかし，Ｓ君は「自

で，これまでの筆者との

分がやったことがないこと」「苦手なこと」に対

合作からひとりで一個の

して恐怖感をかなり感じることもわかってきた。

チョコケーキを作ること

また，挑戦して失敗したときに危険回避（ふざ

にした。彼のペースに合

ける等）をする傾向がある。卵を割れるように

わせて一緒に手順を確認

写真13

なる事でこれからの活動に対しての幅も広がる

しながら，なるべく手は

出さずに作っていく。「自分の手で作り上げた」

と期待し，提案した。
「卵割り大会～どっちが先に卵を割れるように

という自信につなげることが目的である。また，

なるか～」と遊び感覚で卵を割る企画を考え誘っ

「何回失敗してもいいんだよ」ということを伝え

たところ「絶対嫌だ」「Ｓそういう競争みたいな

るために，今回は多めに材料を準備した。

の嫌い」「大会とかゴミ（だと思う）」との返事で

卵を割る段階では「今回は無理かもしれない」

あった。仕切り直して，二人で卵を割れるように

と言っていたが，本人の口から「地道にやってい

なろう，というシンプルな形にして克服を目指す

けばいい」と自分自身を励ますポジティブな言葉

ことになった。活動は，卵を割ることができると

が出るようになり，楽しみながら卵を割っている

いう結果をほめるのではなく，苦手なことに取り

姿を見ることができた。

組むＳ君の姿勢（参加や過程）をほめる事，失敗

調理以外の場で，「俺がやりたいって言ったか

しても大丈夫ということを伝えるため，筆者自身

ら（ケーキ作りを）やってるんだもん」と子ども

が失敗（片手では割れない）する姿も見せた。

同士のやり取りの中でＳ君が発言している。お菓

前半は，「俺，今日卵割らんよ！」と言ってい
るが，後半はＳ君の口から「楽しい」という言葉
が出てきた。が，「ケーキの時は，一人で割るの

子作りがＳ君の中で「得意なこと」「好きなこと」
に変化してきた。
筆者がホイップクリームづくりに失敗しても，

は殻が入るから嫌だ」と抵抗感がまだあった。し

責めることもなく，「まあ，（最後まで）やってみ

かし，徐々に，殻が入りにくい卵の割り方を自分

れば」と慰めてくれ，他者への寛容な言動も見ら

で考案し，披露している。このことから，Ｓ君は

れるようになった。

殻が入るという彼にとってはものすごく嫌なこと

調理時や日常生活の言動に「自分の意見，考
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え，気持ち，相手への希望などを伝えたいときに

