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地域とのつながりを考える住教育の視覚教材としてテレビアニメを検討した。「ちびまる子ちゃん」の「宝物探しゲームの

巻」は，主人公まる子らが宝物探しゲームで，地域をめぐり地域の大人たちと交流する話である。水戸市内の学童保育所に

通う小学１年から３年生の児童を対象に，本作品を視聴させ，アンケート調査を実施した。児童たちの宝探しゲームをやって

みたいという興味は 1/3 程度にとどまったが，ゲームを通していろいろな所で遊べる，人の役に立てるという評価もできた。

宝探しゲームのユニークな点は，地域の大人たちがゲームに参加しその進行を支えるという点であり，地域の人々とのつな

がりが確認できる点にある。アニメ視聴から引き出された児童の宝探しゲームへの関心から，住む地域をめぐり人々と出会う

ゲームを実践する授業を考えてみた。 

 

1. はじめに 

 

子どもの住まいや住環境への興味・関心を育むことの重要性が取り上げられて久しい。資源を大

切にするストック社会の構築，低炭素社会の構築は今日の重要課題であるが，これらの課題に対し

ていくためには，家づくりや住み方に対する見識を育み具体的に取り組むことが大切になっている。 

学校教育で，住宅から地域へと対象を広げつつ「住む」ことを核にして住教育を取り扱っている

のが家庭科であるが，住教育実践についての教員の苦手意識は高い。教員の苦手意識を弁護するよ

うな議論に，日本の住宅・住環境を取り巻く問題は深く広く，子どもが学習をとおして解決できる

ことは限られている，住生活で実践できることが少なく，できても住生活改善の根本的な解決には

ならない，子どもが住む住宅や住環境は多様であり，学校で一律に教えられることは少ないなどが

ある。しかし，たとえば小学校で学ぶ室内の温熱光環境のコントロールは住環境のもっとも重要な
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部分で，理論と方法を学べば実践でき，住生活の質を向上させることができる。地域生活について

