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Ｎｅｗｓいま僕たちは
東海・北陸の少年院・少年鑑別所からのメッセージ

ＩＮＤＥＸ
０１

「HAND IN HAND」
ー地域とともにー

０２ 地域との連携

～地域の方々に支えられて～

０４

ふるさと納税返礼品への挑戦
豊ケ岡学園

０６

現場で活躍する職員
岐阜少年鑑別所 首席専門官 長谷川 准

０７

再犯防止における少年鑑別所の役割
金沢少年鑑別所

少年院・少年鑑別所での
０８ 取組紹介

富山少年鑑別所
金沢少年鑑別所
湖南学院
岐阜少年鑑別所
福井少年鑑別所
瀬戸少年院

津少年鑑別所
愛知少年院
交野女子学院
名古屋少年鑑別所

表紙：湖南学院 正門前「桜」

宮川医療少年院

豊ケ岡学園

森の詩

矯正が育んできた伝統

「
ＨＡＮＤ ＩＮ ＨＡＮＤ」
―地域とともに―

毎年、開催している「金沢矯正展」において、湖南学院の職業指導実
習で少年が製作した「加賀友禅染のハンカチ」「木彫マグネット」「農
場で作っている農作物」等を出品して販売しています。地域の皆様の御
理解もあり、売れ行きは好調です。

表紙の写真は、湖南学院の正門前の桜です。毎
年、春には、美しい花を咲かせ、道行く地域の方々
の目を楽しませています。地域に理解され親しま
れる施設を目指してまいります。

湖南学院は、金沢市にある少年院で
す。少年院では、少年ひとりひとりの
特性に応じた教育を行っています。こ
の教育活動は、地域の方々の協力を受
け、施設ごとに特色のあるものとなる
ように工夫しています。
法務省では、関係府省と各地方自治
体と共に、再犯防止施策を推進してい
ます。青少年育成の一翼を担う施設と
して、国民からの信頼にしっかりと応
え続けられるように、その機能強化を
図るためには、より一層、地域社会、
関係機関、民間協力者等の皆様方との
連携を強化する必要があります。
子ども・若者の健全育成、その再
犯・再非行防止に力強く貢献できるよ
うに、「社会に開かれ、信頼の輪に支
えられる少年院」に向けて、まい進し
ていきますので、皆様方の一層の御支
援、御協力をよろしくお願いいたしま
す。

「加賀友禅染ハンカチ」

「木彫マグネット」

「農作物・さつまいも」

左手をかざした少女の
手の平から蝶が飛び立っ
ていく姿を通じて，未来
にはばたく少年たちの夢
を表現しています。

ＨＡＮＤ
ＩＮ
ＨＡＮＤ
園長

板 坂 武 則

様

～地域とともに～

地域との連携 ～地域の方々に支えられて～

様

山 口 友 美

―愛育学園はどのような施設なので
しょうか？―
知的障害のある方々が安心して生活で
きるようサポートしている施設です。２
４時間３６５日、利用者の方々のニーズ
に最大限応えながら、食事や入浴、作業
などの支援を行っています。現在、７８
名の方が入所しており、２名の方が通所
しています。石川県内出身の方がほとん
どですが、中には新潟県や京都府出身の
方もいます。平均年齢は年々上がってお
りまして、現在は、約４０歳です。身体
的な衰えなど、体調面の管理等配慮を必
要とする方が増えつつあります。（園
長）

―さまざまな御苦労があるのではな
いでしょうか？―
入所している方の中には、思っている
ことや困っていることを言葉でうまく表
現できず、著しい自傷や他傷、多動、パ
ニックなどといった行動で表現される方
がいます。これらの行動はその人がこれ
までの生活環境の中で形成されたもの
で、支援者が適切に対応できていなかっ
たことが原因とも言われています。

ある日、入所されている方から
「『ＰＲＮＤ２１』ってわかります
か。」と質問されたことがありまし
た。私は何のことか分かりませんで
した。そのことを後で職員に話すと

