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はじめに
90年代以降、若者の早期離職や職業意識の希薄化

などの就業問題が顕在化し、日本の大学にインター
ンシップが導入された。学生が就業体験を通して職
業理解をはかり、企業と学生のミスマッチを防ぐ取
り組みが始まった。2000年代には、キャリア形成の
観点から、小学校から大学まで全学校教育段階にお
いてのキャリア教育が実施されるようになった。同
時に人間力（内閣府）、社会人基礎力（経済産業省）、
基礎的・汎用的能力（文部科学省）など、企業が求
める新たな職業人能力の養成が始まった。
こうした動向をどうみるかについては後述する。

ここで注目しておきたいことは、一つには、若者の
就業問題は単に卒業時の学校教育と企業との接続の
問題というだけでなく、子どもの頃からの体験を通
じて職業観や勤労観は培われるというキャリア形成
の考え方が広がってきたことである。二つには、若
者の就業問題の解決にあたって求められる体験は就

業体験にとどまらないということである。例えば、
経済産業省が提唱する社会人基礎力は、職業人の前
提となる社会人としての基礎的能力を育む体験の必
要を説き、それは子どもの頃から生活全般での体験
の積み重ねが深く関わっていると考えられている。
これまで日本生活体験学習学会において論じられ
てきた主要な問題の一つに、子どもの生活体験の過
不足による発達への影響がある。一見すると、キャ
リア形成の観点からみた若者の就業問題は、子ども
の生活体験や、そしてその後の就業体験と深く関
わっていると考えられており、これまでの学会の議
論と親和性があるように思われる。
だが、親和性がありそうだからといって、安易に

「キャリア形成＝生活体験」と観点から若者が抱え
る就業問題や就業体験について論じていくことはで
きない。そもそも日本におけるキャリア形成は、若
者をいかに現代に生きる職業人として養成するかと
いう問題意識から出発し、その問題意識に沿って生
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今、なぜ若者の社会人基礎力を高める体験活動なのか
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Importance of Experience-Based Activity to Bring up
“Fundamental Competencies for Working Youth”

Nagao Hideyoshi＊

要旨　90年代以降、雇用流動化による新たな日本的経営システムへ移行が進められている。同時に、人間力や社
会人基礎力などの職業人養成を目的としたキャリア教育が実施され、職業体験に留まらず日常生活における様々
な経験をキャリア形成につなげることが求められている。
　本稿は、キャリア教育なかでも社会人基礎力の政策的な展開を整理し、それが過酷な若者の労働のリアリティ
に触れていないことや、社会人養成よりも職業人養成に過度に傾斜していることへの批判的考察を行う。そし
て、社会人養成にむけて労働のリアリティに立脚した職業教育、シティズンシップ教育の必要性を提起する。
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活上の諸体験を整序していこうという指向性をも
つ。これに対して、学会で語られてきた生活体験は、
職業人養成にしぼられたものではなく、子ども・大
人の発達環境であるそれぞれの家庭や地域で人間ら
しい生活を希求・創造しようという指向性を持つ。
また、そこで培われる力について、キャリア形成

はコミュニケーションスキルや計画性など現代日本
社会で働くための汎用性が高い能力の獲得を目指
す。これに対し、生活体験は手作りの生活を営むこ
とによる多様な本人の気づきや変化を待ち、その気
づきや変化は家庭や地域の固有性と不可分であり、
汎用性のある特定の能力獲得を目指すものではな
い。
キャリア形成と生活体験、両者は仮に同じような

体験活動を行っていても、その目指すところが異な
ることには留意が必要である。ただし、他方で、全
く別物として区別することは難しい。というのも、
生活体験によって獲得された気づきや変化は、結果
的にキャリア形成とは必ずしも矛盾しないようにも
思われるからである。例えば、自分が苦労して世話
をし愛着のある生物から食の恵みを得ることに触発
された固有の生活体験は、仕事のやりがいや食に関
わる仕事への関心につながるかもしれない。さらに
は食品偽装の問題をとらえる力や、生産と消費のあ
り方を考える力の一助になるかもしれない。生活体
験で得られることは、社会人としても必要な上で基
礎的な体験であると考えられる。
何らかの体験の過不足から若者が就業時に問題を

抱えている指摘されている昨今、キャリア形成とは
異なる生活体験からみたアプローチによって、問題
の解決を目指す道も考えられるのではないだろう
か。これまで生活体験を必要としていると考えられ
てきたのは、子どもとそこに関わる保護者や地域住
民であった。子どもは中学生になる頃から生活が進
学・部活にシフトしてことがある意味自明視され、
生活体験が必要とされる対象から外れてきた。青年
期の若者の生活体験は考えられてこなかったといっ
てよい。
では、若者が就業する時に顕在化する問題とそれ

を解決するための就業体験をどのように考えていけ
よいのか。本論では、このことを考えていくに当た
り論点を提示することを目的とする。

そこで、まず、今日の若者の就業問題がどのよう
に論じられ、どのような就業体験が行われてきてい
るのかについてみていく。次に、この動向をどう見
ていけばよいのか検討をしていくなかで、今後の検
討課題を提示していく。なお、本論で扱う若者とは、
主として学校教育を終了して就労が可能な年齢の若
者、具体的には中学卒業者（16歳）から大学生（22
歳）までの年齢段階にある若者である。ただし、特
に、高等教育進学者が約７割であることをふまえ、
高等教育段階にある若者を想定している。

１．キャリア教育の展開
（1）経済問題の処方箋としてのキャリア教育
日本におけるキャリア教育の展開はまだ十数年と
新しい。キャリア教育の用語が政策的に用いられた
のは、1999年の中央教育審議会答申「初等中等教育
と高等教育との接続の改善について」である。この
中の「学校教育と職業生活との接続」において、「学
校と社会及び学校間の円滑な接続を図るためのキャ
リア教育（望ましい職業観・勤労観及び職業に関す
る知識や技能を身に付けさせるとともに、自己の個
性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を
育てる教育）を小学校段階から発達段階に応じて実
施する必要がある。キャリア教育の実施に当たって
は家庭・地域と連携し、体験的な学習を重視すると
ともに、各学校ごとに目標を設定し、教育課程に位
置付けて計画的に行う必要がある。また、その実施
状況や成果について絶えず評価を行うことが重要で
ある」と提言された。
こうしたキャリア教育の必要性の背景には、①今
後の経済社会は学歴ではなく「何をどれだけ学んだ
か」を重視するようになること、②現代社会の課題
解決に役立つ人材養成が求められていること、③高
等教育大衆化と少子化による全入で多様な能力・適
性をもつ入学者増えるために高等教育の多様化が求
めらるが、両者のマッチングがより重要になってく
ること、④新規学卒者のフリーター志向の広がり、
就職も進学も希望しない高等学校卒業者者の増加、
七五三現象（中・高・大の３年以内の離職率）と
いった若者の就労問題が顕在化してきたことなどが
あげられている。
ただ、これらの必要性は、若者の発達の視点とい
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うよりバブル崩壊後の産業構造の転換や大競争時代
の中での経済発展を目的としてに提唱されたといっ
てよい。キャリア教育という用語が提唱される２年
前の1997年には、「経済構造の変革と創造のための
行動計画」が閣議決定され、この中でインターン
シップの導入が提言された。これを受けて同年に、
文部省・通商産業省・厚生省が「インターンシップ
の推進に当たっての基本的考え方」が示され、高等
教育機関におけるインターンシップの導入が始まっ
ていく。
これら職業観の育成やインターンシップについて

は、97年以前より行われてきた経済界から様々な提
言を踏襲している。例えば、経済同友会は「選択の
教育を目指して」（91年）でジョブ・インターンへ
の支援を打ち出し、日本経営者団体連盟は「新時代
に挑戦する大学教育と企業の対応」（95年）で企業
実習・体験学習・ボランティア活動をカリキュラム
化を提唱している１）。
これら産業界からの提言には、90年代以降の本格

的なメガ・コンペティション時代に対応していくた
めの経済構造改革と人材養成が喫緊の課題であるこ
とが明示されている。この点に関して、同時に経済
界の今後の雇用ビジョンも打ち出される。1995年の
日本経営者連盟『新時代の「日本的経営」－挑戦す
べき方向とその具体策－』には、従来の日本的経営
の核となる終身雇用・年功序列などを抜本から見直
し、雇用形態を「長期蓄積能力活用型」、「高度専門
能力活用型」「雇用柔軟型」の３グループに分け、幹
部候補である長期蓄積能力型グループの量的縮小、
残り二つのグループの雇用流動化していくビジョン
が示された。古い経営体制で行われてきた大量・長
期の企業内研修によるキャリア形成の終演であり、
産業界の学校に対する即戦力養成の要求は高まり、
インターンをはじめとするキャリア教育はその役割
を担っていくこととなった。
2000年代に入ると、キャリア教育が全学校段階で

実施されていく。2003年に文部科学大臣・厚生労働
大臣・経済産業大臣・経済財政政策担当大臣からな
る「若者自立・挑戦戦略会議」が「若者自立・挑戦
プラン」をとりまとめる。若者の雇用問題を「深刻
な現状と国家的課題」として認識し、政府全体とし
てその対策を講ずる枠組みの中に位置付けられたも

のである。
特に挑戦プランでは、「若年者問題の原因を、若年
者自身のみに帰することなく、教育、人材育成、雇
用などの社会システムの不適合の問題として捉えて
対応する必要がある」として、「教育、人材育成、雇
用の各システム全般の改革が必要であり、これを各
府省の連携と産業界、教育界、地域社会・行政など
の協力により進めることが不可欠である」と社会総
ぐるみで取り組む必要を示唆している。従来の卒業
即雇用という関係の中だけで就業問題に対応するの
ではなく、教育方法としてもインターンシップ・就
職対策だけでなく、キャリアコンサルタントやジョ
ブサポーターによる個別相談対応、トライアル雇用
やデュアルシステム導入、フリーター・無業者への
タイプ別（夢追い型・組織不信モラトリアム型�）
に応じた就業支援、非正規雇用から正規雇用および
他業種へのキャリアアップなど、職業探索期間の長
期化や就業に至る経路の複線化にも対応し、様々な
若者の職業的自立を可能とする幅広い対応が目指さ
れていくこととなる。
2000年以降、産業界・国家の要請を受け、若者の
就業問題解決は教育や職場における若者の意欲喚
起、若者を送り出す学校と迎え入れる企業の関係調
整というレベルを越え、学校全段階、学校と社会す
べてを巻き込んだキャリア教育として行われていく
こととなった。若者の就業問題は経済基盤と社会保
障の基盤の崩壊引き起こす社会問題として強く認識
され、キャリア教育はその処方箋として登場してき
たのである２）。

（2）キャリア教育の目標
続いて、キャリア教育の実施にあわせて、達成す
べき目標が設定されてきた。知識基盤社会における
雇用流動化を前提とした企業の新しい経営体制づく
りは、企業自身に必要とする人材・能力の明確化を
求めると同時に、若者にも企業が欲するような「雇
用される力」（エンプロイアビリティ）を強く求め
る。
まず目標として示されたのは、96年の中央教育審
議会答申「21世紀を展望した我が国の教育の在り方
について」で示された「生きる力」である。今後の
不安定な社会状態を想定しつつ、「いかに社会が変
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化しようと、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら
考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解
決する資質や能力」、「自らを律しつつ、他人ととも
に協調し、他人を思いやる心や感動する心など豊か
な人間性」、「たくましく生きるための健康や体力」
といった資質や能力が「生きる力」とされた。そし
て、「人々が物の豊かさから心の豊かさへと大きく
志向を移し、日本型雇用システムが揺らいでいる中
で、今、人々は家庭や地域社会へと目を向け始めて
いる。その意味で、今こそ家庭や地域社会での教育
の在り方を見直し、その充実を図っていく必要があ
る」とし、「生きる力」を社会全体で育てていくべき
ものであるとしている。
次に「生きる力」を受けて、内閣府人間力戦略研

究会『人間力戦略研究会報告書』（2003年）に示さ
れた「人間力」が登場する。この前年、経済財政諮
問会議答申「経済財政運営と構造改革に関する基本
方針2002」の第二部「経済活性化戦略」のトップに
「人間力戦略」が位置づけられ、これに沿って同年に
文部科学省から「人間力戦略ビジョン　新しい時代
を切り開くたくましい日本人の育成」が打ち出され
ていた。内閣府の人間力戦略研究会報告書は、文部
科学省の「人間力戦略ビジョン」より一層強く、産
業界の危機感と職業生活面における「人間力」を強
調するものとして打ち出された３）。報告書の中で、
人間力は、「社会を構成し運営するとともに、自立し
た一人の人間として力強く生きていくための総合的
な力」と定義され、①「知的能力要素（基礎学力、
専門的知識）」、②「社会・対人関係的要素（コミュ
ニケーションスキル、リーダーシップ、公共心、規
範意識）」、③「自己抑制的要素（成功意欲、忍耐力）」
から成るとされた。
2004年、厚生労働省「若年者の就職能力に関する

実態調査」において「就職基礎能力」が示された。
これは、「企業が採用に当たって重視し、基礎的なも
のとして比較的短期間の訓練により向上可能な能
力」と定義され、①「コミュニケーション能力（意
思疎通、自己表現力、協調性）」、②「職業人意識（責
任感・向上心）」、③「基礎学力（読書算、社会常
識）」、④「ビジネスマナー」、⑤「資格取得（情報、
経理、語学）」から成るとされた。
二年後の2006年、経済産業省・社会人基礎力に関

する研究会「中間まとめ」において、「組織や地域社
会の中で多様な人々とともに仕事を行っていく上で
必要な基礎的な能力」として「社会人基礎力」が示
される。そして、「前に踏み出す力（主体性・働きか
ける力・実行力）」、「考え抜く力（課題発見力・計画
力・想像力）」、「チームで働く力（発信・傾聴・柔
軟・状況把握力・規律性・ストレスコントロール
力」の３つの能力（12の能力要素）によって構成さ
れるとされた。
文部科学省からは、2008年に①知識・理解（多文
化・異文化理解、社会・自然理解）、②「汎用的技能
（コミュニケーション・スキル、数量的スキル、情報
リテラシー、論理的思考力、問題解決力）」、③「態
度・志向性（自己管理力、チームワーク、リーダー
シップ、倫理観、市民としての社会的責任、生涯学
習力）、④「統合的な学習経験と創造的思考力（知
識・技能・態度の総合的活用、課題発見・解決力）」
からなる「学士力」が提唱される。さらに、2011年
に中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリ
ア教育・職業教育の在り方について」で、社会的・
職業的自立、学校から社会・職業への円滑な移行に
必要な力に含まれる要素として、①「基礎的・基本
的な知識・技能」、②「基礎的・汎用的能力」、③「論
理的思考力、創造力」、④「意欲・態度及び価値観」、
⑤「専門的な知識・技能」が示され、うち②「基礎
的・汎用的能力（人間関係形成・社会形成能力、自
己理解・自己管理能力、課題対応能力、キャリアプ
ランニング能力）」は社会的・職業的自立に向けて
必要な基盤となる能力と位置づけられた。
2000年以降のキャリア教育で獲得する目標、すな
わち若者に求められているエンプロイアビリティが
様々に提言されてきたことがわかる。一見して、コ
ミュニケーションスキルや課題解決力、チームワー
ク力や忍耐力など要素の共通点は多い。例えば、
2010年の経済産業省『大学生の「社会人観」の把握
と「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査』
によれば、企業が学生に望む能力として最も高かっ
たのは「コミュニケーション能力」であり、次いで
「人柄」、「主体性」、「粘り強さ」、「チームワーク」で
あり、これらはキャリア教育の目標と同じであるこ
とがわかる。
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２．人間力・社会人基礎力の衰退理由と展開
（1）人間力・社会人基礎力の低下の理由付け
ここで注目したいのは、共通点というよりも、む

しろ若者の就業問題（〇〇力の低下）が生じる背景
についての言及に差があることである。まず人間力
戦略研究会が提唱した「人間力」の低下理由につい
てみてみると、そこには次の５つの理由が挙げられ
ている。それは、「夢もしくは目標の喪失（バブル崩
壊後の就業機会の減少、大人の自信喪失、成功モデ
ルの崩壊）」、「経済の成熟化（定職に就かなくてもあ
る程度のレベルの生活は可能、働く意欲の欠如、価
値観の多様化により若者が自分の目標を見いだせな
い）」、「時代に対応した人材育成機会の不足（若年者
が社会活動や集団活動等に従事する機会が減少し、
リーダーシップの育成機会が減少）」、「職業能力の
ミスマッチ（アルバイト・無業者・モラトリアム進
学者などの職業能力の欠如、職業観が未確立、企業
も求める能力が不明瞭」）、「社会全体の規範力低下
（少年の粗暴化、家庭や地域社会学校の既判力低下、
企業の不祥事）」である。これを見ると、全体的には
問題は若者を取り巻く環境と若者自身の内面の未熟
さが指摘されているとみることができる。
二つ目は経済産業省が提唱した「社会人基礎力」

である。研究会報告は次のように社会人基礎力低下
の背景について述べる。「こうした職場等で求めら
れる能力については、人との接触の中で仕事に取り
組んでいく上で必要な力であり、基礎学力などと並
ぶ重要な能力として、従来から多くの人々や企業の
間で意識されてきた。しかし、その能力の具体的な
定義や育成のための方法等については、半ば「常識」
のレベルの事柄と見られ、あまり明確にはされてこ
なかった。これは、上記のような能力が、子供が大
人になるプロセスで、家庭や地域社会の中で「自然
に」身に付けらるもの、との認識が一般的であった
ことが大きな理由であったのではないかと考えられ
る。」
次に、「自然に」身についていた社会人基礎力は、

具体的にどのように失われてきたのか。報告では
「家庭や地域社会については、子供・親・兄弟、祖父
母、近隣の人との触れあう機会の減少等により、そ
の教育力の低下が指摘されている。また経済産業省
の調査では、大学時代に部活動やサークル活動に全

く参加しない学生が約４割強存在することが明らか
になっている�」と述べている。少子化や核家族化、
地域コミュニティの弱体化、ネットを介したフェイ
ストゥフェイスではないコミュニケーションの増
加、知識偏重教育、サークル活動への不参加など、
生活の様々な場面で社会人基礎力の低下が指摘され
ている。
では、この状況において、若者の人間力や社会人
基礎力をどう向上させていこうというのか。この点
について、社会人基礎力に関する研究会の報告書は
「社会人基礎力を土台とした企業・若者・学校等の
「つながり」の強化、育成と評価に向けた一貫した枠
組み作り」の必要性を主張する。例えば大学生であ
れば、サークルやアルバイト、ゼミなどでも十分社
会人基礎力の養成は可能であるという。ただし、そ
こには、かつてのようにただ必要に応じて一緒に時
間を過ごすことだけが求められているのではない。
社会人基礎力を向上させていくためには、そこは
「意識的」な関係であり、また社会人基礎力の要素に
応じた自己・他者評価を伴う関係が不可欠であると
いう。明確な評価の観点が導入されることにより、
若者の能力の特徴や適性に関する本人の「気付き」
や「成長」を促すものであると考えられているから
である。つまり、社会人基礎力は、企業・学校・家
庭・地域社会が一体化し、日常生活のあらゆる場面
において社会人基礎力の向上につながるように「意
識的」「評価的」な関係に組み替える生活改良運動の
ようなものとして提唱されているのである。
ここで「人間力」「社会人基礎力」が低下してきた
背景をみてきたが、共通するのは、若者の内面や家
庭・地域・学校の教育力が弱くなってきたという主
張が行われていることである。そして、人間力や社
会人基礎力の向上に向けて変わっていかなければ日
本は経済的基盤が失われ、ひいては社会保障の基盤
を失うという危機感をあおるものとなっていること
である。雇用の流動化による新たな日本的経営に
よって、生活が不安定化し、ますます少子化・核家
族化・コミュニティ弱体化、などの孤立を生み出し
ていることに触れられていない。雇用の変化は所与
のものとされ、経済のグローバル化に適応する職業
人の養成が目指されている。「社会人」というより、
それは「会社人」という様相を帯びている。
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（2）キャリア教育の展開をどうとらえるのか
さて、これまでに述べてきたようなキャリア教育

の展開をどのように見ていくのか。キャリア教育が
展開されるにあたり、雇用流動化が所与のものとさ
れ、それ自身が若者の就業問題を作り出しているこ
とに触れず、若者や家庭・地域・学校に責任を還元
することへの批判は当然である。さらに言えば、自
分のキャリア形成のため絶えず自己および他者の評
価を受けながら過ごすことを若者に強要すること
は、人によっては過度なプレッシャーとなり、自己
否定感を増幅させるということに配慮がないことの
批判は重要であると考える。キャリア形成では「自
分らしさの追求・適正」を目標としてもつことを求
めるが、他方で働く実態を十分に知らせていないこ
とによって起こる弊害に無頓着であってはならな
い４）。
だが、ここで今考えなければならないのは、若者

の就業と教育との関係をどうとらえていくのかとい
うより本質的な問題である。なぜなら、本田由紀が
指摘しているように、今、日本の教育は初めて若者
の就業問題と職業教育と本格的に向き合わねばなら
なくなったからである。1960年代以降、終身雇用や
企業内教育、職能給などによる日本的雇用制度が確
立することで、教育は職業的な意義を自らが負うこ
とから逃れてきた。特に、職業人養成が企業内教育
によるということから、学校教育は一般的抽象的操
能力である教科知識の教授に専念すればよいことと
なった。職業教育は教育の管轄ではなくが担当して
きた。あわせて、当時の教育論として、高校教育の
多様化をはじめとする職業と直結した教育施策の推
進は青年期教育の分断（複線化）を生じさせるとの
危惧もあった。そうして、教育の職業的意義を考え
ることが否定されてきたのである５）。
今、日本的雇用の復活は不可能な中で、教育は若

者の就業問題に否が応でも向き合わざるを得なく
なっている、というのが本田の見解である。本田は、
現在、若者が置かれている労働状況についての分析
を行っている。若年者ほど正社員でも賃金上昇が据
え置かれていること、正社員の長時間労働化が進行
していること、非正規社員の脱出の困難さ（2006年
時点で男性27.5％、女性36.4％が離学後ずっと非正
社員で多くは高卒者、教育機関中退者）などをみて

いくと、非正規社員は「メンバーシップなきジョブ
（職務）」による雇用の不安定さと賃金の安さと正規
参入の困難さ、正社員は「ジョブ（職務）なきメン
バーシップ」によって賃金上昇据え置きと長時間労
働が発生し、という両極端な世界が併存し､ それぞ
れが悪影響を及ぼしていずれをも苦境に陥れる結果
を招いていることを指摘している。併せて、日本の
高校教育や高等教育の現状が、世界と比較してみた
とき、教育が職業的意義を果たしていないと指摘す
る（例えば、高校・高等教育で「職業的技能の習得」
できたかの質問では最も日本が低い、高校専門学科
の普通科への偏りなど）。
日本的経営が失われたこれから、若者の置かれる
現実は非常に厳しくなったが、教育は若者を無防備
に厳しさの中に送り出してしまっている、そうしな
いために「適応（地に足のついた生活者としての役
割を果たす）」と「抵抗（不当だと思える環境を作り
替える）」という振る舞いができる人間を育てるこ
とが今後の教育に求められるというのが、本田の主
張である。そのために、キャリア教育で求められて
いるような一般的・汎用性の高い能力の獲得ではな
く、職業と一定の関連性を持つ専門分野に即した具
体的な知識と技能の形成に教育課程の一部を割り当
て、「柔軟な専門性（隣接する専門性への広がりを持
てる専門性）」の獲得を目指す職業教育を提唱して
いる６）。
生活体験学習学会において、通学合宿や自然体験
など様々な子どもの生活体験は、できる限り生活を
一から作る営みを体験することであり、そこに教育
的な意義があると考えられてきた。同時に、そのよ
うな教育的価値を実現する大人社会の取り組みは、
新しい共同性の回復につながる営みとしても教育的
意義をもつことが指摘されてきた。そこには、それ
らの営為は人間らしい必要に基づく労働（もしくは
仕事）であるという前提がある７）。生活の必要に基
づいて労働することで人が育つことの価値について
は共通の理解があると考えられる。
ただし、生活体験と実際の職業労働とのつながり
を検討してきたわけではない。また、職業労働とそ
れ以外の生活労働とは分離しており両者を統一的に
考えることは難しい。だが、以上のような共通理解
があるとすれば、実際の職業労働も人間らしいもの
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であること、職業労働によって成長できるものであ
ることを志向しているのではないだろうか。もし、
志向しているのであれば、若者の実際の職業労働を
も視野に収めることも可能ではないだろうか。
また、キャリア教育は、若者だけではなく子ども

期から高齢者に至るまで生活の様々な領域をキャリ
ア形成につなげようという意図をもって生活を意識
的に整序しようとしており、事実様々な年齢階梯、
境遇・階層ごとにキャリア形成に向けた体験の機会
を広げてきている。このことに、生活体験学習学会
としてどのように向き合っていけばよいのかも問わ
れている。このように考えると、生活体験学習学会
としても若者の就業問題とその解決に向けた教育の
職業的意義に向き合わざるを得ないのではないだろ
うか。

３．若者の就業問題・職業教育をめぐる検討課題

（1）教育で労働を取り上げることの難しさ
では、若者の就業問題とそれを解決しようとする

教育の職業的意義について考えていこうとしたと
き、そこにどのような検討課題があるのか。
その第一の課題は、教育の世界で労働をどれだけ

真正面から取り上げることができるのかということ
である。実は、労働を教育の場に持ち込もうとする
と、教育関係者は戸惑い、拒否反応を示すという問
題がある。先述したように、教育関係者は、一般的
抽象的能力の教授が役割であり、働くことの教育的
価値について考えてこなかった。文部科学省「大学
等における平成23年度のインターンシップ実施状
況について」(2013年）をみると、日本の大学のイン
ターンシップ実施率は96.8%、うち単位認定を行う
授業科目として実施しているのは95.5％（うち資格
取得に関係するもの87.8％、関係しないもの70.3％）
と形式的には広がりを見せている。だが、学生の参
加率は全体の12.6%、うち特定の資格取得に関係す
るもの10.5％、関係しないもの2.2%である。各大学
で行われているが、講座数や受講者数ともに量とし
て少ないことがわかる。
また、経済産業省「教育的効果の高いインターン

シップの普及に関する調査報告書」（2014年）によ
れば、「インターンシップの現状と課題」として、
「どのようなインターンシップが高い教育的効果に

結びつくかという共通理解がない」「教育的効果の
高いプログラムを開発・運用する体制が、企業、地
域、大学の中に整備されていない」など、教育の質
を巡る課題として、共通理解と体制がないことが指
摘されている。
なぜ、職業教育について共通理解をつくることが
難しいのか。その理由の一つとして、本田は「職業
教育に対する不信」と「教育学の閉塞」を挙げる。
前者は、歴史的にも、また現代においても「職業教
育とは企業や労働市場にひたすら〈適応〉を強いる
ものだ」という不信であり、それ故に普通教育を主
張する立場である。この立場に対して、本田は若年
労働市場の後輩を考えたとき、「適応」のみならず
「抵抗」の基盤となる教育の職業的意義を鍛えるこ
とは不可欠であるし、量的に十分な調査は行われて
いないながらも職業的意義を持つ教育機関では、学
生が身につけた専門性への自信がその専門分野以外
の領域の学習意欲やさらには政治への関心や参加意
欲の高さにもつながっていると反論する。
後者の「教育学の閉塞」について、本田は、政治・
経済システムに対抗して教育システムの自立性を確
保することによって「人権としての学習権」という
教育学独特の理念を掲げてきた結果、外部社会や他
の学問領域とのつながりを失って自閉してきたとみ
ている。また、閉塞の反省にたち、近年、教育外部
との関わりのあり方を模索する中で提起されてきた
「シティズンシップ教育」についても、「政治的発言
力を持つ『市民』の育成が最重要の理念として掲げ
られており、いわば『教育の政治的意義』に重点が
置かれている」と指摘する。そうした閉塞状況に対
して、「暗黙裡に『政治的意義』の方に価値が置か
れ、『職業的意義』を全否定はしないながらも、低く
見、議論の埒外に置く傾向が看取される」、「『政治的
なもの』が個々人の立場性やその敵対性を不可欠な
基盤とするのではあれば、そうした立場性を書いた
一般的な『政治性』を、まだ社会に出る前の子ども
や若者に埋め込もうとする企図は、挫折を余儀なく
されるはずである」と批判する。

（2）労働のリアリティにたつ職業教育・社会人養成
このように、共通理解をつくることの難しさの理
由として、本田は「不信」と「閉塞」を挙げている。
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本田の主張については議論を要すると思われる。こ
こで、筆者がこれをみて考えたことを述べてみた
い。それは、これまでも教育は職業に向き合いなが
ら、優れた教育実践を生み出してきたということに
触れていないことである。例えば、生活を記録・洞
察し、そこから自己と社会認識を鍛えていく綴り方
や、シティズンシップのさきがけである公害・環境
教育は政治・経済に翻弄されやすい立場の子どもや
主婦や老人が、社会を自らの手に取り戻すための学
びであり、その重要性や有効性は失われていないと
筆者は考えている。
暉峻淑子は、『社会人の生き方』において、本田同

様に若者の雇用労働の荒廃を直視し、社会人基礎力
をはじめとするキャリア教育が「社会人の養成」を
うたいながら、実はその荒廃の中で自己責任を感じ
ながら従順に生きる「会社人」を養成しようとする
ものであることを批判し、格差の拡大や民主主義の
危機をふまえ、自らが暮らす社会を自らの手で制御
できる社会人を養成するために、シティズンシップ
教育の必要を述べている。筆者もこの主張に賛意す
る。
だが、あらためて本田の主張を見直してみると、

筆者が挙げた綴り方やシティズンシップ教育の当事
者として、働く当事者が希薄または欠如しているよ
うに思われる。本田はシチズンシップ教育を否定し
ていない。そこに働く当事者がいないこと、働く人
のための教育がないことを問題としているように思
われる。
このように考えたとき、筆者は、学生と地域の