の「お菓子作りをしてきてよかったことある？」

は，なるべく率直に正直に，しかもその場に合っ

の問いに「卵の割り方がいろいろできるように

た適切な方法で伝えようとする自己表現」である

なったこと」と答えている。

アサーションの芽生え（自他尊重）も感じられた。
⑶

Ｋ

Ｃ君の誕生日ケーキ作り
実施日2019年５月11日

①

Ｃ君の誕生日ケーキ作りの概要

他者貢献期
この時期のＳ君は誰かのためにお菓子を作
ることがメインとなっているため，「他者貢

今回のチーズケーキづくりはＳ君が初めて明確

献期」と名付けた。この時期にはＳ君の暴言・

に作ってあげたい人を示した。お菓子作りを重ね

暴力は見られなくなっている。他者評価実施

ていくうちに，人に振舞いたい，誰かの役に立ち

２回目の課題であった「人への働き掛け」を

たい，誰かに喜んでもらいたいという気持ちが大

重視した支援を行っていく。

きくなっていることが読み取れる。
「Ｃ君はショー

Ｓ君とのお菓子作りは「〇〇のために作る」

トケーキとかチーズケーキしか食べない」「Ｃ君
にはホールのまま渡したい」と主張した。今回は

という目的を持つようになる。

彼の意見に従い，チーズケーキを焼き，ワンホー
Ｊ

チーズケーキ作り

写真14

実施日2019年４月６日

ルをＣ君にプレゼントすることにした。

「お菓子を作って入学

卵を割る段階では，今までと同じように「失敗

式を迎える子たちにプレ

しても卵はいっぱいあるから大丈夫」と伝えると，

ゼントしよう！」という

Ｓ君の口からは「そういう問題じゃないんだな」

筆者の提案でチーズケー

との言葉が発せられ，ひとつ上のステージに立っ

キを作ることになった。

た自信が見られ，ほほえましかった。

Ｓ君は，最近では誰かの

また，調理時に「分からない」と素直に教えを

ためにお菓子を作りたい

乞う場面もあった。できないことは「できない」，

という思いが増してい

無理なことは「無理」と口で伝えることができる

る。「お菓子作り＝誰かの役に立つこと，感謝さ

ようになっている。

れること，喜ばれること」となる事は「人への働

Ｃ君にチーズケーキを渡す前は「あ～なんか緊

き掛け」を意欲的に行えるきっかけになると考え

張する」「〇〇（筆者）が渡して」と弱気な発言

る。今回は，Ｚの入学式を迎える子たち（小・中・

をしていたが，促すと，自分で渡すことを決心し

高）にターゲットを絞って作成し，Ｓ君からのプ

た。照れくさそうな表情でＳ君はＣ君にぶっきら

レゼントとして渡すことにした。

ぼうに渡した。中学生のＣ君は嬉しそうに，受け

卵割りに関しては，嫌がる様子も見せず，指示

取ってくれた。

をしなくても自分から割るようになっている。た
だし，「失敗する」ということを事前にほのめか

Ｌ

すことによって，失敗したときの回避を無意識に

敬老の日のスコーン作り
実施日2019年９月14日
「敬老の日のプレゼン

している様子はまだ感じられる。

ト」にＺの近所に住まわ

彼は，調理の場面では自分の考えや意見を主張
できるようになり，自分で考えて実践する力が身

れているおじいちゃん，

に付いてきている。また，
「面倒くさい」「きつい」

おばあちゃんにスコーン

と口に出しつつも作業を最後まで続ける姿が見ら

を作って差し上げること

れた。お菓子作りに対して，遊びではなく真剣に

にした。これまでは「家

取り組んでいる。

写真15

この日は，ケーキ作りの後の夕食の片づけでも，
初めて自発的に皿の片づけをしていた。スタッフ

族」「友だち」等身内や
身近な友人にお菓子を

作っていたが，今回は初対面の方々のために作る。
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チーズケーキ作り