―仕事にどのようなやりがいを感じ
るのでしょうか？―

当園では、同じグループの施設で
ある石川医療センターから臨床心理
士を招いてケース検討会行ったり、
データ分析したりしながら日々の支
援を行っています。今、重点的に取
り組んでいるのは、いわゆる発達障
害を抱えている方への支援について
です。プログラムを準備し支援を
行っています。視覚に訴えないと分
からなかったり、普段あるものがな
くなったりするとパニックや不安を
引き起こすことがあるため、そうし
た傾向を持つ人たちを理解するため
の勉強会を開いたりしています。
湖南学院の職員の方々を招いて、
勉強会を開いて、お互いに情報共有
することも良いのかもしれません。
（支援課長補佐）

全国のどの少年院も、地域の数多くの外部協力者の方々の援助、協力を受けながらそれぞれ特色ある教育
活動を展開しています。そのため、少年院の教育活動には、地域の方々の協力が欠かせません。湖南学院も地
域の多くの方々の支援に支えられながら今日まで歩んできました。
今回は、少年に対して職業講話を実施していただいたり、少年の社会貢献活動を受け入れていただいていた
りする障害者支援施設「愛育学園」
の園長の板坂武則様と支援課長補佐の山口友美様にお話をうかがいまし
た。

支援課長補佐

『
本当は私たちのような施設は
ない方がいい。でも必要とされている。』

－特 集－

特集 ＨＡＮＤ ＩＮ ＨＡＮＤ ～地域とともに～

オートマチック車のギアの並びだとわかり
ました。私たちが日常、気にも留めていな
いようなことをよく見ているんだなと感じ
ました。能力がどこにあるのか、隠されて
いるのかはわかりません。それを「どう引
き出していくか」が我々の毎日の仕事だと
思っています。自立の道を目指し、いかに
引き出していくのか、ということです。仕
事のやりがいは、共に育つ、いわば「発達
的共感」、共に生きながら成長していくこ
と。この人と一緒にいたい、この人といる
だけで楽しいと思ってくれればそれだけで
いいと思っています。（支援課長補佐）

―実際に講話や社会貢献活動で少年と触
れ合った感想はどうでしたか？―

目を向けてくれました。文字を変えただけ
で変化を見せる子たちなので、工夫次第で
良い方向に変われると思いました。また、
湖南学院の生徒さんたちが当園で作業して
いたとき、ある子が湖南学院の先生に「恥
ずかしいんですけど、腕まくりしてもいい
ですか。」と質問していました。その子は
腕に入れ墨がありました。そのとき、湖南
学院の先生は、「自分でしたことだから仕
方ないな。そのことと向き合いなさい。」
と指導されていましたが、気付きを促し考
えさせる重みのある言葉だなと思いまし
た。良い指導をされているなと感じました
し、先生方に指導されている子たちは、幸
せだなと思いました。（支援課長補佐）
湖南学院の子どもたちにも入所している
方々の生の姿を目にすることは、とても良
い経験になると思います。障害を抱えてい
る人がいるということ、気負うことはな
く、何か困っていることはないか、気にか
けてくれるだけでもいいんです。そこから
手を差し伸べることにつながっていくと思
います。（園長）

―地域との連携で必要なことは何でしょ
うか？―
本当は、私たちのような施設はない方が
いいと思うんです。入所者の皆さんも在院
している方も社会で生活している方が望ま
しいことは言うまでもありません。でも現
に今は必要とされています。地域の皆様に
は、私たちの施設は何をしているところな
のかを知ってもらう必要があります。暗い
イメージはありますが、それを払拭できる
ように職員は頑張っています。地域の方々
に理解してもらい、何ができるかをみんな
で考えてもらうこと、それが大切だと思い
ます。（支援課長補佐）

―湖南学院と愛育学園は、今後どのよう
な連携強化が考えられるでしょうか―

災害が発生した際、入所している方の避
難場所として利用できるような連携もある
でしょうし、当園で行っている支援の方
法、例えば自閉症スペクトラム障害のプロ
グラムについて、何か参考となることがあ
れば、互いに顔を合わせて勉強会を開くな
ど、相互関係が今後できればいいと思いま
す。（支援課長補佐）

―最後に少年へのメッセージをお願いしま
す―

少年院に入ろうと思っていた人はいない
と思いますが、入ったことは間違いではな
いと思います。しっかり振り返る気持ちが
あれば立ち直れる可能性は十分にありま
す。施設に入って生活している重みを感じ
て頑張っていただきたいと願っています。
応援しています。（支援課長補佐）
多感な時期でもありますし、人生の中で
一番吸収できるときです。少年院に入った
ことは決して無駄ではありません。学んだ
ことを基にステップアップしてより良い人
生を歩んでほしいと思います。（園長）