フィールドワークをするときの空々しさを思い出
す。それは、例えば農山村の環境保全や地域づくり
を学ぼうとするとき、筆者や学生に「よそ者」の視
点はあるが、「そこで暮らし働く当事者の視点」、す
なわち祖先や地域との関係性に規定されながらそこ
で田畑を切り拓き守ってきた人たちの本当のところ
をわかっていないことへの空々しさである。学びた
いことは、自然や環境や地域社会があるのは「地域
に暮らす人たちの泥臭く・誰にもまねできない働
き」であるが、どこか対象と距離があって、フィー
ルドワークで経験したことが体を素通りしてしまう
ことである。
話を元に戻したい。筆者がここで言いたいこと

は、本田の主張は検討が必要だとはいえ、教育の職
業的意義について考えようとするのならば、教育と
労働を分離して、労働を外から眺めるということで
は不十分であり、それに加えて若者が労働のリアリ
ティに立脚して考えることができる教育条件が必要
ではないか、ということである。

（3）今後の検討課題
では、若者が労働のリアリティに立脚して考える
ことができる教育条件とは何か。本田が主張するよ
うに、学生がある程度の職業人としての自覚をもて
るような時間や空間は必須の条件である。だが、よ
り大事なのは、教育内容や方法・評価であろう。先
に若者の労働雇用環境の荒廃についてふれた。そう
した厳しい労働のリアリティに立つことも大事であ
る。だが、もう一つ、それとは異なり、人間がその
労働によって成長できるような労働のリアリティに
も立脚することも大事である。こうした二つの労働
のリアリティに立脚して、若者自らが職業人として
成長していくことができる教育内容や方法・評価と
は何かを探っていく必要がある。これが、今後の検
討課題の第一である。
二つ目の検討課題は、シティズンシップ教育につ
いてである。筆者はシティズンシップ教育は必要だ
と考える。だが、それは本田の言うように、顔のな
い抽象的な「市民」に一足飛びに向かうのではなく、
顔を持つ「仕事・活動の担い手」としての足場をま
ず確保し、そこからより広い世界へと歩を進めると
ともに、世界を問い直す芽を育てていくという筋道
においてである。
暉峻淑子は、同様のことを次のように表現してい
る。「人間にとって、その身をもって知ったことは、
単に知識として知ったこととは質的に違う結果をも
たらす。言葉や数字で知る以外の物を、私たちは体
全体の経験で知る。そこではじめて真実に近づくこ
とができるのだ。�仕事と個人生活と社会という、
三つの領域でバランスのとれた経験を持たなけれ
ば、まともな魅力ある社会人にはなれない。」８）

では、「仕事・活動の担い手」から広い世界へ、仕
事・個人生活・社会という領域でバランスのとれた
経験を持つ、これはいかにして可能なのだろうか。
多くの若者や大人は、職業人としての足場を確保す
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るために精一杯の状況であり、勉強づめ・働きづめ
の毎日を過ごしている。そしてわずかな休日は自分
のやりたいように過ごすというライフスタイルに陥
りがちである。なかなか、広い世界へと歩を進める
ことができないのが実情である。
筆者の卒業生に、就活を一回もせず卒業した男子

学生がいる。中学・高校といじめを受け、引きこも
り経験もあり、オンライン PCゲームの世界にしか
知り合いがなかった。彼は大学でボランティアサー
クルに入り、初めてリアルな友人ができた。ボラン
ティアサークルでは事務書類作りの役回りだった。
卒業して一年後、研究室を訪ねてくれた学生は福祉
施設で事務能力を買われ事務の中核として喜々とし
て仕事に励んでいる。現代を生きる若者が、仕事・
個人生活・社会の連関とバランスをとりながら社会
人になっていくことがどうすれば可能なのか。様々
な境遇の若者がいる中で、そうした条件を考えてい
く必要があるのではないだろうか。
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１．はじめに
本稿で対象とする教育実践は、地域社会との連携

による体験活動により、初年次生からの社会性の向
上と、卒業後を展望する学士課程教育の動機付けを
促進させようとするもので、著者の勤務する大分大
学における複数の学部・センターに属する教員で
取り組まれている１）。具体的には、大分の豊かな水
環境と、これを基盤とする地域の生業などを対象と
した体験活動を主たるフィールドとしている。さら
に、自然科学から人文社会科学に至る専門教員の総
合的な講義による事前事後指導、さらに上級生のＳ
Ａの学習支援をうける。また、「おおいた学生水
フォーラム」等県内大学高専間の学生間の学習成果
交流を含め、地域社会のＮＰＯ・団体との連携を得
ながら、学生に着実に社会的経験を獲得させる。こ
れらにより、学士課程教育４年間への学習動機付け

が可能となることを目的としている。なお、この取
組は、2009～2011年度に「大学教育・学生支援推進
事業【テーマ A】大学教育推進プログラム」（以下Ｇ
Ｐ）に『水辺の地域体験活動による初年次教育の展
開－学生の社会性向上をはかる総合的教養教育の実
践－』として選定されまた、前後して、大分大学学
長裁量経費を2008/9年度および2012年度の支援を
受け、さらに、2013年度からは、特別経費「農山漁
村・大学連携による実践的課題探求型教育プログラ
ムの開発－活動拠点形成・ビジネスモデル開発を通
じた教育と地域貢献の併進－」の支援を受けながら
継続している。

２．目的と背景
こうした教育実践に取り組んでいる背景には、近
年の高等教育を巡る状況の変化が大きい。とりわ

要旨　近年、大学教育において、企業等からは学生の社会性涵養が求められ、他方で学生からは学士課程４年間
の学習動機づくりが求められている。こうした要請に応える、地域社会における体験活動を組み込んだ教養教育
実践について、学生・外部からの成果評価も踏まえてその到達点と課題について検討した。その上で体験活動と
講義形式授業との効果的な組み合わせや、教養教育と専門教育との連携等今後の取組を展望する。
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け、学生を受け入れる企業等社会からの要請と、そ
れら学生が大学教育に求める方向性の変容である。
著者の勤務する大学において、企業が求める人材育
成課題について調査を行ったところでは、一般的な
コミュニケーション力、課題探求能力がそれぞれ最
も高く、およそ５割の企業がこれを求めている（平
成22年２月実施、回答80社）。企業がコミュニケー
ション能力を重視していることは、全国的な調査
で、この11年間継続して、採用選考時に重視する要
素として挙げられていることからも明らかであり
（日本経済団体連合会「新卒採用（2014年４月入社
対象）に関するアンケート調査結果」）、社交性など
といった人間関係を円滑に対応するような力＝社会
性が、広く社会的に求められている状況があると考
えられる。他方、学生については、「全国大学生調
査」（東京大学大学経営・政策研究センター2007 
年）によると、大学生の学習意欲の低下や大学教育
に対する目的意識の希薄化が指摘されている。同様
に、著者が勤務する大学において先の調査と同じ
シートを利用して収集した学生アンケートでは、将
来志望が不確定とする学生は全国平均の４割よりも
高い４割５分であり、また大学教育には「自分のレ
ベルにあった授業」を求める割合が７割と全国平均
の６割よりも高い。また、個々の授業の相互連関と、
学習成果と学生自身のキャリアとの関連について見
通しをつけることを求める割合も６割５分と全国平
均の６割よりも高い。著者が行った調査は、初年次
および２年次が多い教養教育講義での結果であるた
め、一概に大学全体の傾向とはいえないが、全国的
な傾向とほぼ一致するか、よりその度合いを強めた
結果が明らかになっていることが認められる。ここ
からは、大学教育における学習意欲の希薄化と共
に、学生自身も、卒業後も見通せる学士教育課程の
学習展望を確立することを求めていると考えられ
る。
こうしたニーズを踏まえ、この教育実践は第一

に、社会性の涵養を目標として、地域社会において
学生たちが地域住民や、他の学生たちと諸行事を通
じて交流す体験活動を組み込むこととした。第二
に、学生の専門教育への動機付けと学士課程４年間
を通じた主体的な学びの姿勢の涵養を目的として、
社会および他者と接することで刺激を受ける体験活

動を契機に、学生が主体的に社会と自身の関係のあ
り方や、卒後を展望した社会的責務を自覚し、翻っ
て大学での自身の過ごし方を見直す機会とさせるこ
とを企図している。目的二点目との関連では、本授
業の特徴として、複数の教員が自然科学から社会科
学、身体スポーツに至るそれぞれの専門分野につい
ての座学講義と体験活動を連携させていることが特
徴である。これら講義が体験活動の事前事後に行わ
れることで、教育・経済・工・医学の複数学部の学
生が受講する教養教育として、体験活動の成果と、
個々の学生の専門教育との関連性を接続させること
を意図している。また、既履修の上級学生、大学院
生をＳＡ、ＴＡとして学習支援のために配置し、社
会性の乏しい学生と地域社会との媒介役として、学
生と地域社会とのスムーズな交流を図っている。
地域社会の体験活動を通じて社会性の涵養を図る
という主要目的に関わっては体験活動の種類と
フィールドが特に限定されるわけではないが、複数
学部を対象とする教養教育としては、体験活動の内
容が特定の分野に限定されず、自然科学から社会科
学まで広い範囲をカバーできる学際的な内容である
ことが望ましい。加えて、大学が、豊かな自然に恵
まれ、かつこれを資源として、農業から観光業まで
諸産業が展開している大分県に位置することを踏ま
えて、本授業の地域体験活動は環境問題をテーマと
した。このことはまた、大分県では従来から大学高
等教育機関や地域住民団体が多様な取り組みを展開
されてきたこととも関連する。これら諸団体の活動
実績を背景として、2007年第一回アジア太平洋水サ
ミットの日本開催に際して、大分県がその主要会場
となり、その実行委員会役員には県内大学学長らが
名を連ねている。サミット大分県開催を契機にし
て、県内５大学高専の学長・校長が役員をつとめる
NPO法人おおいた水フォーラムが設置され、これ
は、大分県を中心とする水環境問題の県民への周
知、環境問題へ取り組む団体組織の拡大を目指して
いる。当該授業が開始した時期はまさにこの水サ
ミットが実施された年度であり、これら地域社会お
よび大学・高等教育機関の取り組みが展開している
ことも、水環境問題を地域体験活動のフィールドと
した背景にもなっている。
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３．授業内容
本講で扱う体験活動を組み込んだ授業は、いずれ

も教養教育全学共通科目（２単位）である「大分の
水Ⅰ」（前期）「大分の水Ⅱ」（後期）および「里海と
里山Ⅰ」（前期集中講義）「里海と里山Ⅱ」（後期集中
講義）である。
当初、体験活動は、前後期の通常授業では、玖珠

町での田植え、竹田市岡本地区での稲刈り、大分川
でのカヌー等水辺スポーツ実習、大学構内のバード
ウォッチング、大学近隣での里山自然観察、竹田市
岡本地区での里山での自然観察、先に挙げた県内大
学関係で構成する NPO法人「おおいた水フォーラ
ム」主催行事である「環境問題県民講演会」（７月）、
「アジア太平洋水サミット記念行事」（11月）による
NPO法人との活動交流として行われた。さらに、集
中講義では、冬季には、NPO法人「おおいた水
フォーラム」主催行事である「おおいた学生水
フォーラム」での他大学を含む学生の学修成果発表
への参加、佐伯市マリンカルチャーセンターでの合
宿形式のサンゴ礁等水辺環境の巡検、日本野鳥の会
大分県支部協力による大分川岸バードウォッチン
グ、竹田市岡本地区トキの夢営農組合および有機農
業研究会による環境保全型農業の巡検を体験してい
る。他方、夏季の集中講義においては、「セブンイレ
ブン記念財団九重ふるさと自然学校」および環境省
アクティヴレンジャーの協力と支援を得て、九重青
少年の家での合宿授業を行い、たではら湿原での外
来生物駆除や、小動物捕獲等の環境保全活動と自然
観察を行っている。
これらの体験活動は各年次で、連携先の都合など

によりいくつかが入れ替わっており、2010年には生
業体験で宇佐市安心院町、および九重町のセブンイ
レブン財団九重ふるさと自然学校との連携による田
植え・稲刈りを新たに追加し、環境保全活動では、
大分市こうざきでの地元 NPOと連携したビーチク
リーン、また、豊後大野市三重町菅尾地区でのバー
ドウォッチング等の体験活動を追加している。2011
年には、生業体験で、豊後大野市緒方町での除草・
中耕、2012年には国東市九浦での田植え・除草・中
耕が新たに追加された。集中講義では、宇佐市乙女
新田で地元 NPOと連携したバードウォッチング、
大野川流域環境巡検として、上流の竹田市白水ダ
ム、豊後大野市原水の滝、沈堕の滝から、河口域の
大分市戸次、高田、坂ノ市地区までの利水・治水に
関わる地域史巡検を追加している。

４．授業の成果
１）授業アンケート
本授業の目的である、環境問題を契機とする学習
動機付けと、学士課程教育における学習の展望の明
確化という点について、いずれの授業でも開始時及
び終了時にそれぞれに同じ内容でアンケートを各年
度各学期に実施し、その効果について検証を試み
た。（図１～４）
「環境問題への関心がある」（設問１）「環境関連の
授業をさらに履修する」（設問２）については、肯定
的な回答がいずれも多数を占めている。また、それ
ぞれの授業での開始時と終了時を比較すると、いず
れの場合でも肯定的回答の割合が増加している。た
だし、「環境に関わる職に就きたい」（設問３）に対
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図１　2011年度大分の水Ⅰ開始時アンケート
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する回答では、開始時よりも終了時に強い肯定の割
合が増加するものの、肯定的回答の割合全体が否定
的回答を上回るわけではない。
集中講義「里海と里山ⅠⅡ」でも開始・終了時に

授業アンケートを実施した。（図５～８）通常講義と
同様に、「環境問題への関心がある」（設問１）「環境
関連の授業をさらに履修する」（設問２）については、
肯定的な回答が多数を占め、それぞれの授業での開
始時と終了時を比較すると、いずれの場合でも肯定
的回答の割合が極めて明確に強まっている。同様
に、通常授業での回答に比べて、「将来環境に関わる
職に就きたい」との設問において、終了時の肯定的な

回答割合の増加度合いが極めて大きいのに加え、と
りわけて、強い肯定的回答の増加割合および強い否
定的回答の減少割合が大きいことが明らかである。
本授業では、異なる年度でも同様なアンケートを
実施しているが、授業目的に対する成果が、開始時
よりも終了時に肯定的評価が上昇する点、また、通
常授業である「大分の水ⅠⅡ」に比べて集中講義
「里海と里山ⅠⅡ」でより明確に肯定的な回答の上
昇が見られる点は共通している。
通常授業である「大分の水」と集中講義「里海と
里山」の差異が生じている要因について、さしあた
り整理できるのは、第一に受講生数の差異である。
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例えば、2011年度は「大分の水Ｉ」191名、「大分の
水Ⅱ」74名に対して、「里海と里山Ⅰ」34名、「里海
と里山Ⅱ」43名である。このため、グループワーク
等での学生相互の交流や、個々のグループや学生へ
の教員指導が、後者ではより密度高く、効果的に実
施できたことが指摘できる。さらに、通常授業では
個々の授業が相互には少なくとも一週間は空き、ま
た、体験活動と事前事後の指導を含む通常講義との
間隔も空いているのに対して、集中講義ではそうし
た要素が一週間程度に収まっていることから、「里
海と里山」では、目的意識的な体験活動の実施、体
験活動からの課題の析出が、学生にとってより容易
であったと推測される。なおより丁寧な分析が必要
ではあるが、こうした授業形式の差異が、アンケー
ト回答での主体的な学習意欲の差異となって現れた
と考えられる。

２）外部評価
本授業の GP取組期間中には、大学関係者、地域
環境問題の専門家、行政関係者4名からなる外部評
価委員会を設けて、毎年度及び事業終了年度におい
ては評価を受けた。外部評価委員会は、本授業担当
者からの報告を年度ごとに、そして最終総括として
評価を実施した。GP最終年度には、総括報告を踏
まえて、本取り組みの目的、「地域住民・他大学生と
の交流等の体験活動を通じた社会性の涵養」と「専
門教育への動機付けを果たすこと」を５つに整理し
た課題について、達成度を5段階で評価されている。
総括及び年度ごとの各項目及び項目全体の値を表１
に示す。
委員会での評価委員からの個別意見としては、と

りわけ、ＧＰ事業が終了した後の問題について、「持
続可能なカリキュラムも非常に期待」「今後は、この

環境教育で得た体験を通じて、これまで体験したよ
うな用意された場に赴くのではなく、学生を迎いれ
る地域の方々から課題を聞き出し、課題解決に向け
ての企画を、地域の方々と熱っぽく語り合って、課
題を解決するため地域の方々と一緒に活動できれ
ば」との指摘がなされている。また、ＳＡ・ＴＡと
して、通常授業から成果報告まで立ち働いていた学
生について、「一部の学生であっても次のステージ
に上がれていることが見えている」、「環境教育に参
加した学生たちは、交流会ですばらしいプレゼンを
行えたように、このプログラムの内容を十分理解
し、一昨年、昨年と比べ精神的にもずいぶん大きく
成長」したとの評価も下されている。

５．成果と課題
本稿で取り上げた取組における授業について、授
業アンケートから明らかになる成果としては、授業
規模により成果に差異があるものの、学習課題であ
る環境への関心等が開始・終了時比較で、高まって
いることが確認できる。外部評価からは、高い数値
での評価を受けており、同時に、既履修生らＳＡ・
ＴＡの学習集団形成や、ＳＡ自体に対する教育効果
について教育上の成果が指摘された。こうした SA

への教育効果については学外からも注目されており
（IKUEI NEWS　2011）、本取組の初年次教育を経て
専門教育課程を卒業、大学院へ進学する学生が現
れ、また彼らによって SA・TAが担われるという段
階を迎え手いる現段階では、学生自身の主体的な成
長と、他の学生への教育的な効果が相乗的に高まっ
ていることも考えられる。
学生からの授業アンケートや外部評価結果を踏ま
えた特徴的な到達点を上記のように整理しつつ、外
部評価で指摘された方向性を考慮して、現時点での
取組の展望を最後に示しておく。教養教育全学共通
科目としては、屋外での体験活動を基本としている
ために財政的な支援の規模に規定されてはいるが、
特別経費等により、中心授業である通常講義「大分
の水ⅠⅡ」は継続して実施している。先の取組にお
ける教育効果の分析を踏まえて、少人数集中講義で
の成果を大規模通常授業に反映できるよう教授法の
改善を進めており、体験活動を行った授業日程の前
後一週間以内に、事前事後指導授業を設け、とりわ

表１　外部評価アンケート結果

成果・教育効果 総括 2010年度 2009年度
１．社会性涵養 5 4.6 4.3
２．学習動機付け 4.75 4.6 5
３．学習展望 4.75 4 2.6
４．学習集団形成 5 4.6 4
５．職業人意識啓発 4.5 4 4.3
６．環境問題基礎的理解 5 5 5

平　均 4.8 4.5 4.2
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け事後指導においては、グループ単位での体験活動
についての振り返りに取り組ませ、さらに、そこで
の振り返り内容を踏まえた体験活動報告レポートを
受講生毎に提出させるように指導している。
外部評価において指摘されていた、環境教育関連

の他授業や教育課程との関係については、本学経済
学部における専門教育課程としてのプログラムの開
始が挙げられる。これは、2013年度から文部科学省
特別経費としての支援をうけ、大分県内の「田舎」
が抱える課題に、大学と地域が連携しながら、大学
生ら青年層が地域住民とともに主体的に課題解決の
ため取り組む、というプログラムとして実施してい
る。専門教育課程において、学生の主体的な学習を
踏まえた課題探求型教育、環境関連教育が展開され
ていることにより、初年次を主対象とする本取り組
みを履修した学生に、展開・発展の環境が整えられ
てきたと考えられる。全学的な教育環境の整備を踏
まえて、本取り組みも一層の充実整備の検討が求め
られている。
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お、寺村が担当した関連授業「大分の水Ⅲ」を主とした論
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Ⅰ　はじめに
本会が、平成26年２月に開催した第15回研究大会

のテーマ「若者のコミュニケーション能力を高める
地域協働のあり方」の研究を行う際のシンポジウム
の素材として提案して、多くの示唆をいただいた。
本研究実践は、平成23年度の経済産業省の「産学協
働教育を通じた中小企業の魅力発信事業」を再受託
し、本学高等教育開発センターの生涯学習支援事業
として、授業外のキャリア形成の取組から始まり、
平成24年度からの文部科学省事業「産業界のニーズ
に対応した教育改善・充実体制整備事業」における
３年間の実践と成果・課題の研究を報告するもの
である。
本授業実践は、大学入学直後で、就職に関しては

未だ関心が少ない１年生と２年生を対象にして行

インターンシップ授業の展開と社会人基礎力の育成への効果

中　川　忠　宣 *

い、インターンシップを通して、大学における学び
の関連や大切さ、社会人として必要な基礎力への気
づきなどを目指したものであり、今後の大学生活に
おける学修の基礎を培う１つの試みである。本提案
は平成25年度のデーターを中心に分析し、考察する
こととしたが、事業全体が推測できるような構成を
試みている。

Ⅱ　インターンシップ授業の実践と研究
１．インターンシップ授業の目的
経済産業省が実施する本事業の目的を基盤におい
て、本センターとしては生涯学習の観点から、中堅、
中小、ベンチャー企業等との連携を密にして、イン
ターンシップの体験から、大学における学びの関連
や大切さや、社会人として必要な基礎力への気づき

Internship Classes in the University and its Effects on 
Developing Fundamental Competencies for Working Persons

Nakagawa Tadanori＊

要旨　本研究は、学生のキャリアデザインの基礎的な力を学ぶための教養教育の授業を有効的に実施するための
１つの方策の提案として、カリキュラム構成の研究と社会人基礎力の育成という２つの観点から、評価を通して
報告するものである。
　学生の進路選択等の視野を拡大し、自分自身の将来についてキャリアをデザインしていくための実践的な学び
をし、就職におけるミスマッチをなくすこと、ないし是正することをねらいとしている。未だ職業に関心の無い
学生も含めて、単に職業体験ということではなく、インターンシップ（就業体験）を効果的に実施するには、企
業や関係団体等との連携を密にすることが重要である。そのことによって、学生のニーズと企業のニーズをマッ
チングさせ、授業の目的が達成できるという前提で、講義・職場体験・取材活動・企業の魅力発信の４つで構成
しており、事前、事後の活動も含めて分析することとした。

キーワード　インターンシップ、社会人基礎力、授業カリキュラム

＊大分大学高等教育開発センター
連絡先：〒870-1192　大分市大字旦野原700番地　大分大学高等教育開発センター
電話／ FAX：097-554-6027　E-mail: nakagawa@oita-u.ac.jp
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目指し、今後の大学の学修における基礎を培うこと
を目的としている。そのために、自分自身の将来に
ついてキャリアをデザインしていく教育カリキュラ
ムの研究と実践を、講義・職場体験・取材活動・企
業の魅力発信の４つの柱で構成している。さらに、
職場体験を行った企業の取組についてのプレゼン活
動等を行い、中小企業の魅力に気づくなどして学生
の進路選択等の視野を拡大することを目指してい
る。

２．授業内容の概要
①科目名　「中小企業の魅力の発見と発信」
②対　象　全学部１年生～２年生
③授業の時期及び事前説明会、受講者数
　○集中講義
　　平成25年２月20日（水）～３月８日（金）
　　平成25年８月20日（火）～９月13日（金）
　　平成26年８月20日（水）～９月12日（金）
　○受講生数
　　Ｈ24年度：19名
　　Ｈ25年度：13名
　　Ｈ26年度：７名
④授業の目標
・授業を通して身につけることができる社会人
基礎力（別途評価資料）を有する。

・十分な学びの足跡（活動、成果、自己評価、
他者評価など）として記録し、職業選択に関
する基本的な考え方を、職業と関連づけなが
ら自分の生き方を他者に説明できる。

・「職場の魅力、職場の楽しさの重要性、人との
コミュニケーションの大切さ」に関する気づ
きを、職場体験の関係者・他の受講生との交
流をもとに他者へ説明できる。

・魅力発信に必要な素材を適切に収集し、受け
手（就職活動をしようとする者）にアピール
するメディアを制作できる。

３．インターンシップ授業全体の学習プログラムの
概要

平成24年度は後期授業の実施、平成25年度及び平
成26年度は前期授業として開講したため、ここで
は、平成25年度及び平成26年度の流れを報告する。

（1）受講までの流れ
①６月に掲示及び授業で受講者案内をする。
②６月下旬に受講希望者等に説明会を行う。
③受講希望者は、各学部へ履修届を提出する。
④大分県中小企業家同友会が紹介した職場受け入
れ先一覧から、体験先を選択するためにＨＰ等
で業務内容等を調べて決める。
※２～３人グループを作り、リーダーを決めて
進める。

⑤各グループで受け入れ企業へのお願いの挨拶・
事前打合せをする。

（2）授業の流れ
＜プログラム１：講義＞
講義１日目
①大学教員等による事前指導講義
②キャリアデザインとインターンシップに関する
講義
③ポスター等作成の目的と手法の講義
講義２日目
④中小企業家同友会派遣講師による企業主による
講義（２名）（１時限～２時限）
　※職場体験先の担当者との打ち合わせ
＜プログラム２：職場体験＞
中小企業家同友会紹介先企業
①１企業あたりの受講者数：２～３名
②３日の職場体験（製造・運搬・販売等）
＜プログラム３：取材活動＞
①半日～１日の取材
②取材準備
・体験先企業の魅力について、就職活動をしよ
うとする大学生にＰＲするポスター・プロ
モーションスライド等の作成をするための映
像撮影やインタビュー等を行う。
・取材計画、ナレーション、絵コンテ、ポス
ター構想を作成しておく。

＜プログラム４：メディア作成＞
①体験先企業の魅力を発信するメディアを作成す
る。（外部講師）
　※ポスター又はプロモーションスライドの作成
②作成の目的
・職場体験で感じた中小企業の魅力を就職活動
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をしようとする大学生へＰＲする。

４．成果発表会
（1）参加者：大学関係者・企業関係者・作品作成

講師・ＮＰＯ法人関係者・受講学生
（2）内容　①作成したメディアを通して中小企業

の魅力をＰＲする。
　　　　②グループディスカッション

・授業に関する感想や職場体験で学ん
だことなど、学生同士の意見交換や大
人からの質問を含めたディスカッ
ションをする。

（3）社会人基礎力の事後調査と総括

５．評価
①報告書「中小企業の魅力の発見と発信の記録」
の提出

６．授業実施体制と役割
地域社会の企業等の教育力を生かした学習プログ

ラムを実施するのは、大学と企業、各種組織等との
日常的な協力体制と相互のメリットを共有していく
ことが大切である。本授業においてはその前提に
立って、以下のような体制で実施した。
①大分大学高等教育開発センターは、授業主体と
しての企画づくり、シラバス作成、講師陣の選
任、授業実施、評価等の役割を担う。

②大分県中小企業家同友会は、企業経営者講師の
選任、インターンシップ受け入れ企業の選定、
事前うちあわせ・評価活動への参加の周知を行
う。
〇大分県中小企業家同友会としては以下のよう
な願いを持っており、最終的には、企業に就
職してすぐに生かされる（職務遂行）の力と、
グレードアップしようとする人間性を求めて
いる。

・働く事の意義、楽しさを知る
・アルバイトと違う「職業観」を養う
・コミュニケーションの大切さを理解する
・地域の中小企業の役割を知る

　・経営者の生きざまから企業家精神を学ぶ
・生きることや働くことについて、主体的に考

える機会とする
③大分県「協育」ネットワーク協議会は、大学が
直接依頼する講師以外の外部講師の選任及び講
師として指導する。具体的には、ビジネスマ
ナーやメディア作成等の専門的な内容について
の講師選定と派遣を行う。
④授業及びカリキュラム研究を行うために、キャ
リア教育コーディネーターネットワーク協議会
へ研究委託する。

Ⅲ　授業実践から見る成果と改善内容
１．学生の授業評価
（1）授業プログラムの評価
社会人基礎力がどう形成されたか後述することと
して、まず、授業への学生の評価について報告する。
このデーターは、平成24年度と25年度のデーターを
合わせたものであり、図１は事前及び授業の４つの
構成毎の内容、事後の活動等に関する評価である。
ほとんどの項目で高い評価であることがわかる。
図２の授業全体の評価においても、この授業への
期待度が、授業前と比較して終了後は、「期待以上で
あった」が32人中19人、「期待通りであった」が13
人で、全ての学生が高く評価している。平成24年度
に比較して、授業改善したこともあり、「期待以上」
が70％と多くなっており、学生にとっての効果が表
れていると言えるであろう。

（2）受講者の視点からの授業改善の視点
受講者からの受講後の授業改善に向けた次のよう
な要望が出されている。
〇メディア作成のやり方を職場体験に行く前に
しっかりやっていればどこに着目して取材をす
ればよいかなど明確にできたと思うのでメディ
アの作り方に力を入れて欲しいと思います。
〇こちらからの受け入れ企業への説明不足だった
かもしれませんが、企業の方と日程などを決め
るときにスムーズにいかなかったので、この授
業のことをよく知られていないのかなと少し気
になりました。
〇授業から職場体験、メディア作成、報告会まで
を集中して２週間程度で実施して欲しいと感じ
ました。
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２．学生の学び
（1）学びの概要
「具体的な学び」の内容は、授業ノートの「特に、
自分にとって学べたこと」の欄から次の内容に整理
することができる。改善点も指摘されているので後
述する。
①就職活動支援（ex.専門科目外を知る・仕事へ
の考え方）になった（57.9%）。
②職業選択の視点（考え方）を変えることができ
た（52.6%）。

③中小企業に目を向けることが出来た（47.4%）。
　その他、「多くの人（ex.社会人・学生 etc...）と

関わることができた（21.1%）」、「社会力（ex.調
べ る・ 行 動・ プ レ ゼ ン etc...） が つ い た
（15.8%）」、社会人のマナー等を学ぶことができ
た（15.8%）」、「責任の重さ・働くこと（必要な
こと）を考えた」（10.5%）」などがある。