の学習では，清潔に安全に暮らすためにはマナーやルールがあり，人々がそれらを守り実践してい

ることを理解することで，実践の意欲がわき，実践をとおして地域社会の一員としての自覚を高め

ることができる。住まいや住生活に関する子どもたちの関心は概して低いという議論もあるが，子

どもたちは家族とともに，あるいはその他周りの大人たちのなかで日々生活し，身近な空間を使っ

て遊んでいる。その過程で，空間や物への働きかけや工夫について学び，実践している。関心が低

いということはないだろう。住教育は苦手という理由で教育実践から遠ざかっているなら，住まい

と住環境の問題を自身の問題に引きつけて考える態度をもつ，自立した地域居住者を育てるという

住教育の目的実現はむずかしい。 

筆者は教育学部で住居学，都市計画学関連の授業を担当している。受講生はそれぞれに住宅や住

環境に興味・関心をもっているが，彼らの興味・関心の向かう方向は住宅のインテリアや間取りが

多い。学校で系統的総合的な住教育がほとんどなされない現状に対し，住宅産業，とくにハウスメ

ーカーがテレビなどを使い圧倒的な量でもって企業の住宅イメージを植えつけてきた結果である。

住まいや住環境について自ら考えようとする生活者としての自覚が形成される前に，商品化住宅の

消費者となるようにしくまれているのである。 

住教育に対する教員の苦手意識克服と住教育推進のためには，住教育の方法や実践研究がより強

力にすすめられる必要がある。最近では，授業実践の手引きがみられるようになった。そのひとつ，

インターネットで公開されている「学校で住教育をしませんか」１）では，住教育の魅力として次の

３点を掲げている。①社会に参画し，身近な人とよりよい人間関係を築くためのコミュニケーショ

ン力がつく，②学んだことを活用する力や社会で自立的に生きる力が養われる，③資源や環境に配

慮するライフスタイルが身につく，である。 

「住む」ことを考えることは，ともに住む家族との生活や，地域のなかでの自身の生活を考える

ことである。よりよい住生活を考えることは，ともに住む家族と話し合い理解し合い，ともに生活

する人と協働しようとすることである。この過程への取り組みが地域と地域の課題への理解につな

がる。 

地域環境のあり方や地域の人々とのつながりに関する学習は，小学校では「わたしたちの生活と

住まい（東京書籍）」，「地域とのつながりを広げよう（開隆堂）」，中学校では「地域に参加（同左）」

などのタイトルでとりあげられている。中学校教科書（開隆堂）では，上記の章のもとに「１ 地域

の人と交流を広めよう」「２ 環境や資源を考えて生活しよう」というテーマが設定されている。し

かし，これらのテーマに関する教材はいまだ決して充分ではない。地域の住み手と地域施設や住環

境とのかかわり具合，地域の人々とのつながり具合など，客観視しにくい内容であるだけに教材に

は工夫が必要である。 

小・中学校での取り扱いを考えるとき，子どもたちにとくに人気が高いテレビアニメは課題への

導入として検討の余地がある。たとえば「サザエさん」など家族と住まいだけでなく，サザエさん

家族は地域の人々との密なつきあいがあり，子どもたちもよく外遊びをしている状況が描かれてい

る。これらの素材は，児童・生徒に共感と理解が得られやすく，実際に「サザエさん」は小・中・

高校をとおし住教育教材としてきわめてよく利用されている。親子間で作品をめぐって話し合いし

やすい素材でもある。 
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本研究では，これら子どもによく認知され家族や地域を素材にしてストーリーが組み立てられて

いるテレビアニメを取り上げ，どのような要素が取り上げられてどのように描かれているのか，教

材とした時どう評価できるかを検討したうえで，子どもたちの読み取り方を確認し，教材としてど

のように活用が可能かについて検討する。 

	 教育の現場へアニメやその他視覚教材を取り入れようとする取り組みは様々あり，たとえば，芳

賀は，アニメーションの視覚的な影響力を認め，中学校美術科でアニメーションを制作するという

課題を試みている２）。石川は，大学教育ではあるが，住居学科で構造力学という目に見えない対象

を学ぶ際にビジュアル教材で動機付ける効果を検証し，導入教育として適していることを示した３）。

本研究は，後者の研究と同様の関心をもつもので，アニメというストーリーのある視覚教材を活用

して，児童・生徒にとって地域空間や地域とのつながりという捉えにくい課題に応えようと考えて

おり，実際に放映された作品を選び出し検討した。 

 

 

2.テレビアニメと子ども	 

 

2-1.テレビアニメの人気と教材活用	 

	 幼児や小学低学年の子どもにとって人気の高いテレビアニメはどのようなものかについて，NHK

放送文化研究所の調査がある。これによれば，幼児に人気のある番組上位５位は，「サザエさん」

（33.6％），「おかあさんといっしょ」(32.4％)，「ちびまる子ちゃん」（32.3％），「いないいないばあ

っ！」(28.6％)，「ドラえもん」（26.9％）である（2010 年実施）４）。アニメの人気が高く，「サザエ

さん」を１位に，５番組中３番組を占める。 

	 小学生と中学生に人気のある上位３ジャンルは，「お笑いやコントなどのバラエティー」（77％），

「アニメ・マンガ」（74％），「ドラマ」(70％)である（2009 年実施）５）。「アニメ・マンガ」につい

てみると，男子では，小学４，５年 92％，６年 88％，中学１年 78％と学年が上がるごとに少なく

なる。女子も同様である。少なくなるというものの，中学３年でも，男子 67％，女子 47％と相当割

合の子どもたちが「アニメ・マンガ」を視聴している。 

	 幼児や低学年の児童によく見られている上記３アニメはその人気に支えられて，「サザエさん」41

年，「ちびまる子ちゃん」20年，「ドラえもん」31年と，いずれも長寿番組である。 

	 このうち「サザエさん」は先に述べたように，住教育教材としてよく活用されている。実際にど

のように活用されているのかについて大学生に尋ねてみると，サザエさんの父母が高齢になった時

の住空間の使い方やバリアフリーのあり方を考えるという授業があげられた。インターネット上で

公開されている資料をみると，サザエさんの住宅の間取りを調べ特徴を読み取る宿題（中学），サザ

エさんの家族の 20年後を想定し，自身の家族をみつめあり方を考える授業（中学），サザエさんの

家族をモチーフにした住宅をCADで作図し提案する課題（中学），家族に合った住宅を選択する授

業の導入としてサザエさんの家族と住まい方を考えさせる授業（高校）などがある。「サザエさん」

は実に多彩に活用されている。ただし，取り上げられるテーマは，住宅が中心となっており，地域

空間や地域とのつながりに関した取り上げ方は見当たらなかった。 

2-2.テレビアニメが描く生活空間	 
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	 以下では，「ちびまる子ちゃん」を取り上げる。「ちびまる子ちゃん」は，さくらももこによるマ

ンガをアニメ化した作品で，昭和 40～50年代の静岡県清水市を舞台に，作者の子ども時代の生活を

ベースにし，主人公は小学校３年生の女の子まる子である。まる子の家族は祖父と両親，姉の合計

５人家族，近隣とのつながりや商店街のにぎわい，地域空間をつかって多数の友達と一緒になって

遊ぶ子どもの姿が描かれている。	 

	 その分かりやすい例のひとつ，「宝探しゲームの巻」（1997年８月 17日放送）は，縁側やまちの

はずれの神社などが，子どもの居場所や「宝探しゲーム」という遊びの舞台として描かれ，地域の

人々も子どもの遊びを手伝う役割をになって登場している。宝探しゲームの話をとおして，子ども

たちと地域施設とのつながり，地域の人々とのつながり具合がわかり，その意味を考えさせてくれ

る話である。 

	 以下では「宝探しゲームの巻」を取り上げ，これを視聴した子どもたちが，「ちびまる子ちゃん」

が描く世界にどう共感するか，そして，自分たちの生活や遊び環境を振り返るとき，どんな感想や

意見が出されるかを確認する。 

 

