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本研究では、次の 2点 について調査・ 実践を行 つた。
(り 大学近隣で行われてい る地域子育 て支援事業につい ての調査
大学近隣地域 の子育て支援事業の現状を把握するために、名東区・ 千種区を中心とした地域
子育て支援を実施 している主な施設や公的機関等 (5施 設・ 8か 所)を 見学 し、実施者へのイ
ンタビュー調査を行 った。調査を通 して、地域 の子育て支援事業のプログラム・ 支援内容等に
ついて明らかにし、大学近隣地域で行われている子育て支援 の状況をまとめた。
名古屋市では、子 どもが生まれるとさまざまな検診 とともに、初妊婦・ 乳幼児の親子の交流
の場を設ける、仲間づ くりのための子育てサー クルの紹介等乳幼児の親子のサポー トを保健所
が窓日となって担っている。それぞれの地域で行われている主な子育て支援は、①親同士によ
る予育てサー クルONPOに よる子育て支援 の提供③小学校 区における主任児童委員 と民生委
員 による子育てサ ロン④障害のある子 どもへの支援⑤保育所で実施されてい る地域子育て支援
セ ンター⑥児童館での、自由参加・ 要 申し込みの乳幼児対象クラブ⑦な ごや つ どいの広場助成
事業 (主 に 0歳 から 3歳 までの親子 のために NPO法 人などの地域の子育て支援団体が、子育
て中の親子のつ どいの場の提供 。子育てに関する相談、援助 の実施・ 子育てや子育て支援に関
す る講習会などの活動を行 っている場所 であ り、名古屋市がその事業経費の一部を補助 してい
る助成事業)③ 保育園・幼稚園における園庭開放や親子参加 の会の 8つ である。
その他に、保健所・ 民生子 ども課・ 社会福祉協議会などが中心となって地域の子育てネット
ワークをつ くり、それぞれの機関が連携 して子育て支援のイベ ン トを開催 したり、相互に交流
しなが ら活動をすすめている。子育てマ ップは、保育園・ 幼稚園情報、公園紹介、子育て支援
サー ビスの紹介などを中心に編集 されてい る。名東区は、育児サークル 「みんとん」が編集 し
ていお り、千種区は、四代保育菌や学童保育のメンバーが中心 となつて編集 していた。

(p「 子育て応援キャラバン嚇」の実践

大学の教員 と保育者を目指す学生 とで地域の
「
将子を応援する 子育下応援 キャフバ ン隊」を
結成 し、大学発信 あキ育て支援 を計画 。実践を行つた。実践後、地域子育て支援の親子あそび
の会等の実践を通 して、大学の発信す る予育て支援 について検討 した。
「子育て応援 キャラバ ン隊」の主なね らい と趣 旨は、以下の 3点 である
。
①大学で子育て支援の取 り組み をする。
大学教員 と保育者を目指す学生が一緒 になって、親子遊びや工作等 の内容 の企画を立て、大
学内で親子のつ どいの場を提供する。
②地域で行われている子育て支援を応援する。
地域で活動 している母親サー クルや子育て支援団体か ら依頼をうけ、地域 の子育て支援の場
へ 出張する。
③地域で活躍 している予育て支援者を応援する。
地域で子育て支援を支えている子育て支援者の方へ、親子遊び・手遊び 。読み聞かせ等の紹
介や子どもの発達等大学教 員の専門性 を活か した内容の講座 を実施する。

