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実施計画

パートナー：呉市すこやか子育て支援センター

実 施 期 間：2009年６月１日～2010年２月28日

奨 励 金 額：277,560円

活 動 目 的： ①地域の母親の育児負担感（不安・ストレス）の軽減など子育て支援の活動をする。

　　　　　　②学生は活動を通して、将来の保健活動や「社会人基礎力」の育成とする。

達 成 目 標：①母親の育児に対する育児負担感の軽減ができる支援活動をする。

　　　　　　 ②学生は活動を通して「社会人基礎力」として以下の３点を育成する。①コミュニケーショ

ン能力②積極的に活動できる実践能力③批判的思考能力の向上。

計 画 概 要： 母親が子育ての不安や悩みなど共感できる場（母親交流）を提供する（託児）。行事や遊び

を企画し母親と子どもが、楽しく交流できる場をつくる。子どもの発達や年齢に応じて遊び

を工夫し実施する。実習と同時進行であり、学習と活動の相互作用は、メンバーの協力体制

を強化し、地域貢献の体験と自己成長とする。

予 測 効 果：母親の育児不安･ストレスの軽減への支援と学生の人間的成長を期待する。

活動・成果報告

　学生の活動は、支援センターのスタッフや「いろはの会」のお母さんたちと連絡・相談しながら実践し

て行った。活動内容は、センター主体の行事（チャイルドフェスタ・お誕生会・託児）と、学生が主体となっ

て計画・運営・実践に取り組んだ活動はクリスマス会である。毎月の託児では、一人の学生が一人の子ど

もを担当することで、学生の一人一人が責任を意識化するように努めた。また誕生日会では、手づくりで

作成したプレゼントを誕生月の子どもたちに手渡した。手づくりに暖かさを感じ「宝物のようだ」と言う

母親の言葉も聞かれ、子どもたちは手作りのプレゼントを喜んでいた。

　大学での「地域の母親・父親が看護学生に子育て体験を語るワークショップ」では、司会・進行ならび

に託児を行った。学生は母親の語る内容に感動し、母親は学生の反応から自分に対する肯定的感情が高め

られていることに気づかされた。チャイルドフェスタでは、メンバー全員で手洗いの絵本を作り、内容を

わかりやすく伝えるために劇をした。クリスマス会の企画・運営は、子どもや家族の人たちが楽しめるよ

うなクリスマスソングやアンパンマンの劇、手遊び、ハンドベルなどを行った。最後に、参加した子ども

たち一人ずつに手作りのプレゼントを手渡した。

子育て支援すこやか　パートⅣ

提案団体：子育て支援チーム
代 表 者：看護学科　３年　加治屋　美雪
顧　　問：看護学科　教授　山口　求
　　　　　　　　　　講師　今村　美幸
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１．アンケート調査結果（活動前後比較）  n=53
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日頃から学生間ではコミュニケーションがとれる。
母親とのコミュニケーションが意図的にとれる。
子どもとのコミュニケーションをとることができる。
スタッフとのコミュニケーションを主体的にとれる。
相手の話を共感的に聴くことができる。
活動における自分の役割を理解し行動することができる。
活動の目的を理解した行動ができる。
自らやるべきことを見つけて取り組むことができる。
メンバーと協力・協働して行動することができる。
必要時にメンバーやスタッフへ連絡することができる。
目標の実現のためにメンバーに働きかけられる。
リーダーの指示を理解し協働できる。
メンバーの一員として責任ある行動ができる。
ルールにしたがって行動できる。
相手の意見や立場を尊重して理解することができる。
困ったときには、誰かに相談し１人で抱え込まない。
地域貢献のために積極的（自主的）に行動できる。
協力をえるためにメンバーに必要性を伝えることができる。
目標の実現に向けて粘り強く取り組むことができる。
目的の実現に向けて何をなすべきかを考えることができる。
正確に状況把握し、行動がとれる。
自己の行動結果を分析し課題を見つけることができる。
その場の状況を判断し、計画を修正して行動ができる。
誰とでも相談できる。
既存の知識を活用、案を出すことができる。
活動上の目的や課題を到達するための行動ができる。
達成できない課題を解決するために行動することができる。
困難な状況でもがんばり取り組みを続けることができる。
状況に応じた創意工夫ができる。
自分にできること・他人ができることを的確に判断して行動することができる。
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アンケート結果の考察