 

3.	 「ちびまる子ちゃん」の生活空間と地域の人々	 

	 

3-1.	 「宝探しゲームの巻」の登場人物とあらすじ 

登場人物	 

	 まる子：物語の主人公。小学校３年生	 ／	 永沢：まる子のクラスメート（男子）。「宝探しゲー

ム」の宝を隠す役割を買って出た	 ／	 藤木，山根，小杉：まる子のクラスメート（男子）。まる子

とともに「宝探しゲーム」をする	 ／	 友蔵：まる子の祖父	 ／	 みまつ屋の主人：雑貨屋「みま

つ屋」を営んでいる	 ／	 大野，杉山：まる子のクラスメート（男子）。「宝探しゲーム」の協力者。

学校の校庭でサッカーをしている	 ／	 佐々木のじいさん：商店街でよく植木の世話をしているお

じいさん。呉服屋を営んでいる。庭仕事の手伝いをしてもらう	 ／	 野口：まる子のクラスメート

（女子）。宝探しゲームの協力者で，まる子たちに電話でなぞなぞを出す。 

あらすじ	 

夏休み，とくにすることもなく，神社の境内に集まった永沢，藤木，山根，小杉は，何か楽しい

ことはないかと考え，宝探しゲームをすることになり，永沢が宝物を隠す係を買って出た。たまた

ま通りがかったまる子もゲームに参加することにした。 

翌日，まる子を含む４人が神社に集まりゲームは始まった。永沢の最初の指示は，みまつ屋へ行

ってジュースを２本買うことであった。まつ子たちがみまつ屋でジュースを購入すると，店主が学

校の校庭へ行けという命令を教えてくれた。指定された学校の校庭に行くと，大野と杉山がサッカ

ーの練習をしていた。ジュースは永沢が２人への差し入れを意図して購入させたものであった。「う

めえ！」２人はおいしそうにジュースを飲んだ。まる子たちは，２人から，自分たちを相手にシュ

ートを１本決めたら次どこへ行けばいいか教えてやると言われ，サッカー対決を始めシュートを決

めた。 

次に指定されたのは，３丁目の商店街のどこかで木の世話をしている佐々木のじいさんを探すこ



乾：地域とのつながりを考える住教育の教材検討 

 -    - 265 

とであった。佐々木のじいさんは自宅で庭仕事をしていた。まる子たちはじいさんから庭仕事を手

伝うことも永沢の命令と言われため息をつくが，手伝いを始める。庭仕事が終わると，４人はご褒

美に縁側でせんべいをいただいた。佐々木のじいさんから聞いた次の指示は，クラスメート・野口

の家に電話をかけることであった。 

野口は電話口でなぞなぞを出し，まる子たちはそれに答える。答えを出したまる子が野口からも

らった命令は，ゲームのゴール・永沢の家に行くことだった。 

まる子たちは，永沢が家でなにかいい宝物を用意してくれていると期待しながら，彼の家に向か

ったが，まる子たちを迎えた彼は宝物などないと言う。彼は一日中うちの中でのんきに過ごしてい

た。宝物がないことに驚くまる子たちに，永沢は，「今日はいろいろなことを体験できたすばらしい

日だった，それが宝物さ」と言う。がっかりするまる子たちに，永沢のお母さんがご褒美にとせん

べいをくれる。それは，佐々木のじいさん宅で食べたせんべいと同じだった。帰宅したまる子は，

その同じせんべいが，さくら家にも届いていることを知る。まる子は，野口にもせんべいをすそ分

けすることにした。 

	 「宝探しゲームの巻」の中から，地域空間と地域生活にかかわる要素を取り出し，本作品におけ

る位置づけや意味を確認する。神社，住宅の縁側，みまつ屋，みまつ屋の店主，佐々木のじいさん

を取り出した。 

3-2.	 神社	 

	 神社はかつて，地域コミュニティのシンボルであり，神社の祭りは地域の人々が集い交流する場

所であった。神社の境内は，まちの公園や空き地とともに，子どもたちの遊び場でもあった。 

	 本作品では，子どもたちが手持ちぶさたに神社に集まっている（図１）。周辺の詳細は不明だが，

昭和 40年から 50年代，静岡県清水市という地方性も合わせて考えると，神社は子どもたちの居場

所になるような，広さや緑の木立に囲まれた境内にあっただろう。ユニークな「宝探しゲーム」は，

子どもたちの居場所となっている神社で，彼らの発案によってスタートした。  

	 