実践 の結果 と考察
今回 「子育て応援 キャラバ ン隊」は、①・②の大学内または地域の子育て支援活動の場へ出
張 し、親子遊び・ パネルシア ター等の乳幼児の親子が楽しめる活動の提供を中心に実践を行つ
たと実践 の結果は、次の通 りである。大学内において 1歳 頃(歩 行が安定 した時期)か ら未就園
の親子封象企画を 5回 、学外への出張企画を 3回 行つた。企画への参加募集方法は、大学のH
Pで 企画を告知するとともに、大学近隣の子育て支援センター 。児童館・保健所等にチラシを
配布 した。参加希望者は、Eメ ールによる事前申し込み制 とした。
12月 18日 に実施 した参加者 へのアンケー ト備 効回答数 36イ の からは、次のよ うな結果が得
られた。参加者の多くが大学まで所要時間 15分 〜30分 程度 の大学近隣地域Q6人 、720/Ojに 居
住 し、利用交通手段は、多い順 に地 下鉄・徒歩での来校であった。企画へ参加 したきっかけは、
大学からの案内やチラシを見て参加 した り(19人 、530/Oj、 友達に誘われて参加 した(16人 、440/Oj
であつた。企画へ参加 した動機徹 数回答)か らは、参加者は、乳幼児の規子が楽 しめる企画と
集 い、遊ぶ場を求めているとい うことを読み取ることができた。 アンケー トの 自由記述欄から
「大学内で行つているので安心 して参加できる。」
「保育者を目指す学生さんのためになれて
は、
いっ
うれ しい。」 と
た感想が多くあげられ、参加者全員 (100° Jが また参加 したい と回答 した。
,次 に、参加 した学生はアンケー トの中で 「お母 さん と話す ことができて うれ しかつた」「普段
「子育て支援の場を見て、体験する
あま り接することができない乳幼児 とふれあえて良かつた」
べ
.こ とができてよかった」 といつた感想 を述 ていた。学生全員(100° Jが また参加 してみたい と
回 J答 し、学生の満足度 も非常に高かった。学生が参加 していることに対 して参加者全員(100° J
か ら好感が持てると回答を得ることができ、学生が参加 していることへの理解 も得 られた。
また、大学が企画す る予育て支援に魅力 を感 じると参加者全員(100°/。Jが 回答 し、大学が発信
「 す る子育て支援^の 関心は高かつた。今後大学で企画 してほしい内容を聞いた篠 数回御 とこ
ろ、親子体験型プログラムヘの希望が多いことが再確認 された。大学の専門性 を活か した公開
講座や育児・発達相談等、保護者向けの企画も求められてい る。
1研 究 の成果 と今後 の課題
今回 の調査から、大学近隣の名東.区・ 千種区の地域の子育て環境や支援の現状をとらえるこ
とができ、それぞれの地域 の特徴やニーズが明らかになった。名東区は、転入出が多く、友達
づ くりの場である母親サー クルの活動が活発であり、千種区は、地域の主任児童委員や民生委
員 が行 う子育てサ ロンが各小学校区で実施 されてお り、地域 での子育て支援が根付いていた。
また、「子育て応援 キャラバ ン隊」の実践を通して、参加者 の大学が発信する子育て支援への
関心やニーズが非常に高いことがわかった。子育て支援が発展 し、根付いてきてい る現在にお
いて も、参加者はよりよい場 を求め続けているのである。「子育て応援キャラバ ン隊」の実践に
は、学生も積極的にボランテ ィアで参加 してお り、子 どもだけでなく、実習でもなかなか関わ
ることができない母親 との交流 とい う貴重な経験から、多くのこ とを学んだよ うである。
「子育て応援キャラバ ン隊」の実践は、乳幼児の親子の支援 とともに、学生の子育て支援の
現状について知ることと保育者 としての資質 と力量向上をね らつてきた。学生を積極的に参加
させてい く中で、学生 自身 の保育者 としての資質向上や乳幼児の親子を支援 していくとい う意
識 を高めてい くことにもつながると考える。 このことは、次世代育成の一環 として、学生が大
学 を卒業後、保育現場や将来母親になった時に子育て支援や母親サークルの立ち上げなどに積
極的 に参与してい く力 をつ けてい くことに もつながっていくであろ う。
「子育て応援 キャラバ ン隊」の実践を継続 していく中で、地域子育てネ
これからも引き続き、
￨シ トワー クを大切にした地域 との連携 の方向性や支援内容 。実施方法について検討を加えてい
きたい。そ して今後は、親子支援だけではなく、子育て支援 の支援者への支援内容・方法や支
援者 の交流等も視野に入れて、保育者養成大学がもつ特徴を生か した独創的な子育て支援を構
想 してい きたい。
*本 研究 の詳細は、教育学部紀要 2号 および 日本保育学会第 62回 大会で発表予定である。
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