　SSP活動前後にアンケートを行った結果は、「メンバーやスタッフへ連絡できる」は有意に低下した
（p<.01）。この原因は、実習中のため心身の疲労と勉強不足を補うことを優先し、学生間との連絡も十分
に取れず、結果スタッフに対して連絡を怠ってしまう結果となり、参加動機を達成したとはいえないと考
える。しかし、リーダーを中心にメンバーは積極的に活動し、一部の非協力的なメンバーの存在が低下の
原因と推察する。自己中心的な傾向から逸脱できずにいるメンバーは、活動による自己成長の変化はあま
り期待できないと言えよう。「困ったときには、誰かに相談できる」「既存の知識を活用できる」の２項目は、
有意に上昇した（p<.05～01）。「困ったときには、誰かに相談できる」が上昇した理由として考えられるのは、
学生の特徴として、メールのやりとりが多く本来のコミュニケーションが阻害されているための他者との
関係性が減少し、自分のことを人に相談することが困難であった。それがSSP活動において相談する必要
性から、メンバー間でコミュニケーションをとる重要性に気づいた結果と考えられる。このことは、将来
医療従事者になる学生にとって看護はチームワークが重要なことから、今後に活かせると考える。
　「既存の知識を活用できる」が上昇した理由は、もともとの既存の知識の上に実習で経験を積むことに
より知識が向上し、さらにSSPの活動で子どもや母親と接することで経験が増えたことにより創造力が向
上したためであると考えられる。全体的に、活動前に比べ活動後が低下した。低下したのは、活動前は意
欲が強く、自己を知らないことにより自己を過大評価する傾向があり、活動後は、さまざまな体験をする
ことによって自己を知ったために低下したと考えられる。一方、SSP活動に積極的に参加したものは、実
習と両立にしながら活動してきたことにより自分に自信がつき行動も積極的にできるようになっている。
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梶田（1987）が述べる自己教育力には、【自信】は重要な成長・発達志向でもあり、SSP活動は自己教育
力を形成する活動といえるであろう。つまり、学生の変化の背景には「子育て支援ボランティア」の活動
により育成できるものと考える。
　文献　梶田叡一（1987）．自己教育への教育，明治図書出版．

２．SSP参加の動機について

３．SSP参加後の変化について

図 2：参加後の「よかったこと」「困ったこと」「変化したこと」の図解化

図１：SSP参加による学生を変化させる要因の図解化

・子どもと触れ合えてよかった ･･･････････････････ ⒁
・子どもの笑顔が見れて楽しかった ･･･････････････ ⑻
・メンバーと仲良くなれた ･･･････････････････････ ⑻
・子どもについて理解を深めることができた ･･･････ ⑺
・子ども、母親、メンバーとコミュニケーションを
　とれるようになった ･･･････････････････････････ ⑴
・物を作ることがうまくなった ･･･････････････････ ⑴
・人のことを考えれるようになった ･･･････････････ ⑴
・子を持つ母親の悩みが聞けた ･･･････････････････ ⑴

SSPに参加してよかったこと45

・子どもとの関わりが上手になった ･･･････････････ ⑻
・積極的な行動ができるようになった ･････････････ ⑻
・考えて行動できるようになった ･････････････････ ⑷
・責任感が強くなった ･･･････････････････････････ ⑶
・時間の使い方が上手になった ･･･････････････････ ⑵
・協調性が高まった ･････････････････････････････ ⑵
・地域活動への意欲が強くなった ･････････････････ ⑵
・創造する力がついた ･･･････････････････････････ ⑴

自分が変化したこと31

・小児科の看護師を希望しているため
・将来小児科へ進みたいため
・子どもとの関わり方を学びたい

小児看護に役立てる

・子どもとの接し方を学びたい
・子どもとのコミュニケーション能力
　を身につけたいと思ったから

子どもとのコミュニケーション

・実践で学びたいと思ったから
・コミュニケーション能力を養えると
　思ったから

母親とのコミュニケーション

・ボランティアに参加したかった
・少しでも誰かの役に立ちたい

ボランティアへの参加

・地域と交流してみたかった
・地域での現場を見たかった

地域に貢献したい

・メンバーと協力して積極的に
　行動できるようになりたいから
・やりがいがあると思ったから

みんなと協働作業したい

・子どもや母親と接する機会が少ない
・子どもとコミュニケーションをとる
　場が少ない

子どもを知らない
・子育て環境について知りたい
・育児支援について学びたい
・子どもについて理解したい

何かを学びたい

・自分のためになると思ったから
・貴重な経験ができると思ったから
・自分の変化につながると思ったから

自己成長

・連絡が来るのが遅かった ･･･････････････････････ ⑸
・あまり参加できなかった ･･･････････････････････ ⑷
・プレゼント作りが大変だった ･･･････････････････ ⑶
・参加する人が少なかった ･･･････････････････････ ⑵
・子どもが泣いてしまった時の反応に困った ･･･････ ⑴
・強制参加が多かった ･･･････････････････････････ ⑴