	 

図１	 手持ち無沙汰に神社に集まった子どもたち	 

	 

3-3.	 縁側 
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縁側は，住まいの中の空間だが外部に開けている。外とも内ともいえる中間的な空間であり，わ

が国の住宅における独特の空間である。おやつを食べたり，遊んだり，昼寝をしたりといった多様

な生活行為ができる空間であり，近所の人たちとの気さくなおしゃべりや簡易の接客にも使われる。 

「宝探しゲームの巻」では，さくら家の縁側と佐々木家の縁側が描かれている。さくら家では，

まる子は祖父・友蔵と縁側に並んで腰をかけ，アイスキャンデーをなめながらおしゃべりをし，佐々

木家では，子どもたちは佐々木の爺さんと並んで座り，お手伝いのお礼のせんべいをいただいてい

る（図２，３）。縁側は，子どもを気軽に迎え，家の人とおしゃべりができる空間として機能してい

る。 

 

 
図２	 縁側でアイスを食べるまる子と祖父・友蔵	 

	 

	 

図３	 庭仕事の手伝いの後，縁側でせんべいをいただくまる子たちと佐々木のじいさん	 

	 

3-4.	 みまつ屋	 

みまつ屋は，子どもたちがお小遣いで買い物ができる雑貨屋であり，店主も子どもたちとはなじ

みである。子どもたちが立ち寄った際には，店主と子どもたちの間で何気ない会話が交わされ，店

主は会話をしながら子どもたちの様子をうかがう。 

本作品では，まる子たちは，みまつ屋へジュースを買いに行き，店主は「ジュースを買った後は，
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学校の校庭へ行けって命令だったよ」と，永沢の指示を伝えてくれる（図４）。子どもたちと店主と

のなじみの関係によって「宝探しゲーム」が始まっている。  

 

 

図４	 みまつ屋でジュースを買うまる子たち	 

 

3-5.	 佐々木のじいさん	 

「（佐々木のじいさんは）いつもこの辺にいるんだけどなあ」，「（商店街で）毎日のように見かけ

るのにな」と言いながら，子どもたちは佐々木のじいさんを探している。佐々木のじいさんは，商

店街でいつも見かけるなじみのおじいさんである（図５）。 

佐々木のじいさんを見つけたまる子たちは，じいさんから庭仕事の手伝いも永沢の指示と聞きた

め息をつくが，それでも素直に手伝いを始める。お手伝いの後には，じいさんと縁側に並んで座り，

お礼のせんべいをいただいいた。 

みまつ屋の店主と佐々木のじいさんは，子どもたちと日頃から交流をもち，子どもたちを見守り

支えている大人たちである。宝探しゲームは，こうした大人の参加と支えによってできるゲームで

あることがわかる。 

 

図５	 まる子たちを迎える佐々木のじいさん	  
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4.	 アンケートおよびインタビュー調査結果 

 

4-1.	 	 調査の方法 

	 本調査では，30分間弱の「宝探しゲームの巻」を児童に視聴させた後，アンケート調査を行った。
調査に際しては，当該質問に関するアニメ場面の拡大写真と，画用紙に大きく書いた質問内容と選

択肢を示した。これら内容を読み上げたうえで自分の考えに当てはまる選択肢に挙手をさせる方法

を取った。肯定か否定か二者択一の質問以外では複数回の挙手を認めた。当てはまる選択肢がない

場合や，他に意見がある場合は，その都度自由に意見を述べてもらうようにした。実施は 2011 年
１月である。 
今回は，「ちびまる子ちゃん」をよく視聴している子どもたちの感想や意見を聴取するために，水