（2）学びの事例
インターンシップ授業を通して学生が感じ、学ん
だことの詳細は省略するが、「中小企業の企業内容」
「人間的な成長」「社内の人間関係・意見の反映」「企
業と地域との関わり」「今後の職業選択」「社会人に
必要なもの」「仕事を通じて得るもの」「仕事との向
き合い方」など、様々な観点からの学びができたと
いう報告があり、次に学びの例を紹介する。
〇アルバイトなんかとは違い、「その企業の魅力
を発見し、それを伝えよう。」という姿勢で職場
体験したから様々なことに意識や関心を持って
働くことができ、物事をより客観的に見ること
ができた。また、未だに漠然としている、将来
自分が就くであろう職業について自分に最も適
した職を探すための良い材料となった。また、
自分がお世話になった企業では、特にあれこれ
指示が出されて仕事をしたわけじゃなかったの
で、自分で考え、自主的に行動する体験ができ

図１　学習プログラム毎に関する評価
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たと思う。
〇この授業を受講する前は、「働く」ことに対して
何も分からない状態だったが、「働く」ことの辛
さや楽しさ、喜びを実感することができた。実
際に働いてみて、青果店の具体的な仕事内容
や、果物の保存方法が分かり、新しい知識を得
ることができた。また、他の企業に体験に行っ
た人たちの意見など、様々な角度から「働く」
ことへの意識が聞けて興味深かった。色んな種
類の企業の話も分かってとても役に立った。

〇働く姿を身近に見て、「社会人として働く」ため
に必要なことを、これから就職するまでに身に
つけていく時間がある私にとって、早くにこの
ような経験をさせていただき良かったと思う。
実際に働く姿を見たり、話を聞いたりする中で
「働く」ことについて考えることができて良
かった。

〇職業選択のときの考え方を見直すことが出来た
こと。また、入ってみないと分からない会社の
雰囲気を大学生のうちに体感できたことや、大
学を卒業して社会人になった方から直接、大学
生のうちにやっておいたほうがよいことを聞け
たことが良かった。

〇とても楽しかったし、充実していた。授業とは
関係していないけど、同じグループの人が自分
とは初対面だったけど、とても優秀で向上心が
あって久しぶりにそういう人と話したり、一緒
に行動したりしていい刺激を受けた。自分も
様々な人にしっかりと自分の考えを伝えられる
人になりたいと思った。

（3）学生が発見した中小企業の魅力
学生は、インターンシップ授業で自分の職業感や

社会人として必要な学びをするとともに、体験先の
中小企業の魅力をしっかりと発見しており、以下に
その一部を紹介する。なお、中小企業の魅力を PR

するポスターやプロモーションスライドは省略す
る。
〇縦社会というよりもむしろ横社会。仕事の時は
皆さん真面目だが、休憩中などは年の差は関係
なく、くだけていた。一見関係ないかも（仕事
と）しれないけど、リラックスしている時こそ

人の話って素直に聞けたり色々な側面が考えら
れるから、これが一番だと思う。
〇私が発見した中小企業の魅力のうち、一番良い
と思うことは、マニュアルがないということで
す（業務上の基本的なマニュアルはある）。大企
業のようにマニュアルに従うような仕事は毎日
単調で変化がなく、仕事がつまらなくなる。一
方マニュアルがないと、自分のやりたいことが
できるし、新たな発見が生まれやすい。それが
中小企業の一番の魅力だと考えます。
〇社員一人一人が自分自身で考え行動し、会社の
ために懸命に頑張っていることです。中小企業
は、一人の頑張りにより会社の成績を上げるこ
とができたり、社員が直接社長に意見を言うこ
とができたりするため、社員のモチベーション
を高いところで維持できるというところが魅力
だと思う。
〇時代が変化していくなかで、会社自体も変わろ
うと、「新しい事にも恐れずに挑戦」しているこ
とです。
〇お客様との関わりを大事にしていて、地域にと
ても密着していることです。それは長年培って
きた、地域の方々との信頼があるこそだと思
う。
〇個々人の力を発揮しやすい場だと思いました。
逆に、そのことは、それぞれの人にかかる責任
が大きいので、中小企業で働けば自律心がより
成長すると思うし、責任を果たそうという使命
感が強く感じられるようになると思いました。

２．  「社会人基礎力」に関する授業前後の調査から
見る評価
今回の調査内容は①意識の変化、②前に踏み出す
力、③考え抜く力、④チームで働く力の４つの観点
のうち、本授業のカリキュラムからみて、育成が可
能な内容を抜粋し、事前及び事後における意識調査
の比較から授業の効果を分析することとした。図３
はカリキュラム構成と評価の観点を示したものであ
り、ここでは、平成25年度のデーターを紹介する。
以下、効果が見られた例として、授業開始時と終
了時の変化を示した図４であるが、授業終了時には
「とてもそう思う」「そう思う」が増加している（赤
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い棒グラフが左に移動している）項目の例を紹介し
ている。

（1）意識の変化について
意識の変容が比較的大きく見られた（成果と考え

られる）項目は、「自分の好き・嫌いがわかる」「自
分の興味関心がわかる」「自分の得意・苦手がわか
る」「自分の価値観がわかる」「職業・企業を知る必
要性がわかる」「大学での学びの関係性がわかる」で
あり、特徴的なものを図４に示す。平成24年度（学
年末の開講）と比較すると、前期授業（夏季休業中）
という、自身の適性や価値観がわからない状態から
のスタートだったため、変化が大きく生まれたと考
えられる。
大学での学びの関係性に気づくという効果から、

大学入学から早い時期にインターンシップ（働く体
験）を含むキャリア教育プログラムは、大学の学び
への学習意慾を高めることができる可能性があると
考えられる。
また、図５で示した項目について、事前と事後の

比較について、事前を０とした時の個人レベルの変
化を示したものが図５である。事前を０として、事
後のプラス方向への気づきが多くみられる。マイナ
ス方向は、「事前はそう思っていたが、実際の自分は
そうではなかった」という意味でマイナスである
が、新しい「自分のマイナス」の気づきができたと
解釈することが出来る。

全体的な傾向として、「変化なし」（０）が多いの
が特徴と言えるが、事前段階での評価が高い傾向が
あったことが関係していると考えられる。中でも比
較的プラスに変化した傾向があるのは以下の項目は
「地域の課題を知っている」「地域産業について理解
している」「大学での学びの関係性がわかる」であ
り、自身の志向性と社会で求められることのつなが
りを理解することで、学習意欲につながる可能性が
あると考えられる。
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グラフが左に移動している）項目の例を紹介している。 

（１）意識の変化について 

意識の変容が比較的大きく見られた（成果と考えられ

る）項目は、「自分の好き・嫌いがわかる」「自分の

興味関心がわかる」「自分の得意・苦手がわかる」「自

分の価値観がわかる」「職業・企業を知る必要性がわ

かる」「大学での学びの関係性がわかる」であり、特

徴的なものを図４に示す。平成 24 年度（学年末の開講）

と比較すると、前期授業（夏季休業中）という、自身

の適性や価値観がわからない状態からのスタートだっ  図４ 意識の変化の例 

たため、変化が大きく生まれたと考えられる。  

大学での学びの関係性に気づくという効果から、大学入学から早い時期にインターンシ

ップ（働く体験）を含むキャリア教育プログラムは、大学の学びへの学習意慾を高めるこ 
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（2）社会人基礎力に関する項目
①「前に踏み出す力」への効果
事前と事後で実現度に変化が大きかったのは、

「主体性」に関しては、「とても」に動くことはな
かったが「まあ」を含むと変化が見られた。更に、
「協力することの必然性を伝える」等であり、特徴的
な例を図６に示す。
特徴的な項目としては、「実行力に関する項目の

変化」であり、３日間のインターンシップに加え、
メディア作成という体験活動の中で、「実際にやっ
てみる」ことを通して、「実行できた」という回答が
多く、自分自身への自信が生まれていると考えるこ
とができる。
②「考え抜く力」への効果
全体的に評価が低い傾向があるが、中でも変化が

見られたのは、「計画と進捗の違いに留意する」で、
「まあ」まで含めたときに変化が見られるのは、「他
者の意見を積極的に求める」「作業プロセスをあき
らかにし、優先順位をつける」「柔軟に計画を修正す
る」であり、特徴的な例を図７に示す。
特徴的なこととして、インターンシップ（実際に

働く体験と、期限内にメディアを制作するという働
く疑似体験）を通して、実社会における計画と進捗

の違いや、それらを意識することの必要性に気づく
ことができたと考えられる。
③「チームで働く力」
事前と事後で変化が見られたのは、傾聴力では

「相手に話しやすい情況を作る」「相手の話を素直に
聞く」であり、柔軟性では「相手の気持ちになって
理解する」である。その他として「迷惑をかけたと

- 10 -

ことができる可能性があると考えられる。  

また、上記の図５で示した項目について、事前と

事後の比較について、事前を０とした時の個人レベ

ルの変化を示したものが図５である。事前を０とし

て、事後のプラス方向への気づきが多くみられる。

マイナス方向は、「事前はそう思っていたが、実際

の自分はそうではなかった」という意味でマイナス

であるが、新しい「自分のマイナス」の気づきがで

きたと解釈することが出来る。         

 全体的な傾向として、「変化なし」（０）が多い

のが特徴と言えるが、事前段階での評価が高い傾向

があったことが関係していると考えられる。中でも

比較的プラスに変化した傾向があるのは以下の項目

は「地域の課題を知っている」「地域産業について理 図５ 事前からの変化の様子 

解している」「大学での学びの関係性がわかる」であり、自身の志向性と社会で求められ

ることのつながりを理解することで、学習意欲につながる可能性があると考えられる。 

 

（２）社会人基礎力に関する項目          図６「前に踏み出す力」の変化の例 

①「前に踏み出す力」への効果 

事前と事後で実現度に変化が大きかったのは、「主体

性」に関しては、「とても」に動くことはなかったが「ま

あ」を含むと変化が見られた。更に、「協力することの

必然性を伝える」等であり、特徴的な例を図６に示す。 

特徴的な項目としては、「実行力に関する項目の変化」

であり、３日間のインターンシップに加え、メディア作

成という体験活動の中で、「実際にやってみる」ことを

通して、「実行できた」という回答が多く、自分自身へ

の自信が生まれていると考えることができる。 

 

図５　事前からの変化の様子
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ことができる可能性があると考えられる。  

また、上記の図５で示した項目について、事前と

事後の比較について、事前を０とした時の個人レベ

ルの変化を示したものが図５である。事前を０とし

て、事後のプラス方向への気づきが多くみられる。

マイナス方向は、「事前はそう思っていたが、実際

の自分はそうではなかった」という意味でマイナス

であるが、新しい「自分のマイナス」の気づきがで

きたと解釈することが出来る。         

 全体的な傾向として、「変化なし」（０）が多い

のが特徴と言えるが、事前段階での評価が高い傾向

があったことが関係していると考えられる。中でも

比較的プラスに変化した傾向があるのは以下の項目

は「地域の課題を知っている」「地域産業について理 図５ 事前からの変化の様子 

解している」「大学での学びの関係性がわかる」であり、自身の志向性と社会で求められ

ることのつながりを理解することで、学習意欲につながる可能性があると考えられる。 

 

（２）社会人基礎力に関する項目          図６「前に踏み出す力」の変化の例 

①「前に踏み出す力」への効果 

事前と事後で実現度に変化が大きかったのは、「主体

性」に関しては、「とても」に動くことはなかったが「ま

あ」を含むと変化が見られた。更に、「協力することの

必然性を伝える」等であり、特徴的な例を図６に示す。 

特徴的な項目としては、「実行力に関する項目の変化」

であり、３日間のインターンシップに加え、メディア作

成という体験活動の中で、「実際にやってみる」ことを

通して、「実行できた」という回答が多く、自分自身へ

の自信が生まれていると考えることができる。 

 

図６　「前に踏み出す力」の変化の例
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②「考え抜く力」への効果 

全体的に評価が低い傾向があるが、中でも変化が見られた

のは、「計画と進捗の違いに留意する」で、「まあ」まで含

めたときに変化が見られるのは、「他者の意見を積極的に求

める」「作業プロセスをあきらかにし、優先順位をつける」

「柔軟に計画を修正する」であり、特徴的な例を図７に示す。 

特徴的なこととして、インターンシップ（実際に働く体験

と、期限内にメディアを制作するという働く疑似体験）を通

して、実社会における計画と進捗の違いや、それらを意識す

ることの必要性に気づくことができたと考えられる。 

 

                               

                               図７ 「考え抜く力」の変化の例 

③「チームで働く力」 

事前と事後で変化が見られたのは、傾聴力では「相手に話

しやすい情況を作る」「相手の話を素直に聞く」であり、柔

軟性では「相手の気持ちになって理解する」である。その他

として「迷惑をかけたとき、適切な行動をとることができる」 

「ストレスの原因を見つけて取り除く」「自分の役割を把握

して行動する（「まあ」まで含む）」などであり、特徴的な

例を図８に示すが、全体的に評価が低い傾向がある。 

特徴的なこととして、平成 24 年度と比べると、「事前」の

評価が低いが、伸び幅が大きい。インターンシップ及び事前

の打ち合せで、深く他者と関わる機会がより多かったことで、

「他者との関わる姿勢」に関する変化が生まれたものと考え

られる。また、事前評価から低い傾向があることから、社会 図８「チームで働く力」の変化の例 

と関わることに対してのストレス感があったことがうかがえる。また、インターンシップ

そのものがストレスのかかる場であったと考えられるが、体験することで、向き合う姿勢

が生まれたものと考えられる。 

図７　「考え抜く力」の変化の例



26 日本生活体験学習学会誌　第15号

き、適切な行動をとることができる」「ストレスの原
因を見つけて取り除く」「自分の役割を把握して行
動する（「まあ」まで含む）」などであり、特徴的な
例を図８に示すが、全体的に評価が低い傾向があ
る。
特徴的なこととして、平成24年度と比べると、

「事前」の評価が低いが、伸び幅が大きい。インター
ンシップ及び事前の打ち合せで、深く他者と関わる
機会がより多かったことで、「他者との関わる姿勢」
に関する変化が生まれたものと考えられる。また、
事前評価から低い傾向があることから、社会と関わ
ることに対してのストレス感があったことがうかが
える。また、インターンシップそのものがストレス
のかかる場であったと考えられるが、体験すること
で、向き合う姿勢が生まれたものと考えられる。

（3）社会人基礎力から見た授業改善への視点
①インターンシップ前の “意識づけ ”の大切さ
インターンシップの事前学習として、どのような

意識づけを行うかで出てくる成果が異なると考えら
れる。特に、自身の「現時点での価値観」について
客観的に把握することは、インターンシップでの経
験を、自身の価値観や現状と比較して評価できる力
につながっていくのではないか。

②関わる大人（講師・受入先）の関わり方
関わる大人（講師・受入先）がどのようなスタン
スで学生に関わり、メッセージを発信したかが、学
生の変化に大きく影響している可能性は否めない。
今後のインターンシップの継続に向け、以下のよう
な項目を整理していく必要がある。
・授業の目的を考慮して、学生に紹介する受入先
企業の選定基準を明確にしておく。
・「企業の顧客にできるかぎり直接出会う体験を
させる」や「受入先の方は上司役を担っていた
だき、日々の目標設定とふりかえりを行う」な
ど、受入先での体験内容（受け入れ企業に何を
依頼するか）について、企業との事前打ち合わ
せが必要である。

３．インターンシップ報告会への参加者からの評価
授業プログラム外に、インターンシップの整理と
評価の目的で実施している「成果発表会」を本事業
の関係大学の先生方へ公開し、当日の授業公開を通
しての、下記のような意見をいただくことができ、
平成26年度の授業改善に生かしてきたところであ
る。
【授業の成果】
〇学生からすれば「学びの実感」や「成長の手ご
たえ」をしっかり感じる科目であり、キャリア
形成の入門的体験学習として学習効果の高いプ
ロジェクトであると思う。
〇３現主義（現場・現物・現実）に立脚した
フィールドワークの効果と成果が伺えた。身近
な中小企業に着目したことも、学生の主体的、
自立的な取り組みと成果につながったのではな
いかと思う。
〇企業の魅力を伝えようとキャッチコピー、写
真、音楽など各班の工夫が見られた。関係者へ
のインタビューを通じ生の声を聞くことにより
学生自らの気づきにつながり就職活動への意識
づけや自覚にもつながっている。
〇受講生の職業に関する視野が広がったことがよ
く伝わってきた。報告会、グループディスカッ
ションの進行を受講生に担当させることが、コ
ミュニケーションの面で効果があるように感じ
た。記録ノートの利用も効果的と感じた。- 11 -

②「考え抜く力」への効果 

全体的に評価が低い傾向があるが、中でも変化が見られた

のは、「計画と進捗の違いに留意する」で、「まあ」まで含

めたときに変化が見られるのは、「他者の意見を積極的に求

める」「作業プロセスをあきらかにし、優先順位をつける」

「柔軟に計画を修正する」であり、特徴的な例を図７に示す。 

特徴的なこととして、インターンシップ（実際に働く体験

と、期限内にメディアを制作するという働く疑似体験）を通

して、実社会における計画と進捗の違いや、それらを意識す

ることの必要性に気づくことができたと考えられる。 

 

                               

                               図７ 「考え抜く力」の変化の例 

③「チームで働く力」 

事前と事後で変化が見られたのは、傾聴力では「相手に話

しやすい情況を作る」「相手の話を素直に聞く」であり、柔

軟性では「相手の気持ちになって理解する」である。その他

として「迷惑をかけたとき、適切な行動をとることができる」 

「ストレスの原因を見つけて取り除く」「自分の役割を把握

して行動する（「まあ」まで含む）」などであり、特徴的な

例を図８に示すが、全体的に評価が低い傾向がある。 

特徴的なこととして、平成 24 年度と比べると、「事前」の

評価が低いが、伸び幅が大きい。インターンシップ及び事前

の打ち合せで、深く他者と関わる機会がより多かったことで、

「他者との関わる姿勢」に関する変化が生まれたものと考え

られる。また、事前評価から低い傾向があることから、社会 図８「チームで働く力」の変化の例 

と関わることに対してのストレス感があったことがうかがえる。また、インターンシップ

そのものがストレスのかかる場であったと考えられるが、体験することで、向き合う姿勢

が生まれたものと考えられる。 

図８　「チームで働く力」の変化の例



27インターンシップ授業の展開と社会人基礎力の育成への効果

〇学生が中小企業の経営に興味と関心をいだき、
職場体験で気付き、発見したことを DVDに編
集するアイデアは参考になった。

〇ディスカッションの中では魅力だけでなく課題
も挙げており、３日間という短時間で中身の濃
い体験をしていることが伝わった。

〇企業側のメリットとして、学生目線で自社評価
を得て「企業もうれしいだろうな」と感じられ
た。

【改善の視点】
〇短期間で濃密な時間を過ごすので、数値に変化
がみられるかもしれないが、社会人基礎力の意
義が測定できるのか疑問に思った。

〇目標達成理論というものがあるが、事前学習で
各々の行動目標を明確にしてもらい、全員で共
有すると、もしかしたら会社・商品紹介になる
割合が少し改善されるのではないか。

〇就職におけるミスマッチの解消・是正につなげ
るためには、「取材」「PR」「会社の魅力紹介」の
スタンスから一歩踏み込み、「自分が見つけた
働きがい」や「自分がこれから身につけたいと
感じた能力」等の、主体的な視点で発表すると
さらに教育効果があがるのではないかと思っ
た。

〇授業目的との関係では妥当な内容のプレゼンだ
と思うが、受入企業がディスカッションに参加
する形態が採れれば、より効果的だったような
気がする。また、自らのキャリア形成との関係
で今一つの突っ込みが必要ではないかと感じ
た。

Ⅳ　考察
現在、平成26年度の授業成果及び３年間を通した

授業改善から見た授業成果に関する分析中である
が、現段階での考察を次のようにまとめることとし
た。

１．授業改善と継続のための視点
（1）学生の授業評価からの視点
受講した学生自身は、職業や企業、自分自身への

気付き等についての学びが出来ており、多くの受講
生が「もっと多くの学生が受講できるように PRす

べきです。」という、意見があることからも、この時
期のインターンシップ授業としての目的が達成され
たと考えられる。しかし、受講生が少ないという現
状から、１～２年生の時期でのインターンシップ授
業を大学としての、キャリア教育プログラムへの体
系的な位置づけが必要であると考える。

（2）「社会人基礎力」に関する調査結果からの視点
社会人基礎力のデーターについては、２つの観点
から整理する必要があると考えている。１つは、社
会人基礎力が、短期間でのインターンシップ授業で
の変化について、どれだけ学生のキャリア形成に繋
がっているのかという点である。２つ目は、入学間
もない学生の学びを、その後の学修に継続していく
学習体系の必要性からの整理である。この点につい
て大きな課題であり、「まとめ」で述べることとす
る。

（3）授業実施体制からの視点
前述したように、本授業は大分県中小企業家同友
会や大分県「協育」ネットワーク協議会、専門的な
調査研究機関等と協力を得て実施している。特に、
職場体験先や企業主の企業経営等に関する講義等
の、具体的な学びの場の設定に大きな役割を担って
いる大分県中小企業家同友会との連携が大きな意義
を持っている。「最終的には、企業に就職してすぐ生
かされる（職務遂行）の力と、グレードアップしよ
うとする人間性」を求めている中小企業にとって
も、本授業は有効であるという認識から、全面的な
協力を得ることができている。さらに、授業過程に
おける専門的な指導場面の講師を紹介・斡旋する役
割を担っている大分県「協育」ネットワーク協議会、
専門的な調査研究を行うキャリア教育コーディネー
ターネットワーク協議会の役割も大きく、こうし
た、大学を中心とした地域の様々な機関等とのネッ
トワークが不可欠であると考えられる。

２．まとめ
高等学校におけるキャリア教育に関する指導要領
の改訂において「産業現場等における長期間の実習
を取り入れるなどの就業体験の機会を積極的に設け
る」「地域や産業界等の人々の協力を積極的に得る」
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となっていることから、今後、地域や産業界等との
連携に基づく充実した就業体験により、高校教育段
階の職業教育を通じたキャリア教育が推進されるこ
ととなる。小学校から高等学校までのこうしたキャ
リア教育を基盤とし、社会の入口へ導く大学におけ
るキャリア教育の方向性が問われているのではない
だろうか。
本研究における授業公開での指摘や考察でも述べ

たよう、本報告で示している「社会人基礎力」が、

学生のキャリア形成にどれだけ有効であるのかにつ
いては疑問に残るところではあるが、インターンシ
プ授業による効果としての意識の変化があったこと
は確かである。大学関係者を含め、教育者は、学習
者にとっては「気付き」の範疇でしかない各授業を、
どう継続的に積み重ね、社会人基礎力が培われる学
修カリキュラムを構成することが求められているの
ではないかと考える。



日本生活体験学習学会誌　第15号　29－38（2015）

１．「生きる力」とキャリア教育
1996年、第15期中央教育審議会は、「21世紀を展

望した我が国の教育の在り方について（第１次答
申）」を発表、「子供に〔生きる力〕と〔ゆとり〕を」
とする基本理念を明らかにし、「今後における教育
の在り方」についてその基本的課題を提起した。
「我々はこれからの子供たちに必要となるのは、
いかに社会が変化しようとも、自分で課題を見つ
け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、
よりよく問題を解決する資質や能力であり、また、
自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思い
やる心や感動する心など、豊かな人間性であると考
えた。たくましく生きるための健康や体力が不可欠

であることは言うまでもない。我々は、こうした資
質や能力を、変化の激しいこれからの社会を〔生き
る力〕と称することとし、これらをバランスよくは
ぐくんでいくことが重要であると考えた。」
そして、「生きる力」をはぐくむ際の視点として、

「学校・家庭・地域社会の連携と家庭や地域社会に
おける教育の充実」、「生きる力の育成を重視した学
校教育の展開」、「子供と社会全体の〔ゆとり〕の確
保」と並んで、「子供たちの生活体験・自然体験等の
機会の増加」が指摘されたのである。
「今日、子供たちは、直接体験が不足しているのが
現状であり、子供たちに生活体験や自然体験などの
体験活動の機会を豊かにすることは極めて重要な課

要旨　「キャリア教育」とは「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てるこ
とを通してキャリア発達を促す教育」（2011年：中央教育審議会答申）である。本論文では、学校教育のはざま
で「ドロップアウト」していく定時制課程の生徒に注目することにより、「社会的・職業的自立」に先立つ自己
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題となっていると言わなければならない。こうした
体験活動は、学校教育においても重視していくこと
はもちろんであるが、家庭や地域社会での活動を通
じてなされることが本来自然の姿であり、かつ効果
的であることから、これらの場での体験活動の機会
を拡充していくことが切に望まれる。」
1999年、中央教育審議会が発表した「初等中等教

育と高等教育との接続の改善について」は、初めて
「キャリア教育」を教育課程に位置づけるもので
あった。すなわち、「望ましい職業観・勤労観及び職
業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに、
自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能
力・態度を育てる教育」とうたったのである。答申
は、教育課程への位置づけとともに、「学校教育と職
業生活との接続」の改善も視野に入れ、「キャリア教
育を小学校段階から発達段階に応じて実施する必要
がある。」と指摘、小学校段階からの取り組み、体験
的学習の重視をあわせて提言している。
2002年、国立教育政策研究所（生徒指導研究セン

ター）によって、キャリア教育に関わる具体的な教
育実践を進めるための調査研究報告書、「児童生徒
の職業観・勤労観を育む教育の推進について」が公
表された。そのなかで、「職業観・勤労観を育む学習
プログラムの枠組み（例）」が提示され、「職業的（進
路）発達にかかわる諸能力」として、「４領域８能
力」が示された。「４つの領域」ごとに（　　）書き
で「８つの能力」を示しておくと、「人間関係形成能
力（自他の理解能力／コミュニケーション能力）」
「情報活用能力（情報収集・探索能力／職業理解能
力）」「将来設計能力（役割把握・認識能力／計画実
行能力）」「意思決定能力（選択能力／課題解決能
力）」である。また、学校種別に「職業的（進路）発
達の段階」が設定され、小学校は「進路の探索・選
択にかかる基礎形成の時期」、中学校は「現実的探索
と暫定的選択の時期」、高等学校は「現実的探索・試
行と社会的移行準備の時期」とされ、その「段階」
に応じた「職業的（進路）発達を促すために育成す
ることが期待される具体的な能力・態度」が、「４領
域８能力」それぞれに明らかにされている。「例示」
とはいえ、「４領域８能力」プログラム論は、もう一
つのキーワードである「体験活動」と結び付くこと
により、個別学校レベルでの実情を踏まえ、キャリ

ア教育の推進と充実に大きく寄与したと評価でき
る。「学ぶこと」と「働くこと」を「生きること」が
つなぐキャリア教育のプログラムといえるが、ここ
では、高等教育課程（大学等）が枠組みから外れて
おり、その「接続」の検討が行われなかったことを
指摘しておきたい。
2004年には、キャリア教育の推進に関する総合的
調査協力者会議報告書が発表され、「キャリア」は
「個々人が生涯にわたって遂行する様々な立場や役
割の連鎖及びその過程における自己と働くこととの
関連付けや価値付けの累積」と定義され、「キャリア
教育」については「『キャリア』概念に基づき、児童
生徒一人一人のキャリア発達を支援し、それぞれに
ふさわしいキャリアを形成していくために必要な意
欲・態度や能力を育てる教育」、すなわち「児童生徒
一人一人の勤労観、職業観を育てる教育」と規定さ
れた。
2011年には、中央教育審議会が「今後の学校にお
けるキャリア教育・職業教育の在り方について」を
発表、「キャリア教育」を「一人一人の社会的・職業
的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育て
ることを通してキャリア発達を促す教育」、また「職
業教育」については「一定又は特定の職業に従事す
るために必要な知識、技能、能力や態度を育てる教
育」と位置付けた１）。
同答申の特徴は、2008年の中央教育審議会答申

「学士課程教育の構築に向けて」について、「大学の
専攻分野を通じて培う力として、分野横断的に、我
が国の学士課程教育が共通して目指す学習成果に着
目した参考指針である『学士力』を提唱した。」と論
及し、「これらは初等中等教育、大学学士課程の各段
階それぞれの基本になる考え方であり、このような
考え方を引き続き重視していかなければならない。」
と、高等教育課程（大学等）への接続性を強調した
ことである。
「社会的・職業的自立、学校から社会・職業への
円滑な移行に必要な力は、人の生得的な力ではな
く、義務教育から高等教育までの学校教育において
育成することができる力であること、また、子ど
も・若者にとって夢や希望、目標を持ち、それらを
具体的に行動に移していくことで実現を図ることが
できるような力であることを明らかにする必要があ
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る。その力の育成に当たっては、社会への出口が中
学校卒業段階から高等教育修了段階まで多岐にわ
たっており、その発達の段階にも注意が必要であ
る。また、このような力は、時代によって変化する
ものであることにも留意が必要である。」
そして、「社会的・職業的自立、学校から社会・職

業への円滑な移行に必要な力」については、「学士
力」、すなわち、「知識・理解」「汎用的技能」「態度・
志向性」「統合的な学習経験と創造的思考力」を踏ま
え、「基礎的・汎用的能力」が特に重視されている。
「キャリア教育と職業教育の基本的方向性」として
３点提示される中の第１番目に「幼児期の教育から
高等教育まで体系的にキャリア教育を進めること。
その中心として、基礎的・汎用的能力を確実に育成
するとともに、社会・職業との関連を重視し、実践
的・体験的な活動を充実すること。」とうたってい
る。「基礎的・汎用的能力」の具体的内容は、「人間
関係形成・社会形成能力」「自己理解・自己管理能
力」「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」
の４つの能力に整理された。
さて、これまでみたように、キャリア教育の検討

は2004年の「キャリア教育の推進に関する総合的調
査協力者会議報告書」が大きな節目になっている。
そして、そのきっかけが「ニート問題」にあること
はいうまでもない。学生でもなく働いてもいない若
者を意味する「ニート」は、『「ニート」って言う
な！』の著者、本田由紀によれば、2003年ごろから
日本労働研究機構の調査報告書等で「NEET」とい
う表記で見られるようになり、2004年１月刊行の
『中央公論』２月号所収の玄田有史論文「14歳に『い
い大人』と出会わせよう－若者が失業者にもフリー
ターにもなれない時代に」で「ニート」という言葉
が使われたと指摘している２）。続いて、５月17日付
「産経新聞」が一面で「働かない若者『ニート』�就
業意欲なく親に“寄生”」を特集掲載したことが、そ
の後の「ニート」現象を生むことになった。ただ、
「若年無業者」を意味するに過ぎない「ニート」が、
過剰ともいえる社会的問題とみなされるようになっ
た背景には、「『引きこもり』との重なり」が存在す
る。厚生労働省の実態調査（2004年度地域疫学調
査）では、「引きこもり」の状態にある者（20～49
歳）をニートの「就業希望を有しない者」に含めて