愛育学園の清掃を行う少年
（社会貢献活動の様子）

講話では、こちらが話してもつまらなそ
うな顔をしている子が多かったので工夫し
たことを覚えています。ホワイトボードに
板書するとき、「気づく」という言葉を
「築く」に文字を変えて説明したところ、

保護司であった前任の園長が、少年院の教育活
動に理解を示され、そのことが愛育学園と湖南学
院の協力関係の礎となった。

～少年の感想から～

今、僕は障害がなく元気に生活できていることは実は当たり前ではないことに気付くことができました。障害のある方をどのよう
な目で見るかという話を聞き、今後、社会で障害者が困っている場面に出会ったときには、一歩寄り添うということが大事なこと
だと実感しました。人の役に立てるような行動をしていきます。

ふるさと納税返礼品への挑戦
豊ケ岡学園

一つ一つが手作りであるため、全てが一点もの。少
年による手書きのメッセージも添えられている。限定
５セット。

「
四季彩々（
しきさいさい）
Ａセット」

― つたない製品だが 子どもたちの努力を伝えたい ―

園では、これまで職業指導製品といえ
ば、矯正展における販売が中心でし
た。製品に少々の粗さがあっても、「少年院
の子たちを応援したいから」「安いから」で
許されてきた感じがあります。しかし、「社
会とのつながりを一層強く意識すること」、
「お客様に買ってもらえる物を作ること」と
いういわば「仕事そのもの」を指導したいと
いう強い思いから、再犯防止の推進に関する
取組の中で、豊明市から返礼品へのエント
リーの御提案をいただいた時には「これ
だ！」という感じでした。

の一方で、ふるさと納税返礼品にエン
トリーするとなると、全国という大き
な舞台に立つことになり、それは無数の返礼
品の中から選んでもらえる物を作ることです
から「そもそも勝負できるのか。」という、
職員も少年もこれまでに感じたことのないプ
レッシャーがありました。

豊ケ岡学園

短期間の集中した矯正教育を行う
愛知県豊明市にある少年院

－ 短期教育課程 ―
・短期義務教育課程
・短期社会適応課程
－ 標準教育期間 －
約５月（２０週）

成三十年十月二十六日（金）、豊明市ふるさと納税返礼品に関する
記者会見が豊ケ岡学園で実施されました。当日は、豊明市長、当園
園長が今回の取組について紹介し、返礼品のお披露目を行いました。新聞
に大きく取り上げられ、その後もテレビの取材があったり、施設見学の来
訪者や地元の方々から声を掛けられたりと、予想を超える大きな反響があ
りました。
豊明市のふるさと納税に対する返礼品として、当園の職業指導製品であ
る、伝統工芸科の絞り染め４種と陶芸科の陶器４個のセットとしました。
今回、豊明の四季をイメージして、「四季彩々（しきさいさい）」と名付
け、Ａ・Ｂ各５セットをエントリーしました。（写真参照）

平

当

そ

きな「心配」を抱えたスタートで
したが、職員も少年たちも納得が
いくまで試作を繰り返し、「入魂」の製
品を作り上げることができました。

記者会見や取材も行われました。

「
園長（
左）
と豊明市長（
右）
」

大

して、十一月一日から返礼品サイトに
掲載され、購入第一号を期待と不安が
入り混じりながら待っていたところ、開始四
日後にＡセットは完売、Ｂセットも約一か月
で完売となりました。今でも市役所には、
「追加生産はないのか。」、「来年度の返礼
品に入る予定はあるのか。」といった問い合
わせがしばしばあるとのことで、豊明市の担
当者からは、「市役所全体がざわついていま
す。次回もぜひエントリーしてください。新
製品も期待していますよ。」と早くも次回の
エントリーを打診され、双方にとって嬉しい
取り組みとなりました。

れまでに見せたことのない「ドヤ
顔」。それが全国の方々に製品を選ん
でもらえたという報告をしたときの少年たち
の反応でした。これには心の中で、「やっ
た！」と思いました。

そ

年院における職業指導の実習におい
て、職業観を養うツールとして、ふる
さと納税返礼品へのエントリーは、未開の挑
戦ではありました。しかし、指導に来て下さ
る外部講師からも甚大な御支援ををいただ
き、まさに「豊ケ岡学園」が一丸となって取
り組んだ意味は大きいと思います。今後もこ
の小さな少年院が、全国を舞台にチャレンジ
し続けていく姿を見守っていただければと思
います。