戸市内の２学童保育所，こばと学童育成クラブ（以下，こばと）とひまわり学童クラブ（以下，ひ

まわり）に通う小学校１～３年生の児童を調査対象とした。こばとは新荘に所在し，新荘小学区に

ある。ひまわりは東野町に所在し，吉田小学区に立地している。こばとは，三の丸小，緑岡小，石

川小，見川小，千波小，水戸聾学校の児童を対象にしており，児童の居住地は中心市街地から郊外

を含んでいる。他方，ひまわりは，緑岡小，笠原小，吉沢小，吉田小，寿小を対象に送迎を行って

おり，児童の居住地は郊外から農村地域を含んでいる。都心から農村地域までを含む様々な住環境

で生活する児童が対象である。調査対象の児童は，こばと 12 人，ひまわり 16 人，性別では男子
17人，女子11人，合計28人である。 
4-2.	 調査結果 

 「ちびまる子ちゃん」を今までに見たことがあるかどうか尋ねたところ，28 人全員が「見たこと

がある」と回答した。「ほとんど毎週見ている」と答えた児童も多かった。対象の児童全員が知って

おり人気も高い。「宝探しゲームの巻」は面白かったかどうか尋ねたところ，「面白かった」が 19

人，「面白くなかった」９人であった。「面白くなかった」と回答した児童には，まる子たちが永沢

に騙されたともいえるストーリーの終着点に納得がいかなかったという思いとつよくつながってい

る。以下では，先にみてきたキーワードごとに児童の感想や意見をみていく。 

4-2-1.	 神社	 

こばとは中心市街地にほど近いスプロール地域にあり，寺社町にも隣接している。こうした立地

を生かして，指導員は，近くの桂岸寺のほか，足を伸ばして３km 先の吉田神社にも遊びに連れて

いる。神社やお寺で遊んだことがあるか尋ねたところ，遊んだことがある児童が 15人，遊んだこと

がない児童が 13人とおよそ半々に分かれた。こばとの指導員が引率して神社に遊びに連れていって

いることがこの数値に現れているとみられる。 

では，神社に遊びに行ってみたいと思うか質問すると，22 人が「行きたくない」，６人が「行き

たい」であった。圧倒的多数が，神社を行きたくない所と捉え，人気はない。行きたくない理由は，

「面白くなさそう」16人，「公園で遊ぶ方が好き」12人，「人気（ひとけ）がない」３人，「暑そう」

２人の順であった（表１）。この他，「お参りに行ったことはあるけれど，遊びに行ったことはない」

「神社は遊ぶ場所だというイメージがない」という自由意見が出された。神社は児童にとってもは

や身近な空間ではなくなっており，遊びにいく所という発想もない。神社を遊び場と考えることに

対する否定的な意見には，「狭い」，「トイレがない」，「トイレが汚い」，「夜暗くなる」，「雰囲気が怖
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い」，「嫌な予感がしそう」などが出された。否定的な考えをもつ児童には，神社には遊び場として

の設備的な条件が整っていないことを問題にしていた。 

他方，遊びに行きたい理由を「友だちと会える」，「いろいろな遊びができそう」，「涼しそう」の

３つの選択肢で尋ねてみると，「涼しそう」８人，「いろいろな遊びができそう」は２人であった。

「友だちと会える」は０人で，居場所として捉えた児童はだれもいなかった。 

選択肢「人気がない」は，遊びに行きたくない理由の一つに取り上げたもので，３人がこれに該

当すると答えたが，遊びに行きたい理由として挙げる児童が数名いた。「怖そうだから肝試しなどを

して遊びたい」，「人が少ないので邪魔されない。自分だけの場所にできそう」という理由だった。

数は少ないが，人気がない空間は秘密の場所にできる空間としての魅力を認める児童がいた。 

 

表１　神社について

面白くなさそうだから 16

公園で遊ぶ方が好きだから 12

人気（ひとけ）がないから 3

暑そうだから 2

涼しそうだから 8

いろいろな遊びができるから 1

友達と会えるから 0

遊びに行きたく
ない

遊びに行きたく
ない

22

6

 

	 

4-2-2.	 縁側	 

縁側を知っている児童は 13人，知らない児童が 15人で，半数以上の児童は縁側を知らなかった。

自分の家に縁側がある児童はわずか２人で，残る 11人は祖父母などの家にあって知っているという

ことであった。「知らない」と回答した児童の多くはまったく縁側を知らなかったが，振り返ればテ

レビなどで見たことはあるという児童や，今回の質問で初めて認識したという児童もいた。 

 

 
図６	 縁側から子どもたちは佐々木のじいさんに挨拶する 

 

	 自分の家にも縁側があったらいいと思ったか聞いてみたところ，20人の児童が「あったらいい
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と思う」と回答し，縁側に興味をもった児童が多いことがわかる。 

「あったらいいと思う」と答えた児童らに，もし自分の家に縁側があったらどのようなことをし

てみたいと思うか質問した（表２）。「おやつを食べる」と「家族や友達と遊ぶ」に多くの回答が集

まった。「おやつを食べる」を選択した児童らからは，「まる子たちがうらやましい」，「アニメのよ

うにおやつを食べたい」などの意見が出，縁側でのまる子たちの行為に強い関心が集まった。 

 