おり、「引きこもり」は全国でおよそ32万世帯と推
定されている。すなわち、「不登校→引きこもり・
ニート」という「負のイメージ」が、国民の間に共
有され、その義務教育段階での緊急的対策が「キャ
リア教育の推進」であったという側面は否定できな
い。
なお、「不登校」問題について付言しておくと、
2001年に全国の不登校児童生徒は13万9000人と過
去最多を更新した。このため、2002年文部科学省は
「不登校問題に関する調査研究協力者会議」を設置、
翌2003年に「不登校への対応の在り方について」と
いう報告を取りまとめている。報告は、不登校に対
する基本的な考え方として、「将来の社会的自立に
向けた支援の視点」「連携ネットワークによる支援」
「将来の社会的自立のための学校教育の意義・役割」
「働きかけることや関わりを持つことの重要性」「保
護者の役割と家庭への支援」の５点を提示し、「将来
の社会的自立」が重要なキーワードとなっている。
そして、「働くこと」に関わる「ニート」「フリー
ター」、「学ぶこと」に関わる「不登校」「いじめ」な
ど、極めて重大な社会的問題がドラスティックに集
中した「若者の居場所」が定時制高校（高等学校定
時制課程）にほかならない。
2011年の中央教育審議会答申は、定時制課程にお
ける「キャリア教育・職業教育の在り方」について、
「定時制・通信制は、働きながら高等学校で学ぶこ
とを希望する者に高等学校教育を受ける機会を保障
するため、昭和23年度に導入された。しかし、今日
の定時制・通信制には、働きながら学ぶものだけで
はなく、中途退学経験者や過去に高等学校教育を受
ける機会のなかった者等、様々な入学動機や学習歴
を持つ者が入学している。加えて、社会的・職業的
に自立していく上で困難な状況を抱える者も少なく
ないなどの指摘がある。このような多様な状況に応
じた、きめ細かいキャリア教育・職業教育を提供す
るため、生徒の実態に応じて、例えば、特定の職業
に就くことや資格取得につながるような職業科目を
設ける等、教育課程を編成・実施する上で工夫する
ことが求められている。」と指摘した。
「社会人基礎力（前に踏み出す力・考え抜く力・
チームで働く力）」をめぐる高等教育（大学教育）の
取り組みを検討し、その成果を検証する本特集の中
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で、本論文の目的は、大学進学率50％超の日本社会
にあって、高等教育以前の段階で「ドロップアウト」
していく定時制課程の生徒に注目することにより、
大学進学とは無縁な「世の中の半分の若者」の、職
業的自立に先立つ自己形成に向けた諸課題を明らか
にしたいということにある。そのため、本論文では、
2011年、国立教育政策研究所の「教育課程研究指定
校」委託を受けた、熊本県立Ｙ高等学校定時制課程
の教育実践改善、学校現場での生徒援助の取り組み
などを通じて、「自尊感情とコミュニケーション能
力の向上」という喫緊の課題について検討を行うも
のである。筆者は、本研究事業に研究指導助言者と
して参画し、研究全体の考察やデータの分析、「授業
改善プログラム」研修を担当した。
なお、４年制大学進学率の推移について概観して

おくと、1991年には25.5%であったものが、1994年
（30.1%）に30％、2002年（40.5％）に40％をそれぞ
れ超え、そして2009年（50.2％）に初めて50％を超
えた。おおむね「７年で10％アップ」という急激な
進学率上昇の結果、日本は「若者の２人に1人が大
学生」という社会段階を迎えた。21世紀初頭の10年
は、まさに「超高学歴社会」への移行期に他ならな
い。こうしたなか、定時制課程の生徒に象徴される
ように、さまざまな生活課題に直面する「世の中の
半分の若者」が抱える問題はますます深刻化し、さ
らに潜在化している。

２．高等学校定時制課程の現状と課題
考察事例とする熊本県立Ｙ高等学校定時制課程の

取り組みを検討する前に、日本における高等学校定
時制課程の現状と課題について簡単に述べておこ
う。
高等学校定時制課程は、学校教育法に基づく制度

であり、1948年度「中学校を卒業して勤務に従事す
るなどさまざまな理由で全日制の高校に進めない青
少年に対して高校教育を受ける機会を与える」とい
う趣旨で創設された。学校教育法第４条は定時制課
程について「夜間その他特別の時間又は時期におい
て授業を行なう課程」と定めている。
かつて、高度成長期を支えた若年労働者に関わる

貴重な学校教育機関として重要な役割を果たしてき
た高等学校定時制課程は、「学校基本調査」によれ

ば、1970年には37万人いた生徒数が、1975年24万
人、1980年には15万人と減少し、1995年に107,331
人というボトムをみた後漸増に転じ、その後は約11
万人で推移している。2012年の生徒数は112,187人
と、高等学校生徒（全日制・定時制・通信制）全体
3,545,027人の3.2% を占める。学校数は、公立651
校、私立30校、合計681校であり、学科でみると、
「普通科」63.1%、「専門学科」32.1%、「総合学科」
4.8%、履修制度では、「学年制」56.2%、「単位制」
43.8% という現状である。
次に、定時制課程の生徒の実態についてみてみよ
う。2011年に、財団法人全国高等学校定時制通信制
教育振興会が文部科学省より「高等学校教育の推進
に関する取組の調査研究」の委託を受け、全国の定
時制課程・通信制課程に学ぶ生徒の実態調査研究を
行い、その調査結果は「高等学校定時制課程・通信
制課程の在り方に関する調査研究（以下「調査研究」
と略記。）」として取りまとめられた３）。「調査研究」
は、全国の定時制課程・通信制課程を設置する高等
学校804校（定時制655校、通信制149校）を対象に
アンケート形式で実施されたが、回収率は91.9%（定
時制617校、通信制129校）であった。定時制課程に
在学する生徒に関する調査研究は少なく、基本的に
はこの「調査研究」に基づき生徒の実態等について
紹介し、適宜文部科学省の年次統計及び調査等を参
照し補足することとしたい。
「調査研究」によれば、中学入学と同時に定時制課
程に入学した生徒は、全体の83.2%を占め増加傾向
にある。かつては、就職後２年目に入学するケース
が一般的であったといわれるが、就業状況をみる
と、「定職」は1.5% にすぎず、「パート・アルバイ
ト」が35.6%、「無職」は58.0%となっている。過去
の就業状況を文部科学省年次統計でみると、1982年
は、「定職」68.4.%、「アルバイト」14.3%、「無職」
17.3%となっており、当時の日本では「定時制生徒
＝有職者」という位置づけが事実であったことがわ
かる。1994年のデータでも、「定職」34.7%、「アル
バイト」35.2%、「無職」30.1%という実態で、いま
だ「有職者」の方が多いことがわかる。そういう意
味では、「中学卒業と同時に定時制課程に入学」とい
う選択パターンは、この20年間にいっきょに進んだ
実態なのである。
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それでは、定時制課程に入学後はどうであろう
か。「平成22年度　児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査（文部科学省）」で定時制課
程の中途退学率をみると11.3%（13,123人）と、全日
制課程の1.3%（42,292人）と比べ10倍近い中途退学
率である。中途退学の理由について「調査研究」で
みると、「進路変更」が41.7%と最も高く、「学校不
適応」が26.5%、以下「家庭の事情」6.7%、「学業不
振」6.4%と続いている。また、義務教育段階で不登
校を経験した生徒は31.3％、約3分の1と高率であ
る。家庭環境についても、「母子家庭」26.5%、「父
子家庭」4.9%、「保護者両親以外」1.6%という状況
である。
生徒の学習行動や学習意欲に関する事項をみてみ

よう。入学の動機・理由を尋ねた結果では、「高等学
校の卒業資格が必要だと思ったから」30.4%、「自分
のペースで学習が進められると思ったから」15.6%、
「全日制高等学校を受検したが、合格しなかったか
ら」12.9%、「経済的に働く必要があったから」11.1%
となっており、また、高等学校で学習している目的
を尋ねた結果では、「高等学校卒業の資格を取りた
い」47.1%、「就職するため」39.0%、「大学等に進学
したい」21.9%となっている。ただし、家庭での１
日平均の学習時間については、「ほとんどしていな
い」77.1%、「30分くらい」11.2%という結果であり、
学習を妨げているものは「疲れ」44.1％、「勉強が嫌
い」36.3％、「テレビやゲームなどの趣味」28.5％と
いう現状である。このような「調査研究」の結果か
らは、定時制課程の生徒の多くが「不登校」等の自
分史、さまざまな家庭の事情、経済的困難を抱える
なか、「高等学校の卒業資格」取得を最大の目標に入
学し、厳しい学業生活を日々送っていることがうか
がわれる。
それでは、その保護者の意識はどうであろうか。

「調査研究」は、定時制課程だけではなく全日制課程
及び通信制課程の保護者も対象に、「今後の高校教
育で一層力を入れてもらいたいこと（３つまで）」を
尋ねている。その結果を定時制課程と全日制課程の
保護者の比較を通じて分析してみよう。まず、最も
要望の高い項目は「コミュニケーション力など、社
会的自立に必要な実践的能力の向上」であり、定時
制課程63.6%、全日制課程60.0% とあまり差異はな

い。ところが、定時制課程で２番目に高い項目は
「専門的職業人に必要な資質を身に付ける職業教育
の充実」であり、定時制課程42.4%、全日制課程
18.8%と２倍以上の差異となっている。反面、全日
制課程で２番目に高い項目は「国語や数学などの教
科を通じた基礎学力の向上」で全日制課程38.5%に
対し定時制課程27.3%と11ポイントもの差がみられ
る。なお、「学習意欲や学習態度の向上」は定時制課
程39.4%、全日制課程34.3% とそれほど大きな差異
は見られず、全体として定時制課程の保護者が「コ
ミュニケーション力」「職業教育の充実」に特化した
学校への要望を強く持っていることがうかがわれ
る。
最後に、「学校基本調査」により卒業者の進路（2012
年度）をみておこう。定時制課程の卒業者の結果は、
「就職者」30.4%（全日制課程16.4%）、「専修学校（専
門課程）進学者」16.3%（全日制課程16.8%）、「大学
等進学者」13.8%（全日制課程54.4%）となっている。
ただ、定時制課程の卒業者の進路で最も多いのは
「それ以外」35.2%（全日制課程5.6%）であり、こう
した実態が現代日本社会において定時制課程卒業者
が置かれたきわめて厳しい現実を象徴するものと
なっている。

３．  熊本県立Ｙ高等学校におけるキャリア教育
の取組み

まず、熊本県立Ｙ高等学校の概要から述べよう。
1979年、熊本市内の３校の定時制課程と１校の通信
制課程を分離統合し、熊本県唯一の定時制・通信制
の単独校、県立Ｅ高等学校として開設された。1992
年に、定時制昼間部の設置を契機に現校名（Ｙ高等
学校）に改称、1996年には定時制昼間部を全日制に
移行した。2013年度現在、「全日制（12学級397名）」
「定時制（15学級147名）」「通信制（26学級2057名）」
の３つの課程を持つ県立高等学校である。なお、定
時制課程には「普通科（定員40名）」と「情報科学
科（定員40名）」の２学科が置かれている。こうし
た「定時制」課程の統廃合や「全日制」課程の開設
に至る過程そのものが、若者を取り巻く社会的環境
が激変するなかで「学校」という受け皿自体が大き
く制度再編されざるを得ないという、まさに学校教
育と若者に関わる問題の厳しい象徴といえよう。
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2011年、Ｙ高等学校定時制課程は、国立教育政策
研究所の「教育課程研究指定校」を受け、「生徒理解
を深め、生徒の自尊感情を育み、社会自立及び社会
貢献できる人材の育成～生徒の自尊感情とコミュニ
ケーション能力の育成に関する研究～」をスタート
させた。まず、こうした研究を始めるに至った当時
の現状を「平成23・24年度　教育課程研究指定校事
業（教科横断）研究報告書（以下『研究報告書』と
略記）」に基づき、紹介することにしょう４）。その
「はじめに」は、研究の動機とその背景を次のとおり
明らかにしている。これまでの記述と重複するもの
もあるが、「Ｙ高等学校の直面した危機的生徒問題」
として理解するうえで必要と思われる。
「開校当初は、『働きながら学ぶ生徒』が多く入学
していましたが、近年では勤労青少年だけでなく、
不登校経験者や特別な支援を要する生徒など様々な
課題を抱えた生徒が入学するようになりました。特
に、本校定時制の生徒は、家庭的・経済的に厳しい
環境の生徒、自尊感情が育っていない生徒、他者と
のコミュニケーションがうまく図れず人間関係が希
薄な生徒、規範意識の低い生徒、低学力の生徒など
将来に夢を描くことができない生徒が多数在籍して
います。このような生徒の実態から、これまでの本
校の教育活動・内容だけでは、『社会自立』に結びつ
付けることは難しい。そこで、学校教育の中で自尊
感情や人権感覚を育て、コミュニケーション能力を
高めることにより、「社会自立」「社会貢献」できる
生徒を育成できないかと考えました。」
この文章からは、生徒の教育的課題が「自尊感

情」、「コミュニケーション能力」、「社会自立」の３
つにあることが指摘されている。これを踏まえて、
2011年度から2012年度の２年間実施された「教育課
程研究指定校事業（教科横断）」は、その研究目的を
「教科内容を見直し、すべての学校教育活動をとお
して生徒の自尊感情を高め、コミュニケーションの
実践能力を体得させることで人間力を向上させれ
ば、社会的に自立し、社会貢献できる人材を育むこ
とができると考えた。」と位置づけ、研究仮説を「生
徒理解を深め、生徒の自尊感情およびコミュニケー
ション能力を向上させることができれば、基礎学力
を向上させることができる。そのための指導を工夫
することによって『教師力』が磨かれるとともに、

中途退学者を減らし、進路決定率を向上させ、社会
に自立し、社会に貢献できる人材を育成することが
できる。」と設定した。
ここで、「コミュニケーション能力」とは前校長の
小崎良伸により、「受信」「発信」「調整」の３能力に
整理され、「受信」とは「聴く（受け止める）」「読む
（理解する）」、「発信」とは「言語表現（話す・書く）」
「非言語表現（表情や身体で表現）」、「調整」とは「自
分の意見と他者の意見を比較（相手との距離感をつ
かむ）」「人の立場を尊重し相手に敬意をもって接す
る力」により、それぞれ構成されるものと把握され、
２年間の研究事業の基本的な枠組みと位置付けられ
た５）。
まず、研究事業の取組みの前提である、生徒の実
態把握を簡単にみておこう。客観的な現状把握と取
組みの効果分析のために「自尊感情５領域テスト
（ローゼンバーグ）」、「自己・他者肯定感テスト（エ
リック・バーン）、「hyper-QU検査」等が使用され
た。ここでは、「自尊感情５領域テスト」の結果に基
づき、生徒の現実を紹介する。
研究事業に着手した際に実施した第１回調査で
は、「９点（50％）を超える領域は家庭的領域しか
なく、本校生の自尊感情は低い。」、「学力領域の自尊
感情もかなり低い。」、「身体的領域の自尊感情が最
も低く、特に容姿に自信がない。」ことが把握され
た。研究事業の進行の過程で３回の調査が実施され
ており、「総合的領域と社会的領域は、学年及び調査
時期（行事等）で大きく異なった。」、「変動が大き
かった学年は２・３学年で、第３回調査の生活体験
作文発表会後と、第４回調査のＹ定祭後の変化が大
きかった。」という結果が得られている。また、
「hyper-QU検査（よりよい学校生活と友達づくりの
ためのアンケート）」として実施された「ソーシャル
スキル検査」では、「『配慮』の尺度は全国平均より
若干低く、対人関係の基本的マナーやルールがあま
り守られていない。これは規範意識の低さと関係す
る。」、「『関わり』の尺度も若干低く、人と関わる
きっかけや関係の維持、感情の交流があまり形成さ
れていない。このことは、義務教育時代に不登校等
を経験したことによって、コミュニケーション能力
を含む人間関係形成能力が育まれなかったからと考
えられる。」という分析結果が報告されている。
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このようなＹ高等学校定時制課程の生徒の現状と
課題を踏まえ、研究事業は「教科横断」で生徒の「コ
ミュニケーション能力」を向上させ、そのことによ
り生徒の「社会自立」をサポートするという研究
テーマで取り組まれたため、学校の教育課程の改善
を強く志向した研究展開になった。具体的には、「授
業改善・創造（教科横断）」と「行事との連携」とい
う２つの取り組みを中心に進められ、研究事業の実
施体制を担う組織として「コミュニケーション委員
会」が学校内に設置された。
授業改善・創造（教科横断）では、「自尊感情５領

域テストの結果からわかったのは低い自尊感情の原
因は学力領域にある」という知見に基づき、自尊感
情の向上には「わかる授業」を目指す授業改善が必
要であり、学力向上には「学習のつまずき」を明ら
かにし、言語活動を充実させ、コミュニケーション
能力の向上が必要であるという取組みの基本方針が
明らかにされた。まさに、授業改善の基軸は「コ
ミュニケーション能力」とされたのである。この改
善のため、コミュニケーション委員会の検討を経
て、「授業改善（授業スキル向上）のための７つの視
点」が提案され、授業づくりの指針として取組むこ
とになった。「７つの視点」とは、「生徒を認める、
ほめる」、「１時間完結授業」、「教材・教具の工夫」、
「発問の工夫」、「指示・説明の明確化」、「板書の工
夫」、「生徒自身のコミュニケーションを促す授業形
態」である。なかでも、「１時間完結授業」、「発問の
工夫」、「指示・説明の明確化」、「生徒自身のコミュ
ニケーションを促す授業形態」の４項目が重点項目
とされた。あわせて、校内研修時に「生徒の授業態
度が問題」という指摘があったことを受け、コミュ
ニケーション委員会での検討を経て、生徒だけでな
く職員も心掛ける約束として「人と人がつながるた
めに」が作成された。「あいさつは自分からすすんで
やろう！」「相手のいいところを見つけてほめよ
う！」「前向きになれる言葉かけをしよう！」の３つ
の約束である。なお、これは熊本県教育委員会が作
成した熊本県児童・生徒教育行動指標、「認め、ほ
め、励まし、伸ばす」を基本的に踏まえて作成され
た。
では、２年間の研究事業で明らかにされた「成果

と課題」はどのようなものであっただろうか。取組

みの成果は、次のとおり総括された。すなわち、「授
業内容に対する生徒の興味・関心、生徒の授業を受
ける態度・聴く態度、そして授業者の説明、板書の
工夫に関する評価が向上した。つまり、生徒の聴く
力、コミュニケーション受信能力を向上させたと言
える。」「生徒同士の意見交換やコミュニケーション
のある授業は、付箋を活用した授業、ゲーム形式の
授業、課題研究によるプレゼンテーション、作品に
ついて相互評価のある授業、発展問題のある授業で
あった。」
このような「改善」の方向性が確認された反面、
課題として指摘されたのは、「生徒同士の意見交換
やコミュニケーションのある授業づくり」、「生徒の
コミュニケーション発信力の向上」、「基礎学力向上
に向けた個別指導とキャリア教育の充実」が十分達
成されなかったことである。特に、「生徒同士の意見
交換やコミュニケーションのある授業づくり」につ
いては、「今後は、思考力、判断力、表現力などを育
むためにも言語活動の充実を図り、講義中心の授業
からグループ学習など生徒参加型の授業づくりが求
められている。」と総括された。
次に、「行事との連携」の取組みについてみておこ
う。先に述べたとおり、「働くこと」に関わる「ニー
ト」「フリーター」、「学ぶこと」に関わる「不登校」
「いじめ」など、極めて重大な社会的問題が定時制課
程に集中している。事例として扱っているＹ高等学
校定時制課程の生徒の過去と現在もまた、同様であ
り、いっそう厳しいものであった。「自尊感情とコ
ミュニケーション能力の向上」のためには、自分史
そのものを自問自答する主体形成が不可避の成長の
プロセスであった。そのための手立てとして研究事
業の柱とされたのが「学校行事の充実」であり、そ
のなかでも、前期に開催される「生活体験作文発表
会」と、後期の「Ｙ定祭（文化祭）」の２行事を重点
取組みと位置付けた。いずれも、準備・実施・振り
返りの３段階で、生徒と教員が共に活動することで
「双方向のコミュニケーション」を図ることができ
る重要な行事であり、コミュニケーション委員会に
よって「キャリア教育の『基礎的・汎用的能力』の
育成」の機会と位置付けられた。ここでは、「生活体
験作文発表会」について述べておこう。
定時制通信制課程をもつ高等学校は、「生活体験



36 日本生活体験学習学会誌　第15号

作文発表会」を毎年度１回開催し、そこで優秀な成
績を収めた生徒は、学校代表として各県で開催され
る「県生活体験作文発表会」に参加、その審査を経
て、財団法人全国高等学校定時制通信制教育振興会
等が主催する「全国高等学校定時制通信制生徒生活
体験発表大会（文部科学省・厚生労働省等後援）」に
出場する。今年（2014年）で第62回を数える、いわ
ば「定時制通信制に学ぶ『青年の主張』」ともいうべ
き大きな大会である。大会の趣旨は、「全国の定時制
及び通信制高等学校に学ぶ生徒が、学校生活を通じ
て、感じ、学んだ貴重な体験を発表し、多くの人々
に感動と励ましを与えることを目的とする（「開催
案内」から）。」また、優秀者、入選者の作文は、集
録『誇りある青春』にまとめられ毎年刊行され、中
学校等の進路指導にも活用されている。
Ｙ高等学校でも、生活体験作文が自分自身の体験

や過去を見つめ振り返ることで自分の考え方、生き
方を整理する機会となり、引いては将来の展望を切
り拓くという、自己教育的意義を重視し、これまで
も重要な学校行事と位置付けてきたが、さらにコ
ミュニケーション能力の育成の視点から、あらため
てコミュニケーション委員会の検討を経てその充実
を進めた。そのキーワードは「担任教員が自分自身
を語る」、「添削は少なくとも２回以上」、「メッセー
ジカード」の３つである。
担任教員の生徒への働きかけの結果、生徒自身が

「自尊感情とコミュニケーション能力」を少しずつ
ではあるが獲得していく実践事例が学校内の研修会
で報告され、多くの教員の感動と共感を得た。その
実践報告を『研究報告書』から、以下原文のまま引
用しておこう６）。

雄一（仮名）は、１・２年生の時の生活体験作文
に過去のことは一行も書いていなかった。書いてい
たとしても、次のような表現にとどまっていた。「僕
は中学校生活と前の学校を自主退学するまで色々な
ことがありましたが、そのことは書きたくないので
今回はＹ高校に入学してからのことを書きたいと思
います。」
そんな彼が今回の作文には、初めて自分の過去や

自分の中にある辛さを綴っていた。
「（前略）昔。小学校の頃は楽しかったです。何も

考えなくて、ただただ遊ぶ毎日でした。今思い出し
ても本当に何も考えてなかったと思います。小学校
は楽しかったので、中学校も順調に行くかと思いま
したが、思春期に突入したからでしょうか？中学校
では、皆になじめなくなり、学校にもあまり行かな
くなってしまいました。今考えると、どうしてそん
なことで学校が嫌いになったのか分かりません。今
考えると、その程度のことなんです。でも、当時の
僕からすると、死にたくなるくらいの悩みだったの
です。家に居ても落ち着かなく、夜はあてもなく町
をブラブラし、歩きつかれたら家に帰る。そんな感
じだっと思います。思い出すと赤面してしまう、恥
ずかしい過去です。（後略）」
私は、雄一に対して「しっかりと考えて、自分の
思いを綴ってくれたと思います。いろいろと悩みな
がらも、前に進んでいこうとする雄一くんの姿がよ
くわかります」という返しをしました。同じように、
すべての作文に私の感想を記入し、夏休み直前の
LHRで生徒たちに伝えた。
生活体験作文の取組みは、生徒たちが自分自身と
静かに向き合う場である。しかし、多くの生徒は向
き合うことを意図的に避けてきた。それは向き合う
ことで、嫌な過去のことを思い出したくないからで
あろう。そんな彼らが綴り始めるきっかけ、�それ
は私の語りだったのかも知れないし、クラスみんな
が集中して綴っている姿であったかもしれない。残
念ながら、今年の校内生活体験作文発表会にはクラ
スから代表を出せなかった。来年は４年生。校内発
表するよりも何よりも、まずはクラスの中で何名か
でも作文を読んでくれ、それに対して返しができる
ようなクラスになっていければと思っている。（後
略）」

「３つのキーワード」の視点から引用事例に即し
て考察しておこう。本報告で「担任教員が自分自身
を語る」とは、「生徒が心を開くためには教師の自分
がまず心を解放することが必要と感じ、父親との関
係と自分の被爆二世の経験を LHRで述べた」こと
であった。また、「添削は少なくとも２回以上」は、
「ワークシートを活用して時系列的に自分の過去・
現在・将来について考え、記述させる工夫」などの
働きかけを進めた。この機会を「確かな出会いの場」
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と確信した担任教員の生徒に向けた「思い（想い）」
と、生徒自身の「受け止め」が具体的に表れた生活
作文作成のプロセスといってよい。
３番目のキーワード、「メッセージカード」につい

て紹介しておこう。メッセージカードは、発表を聞
いた感想を氏名、クラスを記名して書き込み、後で
発表生徒に渡される。その具体例を、以下、引用す
る。
「クラス代表として、本当に、立派に、みんなの前
で話すことができて、頑張ったね。作文の中に、自
分の思いや、今までの事が書かれていて、すごく勇
気のある作文だったよ。」
「辛かったことを人前で話すことはすごいと思い
ます。嫌な思い出が多かった学校がＹ高校で好きに
なれてよかったですね。定時制での生活楽しんでく
ださいね。」
「人生の先輩から聞く体験は社会の厳しさと学歴
の大切さがとても伝わります。勉強になりました。」
「まず契約社員とはいえ、郵便局の仕事が６年間
続いたことはすごいと思った。いくつになっても、
やりたい事や夢や目標、持ち続けることは、すごい
事だと思う。必ず整備士の資格を取ってほしいと思
う。」
このようなメッセージカードを受け取った発表生

徒の１人は、次のような感想を書いている。
「発表する人たちが私の知ってる人たちばっかり
で、きんちょうしないようにたくさん声をかけてく
れてすっごく助かりました。ずっと下を向いてし
まっていたので、そこもダメだったなーと思いまし
た！！　大勢の人の前で発表したりするのはやっぱ
り苦手です。でも少しずつ克服したいなーと思いま
す。今回はちょっとだけ発表できてよかったと思い
ました。」
こうした取組み事例から、コミュニケーション委

員会は、「メッセージカードを受け取った発表生徒
によると、聞いている生徒・職員が自分の発表で
『かなり励まされた』ことを知り、『自分の気持ちが
伝わっている』と確認できたと答えている。また、
発表者は、聞いている生徒・先生が『自分を受け入
れてくれた』ことで、自己肯定感をさらに深めたこ
とがわかる。」と、その効果を評価している。
それでは、Ｙ高等学校定時制課程の生徒の厳しい

「自尊感情とコミュニケーション能力」を向上させ
るために、重点的に取り組んだ「生活体験作文発表
大会」について、学校は成果と課題をどのように受
け止めているのであろうか。成果として指摘された
のは、「作文の内容は、自分の過去、くらしや仕事に
ついて振り返り、整理するなどして、生活体験作文
の趣旨に添い、充実した作文が増えた。」、「作文を書
く体験を共有することにより、他者（発表者）を尊
重し、聴く態度が向上した。」、「メッセージカードを
発表者全員に対して送ったことで、生徒同士の気持
ちの交流が行われた。」、「担任と生徒とのやり取り
の中で、お互いのコミュニケーションを深めること
ができた。」といった、生徒と生徒、生徒と教員とい
う関係性を共有した「場」に関わる事項である。
これに対し、課題と位置付けられたのは、まず

「生徒全員が書くことを確認し、全く書かない（書け
ない）生徒への指導を工夫する。」であった。すなわ
ち、「『生活体験作文』を全く書かない（書けない）」
ことによって「生活体験作文発表大会」という「場」
を共有できなかった生徒の存在である。このことの
背景には、多くの場合「書くスキル」の十分な習得
がなされていないという、教育的な課題がある。そ
の手立てのためにも、まずは、「生徒が『今の自分を
見つめ、それを認めて、次に進んでいく』ために、
日頃からの生徒との関わりを深め、担任の指導方法
や視点の共有、何をどう語るかについてなど、職員
全体で経験交流の場を設ける。」、「学年進行の指導
ビジョン（４年計画）を立て、ワークシートの活用、
作文の添削と対話をとおして指導を充実させる。」
取組みから進められる必要がある。
しかしながら、「『場』の非共有」という現実につ
いて考察すると、問題はより深刻であると考えられ
る。担任教員や生徒相互間での「作文」への支えや
いざないがありながらも、そのことから自らを「排
除」「切断」しようとする、「自尊感情の低さ」の裏
返しとしての「自己防衛機制」のもたらすものとみ
ることもできるからである。このことを生徒自身
は、どのように自己評価しているかを最後に示して
おこう。2012年に実施された「生活体験発表会のア
ンケート調査」の結果をみると、生活体験作文を書
いたことで、「過去やくらしを振り返れた」と答えた
生徒は、１年生40％、２年生40％、３年生50％、４
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年生54％、全体平均では50％となっており、「過去」
についてはおおむね良好といってよい。ところが、
「将来の夢や目標について考えられた」と答えた生
徒は、１年生10％、２年生７％、３年生19％、４年
生８％にすぎず、全体平均では11％と、「将来」に
ついては厳しい結果である。それ以上に重大な課題
は、「全く書かなかった」という生徒が、１年生
23％、２年生13％、３年生６％、４年生22％、全体
では17％という結果に明らかである。教員等の働き
かけにより２年生、３年生では「改善」傾向がみら
れるものの、卒業学年の４年生の「落ち込み」は著
しい。
Ｙ高等学校定時制課程が取り組んだ「自尊感情と