こ

「
四季彩々（
しきさいさい）
Ｂセット」

こちらはＡセットとは異なり、湯呑ではなく、
抹茶茶わんのセットとなっている。限定５セッ
ト。

― 子どもたちの更生を願う多くの方々が
学園を支えている支援の輪を広げる機会に ―

少

現場で活躍する職員

少年院や少年鑑別所で働く職員は、何を求め・何を想い・日々少年と接しているのでしょうか。
第２回目は、岐阜少年鑑別所首席専門官 長谷川 准 氏を紹介します。

鑑別面接では、私と少年の間の何もない
面接室の空間に、目の前の机の上に、間も
なく想像を刺激するような言葉が少年の口
から語られるはずといった期待を強く感じ
ることがある。そうした視点に立って鑑別
を捉え直すと、鑑別にはサスペンスドラマ
の謎解きのような面があるように思われ
る。もちろん、鑑別は、少年の再非行の防
止、更生に資するためのものであり、非行
につながる少年の資質や環境上の問題を明
らかにするという鑑別を担う心理技官とし
ての役割を意識しつつも、謎解きへの興
味、関心、探究心も面接へと私を衝き動か
す。
しかし、面接関係が深まると、そうした
興味や関心はどこかに霧消してしまい、面
接というよりは、内面から絞り出されるよ
うな少年の語りを私が傾聴し、それが更に

鑑別は少年の心を移す鏡？

言葉を引き出すといった共同作業となる
ことがある。その中で、非行の新たな意
味が見いだされたり、少年の真摯な思い
や幼いが純な願望等に接したりして胸を
打たれることもある。時には、面接を進
めるにつれ、それまで見せたことがない
あどけない素顔や、紅潮したような表情
を浮かべるようになり、「これが本当の
この子の素顔なのか。」と驚かされ、そ
うした際、その少年のこれまでの体験の
重さを深く深く感じさせられる。私たち
少年鑑別所の心理技官は、縁もゆかりも
なかった少年の担任となる偶然の機会を
得て、それまで少年自身も知り得なかっ
た内面の葛藤、それにまつわる生育上の
様々な問題を共に探るという作業をする
中で、上記のように時に深く心を揺り動
かされ、少年がたどってきた過酷な人生
の深淵を垣間見る。わずか２、３回の面
接で関係の深化は生じているが、こうし
た関係を構築する基盤を形作るものは、
鑑別に携わる者の世界に長く蓄積されて
きた鑑別スキルである。
少年たちは、若くして警察に逮捕され
て手錠を掛けられ、施設に収容されると
いう特異な体験をしているが、時に強が
り、時に涙を浮かべながら、テレビを見
ている時には、自身がどこにいるのか忘
れているようなあっけらかんとした笑顔
を浮かべていることがある。こうした少
年たちの姿に我々は慣れてしまい、案外
どこにでもいる若者として安直に少年を
捉えがちな愚を犯し、問題を過少評価し
がちであるように感じられる。
本当は、これまでの生活の中で背負っ
てきたものの重さに耐えかね、道端に投
げ捨ててきたものへの悲哀に押しつぶさ
れそうになっていることに更に深く共感

少年のたどってきた人生を垣間見る

的な理解を寄せ、
その気持ちを汲み
取っていくことが
必要ではないかと
自身を戒めること
がある。作家の曽
野綾子が、ある紙
面で、人間が立場
を越えて他人と共
感的な関係が持て
るということにつ
いて述べており、それは幸福ではなく、不
幸の形を理解する場合らしいと書いてい
て、深く頷いた記憶がある。
これまで約３０年間、数えきれない数の
少年たちとそうした作業をくり返す中、私
自身は、少年たちの内面を映し出す鏡のよ
うな役割を担っていると感じることが増
え、その輪郭が徐々にはっきりとした形を
取るようになってきている。その私という
鏡に映し出される少年たちのもがき、苦し
み、寂しさ、つらさ、ずるさ、誰にも顧み
られることのない投げやりな気持ち等を、
私自身が自分のことのように感じ、少年の
言葉の一つひとつに心を揺り動かされる。
そして、そうした私と少年との関係を意図
的に距離を置いて捉え直し、自分にこのよ
うな心理的な反応を起こさせる者として少
年を見立て、その特徴を有する少年の資質
の問題を客観的に査定するという目線を持
ち、心理検査の結果も論考の材料としつつ
鑑別の結果を導き出すこととなる。このよ
うな鑑別や鑑別面接の深さに対するこれま
での思いを、この紙面を借りて皆様にお伝
えできることを嬉しく思うとともに、共に
根深い問題を抱える少年たちと関わる専門
職の方たちへの心からのエールとさせてい
ただく。