表２　縁側があったらどんなことをしてみたいか

家族や友達と遊ぶ 16

おやつを食べる 14

昼寝をする 11

出入りをする 0  
 

「友達や家族と遊ぶ」と答えた児童らからは，「ゲームを縁側に持ってきてやりたい」，「暖かそう

だから縁側で遊びたい」，「雑巾がけ競走をしてみたい」など，縁側の特性に合った遊びの想像を膨

らませていた。他方で，「サッカーとか，ボール遊びをしたい」，「ビニールプールを広げて遊びたい」

という意外な発想も生まれた。佐々木家の縁側は，濡れ縁つきで大変幅広く描かれている。ここか

ら生まれた発想と思われる。 

以上のように，縁側は，実物を知らない児童が多かったにもかかわらず，興味をもって受け止め

られた。縁側は，児童に遊びの想像力をおおいに刺激したことも確認できた。このように児童の想

像力を刺激する室内空間は，縁側のほかにはないだろう。 

他方で，縁側を知らないか，知っていると言っても実際に縁側を見たことがない子どもが多数派

になっている今日，空間を正しく伝えるということからすると，アニメが提供する縁側のイメージ

は十分ではない。縁側について正しい理解が得られるように，写真や絵などによる補足的な説明が

必要である。 

4-2-3.	 みまつ屋	 

自分の家の近所に「みまつ屋」のような店があるか尋ねると，「ある」と答えた児童が 16人，「な

い」と答えた児童が 12人であった。この回答をするにあたって，数名の児童から，「セブンイレブ

ンみたいなお店のこと？」などの質問があった。「みまつ屋」のような商店に買い物に行ったことが

ない児童には，「みまつ屋」がそもそもどのような店なのか分かりにくい。調査者は，みまつ屋は，

子どものおやつの他，日常品がそろえられている小さなお店であることを説明したあと，みまつ屋

のような店に行ってみたいかという質問をしたところ，「行ってみたい」と回答した児童が 20人で

多数を占め，「行きたくない」は８人であった（表３）。 

行ってみたいと考えた理由を，「お店の人が優しそう」，「自分のほしいものが売っていそう」，「ど

んなお店なのか見てみたい」の３つの選択肢で聞いてみると，「自分のほしいものが売っていそう」

と考えている児童が 17人で最も多い結果となった。「家の近くの駄菓子屋のおばさんが親切だから

よく行く」，「ほしいカードゲームを売っているからよく行く店がみまつ屋と似ている」など，自身

の知っている店の情報と重ね合わせて意見を述べていた。自分の家の近所に「みまつ屋」のような

店がないと答えた児童のうち３人が「どんなお店なのか見てみたい」と発言しており，みまつ屋に
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対する興味を示した。 

行きたくないと答えた児童８人に対して，その理由を，「スーパーやコンビニの方が好き」，「どん

なものを売っているお店なのか分からない」を選択肢にして質問したところ，「スーパーやコンビニ

の方が好き」と答えた児童は５人であった。その理由を尋ねてみると，「（スーパーやコンビニは)24

時間営業しているから」，「品揃えがいいから」，「品物を安く売っていそう」があげられた。一方で，

「みまつ屋」に対しては，「安物を売っていそう」「汚そう」，「狭そう」などの感想が述べられた。

この質問では，規模や利便性の面で優位にあるスーパーやコンビニと，小規模な個人商店のみまつ

屋を比較する選択肢を設けて上記のような結果を得たが，みまつ屋の適切な評価を確認するために

は必ずしも適切な選択肢ではなかったことが反省された。 

 

表３　みまつ屋について

欲しい物が売っていそうだから 17

お店の人が優しそうだから 4

どんな店なのか見てみたいから 3

スーパーやコンビニの方が好きだから 5

どんな店なのか分からないから 2

行ってみたい

行ってみたくな
い

20

8

 

 

4-2-4.	 佐々木のじいさん	 

まる子たちが佐々木のじいさんの家で植木の手入れを手伝い，おやつをいただいた場面を受けて，

自分でも手伝いをしてみたいと思ったかどうか質問したところ，してみたいと回答した児童が 13

人，したくないと回答した児童が 15人と，ほぼ半分に分かれた（表４）。 

手伝いをしてみたいと答えた児童 13人に，その理由を尋ねた。「喜んでもらえるから」が８人，

「おやつをもらえるから」２人であった。手伝いの意義を，おやつがもらえることよりも近所の人

に喜んでもらえることにおいている児童が多かった。 

手伝いをしてみたくない理由を聞くと，「遊んでいたい」「面倒だから」に意見が集まった。数名

から「家の人に怒られそう」という意見が出た。詳しく聞いてみると，「汚れて帰ったら怒られる」，

「知らない人の家に勝手に行ったら怒られる」といった理由だった。かつては子どもたちを見守っ

てくれていた地域の人だが，現在では保護者にとって不安な「知らない人」となり，子どもが地域

の人と親しく接することに対し，強い規制を働かせるようになっている。 

 