コミュニケーション能力の向上」を目指す教育実践
は、「自尊感情やコミュニケーション能力に課題を
抱えた生徒が多い定時制高校の教育の在り方に少な
からず示唆を与えるものと考える。本研究は自尊感
情及びコミュニケーション能力の向上という点では
成果を残すことができたが、学習意欲が低い生徒を
対象にした基礎学力の向上という点ではまだ課題が
残る。」と、研究事業の総括を行った。その総括は、
研究事業に指導助言者として関わった筆者からみて
もそれなりに妥当なものと考えている。「授業改善・
創造（教科横断）」と「行事との連携」という２つの
取り組みを中心に進められた本研究事業は、あらた
めて「『生きる力』を支える『確かな学力』」という
「義務教育段階の重要課題」（小学校・中学校学習指
導要領）を確認させるものとなった。研究事業のな

かで提案された「授業改善（授業スキル向上）のた
めの７つの視点」や「人と人がつながるために（３
つの約束）」は、小学校教育でも取り組まれている実
践であることはいうまでもない。それを高等学校教
育で取り組まなければならない生徒の課題の厳し
さ、それが定時制課程が直面する本質的な教育課題
なのである。「自分の人生を自らの責任で生き抜く
力」の育成という、現代日本の教育課題に関わる実
践の必要性はますます重大かつ重要になってい
る７）。
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はじめに
本特集は、日本生活体験学習学会が開催した地方

セミナー（2013,9　別府大学）、及び研究大会シンポ
ジウム（2014,2　別府大学）での報告と議論をもと
に構成したものである。2013年の地方セミナーは、
「働く力と生活体験－今、若者に求められている働
く力とは何か」をテーマに開催されたもので、市原
論文はこのセミナーでの報告をもとにしている。
2014年の研究大会は「若者の社会人基礎力を高める
体験活動の新展開」をテーマに開催され、長尾、中
川、古賀の各論文は、研究大会シンポジウムでの報
告をもとにしている。研究大会では、志賀玲子氏に
もご報告いただいたが、残念ながら今回の特集には
収録することができなかった。
地方セミナー、研究大会シンポジウムに共通する

問題意識は、日本の労働市場の流動化に伴い、従来
の学校教育から労働市場への移行が困難になった
ことを背景にして、新規学卒者に対する社会的・経

青年・若者問題と生活体験学習研究の新展開

上　野　景　三 *

済的要請が「社会人基礎力」、「学士力」として大学
教育の内容の再編を求めるようになった。具体的に
は、達成目標値の設定やカリキュラム再編、教育方
法の改善等を求め、インターンシップをはじめとす
る大学教育における体験学習の有効性についての検
証が必要になってきた。
しかし、青年・若者の抱える問題は、employability

への疑念や、キャリア教育、インターンシップ教育
の形式化、青年・若者の生育過程における発達の歪
み、といったさまざまな問題を内包しており、問題
の全体像の解明と、それと体験学習との関連の議論
が求められている。とくに、働く力やコミュニケー
ション能力の不足が指摘されるが、これらの諸能力
の形成は、人間の生育過程における体験の量と質の
かかわる問題として把握されなおすことが必要であ
る。
そこで、本学会して、青年・若者問題と生活体験
学習研究との関連を発展させるために、地方セミ
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ナーや研究大会に掲げたようなテーマを設定し、生
活体験学習研究の視点から、問題構造を捉えなおそ
うとする試みを行った。本特集は、その中間的なま
とめである。
本論は、特集として所収された論考を概括し、そ

れを通じて青年・若者問題と生活体験学習研究にお
ける論点整理を目的としている。

１.長尾論文の問題提起を受けて
まず、長尾論文が指摘するように、学生の就業体

験が主張されるわりには、青年・若者期にある年代
の生活体験については等閑視され、また本学会をは
じめ、研究レベルにおいても青年期の若者の生活体
験についての研究は未開拓なままであった。子ども
の生活体験には着目しても、中学生以上の子ども・
青年に関する議論は浅く、研究の視野も及んでいな
かったといえよう。管見のかぎりではあるが研究的
な蓄積はほとんどみられないことから、「青年・若
者と生活体験」というテーマは、本学会としても新
しい展開を求めるものとして位置づけられる。
長尾論文は、「経済問題の処方箋としてのキャリ

ア教育」を批判的にとらえ、その発生の系譜を1990
年代にさかのぼり、その問題性を指摘している。そ
の把握は、おおよそ妥当であるといえる。だが、
1997年の神戸連続児童殺傷事件を契機とする「トラ
イやるウィーク」（1998年実施）の導入や、総合的
な学習の時間における職場体験学習の導入以前から
の系譜にも着目しておく必要があろう。
というのは、勤労体験学習という方法は、学校教

育においてはその姿形を変えながら、その時代時代
に応じて実施されてきたからである。それらとの相
違点を見なければ、今日のキャリア教育のもつ問題
性に迫りきれないのでないかと考えるからである。
例えば、1966年の「期待される人間像」時代の勤労
体験教育の導入は、「後期中等教育の拡充」を目指す
中で、道徳教育とあいまって愛国心育成の一方策と
して位置づけられたものであった。この路線が長く
引き継がれる。だが、この路線の延長との関係で、
今日の勤労体験学習やボランティア体験学習、そし
て大学におけるキャリア教育の問題を把握しようと
するのであれば、ある種の転換があったことに注目
する必要があるのではないか思われる。つまり、後

期中等教育段階から高等教育への延長そして拡大
は、次のような新たな意味をもっているのではない
かと考えられるからである。
一つは、義務教育から高校教育までの段階では、
経済界の要請というものは、学校制度の改革である
総合高校、総合学科の設置、また中等教育学校の新
設にみられるように、労働力養成の観点からの学校
の制度的な改編と、教師内容の再編として現れてき
た。今回の転換というのは、その要請あるいは介入
が、大学教育にまで延長・拡大して及んできたとい
うことがいえるのではないか。
二つには、高校から大学への延長・拡大、つまり
子ども期から青年期への延長・拡大は、学校教育か
ら労働市場への移行が困難になってきた時期と重な
りあっている。したがって人間発達の問題とは区別
された質の問題としてとらえることができる。宮本
みち子が「若者が社会的弱者へ転落する」と指摘し
たように、人間発達の問題というより受け入れる社
会の側の問題である。新規一括採用の時期には、学
生の労働力の質がいかにあれ、採用後の研修で対応
していた。だが、メガ・コンペティションの時期入
り、企業内教育の予算を削り、一方で企業内の人材
育成の機能を企業外の大学教育に求め始めたわけで
ある。「生涯学習体系化」はその助走としての役割を
担わされ、生涯学習の名の下で大学開放を進めつ
つ、リフレッシュ教育の導入にみられるように大学
教育の改革の先鞭をつけた。他方で就労前にキャリ
ア教育の名で大学教育に求め始めたわけである。大
学は、二重の要請を受けたわけである。
三つには、国家的課題として位置づけられる「若
者自立・挑戦プラン」は、若者の自立を願うという
より、若者の就労対策と危機管理対策という観点か
ら構想されている。そのため青年・若者の発達を促
す教育的な観点は無きにひとしい。したがって、地
方自治体レベルにおいて青年教育行政の解体が進め
られることによって青年・若者たちが自らの自立を
考えるための学習や教育を支える条件は消失し、大
学教育へと一元化されざるをえない。一般的な勤労
青年とその教育・学習活動は等閑視され、政府の若
者支援は、学校教育からドロップアウトする青年・
若者層への対策という構造になっている。
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２.人間的諸力とキー・コンピテンシー
続けて長尾論文は、キャリア教育の目標に示され

ている「生きる力」、「人間力」、「就職基礎能力」、「社
会人基礎力」の検討を行っている。そこで明らかに
された点は、一つにはこれら「○○力」は一連のも
のとして把握する必要があること。二つにはそれら
「人間力」「社会人基礎力」が衰退したとみなされ、
その要因は「若者を取り巻く環境と若者自身の未熟
さ」が指摘され、若者の側にも問題があると把握さ
れているという点である。
これら一連の「○○力」のもつ意味は、一面では

確かに青年・若者の能力形成の課題を示している
が、一方では全体的な人間的な諸力の発達を目指す
というより、ある種の適応主義的傾向をもっている
のではないだろうか。
このような「○○力」の背景には、コンピテン

シーの議論がある。文部科学省の整理によれば、
OECDにおけるコンピテンシーとは、「単なる知識
や技能だけでなく、技能や態度を含む様々な心理
的・社会的なリソースを活用して、特定の文脈の中
で複雑な要求（課題）に対応することができる力」
とされている。さらに、「キー・コンピテンシー」と
は、「コンピテンシーの中で、特に①人生の成功や社
会の発展にとって有益、②さまざまな文脈の中でも
重要な要求（課題）に対するために必要、③特定の
専門家ではなくすべての個人にとって重要、といっ
た性質をもつものとして選択されたもの」であり、
「個人の能力開発に十分な投資を行うことが社会経
済の持続可能な発展と世界的な生活水準の向上に
とって唯一の戦略」と説明されている。さらに
「キー・コンピテンシーの３つのカテゴリー」とし
て「①社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に
活用する能力（個人と社会との相互関係）、②多様な
社会グループにおける人間関係形成能力（自己と他
者との相互関係）、③自律的に行動する能力（個人の
自律性と主体性）」と説明されている（文部科学省
HPより）。
ここに示された OECDのコンピテンシーの議論
をベースとして、2008年に中央教育審議会は「学士
課程教育の再構築に向けて」（答申）と「新しい時代
を切り拓く生涯学習の振興方策について」（答申）を
出し、大学教育改革と生涯学習環境づくりの二つを

提起した。
コンピテンシーに示された能力について、人間の
能力論としてみたとき異論を挟む余地は少ないであ
ろう。ただ問題は、そもそもコンピテンシー論が、
企業における従業員特性の分析から導き出されたも
のであり、人材活用の議論から出発していることを
忘れてはならないことである。ある種の適応主義的
傾向をもつと指摘したのは、コンピテンシー論が、
財政的な「選択と集中」の議論や労働市場の在り方
と無関係ではないからである。大学の種別化や人材
活用のなかみ、地域労働市場の有りようの文脈と関
連させて考えたとき、場合によっては人間の能力は
捨象されかねない。そこに今日の青年・若者問題は
ある。人間の能力論としては首肯できても、社会的
には選抜・競争の道具になり、自分自身の中にその
矛盾を抱え込む構造になっている。

３.長尾論文に示された今後の検討課題
長尾論文は、今後の検討課題として二つ挙げてい
る。一つは、労働のリアリティに即した成長・発達
をとげることのできる教育条件の検討と、もう一つ
はシティズンシップ教育の重要性についてである。
長尾論文には、青年・若者の全体的かつバランスの
とれた人間発達への展望と、教育の人間形成機能と
労働の陶冶性を分離せず統一的な把握への志向性、
また青年・若者と社会との接続性の確保といった点
を読み取ることができる。
提起された課題は、いずれも首肯できるものであ
る。では、このような検討課題と、本学会の生活体
験学習との接続をどのように展望できるのかという
点が最後に残る。青年・若者にとっての生活体験の
もつ意味を理論的にも実践的にも掘り下げていくこ
とが求められる。

４. 大学教育における二つの教育実践－市原論文
と中川論文－
この二つの論文は、現在の大学教育の中で、学生
の実態と地域の諸課題との関連性に留意を払いつ
つ、手間暇をかけた教育実践として注目されるもの
である。
先述したとおり、2008年の「学士課程教育の再構
築にむけて」以降、どの大学でも「学士力」の設定
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が求められ、それに応じたカリキュラム再編成と目
標値の設定が模索された。いずれの大学において
も、既存の科目の再配置と社会とのインターフェイ
ス、GPAの導入による目標値の設定等の取り組みが
進められた。
この種の教育実践の創出が困難であるのには、理

由がある。一つは、大学における研究の高度化と教
育活動とが乖離していることである。最先端の研究
成果を伝えることが大学教育において難しくなり、
研究と切り離して教育の部分だけを特立して考えな
ければならなくなったからである。もう一つは、義
務教育、高校教育における子ども・青年の発達の積
み残しという課題が大学教育の中に持ち込まれ、入
学と卒業との四年間での積み残し解消のためには、
大学の教育方法・内容の新たな開発が求められるよ
うになったことである。それはそのまま大学教員の
負担増として跳ね返ってくる。
大学といえども学校教育であることから、教育実

践にむけての教員の努力は払われるべきであろう。
だが一方で教員定員削減があり、他方で研究や教
育、社会貢献、組織運営の業務がこれまで以上に課
せられかつ教員評価が進められ、教員が業務量の増
加と評価にさらされている現状を鑑みたとき、困難
と言わざるをえない。この二つの取り組みは、この
ような現状の中で、模索・創造され、教育的な効果
を生み出していることからも注目されてよい実践で
ある。

まず市原論文であるが、教養教育として初年次学
生を主対象とした教育実践の創出に取り組んだもの
である。論文に示されているとおり、一方で出口段
階での企業等からは社会的涵養が求められ、他方で
学生の学習動機づくりが求められている。その両者
をつなぐ観点から、大学教育改革推進プログラム
（GP）の予算を獲得し、入口段階の初年次からの教
養教育に地域体験活動を組み込んで実施したもので
ある。その後、学長経費や特別経費等の予算をやり
くりしながら継続して実施されているものである。
授業の目的は、地域社会の体験活動を通じて社会性
の涵養をはかるところに置かれている。授業科目
は、「大分の水Ⅰ」「里海と里山Ⅰ」「里海と里山Ⅱ」
であり、地域社会における体験活動は、田植えや稲

刈り、自然観察、水辺環境巡視、バードウォッチン
グ、環境保全活動、地域行事への参加、地域諸団体
との交流、学修成果のプレゼン、といった内容であ
る。
これらの取り組みの成果としては、授業のテーマ
に関する問題意識の深まりや、就職意識の向上に関
して強い肯定的な意識が醸成されていることが挙げ
られている。また、派生的に参加した SAや TAに対
する教育的効果がみられている。これらの成果か
ら、当初の初年次教育からの学習動機づくりといっ
た目的から、さらに学生の問題解決能力の向上を目
的とした授業への発展が展望されている。
次の中川論文も、同じ大分大学の取り組みであ
る。この取り組みも、教養教育の一環として実施さ
れたものある。インターンシップと明確に位置づ
け、「中小企業の魅力の発見と発信」という科目名で
開講され、それら成果の評価をふまえてカリキュラ
ム改善を当初から目的に含みこんで実施されたもの
である。実施にあたっては、大分県中小企業同友会
の協力を得て行われている。授業の内容としては、
事前指導（講義）、三日間の職場体験、取材活動、魅
力発信のためのメディア作成、成果発表会で構成さ
れている。
授業の性格上、履修者が三年間で39名と多くはな
いが、成果をはかる指標として授業前と授業後の学
生意識の変化をみるアンケートがとられている。社
会人基礎力の構成要素である項目について、イン
ターンシップを体験することによって正の効果がみ
られている。インターンシップのもつ教育的な可能
性を探求しようとする実験的なプログラムであると
言える。

以上の二つの大学教育実践から、本学会での研究
課題として示唆された点は、次の点ではないかと思
われる。
一つは、大学における学習の動機づけとしての体
験活動の有効性である。大学における一方的な講義
ではなく、また演習・実習とは異なる授業形態の模
索とでもいうべきものである。従来の参加型学習と
いう言葉でも表現できないような、学生の五感を
使って学ぶ学習形態とでもいうものである。その形
態が教育的効果をもつとしたら、大学のカリキュラ
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ム構成する際に不可欠な要素として考慮しなければ
ならない。この点は、学生の生育過程から考えてみ
た場合、深刻な問題が内在しているともいえる。学
生たちが、これまでの生育過程において五感を使っ
ていないことが逆に証明されることでもあるから
だ。
二つには、インターンシップのような労働体験の

部分だけを切り取れば、アルバイト等と同様であ
り、学生たちはすでに多様に体験しているというこ
とができよう。しかし、学生のアンケート結果から
「アルバイトとは違う体験」といった声をどう理解
したらいいのだろうか。つまり、現象的にはアルバ
イトと同じであっても、それとは異なる体験の質と
それを保障する環境、学生の内側に形成される能力
とは何か、という問題を提起している。
三つには、体験の質にかかわって、地域をテーマ

にしていることのもつ意味である。市原・中川の両
論文において、大分をフィールドにし、そこから学
生の自然認識、社会認識の形成をはかろうとするこ
とのもつ意味を、人間の発達過程に即して考えてみ
なければならない。一つ目の論点ともかかわるが、
今日の子どもから青年期に至る生育過程における体
験の欠落、もしくは過剰という問題を、自然認識、
社会認識の形成という観点からより構造的に考える
必要性を提起していると思われる。

５. 高等学校定時制課程が提起する問題－古賀論
文－
最後の古賀論文である。古賀論文がとりあげる高

校の定時制課程は、学校教育法の制定後の1948年に
設置されたものである。戦前の青年学校などを前身
としており、全日制に進学のできない勤労青少年の
教育機会を保障する教育機関として設置された。設
置当初は、高校進学率も低く、高校教育を保障する
機関としては重要な役割を担っていた。だが、古賀
論文でも示されているとおり、近年の定時制課程
は、さまざまな矛盾の坩堝となっている。子どもの
貧困といった経済的問題だけであれば、勤労青少年
の教育保障という観点からの高校教育の無償化や奨
学全制度の充実という問題設定になろう。しかし矛
盾の坩堝と指摘したのは、経済的問題のみならず、
子どもが定時制高校の入学に至る過程において、複

雑な家族問題をかかえているケースも少なくなく、
また不登校だけでなくさまざまな社会的排除を経験
していると推測されるからである。にもかかわらず
定時制高校研究は少なく、その意味でも本論文は重
要である。
古賀論文の中では、事例として Y高校をとりあ

げ、そこでのキャリア教育の取り組みを紹介・分析
している。Y高校は、2011年度から国立教育研究所
の研究指定校となり、生徒理解と生徒の自尊感情や
コミュニケーション能力の育成めざした取り組みを
行っている。生徒の実態を分析したのち、生徒の教
育的課題をコミュニケーション能力の育成によっ
て、生徒の自尊感情をたかめ、社会的自立を達成す
ることにおいた。コミュニケーションの育成を促す
ための授業改善や教師の生徒対応の改善への努力が
続けられた。また学校行事である「生活体験作文発
表会」にむけて、生徒の生育過程や自己の体験の振
り返り、文章を書くスキルの形成等の実践に取り組
んでいる。それらの取り組みの成果がみられる一方
で、生徒一人一人が将来展望を描くことの困難さも
課題として明示されている。
古賀論文が示唆する点は、次の点である。一つは、
キャリア教育といっても定時制高校においては、さ
まざまな困難を有する生徒も多いことから、一般的
なキャリア教育では通用せず、高校での生徒の実態
に即した展開が求められるということである。二つ
には、コミュニケーション能力の育成がコアにな
る。そのための教育方法の開発と校内体制の整備が
課題となるが、生徒たちは入学以前からの多様な問
題を抱えているために、高校教育において、それら
を引き受けながら教育実践にあたらなければならな
いことである。三つには、教育実践の一つの方法と
して、「生活体験作文」をいかに書かせていくのかと
いう点が課題となる。その際、「担任教員が自分語る
こと」、「添削は少なくとも二回以上」、「メッセージ
カード」の三つの手法を使っている。ここには教師
―生徒間、生徒―生徒間のコミュニケーションの
関係がある。生活体験作文を書かせていく作業であ
るが、生徒たちのどういう「生活体験」が交流され、
その交流にはどのような意味があるのかという点で
ある。貧困、家族問題、社会的排除など、厳しい現
実が書き込まれることもあろう。だが、それらを対
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象化するのは困難でもあり時間を要する。論文で
は、アルバイトなどの労働体験について紹介されて
いる部分があるが、その場合自分自身の体験の一部
を表現し、受けて側から本人に対する共感的なメッ
セージが発せられる関係をみてとることができる。
そのことは、コミュニケーション能力の育成のみな
らず、お互いの生活体験の交流による共感関係が成
立することによって、自分自身の体験のもつ意味を
考えさせていく契機となっていることがわかる。

６. 青年・若者問題と生活体験学習研究の新展開
にむけて
以上の諸論文からの示唆された諸点をもとに、青

年・若者問題と生活体験学習研究の新展開にむけた
研究課題を整理してみたい。
本特集に掲載された諸論文は、問題の設定、大学

教育実践、高校教育実践とキャリア教育との関連と
いう問題意識の下で書かれている。総論的に言え
ば、子ども・若者の生育過程における発達の積み残
しが、生育過程中には顕在化しないが、社会的な自
立、つまり卒業という出口に差し掛かったときに、
コミュニケーション能力や課題探求能力の必要性が
問われるときに顕在化する。現段階では、その点を
キャリア教育で対処し、大学も含めた教育内容の再
編で対応しようとする構造になっている。しかし、
キャリア教育だけでは問題は解決をせず、学生の内
側に蓄積された生活体験の過不足、大学教育におけ
る生活体験を含みこんだ教育・学習方法の開発と検
証、より困難を抱える子ども・若者にとって将来展
望を切り開くことのできるような契機となる生活体
験学習の開発、といった子ども・若者のかかえる諸
課題の解決をめざす生活体験学習研究が求められて
いる。
そこで、不十分ではあるが、研究課題として下記

の点を列挙しておきたい。
一つは、青年・若者にとって必要な生活体験の全
体像をどう把握するのかという点である。社会人基
礎力、学士力にしてもキャリア教育の推進が求めら
れており、それにしたがって教育課程の再編が進め
られている。この背景には、キー・コンピテンシー
論があり、それが教育課程の中に具体化されようと
する。だが、キー・コンピテンシーの育成は、教育
課程の中だけで達成されるものなのかどうか。ここ
に所収された論文にみられるように、インターン
シップにしろ、地域課題を取り入れた授業にしろ、
体験型教育が有効性をもつとしたら、それは教育課
程の内側だけで考えることができるのかどうかとい
う問題である。逆にいえば、大学教育における教育
課程と学生の有する生活体験との関連を考え、大学
における体験型学習の質と量をどのように設計でき
るのかという点である。
二つには、前述したように、大学教育であれ、高
校教育であれ、高校や大学における体験活動は、そ
れまでの生育過程における生活体験不足を補うこと
ができるのかどうかという点である。生育過程にお
ける体験が希薄化しかつ一面化しているとしたら、
それを補いつつも、将来展望を描くことのできる生
活体験学習の構想を考える必要がある。
三つには、教育のトラッキングと生活体験の関係
である。実態として教育のトラッキングが進行する
中で、例えば大学の種別化の進行や矛盾が集中する
定時制課程において、一般的なキャリア教育の効果
は限定的である。所収された論文が示すように、子
ども・若者にとって共通する生活体験の不足、ある
いは個々人やある群ごとに即した生活体験のもつ意
味をとらえ返していくような生活体験学習研究が求
められている。
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はじめに―研究の目的―
子どもの生活体験学習を目的に、全国約800箇所

以上で取り組まれている「通学合宿プログラム」が
ある。全国的な広がりはあるものの、その実践現場
では、「“通学”しながら合宿する」意義が十分に理
解されていない状況が見受けられる。
そこで、本稿では、「通学合宿プログラム」の意義

をあきらかにするために、その事業の前身である
「通学キャンプ」事業に焦点をあて、どのようなプ
ロセスを経て「通学」という発想が生まれ、「キャン
プ」や「合宿」事業を通学しながら実施することに
なったのか。またその実践が、子どもたちにどのよ
うな教育効果をもたしているのかについて考察を
試みる。また、旧産炭地庄内という地域で誕生した
実践の意味も合わせて考察する。

１． 「通学合宿プログラム」誕生に至るプロセス
についての研究

「通学合宿」の前身である通学キャンプについて、
旧庄内町の通学キャンプの実践者でもある丸本・正
平他（1985）１）により、単発的な教育キャンプでは
到達できない長期（通学）キャンプの教育効果があ
るとの実証的研究がある。そこでは、①認識の問い
直しをせまる自然とのふれ合い、②意識の問い直し
をせまる欠損体験の補完、③異年齢集団による生活
など体験の質を向上させる実践が子どもたちに一定
の効果をもたらしていると述べられていた。また、
同じく小学校教員として実践に関わった石井
（1986）２）の研究では、一般的なキャンプは、時間が
ない、課題を課していない、生活体験を取り入れて
いない、１回限りの人間関係、指導者（役員）の任
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期が短く技能や意欲に期待できないという課題があ
るため、その課題を超えることを試みられたプログ
ラムが、長期（通学）キャンプであるとの見解が示
されていた。しかし、長期に質のよい体験に取り組
む意義は共有されたものの、「通学」を合わせる発想
や意義、またそれによる子どもの教育効果は十分検
証されていない。
そこで、本稿では従来取り組まれてきたキャンプ

や合宿という営みに、なぜ「通学」を重ねることに
至ったのか、またそれは子どもにとってどのような
効果があったのかについて、そのプロセスからとら
えていきたい。

２．研究の方法
飯塚市生活体験学校で取り組まれている通学合宿

は、1983（Ｓ58）年の通学しながらキャンプを行う
「通学キャンプ」にその前史をみることができる。通
学キャンプに関する資料は、①1979～1983年のキャ
ンプ場づくりの４年間の足跡を記録した「庄内町青
少年の森・教育キャンプ場のあゆみ」、②1983年の
「長期キャンプの記録」、③1984～1986年に第２～４
回が開催された「庄内町長期（通学）キャンプ」の
資料集３冊、④1986年に実施された「庄内町子育て
懇談会」の資料集の分析を中心に行う。

３. 旧庄内町の子どもの問題とものの豊かな時代
における子どもの発達疎外への危機感
飯塚市庄内生活体験学校の通学合宿事業には、長

年にわたって支え続ける指導者の存在があり、その
多くは、1983年から実施された通学キャンプの実践
者である。旧庄内町で始まった通学キャンプは、社
会教育史にみる実践基盤と旧産炭地の子どもの現状
認識、そして、ものの豊かな時代における子どもの
発達疎外への危機感が誕生に至らせていた。以下、
経緯を記す。

３－１　旧産炭地庄内の子どもの問題を解決するた
めの実践

①　青年が支えた旧庄内村の公民館における子ども
会活動

庄内村は、1931年に福岡県社会教育課により奨励
された「福岡県全村学校奨励規定」をもとに、1937

年青年学校を併置する自治館（公会堂）を建設した。
この自治館は、公民館のような施設機能をもち、青
年たちの活発な活動が展開されていた。1946年７月
５日の文部次官通牒「公民館の設置運営について
（発社122号）」が出されると、すでに公民館の基盤
となる自治館を持っていた庄内村は、1947年３月８
日、いち早く庄内村公民館の発館式を行った。
庄内町誌の「庄内村公民分館活動の記録」（1948
年１月１日から1950年１月11日）によると、公民館
で取り組まれた子どもの活動では青年たちの関わり
が大きかったと記述されている。例えば赤坂分館で
は、研修会・講習会が２年間に17回、童話会、紙芝
居・幻灯会などを行い、読書会は毎週２回開催され
ていた。また、会議や研修の開催が７回、その他の
行事、他地区からの視察もあった。さらに町誌によ
ると、「青年層は、子ども会活動にも十分寄与してい
る。童話会、紙芝居・幻灯会などに多いときは、160
人を数える子どもが詰めかけ、その顔は輝いてい
た３）」とある。
また、公民館の発足とともに、「青年団と一体にな
り子ども会組織の結成促進とその運営方法の研究を
重ね、子ども会の巡回指導班を組織し、各分館子ど
も会の結成を呼びかけ、巡回指導を実施、子ども会
の結成はもちろん、その健全育成にいよいよ拍車を
かけたのである。４）」とある。庄内の初期公民館で
は、「青年」が子ども会の組織化、運営、活動にも重
要な役割を担っていたことがわかる。
②　旧産炭地庄内の子どもの非行と依存を打開する
少年教育が期待された子ども会活動
1955年、庄内の各公民分館で活動する子ども会指
導者によって、「子ども会指導者協議会」が結成され
た。この協議会は、事業の企画や実施、指導者研修
会を開催し、庄内町の子ども会指導者全体の資質向
上を目指して作られた組織であった。結成直後に中
核的な役割を果たしていたのは、炭鉱の子ども会指
導者たちであった。５）

しかし、1958年頃から、石炭鉱業の合理化に伴
い、他町村や県外への転出が相次いだ。３～４年の
間に、全炭鉱が閉山し、炭住の消滅、人口半減と炭
坑地域社会６）の様子は激変した。庄内町子ども会指
導者協議会７）の役員も激減し、1961年には、炭鉱閉
山の影響で、恒例の「子ども会大会」を継続すること
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ができなくなるなど活動の停滞を余儀なくされた８）。
また、炭鉱閉山とともに、年少者の非行が増大し

た。1965年、夏休みの８月８日に庄内中学校で火災
が発生し、全校舎の３分の２を焼失した。原因は失
火によるものと推測されたが、少年非行の問題行動
という認識が拡がり、子ども会活動を少年教育の機
会と捉える気運９）が強まっていった。
1967年、嘉穂郡公民館連絡協議会の研究会におい

て、庄内町公民館主事松岡芳信氏が、「少年教育（子
ども会活動）の現状と今後の展望 」をテーマに報告
した。そこでは、「炭坑の閉山がもたらした深刻な影
響、すなわち、生活への積極性がなく、無気力で、
他に依存しようとする他力的な生活意識、これをど
のように取り除き、更に『あすを開拓する意欲』を
どう育てるかを少年教育の目標とし、子ども会活動
の実践を通じて、その達成に努力したい。」と閉山後
の庄内の子どもの現状を捉え、公民館としても子ど
も会活動によって子どもの意欲を育てる少年教育を
目指していたことがわかる。
③　非行防止や鍛錬を目的に模索を続けた「少年教
育キャンプ」