SSPに参加して困ったこと⒃

SSP活動による自己教育力の向上

自
己
教
育
力
の
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既存の知識

考察：SSP実施前では【将来に役立てたい】【子どもとのコミュニケーション】【地域に貢献したい】【みん
なと協働作業したい】、と学生の特長とも思われる関係性不足や実践能力の不十分さを認識して取り組ん
でいることが窺える。学生は、地域に貢献することで自らを変化させ「社会人育成能力」の育成に期待し
ているとも言えよう。SSP実施後の結果、「参加して良かった」ことでは、「子ども・母親とのコミュニケー
ションがとれた」「メンバーとのコミュニケーションがとれた」など【関係性の発達】がある。また、「子
どもの理解」や「子どもの笑顔」「子どもとのふれあい」など【子どものすばらしさ】に気づけている。「自
分が変化した」ことでは「子どもとの関わりが上手になった」「責任感が持てるようになった」「考えて行動」

「地域活動への意欲」「実践する力がついた」などの【思考して実践する力】へと変化しており、自己成長
がみられている。
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成長度

１．活動当初は、どのような課題に直面し、それを乗り越えるためにどんな苦労がありましたか。

　 　最初活動に参加する学生は、子どもたちとどう関わればいいのか、何をしていいのか分からず戸惑っ

ていた学生が多かった。さらに、実習中の活動であり、実習が進むにつれて負担が大きくなり、積極的

に参加する人が少なく半強制的に参加を促す結果になり、リーダー・サブリーダーに負担が偏った。そ

こで話し合いを持ち、積極的に役割分担を行い負担が一部の学生に偏らないようにした。参加に消極的

であったため、個別に連絡を調整する必要があったことや、子育て支援センターとの連絡調整が不十分

で迷惑をかける結果を招いた。学生は反省し、自らの責任においてセンターに謝罪するという行動がと

れ、センターとの関係修復という学びにつなげられた。

　 　次いで大変だったのは、100個の慣れないプレゼント用のマスコット作りや、150冊の絵本作りは「や

る学生」「しない学生」と両極端に分かれ、期日までに仕上げることが容易ではなかった。

２．その課題を、どのような工夫や努力で乗り越え、成果をあげることが出来ましたか。

　 　連絡調整が困難だったことに対しては、SSP参加学生が53名と多人数であるため、各グループリーダー

にグループメンバー全員に連絡の確認の報告をしてもらい、連絡が全員に伝わるよう調整を行った。し

かし、現在の学生の特徴としての自己中心性が窺え、本来看護とは対象のニーズを読み取り、看護をす

るのが目的であるにもかかわらず、ボランティア活動に必要な奉仕の精神は看護にも通じるものである

が、それが培われていないということに気づかされた。また子どもたちとの関わりに戸惑いがあった学

生は、センターの方との相談や母親が子どもに関わっている姿を真似て、実践に移した。また託児を行

うことでお母さんたちが一時育児から解放され、感謝の言葉が聞くことができ、「母親の育児ストレス

を軽減する」という目的を少しでも到達できたのではないかと考える。育児の大変さを実感し、将来の

子育て支援者になる看護学生として役立てることに繋げられる。さらに、地域での子育て支援の重要性

を学んだ。

３．自分たち（チーム）が一番成長したところは、どこですか？理由もお願いします。

　 　お母さん・子どもとの関わりやセンターの方との話し合いなどを通して、コミュニケーション能力や

連絡調整能力が身についた。また、学生が自主運営することで、企画力・チーム力が身についた。子ど

もの動きは予測できないので、安全性に配慮の必要性を学び、子どもの年齢や特徴に合わせた工夫がで

きた。また、一番成長したことは、SSPの活動を通して、自ら「考えて行動」する。それが「地域活動

への意欲」となり「実践する力」になっている。学生が自から何かを学ぼうとする【思考して実践する力】

は【関係性】へと発展し、自己教育力の育成につなげられた。

構成メンバー

看護学科　３年　リーダー：加治屋 美雪　サブリーダー：松山 麻美、巽 弘行、福永 耕太郎

 高取 彩、鳥海 明子、馬庭 清久、森川 由梨、平田 祐加、酒井 すみれ、中尾 直樹、

 今坂 摩耶、豊原 美香、奥本 絵里奈、渡邊 千尋、泉 恵理子、金城 夏樹、植松 永都、

 田坂 友里、上眞 一輝、平元 理恵、山隈 香織、問田 さやか、清水 沙織、迫 寛樹、

 喜井 ゆりか、山本 涼子、前川 諒子、岩田 仁美、石橋 彩加、多久 真里奈、山川 早紀、

 大坂 春奈、持掛 恵美、長光 美奈、髙井 恵理、中村 優華、川上 佳苗、梶川 梨恵、

 奥田 瑞穂、木原 悠貴、藤脇 沙織、竹林 有梨恵、林 智也、曳野 菜々、秋山 和寛、

 反田 未希、中本 美穂、山口 恵理香、松田 圭未、養藤 雄太、國富 愛加、伊藤 安由

 計53名