の役に立つ自分」「Ｚの

写真16

実施日2019年11月23日
チーズケーキ作りは，

中でのＳ君には，お菓子

Ｓ君が自分の意志で，Ｚ

作りという役割がある」

に来ている学生ボラン

「お菓子作りで貢献する

ティアやスタッフの方に

自分」という点を意識さ

作って渡したいという提

せ，Ｓ君の自尊感情を高

案である。

めたい。また，作ったお

写真17

菓子は直接差し上げ，直接「ありがとう」と言わ

Ｓ君の気持ちを尊重
し，また，その気持ちを

れる機会を創出する。この経験は，彼の課題であ

持っていることに対して「すごいこと」「成長し

る「自ら積極的に他者に関わろうとする姿」に繋

た事」を伝えたい。

がるであろう。

今回のチーズケーキづくりは最後の試みであ

スコーンづくりは，ラーニング・ストーリーを
見返すとふざけモードの時間が長かった。

り，これまでの集大成となるため，調理中の会話
の中でこれまでに何ができるようになったのかを

しかし，一方でこぼした粉をすぐに始末する等，

しっかりと伝え，Ｓ君自身が自分の成長に気付く

自分で対処しようとしている姿も見られた。調理

ことができるような手立てを行った。（卵が割れ

中の会話からＳ君の自身の家族の中でも「Ｓ君＝

るようになったこと，材料の計量が得意になった

お菓子作り」というイメージが定着していってい

こと，人の為につくれるようになったこと，それ

る。家族に持って帰り喜ばれる事がＳ君の楽しみ

はとても素敵な事等を伝えていく）。ケーキを焼

にもなっているようだ。また，お菓子作りをする

く途中で「前と結構変わったと思うよ。俺」「性

なら，広い場所（Ｚ）でしたいというＳ君の発言

格的にも変わって」と自己の成長を自覚する発言

も見られＺでのお菓子作りは，彼に支持される活

も見られ，感動させられた。

動となっていることがうれしかった。
２
M

タコライス作り

実施日2019年10月28日

自尊感情傾向の変化について
2018年６月，同年11月，2019年４月，同年11月

2019年10月７日Ｓ君に次の調理について尋ねた

の計４回得点を付した。各項目，「４

当てはま

ところ，「あー，じゃあスタッフの人の代わりに，

る」「３

ご飯を作るとかは？」と答えた。Ｚでは，調理員

ちらかというと当てはまらない」「１

の方やスタッフの方が毎回ご飯を作っており，Ｓ

らない」の中から，Ｓ君の状況に近い番号に〇を

君は自分からその役を買って出た。今までのお菓

付けることによって観察チェックを行い，その変

子作りとは違い，ご飯作りはＺに来ている子ども

化をまとめた。

どちらかというと当てはまる」「２

ど

当てはま

たちやスタッフ，10名ほどの量を作らなければな
らない。また今回は，「タコライスが作れるよう

⑴

になった」（多分自宅で盛り付けを手伝った？）
との事で，タコライス作りを行うことにした。
みんなの夕飯づくりを自分から率先して買って

観点１「人への働き掛け」
観点１「人への働き掛け」では，1.75から
3.25に上昇した。下位項目である「自分の思
いや意見を何らかの手段で表現する」では，

出たＳ君は，「美味しい」「ありがとう」という言

Ｓ君の表現方法の変化に着目したい。Ｓ君は

葉をたくさん受け取った。お菓子作りだけではな

１回目の傾向観察時も，自分の思いを表現で

く，スタッフの代わりにみんなの夕飯を作った自

きていたのだが，暴言・暴力による表現だっ

信や自己有用感は大いに高まるであろう。Ｓ君に

た。イライラしていたときは，物を投げる，

とって自分の得意を発揮できる場所が他者と関わ

大人を殴る・蹴る等，相手を傷付けてしまう

るＺとなっている。

表現方法でしか思いを伝えることができな
かった。しかし，４回目には自分の思いを言
－ 108 －
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表３

S 君の日常生活エピソード記録より

チャレンジ期のエピソード
１ ラムネの型抜き

2018.4.5

２ 砂場での山作り

2018.4.26

３ サッカー対決

2018.6.2

４ オセロ対決

2018.6.2

５ 卓球ラケットで暴行
６ お手伝い

2018.7.5
2018.7.28

７ 夏休みの作文

2018.8.18

８ ウキウキ映画DAY

2018.8.24

９ 次何作るんだっけ？

2018.9.15

10 暴れん坊モード

2018.9.15

11 暴れん坊モード炸裂

2018.10.6

12 お前の顔がむかつく

2018.10.19

13 帰ってくんな！

2018.11.2

うまくいかない型抜きに再挑戦・10分ほど集中。「すごーい。やればできるじゃ
ん」にうれしそうな表情をうかべる。
砂山作りに夢中で取り組む。「死ね」を一度も発しない。
Ａ君Ｂ君とサッカー「俺キーパーね」。笑いながらボールを蹴り，失敗すると，
寝転んで大爆笑 する。
負けそうになると，「〇〇が俺に勝ったら〇〇の負けね」と理不尽な理屈で負
けを回避しようとする。
他の子相手に遊ぶ筆者にラケットで殴りかかる。興奮した様子で殴り続ける。
流しそうめんの片づけを率先して行う。床拭き，器洗いも一緒にしてくれる。
「ぼくが，がんばっていることは，かていがくしゅうとおかしづくりです。」
と記述した。
「皆で映画に行きたい」とのＳ君の提案で実現。「俺，ワクワクしている」と
ニコニコしている。
久しぶりの再会，「ねえ・・次は何作るんだっけ」「いつ作るの」と尋ねる。
呼ばれて近くに行くと石で筆者の腕をこすったり，ラケットでたたいたりする。
理由を尋ねても答えない。Ｏ君から「Ｓの愛情表現 だよ」となぐさめられる。
Ｃ君とゲーム中だったが，私と目があった瞬間マットを全力で投げてきた。「死
ね」と絵本で興奮して殴り掛かってきた。
プラスチック製のバットで思い切り３度殴ってきた。「私すごく痛いから殴ら
ないで」と訴えると，目をそらす。
数週間の帰省後，筆者の「久しぶり。帰ってきたよ～」の言葉に，「帰ってく
んな！」と返答した。