1957年、当時高校３年だった正平氏は、庄内町の
青空子ども会（綱分４坑１区）行事として、関の山
２泊３日のキャンプ活動を主催した。正平氏が当時
作成した「キャンプのしるべ」には、「自分の食器は
自分で洗え、重たいテントはみんなの手で運べ」と
自立と共同の考え方がすでに記されていた10）。
1960年の庄内中学校の火災後、少年教育を模索して
いた子ども会指導者協議会のメンバーは、このキャ
ンプ活動を参考に、1966年から３年間にわたって少
年教育キャンプに取り組んでいった。1967年は、庄
内町子ども会指導者協議会の主催、庄内町教育委員
会、庄内町青少年問題協議会、庄内中学校の協力な

ど、町ぐるみで少年教育キャンプの実施がなされ
た。
「図表１」のように少年教育キャンプは、小学生は
１箇所に固定した２泊３日の初級キャンプ、中学生
は嘉穂郡、朝倉、田川の３郡を移動し野営していく
中級キャンプであった。中級キャンプは、単に山を
登るだけではなく、移動のたびに身支度と身じま
い、野営の設営と撤収がくり返し行われる厳しい鍛
錬キャンプであった。この中級キャンプは、庄内町
が企画・実施した少年教育キャンプとしては、最も
難度の高い内容であったため、指導者の確保難や準
備の大変さから継続されることはなく、１回きりの
実践に終わった。11）

３－２　ものの豊かな時代における子どもの発達疎外
一方、1964年に行われた東京オリンピック景気に
わく日本では、「ものの豊かさ」を目指す生活志向が
主流となり、合理性・利便性を重視した生活が浸透
していった。そこでは、家電製品の普及を始め、日
常生活から生活労働が激減することによって、体験
不足による子どもたちの発達疎外が顕著に現れてい
く時代となった。
1985年と1986年に庄内町公民館が行った「庄内町
子育て懇談会」では、「挨拶や返事がきちんとできな
い」「人の話を聞く力がない」「たてのつながりや異
年令集団がない」などコミュニケーション能力の低
下や関係性の乏しさ、また、「（物があふれて）がま
んする体験や耐える力がない」「無気力で勤労意欲
がない」「失敗を恐れる」など耐える力や勤労意欲の
低下、また、「自己中心的」「いじめが多い」「（送り
迎えする親が増え）歩く力がなくなってきた。」など
人格形成の問題や過保護過干渉の悪影響、「掃除の
仕方を知らない。後始末ができない。」「ナイフの使
い方を知らない。」「自然とふれ合う遊び方を知らな
い。」という生活力や生活技能の低下など、子どもの
発達疎外の状況を表す意見が多く出された12）。ま
た、庄内小学校教員の石井太賀良氏13）は、1985年４
月の５年生の自分の学級の子どもたちの状況につい
て、「学習中に『私語』『よそ見』『手遊び』『指をく
わえる』『突然席を立つ』『すねてその場から動かな
い』など幼児的言動が目立つようになった。」など学
校教育現場で見られる集中力の低さや自己中心的な

図表１　少年教育キャンプの概要について

名称（特徴）・対象 参加人数 場所・泊数

初級（固定）
キャンプ・小学生 40人 朝倉郡小石原村・２泊３日

中級（移動）
キャンプ・中学生 13人

古処山麓野営→古処、屛、馬
見の三山縦走・小石原村の
初級キャンプに合流→英彦
山麓で野営→英彦山登山・
３泊４日
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人格形成の問題行動に、学習以前の問題として危機
感を抱いていた14）。

４． 「失われた子どもの生活」を取り戻すために
取り組んだキャンプ場づくり

４－１　「失われた子どもの生活」をとり戻すため
のキャンプ事業

1979年、正平氏は、当時の庄内町教育長朝原良行
氏15）の要請を受け、庄内町子ども会指導者協議会の
会長に就任した。正平氏は、旧産炭地の子どもの問
題やものの豊かな時代における発達疎外の状況は、
子どもたちが戸外で遊ばない、体験不足により危険
回避の仕方をしらない、友だちとの集団生活を知ら
ないなど、子どもの生活の中から減少し、やがては
失われていったもの（日々の生活に必要で不可欠な

直接体験の世界）が教育を困難なものにしていると
考えていた。
そこで、会長就任後すぐに、「失われた子どもの生
活」を取り戻すキャンプ事業を提案した16）。庄内町
教育長朝原氏が会長に要請したのは、正平氏の子ど
もの育ちの問題意識とキャンプの実績や指導力を見
込んでのことだった。
この提案を多くの指導者が賛同し、同年７月19日
第２回目の子ども会指導者協議会では庄内町全体の
子ども会でキャンプを行うことを決定した。キャン
プ会場での協議では、町内にある「既成の商業化し
てしまったキャンプ場などは、社会情勢の変化が子
どもに与えた悪い影響の上塗りをするようなも
の。17）」との認識から、既成のキャンプ場ではなく未
開の庄内町多田大ヶ原の町有林一帯をキャンプ場と

図表２　庄内町青少年キャンプ場設立計画19）抜粋

１．設立の必要性（一部抜粋）
（略）子ども会や学校で増えつつあるキャンプ活動は、自覚されると否とにかかわらず、『失われた子どもの生活』をとり戻
そうとする反省のあらわれと見るべきであります。いわゆる社会情勢の変化がもたらした今の子どものありようと、世の親
たちが自分の子ども時代の生活とひきくらべて、今の子どもを自然のなかでもっと自由に伸び伸びと遊ばせねばならないと
思い、友だちと集団で遊ぶ楽しさをわからせねばならないと思うのは当然のことであります。
　更に大切なことは、自分たちの食事を自分の手で作らせたり、寝起きの準備を自分でするという体験を通して、親から日
常受けている世話の苦労をわからせ、進んで人の世話をもしようという姿勢や技能を身につけさせることは、今の子どもに
最も欠けている面を補う教育だといわねばなりません。（略）
２．キャンプ場利用の形態
　①学校キャンプの充実
　②学校や子ども会の遠足の目的地として利用する。
　③障害児教育活動の一環として、野外活動計画を研究し、取り組む必要性がある。
　④就学前の子どもを対象とする野外活動を研究し、取り組む課題がある。
　⑤子ども会キャンプの充実：子ども会キャンプでは、学校キャンプでは取り組みにくいような内容を準備し、技能の面で
はより高度の水準を目指す。

　⑥ファミリーキャンプ（家族キャンプ）を実施する。
　⑦利用者には、一定時間の作業を義務づける。
　⑧キャンプ活動の水準を高めるために、それぞれの専門的な技能を持つ全ての町民の援助を要請する。
３．キャンプ場の候補地
　　　庄内町　多田　大ヶ原　町有林一帯
４．キャンプ場の施設々備
　①キャンプ場はほぼ東西に走る道を作り、通行と資材の搬入などに使う。
　②幕営区域を指定し、最小限の整地をする。
　③取水場・便所は地形・状況に応じて単数または複数作る。ゴミの集積場を一ヶ所作る。
　④営火場をかねる中央広場をつける。
　⑤緊急連絡のための季節電話をつける。
　⑥学年全員を収容できる規模のバンガローをつける。
５．キャンプ場づくりの段階
　①本年度中の可能な限り早い時期に、関係団体の協議を終らせ、町当局へ陳情する。
　②55年度は、さしあたり運営中心の利用を想定する。道路・取水場・便所・倉庫が必要になる。
　③57年度までに100人収容のバンガローを作り、59年度までに200人収容のバンガロー区域を完成させる。
６．キャンプ場づくりの留意点
　①工事は、利用者の作業によって完成させる余地を残しておく。
　②立木の伐採は極力避ける。
　③外部の車の進入（二輪車を含めて）を防ぐ工夫をする。
　④バンガローづくりは、利用者の作業参加を検討する。
　⑤火気使用の区域、場所を指定し、山火事防止の工夫を十分にする。
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して要望して行った18）。

４－２　庄内町青少年キャンプ場づくりの計画
1979年９月６日第３回庄内町子ども会指導者協

議会の会議では、「図表２」の「庄内町青少年キャン
プ場設立計画」を作成し、翌日の同年９月７日に庄
内町教育委員会へ提案した。
このキャンプ場設立計画では、その多くを町民が

手づくりする提案がなされていた。「図表２」の
「４．施設々備」では、具体的な内容を示すことに
よって、町や行政関係者がどこを担うのか、また、
町民が取り組んでいくところはどこかなどがわかり
やすく説明されていた。また、スケジュールを公開
することで、自分がいつ関わることができるのかを
理解することができた。この計画やスケジュールが
示されたことで、子ども会指導者、庄内小・中学校
の教職員、頴田小学校の教職員、社会教育委員、保
護者、町民有志、利用者など、学校・家庭・地域の
多岐にわたる人が、キャンプ場づくりに関わってい
くことを可能にさせた。
また、「図表２」の「２．キャンプ場利用の形態」

では、「⑦利用者には、一定時間の作業を義務づけ

る。」ことや、「６．キャンプ場づくりの留意点」の
「①利用者の作業によって完成させる余地を残して
おく」、また「④バンガローづくりは、利用者の作業
参加を検討する」など、利用者にもキャンプ場を利
用しながら、キャンプ場づくりに参画する仕組みが
示されていた。これは、「私作る人」と「私利用する
人」の垣根を越えるための働きかけであり、誰もが
キャンプの利用者であり主体者になり得る仕組みで
あった。

４－３　学校・家庭・地域が活用しやすいキャンプ
場構想

「２．利用の形態」をみると、この時点において
は、学校・地域（子ども会）・家庭から活用される
キャンプ場をつくりたいという構想がみえる。学校
においては、「学校キャンプでは取り組みにくいよ
うな内容」「技能の面ではより高度な水準」など、学
校キャンプの充実を図るための活動拠点としてキャ
ンプ場、地域においては、学校主催では限界のある
キャンプ活動を地域の人々とともにつくる活動拠点
としてのキャンプ場、家庭においては、身近な生活
圏に経済的負担もなく、自宅ではできない体験を家

図表３　庄内町青少年キャンプ場づくりの主な作業記録20）

西暦（和暦）・【キャンプ場づくりに取り組んだ日数】・主な活動内容
1979（s54）年【2日】
子ども会指導者協議会：キャンプ場を作る必要性について協議・確認。（7/19）
子ども会指導者協議会役員会：具体的な構想を協議。（8/19）
子ども会指導者協議会：「庄内町青少年キャンプ場設立計画案」を協議・決定。（9/6）
議会開設認可。（12/）
1980（s55）年【12日】
子ども会指導者協議会役員会：キャンプ場づくりの具体的な問題を協議。（5/12）
子ども会指導者協議会：運営・利用上の問題と課題について協議。（5/27）
子ども会指導者協議会・公民館：合同で現地の施設計画について、協議・確認。（5/31）
開設式－便所、流し台、広場設置－（7/27）
電話の外線工事（8/2）・板・角材置き場を作る。（8/8）・下草刈り、伐採作業。（8/12、8/19）・広場のみぞきり（8/19）・ま
きわり、まきづくり（8/27）
1981（s56）年【59日】
管理小屋づくり、第２管理小屋づくり（3/29～）・広場拡張－ブル押し－（4/13）・井戸掘り工事（6/12～）・貯蓄槽すえつけ
（7/12）・臨時電話設置（7/20～）・シイタケ収穫（9/13）・チャボ16羽放つ・イチゴ畑拡張、キンカン、ユズ各10本植樹・子
ども会「子ども秋祭り」－約130名－（11/1）・ワークキャンプ－約20名－（11/22）・設営地（松林）の伐採。下草刈りなど。
1982（s57）年【108日】
掘りゴタツづくり（1/15～1/30）・松林の伐採（2/11～）・子ども会「子ども祭り」－約280名－（5/5）・常設電話設置（5/5）・
大屋根のための広場造成（12/17、5/6、5･10）・大屋根づくり（5/12～）・子ども会指導者研修会（6/26～27）・食卓づくり
（7/22～）・電動ポンプ設置（8/10）・プレハブすえつけ（8/24～）・子ども会「子ども秋まつり」－140名－馬2頭・整地作業、
伐採作業
1983（s58）年【81日】
道づくりのための伐採（2/11～）・第１小屋拡張（4/29）・浴場、便所の増築準備（5/14）・土間の拡張（5/15）・プレハブ修
理（6/3）・伐採作業、（6/17）・管理小屋に整理棚作る（8/1）・下草刈り、清掃など。
第１回長期キャンプ実施（10/6～9）
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族が協力しながら取り組むファミリーキャンプがで
きる活動拠点としてのキャンプ場などの活用が目指
されていた。

４－４　多くの町民が参加したキャンプ場づくり
1979年９月６日に庄内町子ども会指導者協議会

で協議・決定された「庄内町青少年キャンプ場設立
計画」は、同年の12月議会にて認可され、キャンプ
場づくりが始動する。
1980年５月の子ども会指導者協議会役員会や協

議会において、キャンプ場づくりの具体的な問題や
運営・使用上の問題点と課題について協議を重ね
た。また、同年５月31日には、子ども会指導者協議
会と公民館の合同会議を開催し、施設計画について
の協議・確認をした。協議会や協議会役員会、また
公民館との会議（「図表３」）を重ね、1980年７月27
日のキャンプ場の開設式を迎えた。
1980年７月、開設式を終えると、キャンプ場設立

計画に基づいた手づくりキャンプ場づくりが始まっ
た。「図表３」の作業記録をみると、1980年は12日、
1981年は59日、1982年は108日、1983年は81日の作
業が行われたとある。第１回の長期（通学）キャン
プが実施されるまでの準備期間においては、ピーク
時３～４日に１回の割合で作業が行われていたこと
になる。

５． キャンプ場作りから認識された長期キャン
プの必要性

５－１　庄内の子どもの誰もが参加できるキャンプ
事業を目指して

正平氏はキャンプ場づくりに取り組みながら、
「自分自身が企画実行してきたキャンプは、ほとん
どが夏休みに季節イベントで終わっていた。この点
にひっかかった気分のまま時間が過ぎていた。21）」
と、イベントではないキャンプとは何かを求めて、
子ども会指導者協議会での検討を続けていた。目指
していたのは、ボーイスカウトのような、年間を通
して継続的に、自然の中で仲間との共同作業を行
い、生きていくうえで必要な技能や習慣、社会性を
養うという活動のイメージだった。しかし、ボーイ
スカウト活動に参加するためには、制服の購入や会
費など一定の費用が必要だった。旧産炭地庄内の子

どもにとって、ボーイスカウト活動は誰もが参加で
きる仕組みにはなり得なかった。そこで、子ども会
指導者が中心となり、経済的負担がほとんどない庄
内の子どもの誰もが参加できるキャンプ事業を前提
に計画されたのであった。

５－２　大人たちが仕事をしながら作業をして実感
した長期キャンプの必要性

1979年から始まったキャンプ場作りでは、1980
年、1981年と作業に関わる大人の「日数」や「人数」
が年々増えていった。
４年間に及んだキャンプ場作りでは、多くの大人
たちが、子どもたちの「失われた生活」を取り戻す
ために、①自身の力で食べる、寝る、自然から身を
守る、清潔、掃除などの生きていくための生理的欲
求（衣食住）を満たしていくための活動拠点づくり、
②仲間とともに生活を営み、かけがえのない存在で
あることを確認し合う人間関係を育むための活動拠
点づくり、③野菜づくり、ものづくり、自然との共
生、動物とのふれあいなど、生活文化（技能や知識）
を獲得していくための活動拠点づくりに取り組んで
いった。
作業に関わった大人たちは就労しているため、ほ
とんどの人は平日の業後や休日にキャンプ場づくり
に継続して取り組み続けた。この作業は、キャンプ
場を作るための作業であったが、同時にそこに関
わった大人たちにとって、自然の中で継続してキャ
ンプを営む生活体験学習の時間でもあった。
作業を通して寝泊りを繰り返し、飲み食いしなが
ら熱く語り合う日々を重ねていく中で、「１泊や２
泊の短いキャンプではなく、10泊程度の長いキャン
プをやろう」という提案がなされた。これは、大人
自らがキャンプ場作りに長年関わり、自然の中で継
続したキャンプ生活に取り組んだことによって、長
期にキャンプを行う必要性を実感したからこその提
案だったといえる。

６． 長期キャンプに「通学」を重ねるという発想
の誕生

６－１　長期（通学）キャンプと一般的なキャンプ
の比較検討

キャンプ場づくりを通して長期にキャンプを行う
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意義は共有されてはきたものの、あらためて子ども
会指導者協議会の会議で、長期キャンプについて具
体的な検討を行っていく必要があった。会議では、
「誰が長い期間の指導を受け持つのか？安全への配
慮は？必要な予算は？」などの意見が相次ぎ、実際
に長期キャンプを実行していくためには多くの課題
を解決しなければならなかった。そこで正平氏は、
指導者が仕事を休まなくても長期に開催できるキャ
ンプであり、安全で負担の掛からないキャンプの方
法の一提案を行った。それは、野外活動家の音成彦
始郎氏が構想していた「キャンプをしながら仕事に
通う大人のキャンプ」を基に、「キャンプをしながら
学校に通学する子どものキャンプ」にしてはどうだ
ろうかという提案であった。
この提案は、普通なら議論される余地のないもの

であったに違いないが、これまで仕事をしながら
キャンプ場づくりに取り組んで来た大人たちにとっ
ては、“出来るかもしれない”と自信を感じていたよ
うである。子ども会指導者協議会では、「長期（通
学）キャンプ」と「一般的なキャンプ」の効果の違
いついて具体的な検討が始まっていった。
「図表４」は、子ども会指導者協議会の中で協議さ
れた記録をもとに、長期（通学）キャンプと一般的
な子ども会等で取り組むキャンプについて、石井が
作成した表をもとに相戸が加筆修正した、活動日
数、通学の有無、通学の緊張感、生活体験の頻度、
人間関係の濃さ、場所、実施可能な回数、指導者の
関わり、教育効果の比較一覧である22）。
協議した結果、長期（通学）キャンプは、長期間

のキャンプ活動が可能となること、子どもたちが通
学という回避できない課題を課すことによって、適

度な緊張感を持ってキャンプ活動に取り組めるこ
と、学校に行くという日常的な生活の中で体験でき
ること、子どもと大人という縦集団、子どもと子ど
もによる横集団の関係の中で、共同作業や共同生活
を行い、他人と協力しなければ生活していけない人
間関係の状況を設定できること、キャンプする場は
学校に通える身近な日常生活圏の自然豊かな場所で
行えること、実施可能な回数は１年中何回でも実施
でき、指導者が仕事をしながら関わることが可能で
あること、そして、生活体験を長期にわたって行う
ことによって、教育効果が期待できるという意義を
見出すことができた。
これらの協議から、「長期（通学）キャンプ」を
行っていくことによって、当初懸念されていた指導
者・安全・予算の課題は、身近な生活圏で指導者の
過度な負担なく指導でき、且つ安全・低予算で、な
お且つ高い教育効果が見込まれるプログラムである
ことから、解決できることが確認された。
こうした子ども会指導者協議会の議論と当時の庄
内町教育長の朝原良行氏から「最初は短い日程から
でも始めてみよう23）」との後押しを受け、1983年、
「通学」を位置づけた「長期キャンプ」の第１回をス
タートさせた。

６－２　「通学」を前提に組み立てられたキャンプ
プログラム

1983年から取り組まれた長期（通学）キャンプは、
以下「図表５」のような前期と後期の日程で構成さ
れた。各年のプログラムは、後期の通学しながら
キャンプをする体験を中心に、前期はその事前準備
や練習、鍛錬や長時間が必要な体験が組み立てられ

図表４　石井（1991）を参考に筆者が加筆した長期（通学）キャンプと一般的なキャンプの比較一覧

長期（通学）キャンプ 比較項目 一般的なキャンプ
長い 活動日数 短い
ある 通学の有無 なし

（学校に通う緊張感が）ある 緊張感 （学校に通う緊張感など）あまりない
日常的な継続した生活における体験 生活体験の頻度 非日常のイベント体験
子どもと大人、子どもと子どもの
関係・協力なしでは生活できない関係 人間関係の濃さ 子ども中心の関係・１回限り

（その場しのぎ）の関係
日常生活圏内の自然豊かな場所
（学校に通える範囲の場） 場所 日常生活圏から離れた場所

（山や海や島など非日常を経験する場）
１年中何回でも実施できる 実施可能な回数 年（長期休暇）に１回程度
仕事をしながら関われる 指導者の関わり 仕事をしながら関われない

期待できる 教育効果 期待できることもある
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た。
通学キャンプは、1983年の第１回長期キャンプに

おいて、２日間の通学という試行的な取り組みとし
て始められ、２回目からは３年間にわたって５日間
の通学をプログラムに位置づけた。
通学キャンプは、前半は夏休みの終日キャンプ活

動、後半は２学期の通学しながらのキャンプ活動と
の二段階の構成で行われた。後期に４キロの道のり
を１時間掛けて通学しなければならないという大き
な課題を設定しているため、その課題を達成するた
めの前期プログラムのメニューが設定されている。
具体的な前期の活動では、子どもたちが寝泊まりす
るキャンプサイトの設営と撤収をスムーズに行うた
めの練習、子どもたちがキャンプ場から学校まで遅
刻せず通学するための練習、また安全に登下校する
ための演習などが行われた。
また、後期の活動では、朝５時半の起床時間は変

えずに、洗面、朝食と弁当づくり、片づけまでして、
通学しなくてはならない。さらに、下校後は夕食づ
くりや入浴、学習をこなし、21時半に就寝しなけれ
ばならない。学校生活では、「通学キャンプ」だから
といって特別扱いされないのである。
終了後は「長期キャンプ参加者の保護者アンケー

ト」を行い、「申し込みにおける子どもの意志、参加

経費、開催時期、前期後期の二段階構成、前期終了
時や後期終了時の子どもの様子、学習時間、登下校、
体験、期間（長さ）、次回参加の意志」について質問
し、この事業が妥当であったかどうかを判断して
いった。アンケートの結果では、ほとんどの項目に
おいて、「概ね良い、妥当、成果があった」という回
答があり、「通学」を導入したことについての子ども
への過度な負担や安全上の問題がないことを確認す
ることができた24）。
また、指導者においても、保護者のアンケート結
果や子どもたちの作文、そして自身の関わりの中で
効果を実感したことから、仕事をしながら取り組め
る「長期（通学）キャンプ」事業に確かな手応えを
感じていた。そこから、２年目以降、「通学」を５日
間に増やし、本格的な「長期通学キャンプ」プログ
ラムを始動していくこととなった。

７． 子どもの作文にみる長期キャンプに「通学」
を合わせたことによる教育効果
１～４回の長期（通学）キャンプの資料集25）に

は、前期、後期それぞれのキャンプに参加した子ど
もの作文が綴じられている。そのいくつかをみて、
キャンプに「通学」を合わせたことによる教育効果
を考察する。

図表５　長期（通学）キャンプの概要

項目 前期プログラム 後期プログラム
  【日程】
第１回：５泊７日
第２回：９泊11日
第３回：10泊11日
第４回：10泊12日

  （夏休み）
1983年８月25（木）～27日（土）
1984年８月26（日）～29日（水）
1985年８月25（日）～29日（木）
1986年８月24（日）～28日（水）

  （２学期中）
1983年10月６（木）～９日（日）
1984年９月３（月）～９日（日）
1985年９月２（月）～８日（日）
1986年９月１（月）～７日（日）

  【通学日数】
第１回
第２～４回

０
０

２日間
５日間（火・水・木・金・土）

【前期後期共通の日々の活
動】

�・５時半起床、21時半就寝の規則正しい生活時間の設定。
�・朝食、昼食（通学日は弁当を作って持参）、夕食は自分たちでつくり、後片付けを行う。
�・学習時間が設けられている。
�・班会議を行う。
�・営火をする日がある。

【前期後期それぞれの活動
の特徴】

�・キャンプサイトの設営と撤収の練習
�・キャンプ場から学校までの登下校の練習（演習）
�・弁当づくり（練習）、うどん、ところてんづくり、
芋とヒジキのみの食事

�・早朝登山、移動キャンプ、結策法懸垂降下の学習
�・小屋づくり
�・野草教室と採集、植性調査、堆肥づくり、落花生の
草取り

�・乗馬練習と馬体・馬具の学習

�・キャンプしながら通学する。
�・キャンプ場と学校までの登下校
�・風呂を作り入浴や洗濯をする。
�・キャンプサイトの徹営と清掃
�・乗馬教室や乗馬練習（手入れ）
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「ぼくは、キャンプ場から学校までいきかえりす
るのがとてもきつかった。こんなにきついとは、思
わなかった。次の日の朝は、ものすごくさむかった。
まだ、まっくらだった。その日は、雨がふってび
ちょびちょだった。朝５時30分にきしょうだったの
が、６時になってしまった。だから学校におくれて
しまうと思った。（1983年・小学４年・男子A）」

小学４年男子 Aは、キャンプをしながら４キロの
距離がある山道を通学する「きつさ」を実感してい
た。また、自然の中でキャンプ生活をすることに
よって、天候不順に見舞われるなど自然の厳しさに
も直面していた。また朝、寝過ごし、学校に遅刻す
るのではないかと生活時間を意識しながらキャンプ
に取り組んでいた様子がわかる。

「学校に行くさいしょの日はよかったけど、つぎ
の日からは、ばてるようになったが、負けずにがん
ばってあるいて、やっと学校へいけた。かえって、
ごはんを食べたのがおいしかった。（1984年・小学
６年・男子 B）」
「ロングキャンプはとってもきついです。朝は、５
時30分におきたり、ここから通学いろいろときつい
ことがありました。でもきついことがあるから楽し
いこともあるんだと思いました。それは10泊12日
のさいごの夜は、きついこともわすれるようなたの
しいキャンプフィヤー、パーティーです。（1985
年・小学６年・女子C）」

小学６年男子 Bと小学６年女子 Cは、「通学」す
ることが、キャンプの中で最も「つらかった、きつ
かった」と記述しているが、頑張ってことによって、
「ごはんがおいしかった」、「たのしい行事」などを味
わうことが出来ていた。男子 Bは、初日はつらさを
感じなかったが、２日目以降、ばてそうになりなが
らも４日間「通学」をやり続けることが出来ていた。
きついことも、繰り返しやり続けることによって、
満足感や達成感に変わっていることがわかる。

「後期の仕事は学校へ行かなければいけなかった
ので、いそいでしたのでたいへんだった。（1985
年・中学１年・女子D）」

「後期はきつくてとても大へんでした。通学の時、
道の悪いところなどがあって、こまりました。それ
と、朝食づくりがおくれたときなどは、学校はちこ
くです。でも次の日から、ちこくなどしませんでし
た。（1985年・中学１年・女子 E）」
「最初の日は、ねむれなくて学校でねむたくなっ
たけど、後の方になると、五時半におきるのもなれ
ました。（1984年・小学６年・女子 F）」

中学１年女子 Dは、キャンプ生活での営みを一連
の「仕事」として捉えていた。遅刻しないように、
朝の「仕事」をこなしていくため、「いそいでした」
など仕事のやり方や段取りを考えて取り組んでいた
ことが伺える。
中学１年女子 Eは、遅刻したことを反省し、なぜ
そうなったのかという理由をしっかり捉え、二度と
遅刻しないための取り組みをしていったことが伺え
る。失敗からの学びの効果といえる。
小学６年女子 Fは、前半はうまく睡眠がとれない
様子であったが、後半では早起きに慣れ、苦になら
なくなった様子が伺える。通学しながら継続して
キャンプに取り組むことによって、生活リズムが出
来、身体が適応していく様子がわかる。

「去年も、このキャンプに来たが、それはあまり長
期キャンプと呼べるようなものではなかった。期間
がとても短かった。学校への通学も、二～三回だけ
であまり通学をしたというかんじはしなかった。
（略）しかし、今年は、だいぶん長期キャンプだとい
う実感がした。とても長く、イヤになるほど学ばせ
ていただいた。（略）通学するという点も、たいへん
なものだと思った。去年、弁当をつくったのは、一
回だけだったけど、今年は、四回もつくった。少々
おいしくなかったけれど、こんなに続けて弁当をつ
くったのは、はじめてだ。（1984年・中学２年・男
子G）」

中学２年男子 Iは、前の年に体験した２日間の通
学キャンプは短くて物足りなったようだが、この年
に体験した５日間の通学キャンプでは、「とても長
く、イヤになるほど」とあり、かなり負荷が掛かっ
ていたことがわかる。しかし、その負荷によって
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「学ばせていただいた」という表記にあるように、こ
の経験は大変だけど自分にとって良いものであるこ
ということ認識していた。また、弁当作りにおいて
は、満足できるおいしいものは作れなかったようで
あるが、イベント的な１回のみの弁当作りから４日
間連続して弁当を作り続けたことによって、自信が
ついていったような様子がみられた。

子どもたちの作文からは、「通学」しながらキャン
プするということは、とてもきつく、眠たく、緊張
感が伴う、かなり負荷の掛かる活動であったことが
わかる。しかし、継続した体験によって、楽になっ
たり、できるようになったり、当たり前に感じて
いったりと、その状況が少しずつ改善していること
が伺えた。そこには、キャンプ活動において、「回
数」や「日数」を費やし、苦しくても自分の力で日
常の生活体験を繰り返し行っていったことが、生活
習慣や生活技能の向上につながっていたと考えられ
る。長期（通学）キャンプは、「日常生活を営みつ
つ、日数をこなしていくことによる教育力」という
効果をもたらしているといえよう。

８． まとめ―通学合宿プログラム誕生に至る通
学キャンプのプロセスと到達点について―
以上、本稿で見てきた通学合宿プログラムの誕生

に至る経緯とその到達点を、以下、５つの点からま
とめを行う。
まず１点目は、庄内の社会教育実践やその歴史

が、長期（通学）キャンプから通学合宿を支える人
的基盤を形成し、その青年たちが公民館の子ども会
活動支援を通して、旧産炭地の子ども課題や現代的
な子どもの発達疎外などについて問題意識を持ち、
課題解決へ向けた彼たちの行動力から誕生した「失
なわれた子どもの生活」を取り戻すためのキャンプ
実践からのスタートであった。
２点目は、旧産炭地庄内のあらゆる家庭の子ども