気持ちを汲み取っていくことが必要

再犯防止推進における
少年鑑別所の役割 金沢少年鑑別所
再犯防止に係る
機関連携推進会議

「
金沢少年鑑別所の発表」

本で発生する犯罪の約６割は、約３割の再犯者によってなされ
ているというデータがあります。一度犯罪に及んだ人が再び犯
罪に手を染めることがなくなれば、今以上に安心・安全な生活を送
ることができるようになることから、再犯防止推進施策はとても重
要です。
犯罪や非行に及ぶ人たちの多くは、「住むところがない」、「仕
事がない」、「高齢である」、「障害がある」、「相談相手がいな
い」等の問題に直面していますが、独りでこれらの問題を解消する
ことは難しく、再犯に至っているというのが実情です。これまで、
国、地方公共団体、民間団体は各々の視点から各種支援を行ってき
ましたが、十分な効果に結び付かない状況にありました。こうした
実情を踏まえ、平成２８年、機関間が連携を強化し、切れ目のない
支援等を行うことが法律で定められました。それが、再犯の防止等
の推進に関する法律（平成２８年法律第１０４号）です。

沢少年鑑別所（金沢法務少年支援センター）においては、地域
の非行及び犯罪の防止に関する取り組みを通じて地方公共団体
等と連携してきた強みをいかし、それぞれ再犯防止施策を進める各
機関に呼びかけ、平成３１年１月２８日、機関連携強化を目的とし
た「再犯防止に係る機関連携推進会議」を、金沢地方検察庁、金沢
刑務所、湖南学院及び金沢保護観察所とともに開催しました。
同会議では、金沢大学の丸本由美子准教授に現在の石川県を藩領と
した旧加賀藩の立ち直り支援策をテーマとした講演を行っていただ
き、今後の支援についての基調を示していただくとともに、県・
市・町に加えて、石川県警、石川県弁護士会など多数の関係者の御
出席の下、情報を交換することで、連携強化の方向性を確認するこ
とができました。今回の会議で築いた「顔の見える関係」を土台に
して、少年鑑別所（法務少年支援センター）は、地域の関係機関を
つなぐ「ＨＵＢ」として、今後も再犯防止に向けて取り組んでまい
ります。

日

金

少年院や少年鑑別所で取り組んでいることを紹介します。

名古屋少年鑑別所

図書にカバー
フィルムを
貼ってもらって
います！

当所は、平成２７年から保護観察対象者の雇
用を開始し、これまでに５名の人を非常勤職員と
して雇用しています。非行を犯した人の再非行の
防止には、働く場所を確保することが大切である
との考え方から少年鑑別所で雇用するという制度
が始まりました。
少年鑑別所で働く期間は原則半年ですが、都合
によって半年よりも短かった人もいますし、今年
のように３か月間延長し、９か月間働く人もいま
す。勤務時間は、『１週間２０時間以下、１日６
時間以内、１週間で５日以内』という範囲の中
で、保護観察所や働く本人と相談しながら決めて
います。
仕事の内容は、除草及びせん定した枝・葉の
片付け、花壇の水まき、外来相談棟及び面会者用
トイレなどの清掃、庁舎の窓拭き、在所者に貸与
する運動靴やスリッパの洗浄、在所者用備付図書
や職員用参考図書の保護用フィルムの貼り付けな
ど、体力を使う作業から細かい作業まで様々で
す。
この制度は、働く習慣や職場に適応する力な
どが十分身に付いていなかったり、人間関係が苦
手だったりして社会参加がうまくできず、非行に
及んでしまった人達に、健全な社会参加を果たす
ことができる力を身に付けてもらうことを目的に
しています。職員もその目的が達成できるように
対象者の人に声かけや助言･指導などをしていま
す。