意欲向上期のエピソード
14 ペタンク勝負

201811.16

15 wiiで卓球勝負

2018.11.30

16 クリスマスプレゼント

2018.12.15

17 パソコンにイライラ

2018.12.20

18 帰りの車中での会話

2018.12.20

19 おにぎりとからかわれる 2018.12.23
20 話に割り込む

2018.12.27

21 歯の話

2018.12.27

22 ひとりがこわい

2019.1.11

23 水中輪投げゲーム

2019.1.17

24 もやもやした感情

2019.2.28

25 路上で出会う

2019.3.25

大人３人と戦い，勝利。真剣に取り組み，賞賛の言葉をもらう。負けそうになっ
た時にも，暴言は出ない。
筆者と戦い，Ｓが負け始めると機器を振り回しふざける。「どうせ俺は負ける」
「負けるのが我慢できない」と発言する。
「クッキーとマフィン作るのに，朝９時から来てもいいよ」「渡すのはいつも
最後までＺにいる５人」と発言する。
「死ね」
「包丁で（筆者を）さす」と興奮。理由を尋ねると，
「パソコンが固まっ
ている」と訴えかけてくる。
「死ね，デブ，うざい」と暴言。「マフィンとクッキーはプレーン味だけでい
いの？」と問いかけるとコロッと表情が変わり「うん，プレーンが良い」。
同じ学校の子からおにぎりとからかわれる。からかった子の足を殴る蹴るなど
している。
筆者とＤちゃんで夕食の茶碗蒸しを作って，夕食に出し大好評だった。それを
見ていたＳは「俺は，ケーキって何時作るんだっけ」と割って入ってきた。
Ｓの歯が抜けたと話しているので，屋根に投げるときの願い事を聞くと「夢が
いっぱい叶います様に」と答える。
「ひとりでいる時，なんか怖いんだよね」「幽霊は信じてないから怖くないけ
どひとりでいる時怖い・・」とつぶやく。
水中輪投げゲームを最後まであきらめずに頑張ったＳに「最後まで諦めなかっ
た事が本当にすごい」とほめると，スタッフのそれぞれにやって見せて大喜び。
学校から帰ると，筆者の隣に座り「楽しくない～」
「なんかもうめんどくさ～い」
と言ってきた。Ａ君の話では学校で泣いていたらしい。
Ｚへの途中で出会うと駆け寄ってきて，ケーキ作りの予定を聞いてきた。意欲
的である。

他者貢献期のエピソード
26 友達を思う
27 面倒くさいの真意
28 将来の夢
29 学級委員になった
30 作ったお菓子を渡す
31 作りたいもの

Ａ君の破れたズボンのすその事を聞いた筆者にＳが「そんなこと言わない方が
良いよ。ちゃんと相手の気持ちも考えて発言した方が良いよ」とアドバイス。
チーズケーキの写真に「めんどくさ」と答えた後，「なんか，（俺）めんどくさ
2019.4.5
いって言ってしまうんだよね～」とつぶやく。
テレビ局の将来の夢について取材があった。「将来の夢はパン屋さん。作るの
2019.4.27
も食べるのも好き」と答える。
久しぶりに会う。「暇だから，早くお菓子作りたい」「俺さ学級委員になったよ」
2019.6.29
「一応（学級委員の）仕事はちゃんとやってるよ」と報告してくれた。
「作ったお菓子は，クラスの人に配るみたいなことやろうかな。でも学校持っ
201910.7
て行くのきついな。Ｚのボランティアとかスタッフにしよう」
「Ｚのスタッフの人の代わりにご飯を作るとかやりたい。手伝うみたいな」
「お
201910.7
家でタコライスが作れるようになったよ」と発言する。
2019.3.29
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表４
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自尊感情の傾向を把握するための他者評価シート
観察年月日 １回目