が、参加しやすい仕組みとして誕生したプログラム
であったということである。炭鉱閉山後の筑豊地域
においては失業問題など経済的困難を抱える家庭が
多かったことから、家庭の経済格差により子どもの
教育格差を生み出すことのないよう、最低限の食事
の実費負担で誰もが参加できる子ども会主催事業と

して取り組んだ。
３点目は、大人たちが取り組んだキャンプ場づく
りの作業プロセス―①自身が生理的欲求（衣食住）
を満たしていくための活動、②人間関係を豊かに
（自分や他者の存在意義を実感）していくための活
動、③生活文化（技能や知識）を探求していくため
の活動― が、「長期」キャンプの意義理解とその
キャンププログラムの原型を作っていたということ
である。
４点目は、キャンプを「長期」にわたって「日常
的」に取り組むことへの追求から発想された「通学
プログラム」であったということである。「非日常
的」な一般的なキャンプでは、時間と空間に過度な
負担が伴ってしまうが、長期（通学）キャンプでは、
キャンプ場を拠点に、平日昼間、子どもは「学校」、
大人は「仕事」という日常生活の営みの延長上に
キャンプ事業を位置づけることによって、子どもも
大人も長期にわたるキャンプを実践することを可能
にした。
５点目は、長期と通学の融合がもたらした「教育
育効果」が大きいということである。「通学」と
「キャンプ・合宿」を合わせることで、子どもに適度
な緊張感を与え、学校生活に支障をきたさないため
にどのような生活を行っていくかなど、子ども自ら
が試行錯誤しながら段取りや工夫を考え、行動して
いる様子を見ることができた。作文からは、人から
与えられる体験や感動だけではなく、自分自身が
「長期」にわたり「通学」キャンプに取り組み獲得し
た、技能、忍耐力、協調性、自信、そして達成感や
満足感が多く綴られていた。

おわりに

庄内町の青年や大人たちによって創り出された長
期（通学）キャンプは、1989年以降、通学合宿専用
施設である旧庄内町生活体験学校（現・飯塚市庄内
生活体験学校）において「通学合宿」という事業名
で取り組まれるようになった
旧庄内町生活体験学校は、長期（通学）キャンプ
に関わってきた子ども会指導者たちが、1985～
1986年の２ヵ年にわたって旧庄内町の子どもや子
育てに関する団体関係者や保護者と開催した「庄内
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町子育て懇話会」の中で、「庄内町子ども村・生活学
校構想（案）26）」を協議し、旧庄内町へ提案し、設置
された施設である。専用施設を作った目的は、一年
間を通じ庄内の子どもたちへ「通学合宿」事業を保
障していくための仕組みを目指すためであった。
事業に取り組む場所はキャンプ場から施設へ、運

営は民間主導から行政主導へと移行したが、25年以
上経過した現在でも変わらないのは、キャンプ場作
りに関わった大人たちを含め地域の人々によって、
「通学合宿」の環境醸成―例えば、ヤギの受け入れ
と飼育小屋の整備、堆肥小屋の修理、ピザ釜の作り
直し、畑や果樹園づくり、下草刈など―が行われて
いる点である。
2015年４月から、飯塚市庄内生活体験学校は指定

管理者による運営となり、正平氏が代表を務める
「NPO法人体験教育研究所ドングリ」が受託するこ
とが決定した。「通学合宿プログラム」は、「長期（通
学）キャンプ」に関わった大人たちに戻され、再ス
タートを切ることになった。1979年からのキャンプ
場作りに原点をみる通学合宿は、これから益々、地
域の大人たちによって、創造され続ける実践といえ
よう。
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はじめに
放課後児童クラブ（以下「学童保育」とする。）

は、児童福祉法によって定められた「放課後児童健
全育成事業」を実施する組織である。この事業で
は、保護者が昼間家庭にいないおおむね10歳未満の
児童に「適切な遊び及び生活の場を与える」ことが
目的とされている。近年、学童保育の拡充が、とり
わけ女性の就労促進という観点から、子ども・子育
て支援政策上の重要課題として注目を集めている。
また、学問的な次元では、2010年に日本学童保育学
会が設立されたことからも分かるように、この分野
の研究活動は徐々にまとまりをみせ、その成果は厚
みを増している。
とはいえ、本格的な学問研究はまだ緒についたば

かりであり、また、行政機関にも一般の人々にも学
童期の保育の必要性が十分に認知されているとはい
いがたい状況にある。例えば、児童福祉法の規定で
は、乳幼児の保育については市町村に実施義務があ
るのに対して、学童保育には利用促進に関する努力
義務しか存在しない。また、財政面での公的補助も
ごく僅かである。さらに、指導員の資格制度も未整
備で、指導員の専門性に対する理解は進んでおら
ず、その地位や待遇は十分保障されていないといっ
た窮状である。
学童保育は、すべての児童が利用する場ではない
という事情も手伝って、家庭や学校に比してその存
在感は薄い。とはいえ、全国の学童保育数は
22,096ヶ所、入所児童数は933,535人にまで達し、低

要旨　本稿では、小規模な学童保育「かなえば」を事例として、計画性と評価という観点から、学校教育と学童
保育の機能や性質の違いについて検討し、そこに生活体験が大きく関わっていることを明らかにした。
　学校教育では PDCAが強く働く傾向にあるが、学童保育ではそれと比べてゆるやかな学童保育型 PDSを機能
させることができる。その結果、学童保育では、常に子どもたち自身が目標を意識してその達成を強いられるこ
とによる不全の感覚や、その目標に照らして自らが自らの評価者となることへの息苦しさ、個人的能力への還元
によるよそよそしさが感じられない。学童保育でこの PDSが可能となるのは、生活体験的な活動が行われている
からである。なぜならば生活体験は、「望ましい体験」、「生活世界」、「協働性」という三つの観点から現れてく
る特質を保持しているからである。

キーワード　学童保育型 PDS、生活体験、計画性、評価

学童保育における生活体験
―計画性と評価をめぐって―

石　村　秀　登＊　　石　村　華　代＊＊

Life Needs Experiences in After-school Activities

― Concerning Plans and Evaluation ―
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＊＊九州ルーテル学院大学
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学年児童の25.1％が学童保育を利用しているという
状況にある。また、１～３学年の児童が学童保育に
いる時間は学校にいる時間よりも460時間も長く１）、
児童の全人的な発達への影響力は非常に大きいとい
えるだろう。また、二宮（2012）が述べるように、
「学童保育は、いまや新たな地域づくり運動を担う
有力な拠点となりつつある」と考えられる。長時間
労働の影響もあり大人同士の結びつきが生まれにく
い現代社会においては、子どもが過ごす学童保育
が、コミュニティの再生やその教育力の向上のきっ
かけとなりうるのである。
このような認識のもと、我々は、NPO法人「生活

と教育」を運営主体として N小学校学童保育「かな
えば」を2010年４月に設立した２）。N小学校は、中
山間地に位置する児童数100名未満の小規模校であ
り、現在20名弱の児童が放課後を「かなえば」で過
ごしている。本研究では、この「かなえば」を事例
として取り上げ、計画性と評価という観点から、学
校教育と学童保育の機能や性質の違いについて述べ
る。そして、そのような違いがなぜ生じるのかを追
究することを通して、学童保育における生活体験の
位置づけとあり方について考察し、学童保育におけ
る生活体験の意義を明らかにしたい。

１　教育・保育における計画性と評価
（1）学校教育における PDCA

学校教育においては、近年、国や教育委員会の教
育基本振興計画などのマクロの次元でも、学校・学
級経営や授業実践などのよりミクロの次元でも、
PDCAに則った改善が求められるようになってい
る。

PDCAとは、元々は経営学で製品の品質管理のさ
いに使われていた用語である。それは、ある商品の
製造を計画し（plan）、実行し（do）、その質を評価
し（check）、品質が向上するように次の計画へと反
映させる（act）という、スパイラル状のプロセスの
ことである。このような PDCAの発想は、製造業の
みならず、サービス業、あるいは教育や保育などの
営利的サービスとは一線を画す事業にまで拡大して
適用されることとなった。PDCAが教育界に浸透し
た一因としては、PDCAの各過程間の関連づけを強
化し、評価をより定量的で客観的なものにすべきだ

という考え方が台頭したことが挙げられるだろう。
さて、教育活動において計画を立案し、子どもた
ちの学力などに関してその質を保証するためには、
教育を提供する側（教育行政及び学校関係者）が何
らかの目標をしっかりと設定する必要がある。この
ような目標の明確化という現象は、国家レベルでい
えば、2006年の教育基本法改正に伴って、第２条
「教育の方針」が「教育の目標」に変わり、より詳細
な教育目標が提示されるようになったことにも現れ
ている。つまり、教育行政による「国家目標の管理」
（子安　2009）が次第に徹底化しているのである。
国家による教育目標の管理化は、評価に関する近
年の動向と呼応している。その動向を簡単に確認し
ておくと、まず、OECDによる PISAが「国際経済化
における教育のグローバルスタンダード」（田中　
2008）として2000年に導入されている。また、PISA

の影響を受けた全国学力・学習状況調査も、2007年
より小学校６年生と中学校３年生を対象に毎年実施
されている（石井　2008）。その他にも、対外的な
学校評価を実施することになった結果、行政主導の
学力テストがとみに増加している（子安　2009）。
このような各種調査での評価は、例えば、PISAが
学習指導要領の規定に影響を及ぼしているように
（堀　2008）、教育の目標・内容等に関わる計画変更
を促している。テストでの評価にしたがって改善点
を見極めたうえで、学習指導要領の改正等を通じて
新たな計画を立案し実行するというサイクルが、教
育行政には生まれている。つまり、教育行政におけ
る PDCAは、綿密に構成されたテストによる評価を
指標として、教育目標を精緻化させながら循環し、
昨今の教育改革を推し進める要因になっているとい
える。
また、学校現場での実践にも PDCAは波及してい
る。例えば、１単位時間の授業で PDCAを綿密に機
能させようとした場合には、教師が中長期計画等を
視野に入れつつ当該授業のデザインを行うこと
（P）、計画にしたがって実際の指導を行うこと（D）、
授業終了後に実践を振り返り、次時以降へと生かそ
うとすること（C及び A）が求められる。ここで着
目したいのは D（実施）段階である。2008年改訂の
小学校学習指導要領では、総則に「指導に当たって
は、児童が学習の見通しを立てたり振り返ったりす
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る活動を計画的に取り入れるよう工夫すること」と
いう項目が新たに追加されている。さらに総則解説
では、「授業の冒頭に当該授業での学習の見通しを
児童に理解させたり、授業の最後に児童が当該授業
で学習した内容を振り返るといった取組」をするこ
とが展開例として示されている。授業の導入で「め
あて」を提示し授業を受ける学習者にも本時の目標
を意識化させること、また、終末で内容の理解度や
取組の姿勢等を自己評価させることが、教師には求
められている。また、学習者には、教師によって提
示された内容を目標として設定し（P）、その目標を
達成できるよう取り組み（D）、まとめで今時の振り
返りをしたり次時以降への抱負を述べたりする（C

及び A）ことが、道筋として用意されている。これ
は、学習者の PDCAが小学校でいえば45分という時
間内で円滑に進行するように配慮したうえで、授業
がデザインされるということである。また、授業を
通して子ども一人ひとりにPDCAのプロセスを浸透
させることが目指されているということでもある。
つまり、PDCAはヒドゥン・カリキュラムとして作
用し、授業を通して子どもたちに内面化されている
のである。
このように、国・教育委員会・学校・教師・児童

生徒といった多様な次元での PDCAは、重層的に絡
みあいながらそのシステムを展開させている。この
事態はさまざまな問題を孕んでいるが、ここでは、
本稿に関連する内容に特化し、議論を進めることと
する。

（2）PDCAの問題点
まず、目標を綿密にデザインすることに関わる問

題が挙げられる。そもそも、教育目標とは、精神性・
身体性・社会性などのあらゆる観点を全人的に統合
することによって想定されうる教育目的を目指すさ
いの、里程標のようなものである。つまり、教育目
標は、最終地点としての教育目的に到達するための
経由地として捉えられる３）。学習者は、教育基本法
でいう「人格の完成」のような教育目的にはいつま
でも辿りつけないのだが、学校教育では、ひとまず、
授業のめあてとして提示される教育目標をそのつど
達成していくことによって、教育目的を志向するよ
うに求められる。日々の授業で、教師はたえず学習

者に目標を指し示す。そのさい、学習者はつねに
「その目標にいまだ達せざる者」として位置づけら
れる。学習者にとって目標はいつも先行しており、
逆に、学習者は目標に対していつも遅延している。
このような時間的ずれは、ときに、学習者に大きな
心理的負荷をかける。というのも、学習者は、今の
ままでは不十分だとみなされており、それゆえ、授
業時間内に、先行する目標にたえず追いつかなくて
はならないからである。もちろん、学校が意図的・
計画的な教育の場である以上、一定の目標設定は必
要である。しかし、目標を厳密に管理し、それを学
習者に毎時間のように意識化させることは、学習者
の心理的不安定化の要因になりうる。「追いつかな
くては」という強迫観念、「遅れそうだ」という焦燥
感、「○○さんはすでに達したようだ」という他者と
の比較や競争は、子どもたちに大きなストレスを与
えるだろう。また、目標を達成できないという状況
が積み重なると、「どうせ追いつけるはずがない」と
いう諦めや、「追いつかなくてもいい」という自棄の
感情を生みかねない。つまり、学校のなかで目標設
定的な営みが肥大化すると、＜今ここ＞にある自己
の存在への肯定としての幸福が損なわれるという危
険性がある４）。
また、評価を頻繁に行うことに関わる問題も考え
られるだろう。かつてフーコーが指摘したように、
テストには「たえず見られているという事態、つね
に見られる可能性があるという事態」を生じさせる
ことによって、個人を主体的に従わせるという効果
がある（Foucault 1975）。行政主導の学力テストの
増加は、規律・訓練的な権力の行使がより強化され
ていることの徴候であり、この徴候は教室で行われ
る評価にも見受けられる。その具体例として、学習
者のPDCAを機能させるために最近よく行われるよ
うになっている自己評価を取り上げたい。自己評価
の典型例としては、授業の終末段階で「授業にしっ
かり取り組めたか」「授業の内容を理解できたか」を
数値で評価させ、本時の感想を書かせるような取組
が挙げられる。このような評価においては、あくま
でも、個人が目標に到達できたかどうかが問われ
る。もちろん、授業ではグループや全体による活動
も行われるわけだが、最終的には「自分がどうだっ
たのか」が問題となるのであり、評価は個人へと還
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元される。さらに自己評価においては、「自分で自分
の能力や態度等を見つめる」という構造が生じる。
それは、できるようになったという成長への喜びや
達成感を確認する機会ともなるのだが、その反面、
「できない自分」「意欲的に取り組めない自分」をた
えず見つめさせる契機にもなりうる。また、それは、
自己を監視者のポジションへと位置づける、ときに
息苦しさを覚えるような習慣を学習者に身につけさ
せることにもなる。
評価が個人へと還元されるのは、学校が個人の選

抜という機能をもつ以上、やむをえない側面もあ
る。しかし、個体としての能力を評価するという見
方には陥穽もある。なぜなら、そういう見方は、能
力を個体そのものにそなわったものとみなす「個体
能力論」（浜田　2009）を導きうるからだ。個体能
力論の立場では、「能力は個体内部では完結」せず
「その対たる環世界とのかかわりにおいてはじめて
意味を持つ」ということが看過されてしまう。つま
り、能力は、周りの人やものとのかかわりなくして
は、その意味をまっとうしないという見方が、学校
的評価では覆い隠されてしまいがちになるのであ
る。
学校教育にとって厳密な計画性と評価はある程度

必要だが、子どもの発達という側面からみれば、そ
のようなシステムだけでは十分でない。そこで、次
に、学童保育を学校教育と対比させながら、そこで
の計画性と評価のあり方について見ていくことにす
る。

（3）学童保育型 PDSとは何か
学童保育については、その実践が無意図・無計画

なものになりがちだったという反省から、もう少し
厳密な目標や評価を取り入れるべきだ、あるいは
PDCAサイクルをきちんと機能させるべきだという
視点からの議論が盛んに行われている（ex.住野　
2014）。しかし、筆者は、学童保育が、学校に通う
子どもたちが放課後等の生活を送る場として独自の
機能や性質をもっていると考えている。そして、こ
のような発想に立てば、学童保育は、その計画性と
評価という側面においても、学校教育や保育所・幼
稚園での幼児教育とは異なる固有性を有しているよ
うに思われる。このような認識のもと、筆者は、学

校教育での PDCAとの対比を鮮明にするために、以
下のような学童保育型 PDSを提案する。

P（prepare）：運営方針をもとに活動計画を立てて
準備をする。

D（do）：子どもたちとともに活動を実施する。
S（share）：振り返りながら、活動中に気づいたこ
となどを指導員同士で共有する。

学校教育の場合 Pは plan（計画）であったが、こ
こでは prepare（準備）としている。学童保育の場合
にも、もちろん、何らかの活動を行うさいには計画
を立てるのだが、そのプロセスには、具体的な材料
の準備や、子どもが「動きやすい場」や「動き出し
たくなる場」（秋田　2011）の整備が伴っており、し
かもそれらがメインになることが多い。学童保育の
場合には、学校と違って、基本的に、分刻みのスケ
ジュールで計画を実施する必要はない。食事づくり
が遅れれば、自由遊びの時間を多少削ればよいのだ
し、子どもたちが活動に没頭すれば、次の日やその
次の日に持ち越してもかまわないのである。よっ
て、指導員には、学校の学習指導案のようなかたち
で、厳密な活動計画を立てることは求められていな
い。むしろ、自分たちで決めた運営方針にしたがっ
て材料や環境を整えたり、遊びの引き出しを普段か
ら多く備えておいたりする力が必要となるのであ
る。また、D（実施）の段階では、学校に比して子
どもたちの自由度が高い分、子どもたちの興味・関
心に寄り添いながら、臨機応変に行動し、計画を弾
力的に運用する力がより重要である。最後に、S（共
有）の段階では、指導員同士で活動が充実したもの
であったか、そこではどのような子どものすがたが
見られたのかなどについて話し合う。PDSの各過程
間の結びつきはゆるやかであり、Sは Pへと直結さ
れる必要はない。そのため、PDCAにおいて Cと P

を強く結びつける働きをするAは、PDSでは省かれ
ている。

２　学童保育型 PDSの可能性
さて、前章で述べたような学童保育型 PDSを「か
なえば」での事例に即して検討してみたい。「かなえ
ば」では、山間部の小規模学童保育ならではの特徴
的な活動を行っているが、その主要な特徴の一つと
しては、おやつ・昼食づくりが挙げられる。長期休
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暇など子どもたちが終日学童保育で過ごすときに
は、廃校となった旧小学校舎を活用して、おやつや
昼食を子どもたち自身で作っている。ここでは、筆
者の参与観察から得られた、昼食づくりのさいのエ
ピソードを見てみよう。

餃子づくりの活動を行うさい、指導員は、以下の
ような準備（P）をしている。①レシピ：おいしく
仕上がるか、手順がシンプルで子どもにも分かりや
すいか、食材が栄養価・旬・調達しやすさ・コスト
などの点から見て適切かを考慮しつつ、様々なレシ
ピを比較し選定する。②食材：「かなえば」では、野
菜や小麦粉についてはなるべく無農薬のもの、肉や
卵については非投薬のものを使用している。この日
の昼食は指導員を含めて30名弱の予定だったが、そ
のような大人数に対して良質の食材を提供するため
には、一週間ほど前に注文し、食材調達の目処を付
けておくことが求められる。③調理室：初めて参加
する子どもでも戸惑わないように、調理器具や食器
が一目で分かる場所に配置されていることが求めら

れる。また、子どもがけがをしないよう包丁を研い
だり、子どもが洗った食器がきれいな状態であるか
を確認したりといった、細かな目配りが必要とされ
る。④その日の状況に応じた準備：出席している児
童の学年構成や個性などに応じて、どこまで用意を
しておくかが変わってくる。この日は小学１年生が
多かったこともあり、調理中に集中力が途切れてし
まわないように、生地と具はあらかじめ準備してお
くことにした。
次に実施（D）の段階では、指導員は「全体担当」

「班担当」「障害児担当」に分かれて活動を行う。「全
体担当」の指導員が、はじめに手順やポイントを簡
単に説明し、班ごとに調理が開始される。「班担当」
は、班の進行状況を把握しながら、とりわけ低学年
の子どもたちが安全に作業を行えるように支援す
る。「全体担当」は、すべての班の様子をうかがいな
がら、スープやライスなどのサイドメニューを用意
したり、進み具合の遅い班の手伝いをしたり、何を
すればいいのか分からずにいる子どもに声をかけた
りする。「障害児担当」は、障害のある児童の様子
（その日は、お茶碗を洗ったり拭いたりするのを繰
り返していた）を必ず視野に入れつつ、他の子ども
にも対応する。
共有（S）については、昼ご飯のあと、複数の指
導員で調理室の片付けをしながら行われることが多
い。そこでの話題は、たいてい、その日の料理の出
来ばえや、活動中に注目した子どもの様子へと向か
う。その会話をもとにして、指導員は、レシピに子
どもの反応をメモしておいたり、あるいは調味料等
の分量を加減したりする。また、それぞれの指導員
から見た子どものすがたを共有することによって、
指導員は、自らの子どもへの関わり方を振り返った
り変化させたりすることができる。その他にも、随
時行われるミーティングのさいには、このような情
報や気づきの共有が可能である。
上記のエピソードで特に注目したいのは、調理の
最中に「蒸し餃子」「ハンバーグ」「巨大餃子」とい
うアイディアが子どもたちから出されたことであ
る。小学校の家庭科の場合には、例えば、「基本的な
調理法である『焼くこと』を身につける」などの目
標が調理に関しても明確に設定されているため、決
められたメニュー以外のものを作ることは容認され

【エピソード：餃子づくり】今日のメインメ
ニューは皮から作る餃子。この日は、時間の都
合上、小麦粉に水と塩少々を入れてこねた生地
と具については、指導員が準備していた。３つ
の班に分かれ、班ごとに指導員が付き、黒板に
書かれたレシピを見ながら調理開始。まず、生
地を棒状にして包丁で切り小分けにする。次
に、小分けされた生地を麺棒で伸ばして、具を
包めるように整える。最後に、具を生地で包
み、フライパンで焼く。以上の流れで活動する
よう、はじめに簡単な指示が出された。ある班
では、５年生の Yさんが、途中で「こっちは焼
き餃子にして、あっちは蒸し餃子にしてみよ
う」と提案する。また、３年生のMさんが「こ
れだとタネが余るけん、（余った分は）ハン
バーグにせん？」と皆に尋ね、周りも「いいね」
とその提案に同意する。他の班では、「でっか
い餃子を作りたい」と、大きな餃子づくりに挑
戦するが、具がはみ出して、餃子らしい見ばえ
には仕上がっていないものもある。それでも最
終的には、それぞれの班で個性的な料理が用意
できて、それをおいしく食べることができた。
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にくい。しかし、学童保育の場合には、あえて言え
ば、「昼ご飯を楽しく作り、おいしく食べられる」と
いう程度のゆるやかな目標があるだけなので、他の
メニューに変更しようと、班ごとに多少違った料理
ができようと一向に構わないのである。むしろ、子
どもたちから出されたアイディアを楽しみ、できる
限りそれに応えることが、ゆるやかな目標のもとで
活動する学童保育らしい調理の進め方のように思わ
れる。
さて、学校教育では、子どもにも PDCAサイクル

を意識化させるような働きかけが行われていること
を前章で確認した。それでは、学童保育の活動にお
いても、そのようなサイクルの内面化が行われてい
るのだろうか。上述のエピソードでも、子どもの体
験としては、「餃子、おいしそう」という期待感や、
「おなかがすいてきた」という空腹感をもとに、班で
餃子づくりに取り組み、皆でできたてを夢中で食べ
たというだけのことである。この日は、できあがっ
た料理について、子どもたちは口々に「皮がモチモ
チしておいしいね」「この形、おもしろいよね」など
と感想を述べ合っていた。この状況下では、子ども
たちは、はじめに到達すべき目標を意識化したり、
自己の行為を振り返って評価したりしていない。ま
た、できあがった料理は、班の全員で作ったもので
あるので、それはあくまでも全員による成果物であ
る。よって、「自分の出来ばえを自分で評価する」と
いった評価の個別性の問題は生じにくく、むしろ、
各自の能力は協働性のなかで発揮され、「みな作り
上げたものをみなで味わう」という営みがそこでは
生まれているのである。

３「かなえば」における生活体験
これまで、学校教育と学童保育それぞれの計画性

と評価の実態や特質を描いてきたが、一見すると、
このような違いが生じる理由を挙げることは容易で
あるように思われる。つまり、学校教育はそもそも
意図的で計画的な教育を行う場であるのに対して、
学童保育は「適切な遊び及び生活の場を与える」こ
とがその役割となっているからであり、いわゆる
「遊び」や「生活」には計画性や評価は必要ないから
だ、というものである。
しかし、このような見方では PDCA的な計画性や

評価を問題にしているため、学童保育にももう少し
厳密な目標や評価を取り入れるべきなのではない
か、どの程度それを具体化すればよいのかという議
論に終始してしまうことになる。それに対して我々
は、学童保育の活動には、厳密な計画とそれが達成
されたかどうかを測る評価はなじまないが、それは
計画や評価が不要だということではなく、むしろ、
２章で述べたような学童保育型 PDSという視点で、
改めてゆるやかな計画性と評価をそこに位置づける
べきだと考えているのである。そして、このような
学童保育に特有の計画性と評価が可能となるのは、
学童保育では生活体験を中心とした活動を行うこと
ができるからだと思われる。つまり、生活体験活動
こそが、ゆるやかな計画性と評価の観点を保障する
ことができる活動なのである。それはなぜか。以下
三点を挙げることができる。
①生活体験は「望ましい体験」であり、価値への
方向性をもつが、その内実を厳密に規定することは
困難である。
学童保育は、「適切な遊び及び生活の場を与える」
のであるから、しばしば生活とは何かということが
問題となる。例えば、久田敏彦は次のように述べる。
「生活とは何かという問いに対しては、返答に窮し
ます。それは、衣・食・住ということもできるし、
営まれる場から見れば家庭生活・地域生活・学校生
活などと区分できるし、機能に焦点を当てれば生
産、消費、医療、福祉、子育てなどとも言えるから
です。それほどに生活概念は多義的であります。〈中
略〉学童保育実践はもともと放課後の帰宅するまで
の生活全体を射程に入れた総合的な実践である以
上、あれこれの機能や局面や要素などに解体してそ
れだけをとりあげてこれを生活だというわけにはい
かないのです。生活とは丸ごとなのだとしか答えよ
うがありません」（久田　2014）。ここでは、これが
生活であれは生活ではないという区別をすることは
不可能だとされているが、しかしそれでは何をもっ
て生活の場と言えばよいのか分からない。したがっ
て、何らかの価値に導かれた「適切な生活」がやは
り問題となるのであり、言い換えれば、学童保育で
は「望ましい生活」が求められている。そうすると
その生活の場で行われる体験活動は、日常生活上で
生じる体験すべてを指すのではなく、「望ましい生
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活」における体験活動であり、生活体験とは、それ
が語られるところではすでにして「望ましい体験」
である。
例えば、生涯学習審議会答申「生活体験・自然体

験が日本の子どもの心をはぐくむ」（1999）では、
「小さい子どもを背負ったり、遊んであげたりした
こと」「ナイフや包丁で、果物の皮をむいたり、野菜
を切ったりしたこと」が生活体験であるとしている
が、ここでは、このようなことが人間形成上価値あ
る活動なのだということを前提に例示が行われてい
る。また、猪山は、「生活は生命性、発達性や文化的
創造性を内包した『生活様式』であり、生活者は受
動的消費者でなく、主体的生活文化創造者であると
とらえる生活者概念を提起して」（猪山　2001）お
り、生理・身体性、食生活性といった生活体験内容
を構成する基本的な要素を描き出しているが、ここ
での生活者概念や生活体験の構成要素にも、獲得さ
れるべき望ましい価値があらかじめ含まれている。
それでは、「望ましい体験」だと判断するさいの規

準はどこにあるのだろうか。それは、上野らが「収
奪」と「過剰供給」と表し、自然や労働が失われて
物質的豊かさに浸ってしまう現状を指摘した（上
野・九野坂　2004）ことを参考にすれば、過剰な物
資供給と消費活動によって失われつつあるものとす
ることができる。ナイフや包丁で果物の皮をむくの
が生活体験とされるのは、それが最近は失われてき
たからであり、主体的生活文化創造者というとらえ
方も、受動的消費の過剰によって私たちの大切な何
かが失われつつある、という認識から生じている。
生活体験自体は、「過剰供給」との関係で「収奪」さ
れてしまったものとしてしか定めることができず、
多方面にわたる生活領域から細かな部分をそのつど
抽出することしかできない。また、あらかじめこれ
らの望ましい体験が実現されるよう具体的な目標や
到達点を明示し、それに従って活動の内実を定めて
いくような直線的な筋道を描くことは難しい。生活
体験は、「望ましい」という意味で目指すべき方向性
をもち、一定の見通しを含んではいるが、それは、
厳密な計画性に支えられた目標設定を行ってそれを
実現するための活動を意図的に整え、細かな評価を
実施するということになじまない、否、そのような
ことを必要としないのである。

②生活体験は、生活世界（Lebenswelt）の地平で
捉えられうる。
体験していることそのものは、実際に体験してい
る者にとって、自覚されない。というのも、その活
動に没頭し、体験していることに無自覚的であるこ
とが、体験を体験たらしめているからである。「すな
わち、体験は、生じているそれに没入して我々が一
体化され、自覚的にその内容を捉えることができな
いようなものであり、受動的かつ主観的な概念であ
るのに対して、経験は、生じたものについて事後的
に反省が加えられ、そこから何らかの意味づけを
行ったり積極的な変化がもたらされたりするもので
ある」（石村　2012）。このような体験は、現象学的
な概念で表現すれば、生活世界であるといえる。生
活世界とは、「その世界のうちに目覚めつつ生きて
いるわれわれにとって、いつもすでにそこにあり、
あらかじめわれわれにとって存在し、理論的であれ
理論以外であれ、すべての実践のための『基盤』と
なる」（Husserl 1976）ものである。
この概念を社会学の領域で扱ったシュッツ（A. 