表４　佐々木のじいさんのお手伝いについて

喜んでもらえるから 8

おやつをもらえるから 2

遊んでいたい 11

面倒だから 11

疲れるから 7

してみたい

したくない

13

15
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佐々木のじいさんのようなおじいさんが近所に住んでいたらいいと思うかと尋ねたところ，いた

らいいと思うと答えた児童が８人だったのに対し，そう思わない児童が 20人と多数を占めた（表５）。

現在の地域のつながりの希薄化を反映した結果といえる。 

佐々木のじいさんのようなおじいさんがいたらいいと思うと答えた児童には，その理由を「優し

そう」，「仲良くできそう」，「家に遊びに行きたい」，「話をしてみたい」の４選択肢で質問すると，

「優しそうだから」に意見が集まった。「隣に似たようなおじいさんが住んでいて，優しいから」，

「自分のおじいちゃんみたい」，「一緒にお菓子を食べたりしたい」などの意見がだされた。他方，

いたらいいとは思わないと回答した児童らからは，「近くに住んでいたとしても，あまり近所の人と

関わらないから」などの意見が挙げられた。 

 

表５　佐々木のじいさんのようなおじいさんが近所にいたらいいと思うか

優しそうだから 5

仲良くできそうだから 3

家に遊びに行きたいから 3

話をしてみたいから 2

思わない 20

思う 8

 
 

現在，子どもたちの家族は核家族が中心になり，祖父母とのつながりが薄れている。地域の中で

も世代を超えた交流はなくなっている。先の児童たちの意見はこうした状況をよく表している。こ

れに対し，本作品では子どもたちは祖父母世代とよく会話をしている。たとえば，まる子と祖父・

友蔵の間ではこのような会話が交わされている。 

友蔵「へえ，宝探しゲームか」 

まる子「うん，どんなことをするんだか全くわかんないけど，ちょっと面白そうでしょ？」 

友蔵「面白そうじゃのう」 

まる子「まあ，永沢や藤木たちが考える遊びだからあんまり期待はできないけどね」 

友蔵「宝物はなんじゃろうな」 

まる子「さあね。花輪君が隠す宝物なら何かいいものだろうけど，永沢が隠すとか言ってたから

どうせ大したものじゃないと思うよ。でもやるんだよ」 

友蔵は，孫・まる子の話に相づちを打ちながら，まる子の次の発話を促している。 

佐々木のじいさんとまる子たちの会話は，以下のようなものである。 

小杉「このおせんべいはうまいなあ」 

まる子「ねえ，このおせんべいおいしいでしょう。これ，佐々木のじいさんの新潟の親戚の人が

送ってくれるせんべいなんだよ。ねっ，佐々木のおじいさん？」 

佐々木のじいさん「そうそう。新潟の親戚のうちがおせんべい屋をやっておるんじゃ。それでよ

く送ってくれるんじゃ」 

まる子「うちもよくこれ，もらうんだよ。この前，うちのおじいちゃんがお礼の手紙と追分羊羹

を送ったんだ」 

佐々木のじいさん「おお，そうそう。新潟の親戚の人たちがすごく喜んでおったよ。友蔵さんに
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よくお礼を言っておいておくれ」 

まる子「うん」 

会話から，佐々木のじいさん宅でいただいているせんべいが，まる子宅にすそ分けされているこ

と，友蔵は佐々木のじいさんの新潟の親戚にお礼を送ったことというつながりがあることが示され

る。これを受けて，佐々木のじいさんが友蔵にお礼を伝えてほしいとまる子に言付けている。せん

べいをとおした人のつながりの中で，まる子は，佐々木のじいさんから友蔵への言付けを伝える役

割を担う。地域の人びとのつながりの中に子どもも加わりなんらかの役割を担っている様子が描か

れている。 

4-2-5.	 宝探しゲームの評価	 

まる子たちの過ごした１日はどのようなものであったと感じたかを，「いろいろなところで遊べた

楽しい１日」，「人の役にたてた良い１日」，「騙されてかわいそうな１日」の３選択肢で尋ねた（表

６）。「騙されてかわいそうな１日」18人，「いろいろなところで遊べた楽しい１日」６人，「人の役

に立てた１日」６人であった。結果的にはだまされたという事実にこだわる捉え方が多かったが，

「いろいろなところで遊べた楽しい１日」「人の役に立てた１日」を足すと 14人おり，物語全体を

通してゲームを評価できた児童が半数いた。学年別の集計はしていないが，上級の学年になるほど

後者の捉え方をする児童が多かったものと推測される。 

 