２回目

３回目

４回目

2018.6.28

2018.11.8

2019.3.28

2019.12.13

観点
平均

観点
平均

観点
平均

観点
平均

観点

NO

項目
１

自分から友だちに働き掛ける。

２

２

３

３

２

日常的に交流の少ない相手にも関わる。

１

２

２

３

３

自分の思いや意見を何らかの手段で表現する。
1.75
2.00
2.50
3.25
（手段：表情，身振り，音声や簡単な言葉補助手 ３
３
３
４
段など）

①人への働き掛け

４

集団の中で意欲的に行動する。

１

１

２

３

３

４

４

５

特定の大人を信頼して心を開く。

２

６ ②大人との関係

大人との関わりを受け入れる。

３ 2.67 ３ 2.67 ４ 4.00 ４ 4.00

７

自分から身近な大人に関わる。

３

２

４

４

８

友だちとの関わりを受け入れる。

３

３

４

４

９ ③友達との関係

友だちのことを考えて発言する。

４ 3.67 ３ 3.00 ３ 3.33 ４ 3.67

10

友だちのことを考えて行動する。

４

３

３

３

11

自分から気持ちを立て直す。

２

１

３

４

13

これまでできなかったことに取り組む姿勢がみ
１
１
４
４
られる。
1.75
1.75
3.50
4.00
一つのことを最後まで取り組む姿勢がみられる。 １
２
３
４

14

自分の行動を自分で決める。

12

④落ち着き

３

３

４

４
４

15

肯定的な言葉掛けにより安定する。

１

３

２

16

肯定的な言葉掛けにより嬉しそうにする。

３

３

３

新しいことができると嬉しそうにする。

３

17

⑤意欲

2.25

３

3.00

４

3.25

４
４

18

肯定的な言葉掛けにより次への意欲につながる。 ２

３

４

４

19

相手の要求を受け入れる。

３

２

３

４

20

相手の支持を受け入れる。

３

２

３

４

21

ルールを守って行動する。

３

３

３

集団の雰囲気になじんでいる。

３

23

集団の活動に合わせて行動する。

３

２

３

３

24

状況に応じて臨機応変に行動する。

３

２

３

３

22

⑥場に合わせた行動

3.00

３

2.33

３

3.00

４
３

4.00

3.50

本シートで，得点を記入した欄には東京都の作成した原本には，具体的な姿の記述がある。
観察得点は，24の項目について，
「あてはまる」を４点 「どちらかというとあてはまる」を３点 「どちらかとい
うとあてはまらない」を２点 「あてはまらない」を１点とし，観察者のデイスカッションによって評点化した。

葉で相手に伝えることができるようになって

⑵

観点２「大人との関係」

いる。また，下位項目の１つである「日常的

2.67から4.00となった。観察開始時のＳ君

に交流の少ない相手にも関わる」では，Ｓ君

は，自分に関わってくれる大人に対しての暴

が夢中になっているカードゲームを介して交

言・暴力が目立っており，特に筆者らに対し

流する姿が見られた。一方で，「集団の中で

ての暴言・暴力がひどかった。イライラして

意欲的に行動する」では，自分が興味のある

いるときや構ってほしいとき等に見られ，忍

他学年とのカードゲーム等ではそのような姿

耐強く関わっていく必要があった。しかし，

が見られるが，同級生の集団の中で意欲的に

今では大人に対する暴言・暴力は見られなく

行動する姿はあまり見られない。

なっており，その代わり，自分の気持ちを言
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い」という意欲が見られるようになった。「誰