せん定後の名古屋少年鑑別所内

名古屋矯正管区

－富山少年鑑別所の分所化について－
本年４月１日から、富山少年鑑別所は名古屋少
年鑑別所の分所となり、名古屋少年鑑別所富山少
年鑑別支所という名称になります。
「分所になるってどういうこと？」
少年鑑別所の業務の三本柱である、①鑑別（関
係機関の依頼に基づき、少年の問題点等を調査す
る）、②観護（入所少年と日々関わり、指導・助
言を行う）、③地域援助（地域の方々の依頼に応
じ、相談、講演等を行う）の機能は、今までどお
り維持し、庶務課の機能を他施設に移転します。
「庶務課の機能はどうなるの？」
本所になる名古屋少年鑑別所が担う部分はあり
ますが、何分距離が離れているため、購入した物
品の代金の支払いや備品の管理など、主にお金、
物に関わる日々のあれやこれやについては、隣接
する富山刑務所が担うことになります。
「分所になるのは富山だけ？」
名古屋矯正管区では富山少年鑑別所が初めての
ケースになりますが、全国の少年鑑別所を見る
と、３庁（函館、盛岡、小倉）で実施済です。そ
して、来年度は、富山のほか、釧路、山形の少年
鑑別所について，分所化が計画されています。
少年院でも同様の取り組みが行われています。
「分所化の目的は？」
少年鑑別所の機能を維持しつつ、矯正施設全体
としての効率化を図ることを目的とした取り組み
となります。書類の宛名を変更していただく必要
がある等、御負担をおかけいたしますが、御理解
の程、よろしく御願いいたします。

雪に覆われた富山少年鑑別所

少年院や少年鑑別所で取り組んでいることを紹介します。

瀬戸少年院

岐阜少年鑑別所

企業見学会の
様子
―就労支援―
就労支援とは、少年に就労に関する教育をし、
就労に対する意欲を喚起させること、そして、在
院中に雇用主との橋渡しをし、少年が社会に戻っ
たときに円滑に就労できるように支援することで
す。
―「企業見学会」―
平成３１年２月２０日（水）、瀬戸少年院に協
力雇用主、労働局、ハローワーク、保護観察所等
の関係機関を招き、少年院と少年について知って
いただくことを目的として、名古屋矯正管区内の
少年院では初の試みとなる企業見学会を開催しま
した。
―参加者の反応―
質疑応答では、「当社を見学してもらい、少年
に就労についての興味関心を広げてもらいた
い。」「協力できることがあれば何でも協力した
い。」と参加者の方々から温かいお言葉をいただ
いたり、職業人としてのマナー教育についての少
年院への要望等もいただいたりするなど、有益な
意見交換の場ともなりました。
―今後の展望―
関係機関の方々に少年院と少年に対する理解を
深めていただき、少年が社会に戻った際に寄り
添っていただける存在になっていただけるよう，
今後もこのような機会を設けていきたいと思いま
す。また、本見学会が少年の雇用・支援の拡大と
円滑な社会復帰のきっかけとなれば幸いです。

法教育授業で
行った寸劇の
様子

本年度、当所では地域援助に幅広く取り組んで
います。従来からの法務技官による心理相談、心
理検査、カウンセリング等に加え、法務教官によ
る地域援助業務の積極的な関与に取り組み、法務
技官と法務教官がチームを組んで行う各種支援を
拡充しています。
今回は、数ある地域援助の中から「法教育」に
ついて紹介します。当所での法教育については、
旧態依然とした過去の指導案を根本から見直し、
プロジェクトチームを編成の上、新たにプログラ
ムを作成し直しました。具体的には、少年鑑別所
に入所した架空の少年が見た風景とその少年の感
想を示し（リアルさを追求するため一人称の形を
とっています。）、児童、生徒に少年事件におけ
る少年法及び少年鑑別所法上の手続を追体験して
もらう中で、人として大切なことを児童、生徒自
ら気づいてもらう趣旨で作成しました。
写真やイラスト（のみ）を用いたインパクト
のあるパワーポイントを背景に、寸劇から始まる
授業は、指導者の「生きた声」が教室全体の臨場
感、一体感を生み出し、要所要所での職員からの
声かけも行う参加型の授業となっています。実施
した学校からは、「まさにアクティブラーニング
型の授業」と高評価を得ています。

瀬戸少年院
内農場の見
学の様子
生徒への声掛け場面
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