表６　宝探しゲームの評価

だまされてかわいそうな１日 18

いろいろなところで遊べた楽しい１日 6

人の役に立てたよい１日 6  
 

宝探しゲームをやってみたいと思うかを聞いてみたところ，「やりたくない」と回答した児童が

18人と多数を占め，「やってみたい」と回答した児童は 10人にとどまった（表７）。やりたくない

理由は，「他の遊びの方が楽しいから」10 人，「手伝いをしたくないから」９人，「いろいろな場所

に行くのが面倒だから」が６人であった。 

宝探しゲームをやってみたい理由は，「自然と人の役に立てて楽しそう」が６人でもっとも多く，

ついで「ご褒美がもらえるから」「いろいろな人と関われて楽しそうだから」がそれぞれ４人であっ

た。これらの選択肢に触発されて，「行く場所を変えたい」，「行く場所を増やしたい」といった意見

が次々にあげられ，自分たちの「宝探しゲーム」をつくろうとする意欲がみられた。 

 
表７　宝探しゲームをやってみたいと思うか

自然と人の役に立てて面白そうだから 6

ご褒美がもらえるから 4

いろいろな人と関われて楽しそうだから 4

まちのいろいろな場所に行けて楽しそうだから 2

他の遊びの方が楽しいから 10

手伝いをしたくないから 9

いろいろな場所に行くのが面倒だから 6

やってみたい

やりたくない

10

18
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5.	 まとめ	 

 

「ちびまる子ちゃん」の「宝物探しゲームの巻」を取り上げ，子どもたちが地域空間を使って宝

物探しゲームをし，地域の大人たちとかかわる状況をみてきた。本作品では，縁側が子どもと地域

の大人との交流の場に使われ，神社が子どもたちの居場所になり，商店街が，子どもたちがよく行

く所として描かれている。子どもたちは，知り合いのおじいさんの家や友達の家を訪問し，家の人

たちも子どもたちをよく知っていて家に招き入れてくれる。ゲームとはいえお手伝いもする。子ど

もたちと地域の人との密接なつながりがゲームをとおして示される。 

30年以上前という時代設定の「ちびまる子ちゃん」の生活世界は，現在とは質的に大きく異なっ

ている。現在の子どもたちには，近所や地域でのつながりを含め学校以外の実社会で人びととふれ

あったり，実社会を学ぶ機会が大幅に減っている。このような閉塞的な関係の中で生活する児童ら

から，地域空間を自在に使って遊び，地域の大人と交流しながら遊ぶ楽しさへの共感を引き出すこ

とは当然とはいえむずかしい。本作品を視聴した児童たちは，話は面白いと思ったが，神社は遊び

に行きたい所とは思わず，佐々木のじいさんのような人が近所にいてほしいも思わなかった。宝探

しゲームをやってみたいと思う児童も 1/3 程度と少なく，他に楽しい遊びがあるという理由からこ

のゲームへの関心は高まらなかった。 

	 他方で，住宅の縁側にほとんどの児童が興味をもち，縁側で遊んでみたいという意見や，まる子

たちのように縁側でおやつを食べたいというあこがれも示した。また，少なからぬ児童が，宝探し

ゲームは，いろいろなところで遊べた１日，あるいは人の役に立てた１日という評価をすることが

できた。宝探しゲームをしてみたいと考えた児童からは，行く場所を変えたい，行く場所を増やし

たいなど，自分たちの宝探しゲームをつくろうとする意欲もみられた。 

	 宝探しゲームへの児童の関心の低さは，他にもっと面白い遊びがあるという理由によるところが

大きいが，知らない人の家に行ってはいけない，汚れるようなことをしてはいけないなどの規制や

制約が子どもの行動選択に影響をもたらしている側面もある。縁側に強い関心が集まったのは，地

域空間ほどの規制や制約が働かないからだともいえる。 

	 以上のような児童の意見や反応を踏まえながら，アニメ視聴から引き出された宝探しゲームへの

関心を自分たちが住む地域へ関心へとつなげる学習を考えてみたい。アニメ視聴につづき，まる子

の時代と同じころに子ども時代を過ごしたであろう児童の親から話を聞くことで，子どもの遊びや

遊び空間が変化していることに気づくことができる。これを踏まえて，宝探しゲームを自分たちで

計画をたててみるという課題を与え，どこに出かけ，地域のだれにゲームに参加協力してもらうか

を検討する。ゲームの計画と実施をとおして，地域の現状を知り地域の人々とのつながりに気づく

ことができる。 

	 地域環境や地域とのつながりを考える課題については，児童・生徒の住む環境はそれぞれに異な

るだけに，共通した認識のもとで学習することはむずかしい点もあろう。宝探しゲームはこの点，

学校や神社など地域のシンボル的な施設を起点として地域を目的的に巡り，目的的に環境や人とか

かわろうとするゲームであり，地域の探索と発見の学習ともなりうる。 

	 今回はアニメ作品の検討にとどまった。今後は，児童・生徒の関心，地域の状況に合わせた授業

実践の課題を検討したい。 
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