のスタッフやボランティア学生に対しても自

かに役立つこと」を行ったことで，Ｓ君の自

分から関わっている姿も見られる。

己有用感の高まりが見られ，結果として意欲

⑶

葉で表現できるようになっている。また，Ｚ

観点３「友達との関係」

も向上していると考察できる。

初回観察3.67ポイントから２回目，３回目

⑹

観点６「場に合わせた行動」

は低下したものの最終的に４回目は3.67と

3.00から3.50となった。場に合わせた行動

なった。この項目は初回から比較的ポイント

は，色々なファクターを含み，観察者の視点

が高い項目だった。Ｓ君は友達との関係を大

も難しい。また，この観点は初回観察から高

切にしているが，同学年である５年生の子ど

い評価である。彼は，ある面ではルールや時

もたちの話題には，付いていけない姿も見ら

間を守って行動できるが，それは，発達年齢

れる。しかし，他学年の子どもたちと関わる

にもよるが他の人の指示によってである事が

姿は他児に比較すると多い。例えば2020年１

多いように思われた。主体的で，臨機応変な

月12日，５年生の子どもたちはＺの１室を占

行動への移行が今後の課題である。

領し，他の学年の子どもたちを排除してゲー
ムをしていた。他学年の子どもたちとカード

自尊感情傾向の他者評価シート得点の変化を見

ゲームをして遊んでいたＳ君はその遊びが終

ると，全体的に傾向はポジティブになっており，

わった後，躊躇することなくその部屋に入り，

調理介入は一定の効果を見いだせたと考察でき

ゲームを楽しんでいる姿が見られた。このよ

た。

うに，Ｓ君の同学年，他学年の壁を意識しな

Ⅴ

い良さを見いだせた。
⑷

まとめと今後の課題

観点４「落ち着き」
初回1.75から，4.00に上昇した。大きくポ

本稿で取り上げた14回の調理介入は，Ｓ君の自

イントの上昇が見られた観点である。小項目

尊感情傾向をポジティブにし，成長・発達に良い

12「これまでできなかったことに取り組む姿

影響があったと結論付ける事ができる。本研究の

勢がみられる」，項目13「一つのことを最後

限界として，ＺのＳ君という１人の限られた子ど

まで取り組む姿勢がみられる」では初回傾向

もへのアプローチであり，得られた知見のすべて

は1.00だったが，４回目は4.00になっている。

を一般化することはできない。また，介入者の受

最後までひとつのお菓子を自分一人で作り上

け入れ等に対する子どもの居場所側の姿勢や介入

げる経験や苦手な卵割理の克服，自分の行動

者に許された物理的な時間等，様々な制約もある。

を自分で決める事等が大きく影響しており，

更に，ひとりの子どもの変化には，子ども自身の

自分から気持ちを立て直す事もできるように

年齢的な発達や取り巻く環境の変化等々，影響す

なっている。

るファクターは無数にあり，彼の暴言・暴力の減

観点５「意欲」

少，改善や自己肯定感の傾向のポジティブな変化

初回観察2.25から4.00ポイントになってい

を調理介入の効果とのみ評価することはできない

る。肯定的な言葉掛けに対してふざけたり，

が，その向上に寄与していることを大量の記録を

「面倒くさい」と口にする姿も見られたが，

整理し，まとめる事によって我々は確認できたと

素直に受け取ることができるようになってい

自負している。大人が丁寧に関わった時間の分だ

る。また，お菓子作りを通して友だちや近所

け，子どもは成長すると実感できた。

⑸

の人，Ｚのスタッフや学生ボランティア等，

今後も，「困り感」を持つ子ども達へ生活科学

様々な人たちからたくさんの「ありがとう」

の立場からアプローチを続けていきたい。小さな

という言葉を受け取ることができ，「ありが

取り組みの記録の積み重ねが，子ども達へのより

とう」という肯定的な言葉掛けにより，「次

良い寄り添い方のヒントに繋がると考えている。

は〇〇を作りたい」「次は〇〇に渡してみた

今後の課題として「パン屋さんになりたい」Ｓ
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