Schütz）は、無自覚的な生活世界を意識化して経験
の全体連関に組み入れるという、意味付与の機制を
明らかにした。彼によれば、事後的な意味付与を行
うためには生活世界が前提とされており、意味付与
が行われることではじめて、生活世界が意味付与を
成り立たせるために不可欠な沈殿（Sedimentierung）
であることが分かるという（石村　2012）。すなわ
ち我々は、普段は無自覚的に日々の生活を送ってい
て、そこでの営みの意味を改めて取り上げようとは
しないが、意図的に自らの足どりを顧みて反省的に
物事を捉えたとたんに、為されたことが意識のうち
に浮かび上がり、それを支えていたのが生活世界だ
と分かるのである。
このような生活世界の捉え方からすれば、反省的
な意味付与の活動が適切に行われうるためには、沈
殿としての生活体験すなわち「望ましい体験」が、
その基盤として必要であるといえる。例えば、「かな
えば」における調理体験は、学校教育における家庭
科での調理実習のような、反省的な意味付与が重視
される合目的的で計画的な活動において、自覚的に
調理の意味を把握するときに初めて、調理体験がゆ
るぎない基盤として沈殿していたことが認められ
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る。このような沈殿を重ねていくことが、子どもた
ちの学習の展開可能性を拓いていくと考えられるの
である。
③生活体験は、協働性を含む概念である。
生活体験は、衣食住を中心とした私たちの基本的

な生活の営みにおいて成り立ち、生産的な活動を含
むものである。それは、例えばデューイが「木材や
金属を使っての作業、機織り、裁縫、調理といった
作業」と呼んだものに等しい。彼が自らの実験学校
において行った活動は、この作業（occupation）を中
心としており、その作業は我々に共通の生産的活動
に関わっていて、社会的な性格をもっているとされ
る（Dewey 1990）。木材工作などの作品を一人で仕
上げる場合、それは個人的な活動と思われがちだ
が、その活動全体の見通しをつけたり、工作の手順
を教え合ったり、道具を共有したり、完成した作品
を見せたり、その作品を誰かと利用したりするよう
に、すべての作業には協働の要素が必ず含まれてい
る。また、すでに言及した現代社会における物質的
豊かさの過剰供給は、元来は協働で物事を進めてい
かなければ賄えない生産的活動を、そのプロセスや
他の生産活動との関係を覆い隠すことで断片的で個
別的な活動として成立させてしまう。それに対し
て、過剰供給によって失われたものに価値を求める
「望ましい体験」では、まさに生産的活動の原点とし
ての協働性が求められるのである。上述の学童保育
では「みな作り上げたものをみなで味わう」という
実践が展開されていたが、それはまさに、このよう
な協働性を志向するものである。
以上の三つの観点から、ゆるやかな計画性や評価

のもとで実施される活動は、生活体験を通じてのみ
保障されうることが明らかになる。

おわりに
かつてデューイは、「教育のあり方の、非制度的な

ものと制度的なものとの間の、付随的なものと意図
的なものとの間の、正しい均衡を保持する方法」
（Dewey 2008）を探究することが重要だと述べた。
翻って現代の日本社会においては、デューイのいう
「正しい均衡」が保たれているだろうか。家庭、学
校、地域社会―この３つの場で教育は主に行われ
る。しかしながら、地域の教育力が弱体化する中で、

学校外での教育は個々の家庭に委ねられ、その重責
を担いきれない家庭の存在が浮き彫りにされてい
る。あるいは逆に、「教育する家族」は、地域社会と
いう「クッション」のない中で「学校の家庭への従
属化」（広田　2001）を進行させている。また他方
では、学力の向上や家庭間の格差解消等の観点か
ら、「放課後の学校化」（池本　2009）が進展し、学
校の役割は肥大化する一方である。このような状況
の中で、家庭ほど私的ではなく、学校ほど制度化さ
れていない「第３の教育の場」（三好　2012）とし
ての学童保育の果たす役割は重要である。そしてそ
こでは、子どもたちが、ゆるやかな計画性と評価の
もとで「望ましい体験」としての生活体験を重ねら
れるようにすることが切に求められているのであ
る。
本稿は、今後筆者が進めるであろう学童保育研究
の序論的性格をもつものである。よって、本稿で提
起した学童保育型 PDSという概念をより精緻化し
たり、生活体験の概念を学童保育の実践を基盤にし
てより深化させたりしていきたい。

注
１）以上は、全国学童保育連絡協議会による2014年度及び
2012年度の調査データである。

２）「生活と教育」及び「かなえば」の概要については（石
村　2014）を参照。

３）「教育目的」概念のとらえ方については（尾崎　2008）を
参照。

４）（肥後　2011）は、Doing（できること）と Being（在る
こと）を対比し、今日の学校教育においては Doingが過剰
化し、子どもたちが Beingへの不安を抱えていることを指
摘している。
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１．子どもの貧困をめぐる言説
子どもの貧困問題とその対策について積極的に議

論を展開している阿部彩は、子どもや勤労世代の貧
困率の上昇や就労援助費受給率の増加等を指摘し、
それは、政府の税制や社会保障制度の国内政策に起
因しているとしている（1）。その上で、阿部は貧困対
策としての教育に注目し、「学力格差・学歴格差の
問題はもちろん重要であるが、まず、必要なのは、
義務教育が保障すべき『最低限の教育』を身につけ
られていない貧困の子どもたちへの視線である」と
述べている。つまり、「すべての子どもが社会に出て
自立して生きていくための基礎としての教育を身に
つける」ことを貧困対策に掲げている（2）。宮武正明
は、①生活困難と家庭崩壊の子どもは、小学生の早
い段階から学力・生活力の習得で遅れ、中学校では
学力不振、不登校、非行等の問題を抱えて、高校進
学を諦めてしまうこと、②中卒後に社会に放り出さ
れて社会的な自立を求められるが、就職先のなさが
社会的自立を阻害していること、③早すぎる性体験
と妊娠・若年の母子世帯として出現していることを
貧困の二世代化、貧困の再生産の背景として分析し
ている（3）。鳫咲子は、子どもの貧困削減の政策のひ
とつとして、全ての子どもが高校を卒業できる条件
整備を求めている（4）。具体的には、子どもの高校進
学・高校教育の保障を実質化していくために奨学金
等の就学援助制度の拡充整備を提言している。ま
た、中嶋哲彦は、まず、「貧困の連鎖」を「貧困な家
庭的・社会的環境で育った人々が貧困から抜け出す
手立てを獲得できず次の世代にも貧困を受け渡して
いる現象」と説明した上で、被保護世帯の子どもの
高校進学率は87.5％（全国平均98.0％）に止まって
いることを報告している。中嶋は、被保護世帯の子
どもの高校進学率は都道府県間にも大きな差異がみ

られることを指摘し、こうした高校進学率に格差が
あるのは、小中学校時代での学力形成が不十分であ
ること、生業扶助では高校修学に必要な経費がまか
ないきれないこと、保護世帯の子どもの大学進学へ
の公的補助はなく高校進学後の展望が描きにくいこ
と、といった事情を挙げている（5）。これらの改善の
ためには、政府介入が期待されるところであるが、
小泉・安部政権の下で進められた「構造改革」と行
政のスリム化、国民意識の中にある「貧困＝自己責
任」論により、格差・貧困の是正・緩和政策は十分
な展開をみせていないと述べている（6）。
以上の言説に共通していることは、貧困対策とし
ての教育の重要性であり、義務教育終了に続く高校
教育をどのように保障していくのかという政策提言
である。これらは、生活困窮世帯の子どもの多くが、
中卒後の不安定な生活の中で「貧困」を断ち切れな
いまま、貧困の再生産に登場する実態から、高卒程
度の学力を保障して社会に送り出していくことで、
就業につなげ、自立した社会人を期待しているので
ある。

２．子どもの貧困対策の展開
先述の識者の指摘を十分に反映しているわけでは
ないが、行政施策としては、被生活保護世帯の高校
生には就学費が支給され、児童養護施設の高校生に
は特別育成費として就学費が支給されている。これ
らの就学支給制度成立の背景には、子どもの貧困の
連鎖・再生産を生まないだけではなく、被生活保護
世帯の社会的自立の観点からも高校就学援助の声が
強くあったからである。「子ども・若者育成支援推
進法」（2009年７月）は、小中高校生に学習支援費
の支給も始まり、2010年から中学生勉強会等の学習
支援を「生活保護自立支援事業」の対象とした。こ
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れら一連の行政施策の展開の延長線上に、生活困窮
世帯の子どもに対して国と自治体が協力して、教育
支援、生活支援、勤労支援、経済的支援等の施策を
策定し、実施することを義務づけて成立したのが、
「子どもの貧困対策の推進に関する法」（2013年６
月）である。同法には、政府の貧困対策の具体的な
方向づけがなされていない、貧困削減目標の明示と
その達成を義務づけたりする構造にはなっていない
等の課題もあるが（7）、子どもの貧困克服に向けての
施策が国や自治体が責任をもって始めたということ
に対しては、一定の評価を加えてもよいだろう。ま
た、生活困窮者自立支援法（2015年４月１日施行）
は、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を
図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の
実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うた
めの所要の措置を講ずることを目的として成立し
た。こうした貧困対策に関わる法制度の整備は、社
会的排除の克服に向けた対社会に対するアプローチ
として位置づけることができる。

３．沖縄における貧困問題
　　－大学と自治体の連携による対策－
子どもの貧困問題が注目されている中、一人当た

りの県民所得が全国の約７割、離婚率全国一（平成
23年厚生労働省人口動態調査）、被生活保護世帯の
急増の沖縄は、深刻な状況にある。県内の地区別格
差も顕在化し、特に市町村民所得をみれば、離島や
山間部が多い沖縄本島北部地区は、県の所得水準
100の基準の91.6であり、沖縄本島中南部と比して
南北格差
4 4 4 4

となって顕在化している。なお、平成22年
度１人当たり市町村民所得の41市町村中、下位10自
治体に北部地区市町村12のうち、６市町村（今帰仁
村、大宜味村、伊平屋村、本部町、国頭村、名護市）
が占めている（8）。
一般の高校進学率が98％以上の中、沖縄県の被保

護世帯の高校進学率は、最下位の佐賀県（71.3％）、
香川県（73.2％）に続いて、75.5％であり、全国で
三番目に低い（9）。こうした状況の中で、沖縄本島北
部唯一の四年制大学である名桜大学は教職課程を有
するということもあって、自治体や地域からの教
育・福祉に関する支援に係る要望は多い。2008年、
本学と名護市は、教育連携に関する協定を締結し、

続いて2011年には、本学と恩納村、国頭村の両村と
協定を締結した。これらの協定の内容は、大学と各
自治体間での教育連携を円滑にするものであり、特
に、自治体からの要望である、学生の学習支援ボラ
ンティアの派遣に係る事項である。2013年５月に
は、本学の設置主体である北部11市町村（教育委員
会）と一括協定（書）を結び、北部地区と本学の教
育連携の組織化の基礎が築かれたといってもよいだ
ろう（10）。
本学と自治体間のこれまでの経過の中で、学生の
地域における活動が期待され、近年では、補習塾・
学習塾のない自治体やへき地校からも学生の派遣要
請がある（11）。大学から遠距離にある一部の自治体
は、学生の交通費及び謝金を補助しているが、多く
の学生は、無償で学習支援活動を行っている。学生
の学校支援が本格化している中、名護市社会福祉課
保護係から、被生活保護世帯の児童生徒への学習支
援の依頼があった。学内の教職課程運営部局で検討
した結果、市内の自治公民館や社会福祉施設におい
て、小中学生十数名に対して学生を派遣し、学習支
援活動を始めた。この支援活動は、現在に至るまで
継続しているが、この間、地元銀行の助成を得て、
学内での学習支援とレク活動を合わせた事業を２回
実施した（12）。
沖縄の生活困窮世帯の多さ、困窮世帯の子どもの
高校進学率の低迷は、北部地区では、実に切実な問
題である。義務教育終了後の彼（女）らが、潜在的
なニートの予備軍として、あるいは、生活保護費の
支給対象者となる可能性も大きいという福祉関係者
の声は、切迫感があった。以上の実情をふまえて大
学の教職担当者と名護市社会福祉課保護係との間で
議論した結果、学内に被生活保護世帯の生徒を対象
とした「名護市学習支援教室ぴゅあ（以下「支援教
室ぴゅあ」と略）」を開設した（13）。「支援教室ぴゅあ」
の経費は全て名護市が負担し、本学は、学内の教室
とボランティア学生を提供する。自治体と大学の連
携事業による生活困窮世帯の子ども支援は、県内で
は初の試みであり（14）、試行錯誤を重ねての実践活動
を進めている。
本稿は、2013年度（平成25年度）５月に開設した

「支援教室ぴゅあ」の設立の背景、目的と運営、生徒
への支援活動の実際、学生の学び、課題と展望につ
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いて報告する。

４．学習支援教室の設立の背景
支援教室ぴゅあの設立の背景には、名護市の生活

困窮世帯の実態に研究者や市民が大きな関心を見せ
たことがひとつの契機であった。その契機とは、本
学の附属機関である総合研究所社会政策部門による
市民向けの公開シンポジウムであった。シンポジウ
ムは、「沖縄から考える貧困と格差―沖縄の貧困の
現状と、そこからの脱出―」（2012年２月12日開
催）をテーマとしたものである。シンポジストの東
江靖典（名護市役所社会福祉課保護係）は、日常の
業務から得られた知見を報告した（15）。それは、①所
得格差による教育格差が生じ、次の格差とつなが
り、貧困の連鎖を生んでいること。名護市の場合、
３世代に渡り、被生活保護世帯が続いている割合は
２割に上っていること。②沖縄県の高校進学率の平
均が94～95％で推移している一方、名護市では77～
93％で低迷していること、また生活保護世帯の生活
習慣や教育環境の改善が必要であり、就学動機の低
い世帯への積極的な働きかけが「支援策」として求
められていること、以上であった。特に、近年、沖
縄では社会保障費たる生活保護費は増加し（16）、困窮
世帯は益々厳しさを増している。
東江によると（表１）、名護市の101の被保護世帯

中、受給歴（親が受給していた）がある世帯は15、
就労をしている世帯は33である。母親の学歴は、高
卒（53世帯）が半数を占め、次に中卒（38世帯）と
続き、高等教育機関に進学している割合は少数であ
る。複数の子どもがいる割合は６割である。これら
の実態から、被生活保護世帯の親の多くは無職且つ
多産多子であり、中学卒若しくは高校卒の学歴が９
割を占めていることがわかる。今日の大学や専門学
校等を含む高等教育機関の学費は高額であるため、
被保護世帯の家庭から進学させることは困難な状況
である。また昨今の就職状況の悪化から、中学卒の

雇用条件はより厳しさを増している。東江は、被保
護世帯の子どもを中学卒から高校卒へつなげる支援
策が早急に必要であることを力説した。
シンポジウム終了後、東江ら社会福祉行政の担当
者と大学関係者、学習支援ボランティア学生が集
い、ダイレクトに子どもを支援する策として無償の
「支援教室ぴゅあ」の立ち上げが検討された。そこで
は、あらためて子ども時の貧困が教育機会の喪失と
低所得・低生活水準につながる結果となり、「貧困
の連鎖」が起こっていることが確認された。「貧困の
連鎖」を断ち切るためのひとつの方策として、名護
市は、「支援教室ぴゅあ」を設立したのである。

５．支援教室ぴゅあに対する保護者の期待
支援教室ぴゅあに子どもを参加させる保護者は、こ
の事業に対してどのような期待を寄せているだろう
か。市役所保護係の聞き取りによると（17）、支援教室に
通わせている中学生の母親は次のように述べている。

ａ　家庭で勉強を教えてあげることができないし、
大学生に教えてもらえるならいいと思いました。本
人の進路は決まっていて、それに向けて前向きに応
援したい。ただ、塾代を準備することができません。
その他、習い事もさせてあげたいけど、その費用も
準備することができない状況です。

中２女子の母親（40代、平成25年４月19日）

ｂ　これまで兄弟を塾に行かせることが出来ません
でした。本人が学力を上げることを望んでいるが、
塾等に通わせることができません。学校以外で、学
習の場を提供してあげたかったので、大学の支援教
室に通わせることにしました。

中２女子、中３男子の母親（40代、平成25年４月23日）

ｃ　子どもは受験生であるが、塾に通わせることが
できません。本人に学習意欲が出始めたため、大学

表１．名護市生活保護世帯（０～18歳の子を持つ世帯）※社会福祉課による集計（平成25年１月現在）

世帯主情報 養育者最終学歴（母親優先） 世帯の子どもの人数
受給歴 就労中 中卒 高卒 専門卒 短大卒 大卒 不明 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上
15 33 38 53 4 2 4 0 43 27 16 10 5
101 101 101 101
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の教室に行かせることにしました。
中３女子の母親（30代、平成25年５月１日）

３名の母親の声を紹介したが、共通して言えるこ
とは、塾等に通わせる経済的な余裕がないことであ
る。支援教室ぴゅあは、無料であるため、経済的な
負担は生じない。そのことが母親の経済的な負担感
を打ち消し、子どもの支援事業を前向きにとらえさ
せることになっている。母親ａの「習い事もさせて
あげたい」の声は、習い事＝経済的な負担がかかる、
という側面を如実に語るものであり、本事業の学習
支援の内容（メニュー）を今後、どのように編成し
ていくかに係る貴重な声である。学校外での子ども
の習い事（スイミング、習字等）は、名護市におい
ても盛況であるが、生活困窮の世帯では、経済的な
理由から習い事に通わせることができない。上記
は、限られた保護者の声であるが、学習塾を含めた
習い事を子どもに提供したいが、経済的な理由によ
りそれが困難な状況にあるジレンマを抱えているこ
とが理解できる。

６．支援教室ぴゅあの目的と運営
支援教室 ぴゅあの目的は、①生活困窮世帯の中学

生の基礎的な学力の定着を目指し、高校受験を通過
できるだけの学力保障を目指している。同時に、②
中学生にとってほとんどなじみのない大学で、ボラ
ンティア学生との交流を通して、自らの進路を考え
る機会を持たせること、そして日常生活では得られ
ない体験活動を豊かにしていきたいという主催者側
の目的がある。①に関していうと、名護市内の被保
護世帯の児童生徒の母親の学歴は、高校中退若しく
は中学卒業程度に止まっており、その子どもの学歴
形成もきわめて厳しい。母親の低学歴による就労の
不安定さにあって、若年にして出産、そして生活不
安を抱え、生活保護受給予備軍が形成されている状
況を改善していきたいという保護係担当者の声は、
切実である。②に関して述べると、困窮世帯の子ど
もの社会体験の乏しさが指摘されているが、それを
少しでも補えるように、大学や学生との交流、又は
大学生と中学生との協同的なイベント・レク活動等
を実施した。2013年度は、大学と市役所保護係との
連携により、「社会性育成プログラム」の一環で、名

桜大学一日プログラムを実施した。また、「沖縄の歴
史と文化を体験的に学び合う大学生と中学生の交流
の旅」を実施した（18）。これは、沖縄県平和祈念資料
館や海軍壕等を巡り、沖縄戦と基地問題、平和につ
いて中学生と大学生が共に考える学習会であった。
宿泊を伴う学習経験は、中学生にとって大学生との
あらたにふれ合う機会であり、貴重な社会体験で
あった。大学生と中学生の縦の関係を構築し、日常
的に関わり合えるつながりをつくりだしていくこと
が、この旅の目的であった。
支援教室ぴゅあは、大学の教室で行われている。
2013年５月に開設、毎週３回、午後６時～８時の２
時間、学生による中学生への学習支援である。前半
50分の授業後、休憩時間10分、後半50分の授業であ
る。支援員は、教職を履修している学生で、２～４
年次の12名である。学生は、学内の学習支援ボラン
ティアサークル／ぴゅあ・サポート（顧問：嘉納英
明）の学生であり、これまでも名護市内外の学校や
生活困窮世帯の子ども支援の経験がある。学生は、
生活保護世帯の生徒を対象にすることから、プライ
バシーに配慮した学習支援の方法や生活保護（法）
に関する基礎的な知識は、保護係職員との学習会で
学んでいる。随時、サークルの顧問と会員の情報交
換を行い、適宜、市役所保護係との情報交換や連絡
調整も行っている。
学習支援の対象者は、名護市内の生活保護世帯と
準要保護世帯、ひとり親世帯の中学生である（次頁
「図１．名護市学習支援教室ぴゅあ運営図」参照）。
保護係と教育委員会は、学習支援教室の趣旨を生徒
と保護者に説明し、保護者の了解を受けて中学生へ
の学習指導を行っている。名護市の被生活保護世帯
数963（平成24年３月31日）、被保護世帯の１～３年
生の中学生51名（平成25年４月１日）中、17名であ
ることから、学習支援塾の対象者は、全体の1/3であ
る。生徒は、保護係の手配した巡回バス（中型路線
バスの借用）に乗り、来学する。本学は市街地から
離れているため、徒歩通学は不可である。本事業に
係る予算は、社会福祉課保護係により確保され、平
成25年度の予算額は400万円である。予算の８割は、
巡回バス借用に充てられ、２割は、教室備え付けの
コピー機（リース）、参考書、生徒の保険、消耗品等
である。学生手当（一日千円）は、市教育委員会予
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算（70万円）から充てられている。光熱費は、大学
負担である。生徒の保険については、保護係社会支
援員が加入手続きを行い、学生の保険は、大学のボ
ランティア保険を適用している。

７．学習支援活動の実際
（1）支援活動の実際
支援教室ぴゅあの活動は、週３回である。高校受

験前は、学習支援日を追加する予定で組まれてい
る。名護市は広域であるため、久

く べ

辺地区、市街地区、
屋
や

我
が じ

地地区の３つのブロックに分け、久辺地区の中
学生は月曜日、名護市街地区の中学生は水曜日、屋
我地地区の中学生は金曜日にバスに乗り、来学す
る。生徒にとっては、毎週１回の支援活動である。
そのため、基礎学力向上のための「漢字検定」や高
校受験の過去問（基礎的な領域）等を中心に進めて
いる。支援教室ぴゅあは、本学の教員養成支援セン
ターの隣室であり、センターの専任教職員からの対
応も期待できる。ボランティアの学生は、一人で複
数の生徒を担当し、毎回、生徒の学習状況・進度状
況を個人記録カードに記入後、毎回の学習会議後、
ミーティグで情報を共有している。

（2）中学生の変容と学生の学び
名護市保護係、市教育委員会、大学との間の調整

会議では、教室運営に係る諸問題が提起され、議論
を積み重ねて対応を考えるシステムを採用してい
る。その際、行政の立場で問題解決が処理される性
質のものと、教室運営の実践上の課題は峻別され、
後者については、直接、生徒と関わっている学生と

大学側の主体的な取り組みが期待される。しかし、
いずれの場合も、行政、学生、大学の３者が問題を
共有する場であることには変わりはない。2013年度
の総括の場では、支援活動に関わっている学生から
みた中学生の変容と学生自身の学びについて次のよ
うな意見が出た。

＜学生のふりかえり－中学生の変容について－＞
S1（中学生の学習意欲の高まりと貴重な居場所）中
学生の学力的な効果はまだ出ていないような気がす
る。生徒の学力的な保障には程遠いが、学習意欲が
出てきているのは確かだと思う。質問してくる子や
「勉強は楽しい」とメモ日記を記す子もいる。ただ、
「ぴゅあ」に来るのが楽しいという声も確かにあり、
中学生にとっても貴重な居場所になっているのでは
ないか。「ぴゅあ」に最初に来た頃は、表情を見せな
いポーカーフェイスであった子も、今は、笑顔を見
せてくれる。小学校５年生の時から不登校だった生
徒が、「ぴゅあ」には来ている。まだ、学校には登校
できていないが、「ぴゅあ」には来ている。
S2（コミュニケーション力の向上）　「ぴゅあ」に来
る中学生は、学校がそれぞれ違うので、通っている
生徒同士が刺激しあっていて、良いのではないかと
思う。生徒が私たちによく話すようになったし、生
徒のコミュニケーション力の高まりを強く感じる。
「ぴゅあ」に入る前は、家族との会話が乏しかったと
いう子がいたが、「ぴゅあ」に入って、「ぴゅあ」の
ことや大学生の話題を話したりしているようだ。
「ぴゅあ」でも話しかけてくるようになった。
S3（学生の積極的な関わり）　生徒に積極的に関わ
ること、かまってあげることが大切ではないだろう
か。学生を頼りにしている面もあるので、それに応
えていくことも大切だと思う。こうした中学生は、
普段、他の人と意外と関わりのない子が多いかもし
れない。

＜学生の学び－支援活動を通して－＞
S4（生徒の行動の意味を考える）　「ぴゅあ」という
学習支援ボランティアで、様々なことに挑戦できる
機会があることにやりがいを感じている。自分達自
身もどのような支援活動ができるのか、これを考え
ながら行動できる。授業の冒頭で、新聞の「コラム」

図１．名護市学習支援教室ぴゅあ運営図
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を活用しての導入をしたりしているが、これこそ、
教育実習みたいであるし、次の生徒の行動や考え方
を考えながら、生徒と関わることが出来はじめてい
るのは、とても自分にとって大きな収穫になってい
る。
S5（個々の生徒にあった対応）　生徒との接し方を、
本当に身をもって学んでいる。支援活動を始める前
の中学生のイメージは、こちら側から指示を出して
いく一方的なものであったが、教室には、発達障害
の子や難聴の子どももいる。個々の生徒に合わせた
対応の仕方を学んでいる。最初は、中学生に対して
手取り足取り教えていた感じだったけど、その子の
性格や考え方が、少しずつ分かるようになると、距
離感を考えながら接するようになった。具体的にい
えば、教える時はもちろん教えるけど、課題を与え
て、自分で挑戦させたり、困った感を出している時
には、そっと近づいて教えたり。なんとなく、中学
生の関わり方が分かってきたような感じです。
S6（中学生が求めていること）　今の中学生が求め
ていることが、目の前の中学生と接していて、わか
り始めている。将来、中学校の教師になりたい私に
とって、貴重な経験の場である。
S7（自分と中学生との違い）　最初、「学習意欲のな
い中学生」、「自分は邪魔、自分は必要とされていな
いと感じている中学生」と接して、正直、たじろい
だ自分がいました。自分は、家族の愛情たっぷりの
中で育てられ、色々な習い事もしてきました。今の
中学生との落差というか、違いを強く感じていま
す。だけど、私自身も好きな数学だけはわかりやす
いように教えたいという気持ちはあります。

「ぴゅあ」の活動に関わる学生は、生徒の学習意欲
の高まりを感じ取り（S1）、また彼らの貴重な居場
所（S1）としての「ぴゅあ」の存在を評価している。
「ぴゅあ」に通う生徒相互の関わり合い（S3）、学生
と生徒とのコミュニケーションを図ることで（S2）、
生徒理解を一層深め、相互のつながりをつくるもの
と認識している。「ぴゅあ」の目的は、学習塾等に通
えない生活困窮世帯の生徒の学習保障であるが、支
援活動を通してあらためて認識したのは、中学生に
とっての学校以外の「居場所」の大切さであり、こ
れは、不登校の生徒にとっては貴重な存在となって

いる。
ボランティアの学生は、自己の生育歴と中学時代
をふりかえり、「ぴゅあ」に通う中学生との格差の状
況に戸惑いつつも、自分の出来る範囲で支援活動を
していこうとする姿勢に端的にみられるもの（S7）
と思う。今の中学生が考えていることや行動の意味
について受け入れ（S4）、個々の生徒に合わせた対
応の仕方（S5）について考え、中学生が求めている
ことに傾聴する姿勢（S6）が芽生えてきたものと思
う。こうした学生の変容は、中学生との直接的な関
わりを通して対人関係の柔軟性を学びつつあるもの
といえるだろう。しかも、その学びこそ、実際の“教
育現場”から得られた知見のひとつとして、学生を
より大きく成長させている。

８．支援教室ぴゅあの課題と展望
大学と行政の連携事業「支援教室ぴゅあ」は、
2013年５月に活動が始まったばかりであり、活動期
間は、まだ１年間である。「ぴゅあ」は、生活困窮世
帯の中学生の学習指導が主たる目的であり、高校受
験を通過できるだけの学力保障を目指しているが、
既に述べたように中学生の居場所としても役割を果
たしつつある。また当初、対象とした子どもは、生
活困窮世帯の中学生のみであったが、市教委からの
依頼により、不登校の生徒、発達障害の生徒も、複
数名、通っている。学年差、学力差、学校別の生徒
に対して、限られた学生でどれだけ効果的な学習指
導が出来るのか、つまり、多様な生徒に対しては、
多様な手立てが必要とされるが、これらをどれだけ
準備出来るのかが問われている。また、現在の支援
活動は、予算との関係で、名護市を３ブロックに分
けてそれぞれ週１回の学習指導である。実質的に週
１回の指導では、何が出来るのか、実践活動を進め
つつ、指導内容を合わせて検討していく必要に迫ら
れている。
また、大学内に設置された「ぴゅあ」での学習支
援活動以外でも、学生と中学生が交流をしつつ、沖
縄の歴史や文化を学び合う「交流の旅」を実施した。
この実現のために、外部予算を獲得して実施した
が、「ぴゅあ」の活動を進めていくためにも、積極的
な助成金や補助金申請、あるいは寄付や基金創設等
も視野に入れる必要があろう。交流的・体験的な学
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びが不足している中学生を様々な機会をとらえて、
豊かな学びにしていくことの必要性を痛感してい
る。
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『へき地小規模校の理念と実践 
― 教育活動に活かそう ― 』
監　修：玉井康之　　　　　　
編　著：二宮信一・川前あゆみ

へき地小規模校と生活体験学習。読者はこの両者
間のリンクをどうイメージされるであろうか？　仮
に読者が都心部に勤務する教師であれば、本書のタ
イトルを目にした時、多分に「へき地校・小規模校
だから、容易に体験活動が可能なのであろう」と、
その内容を想像されるかもしれない。と同時に、「中
央・市街地・大規模校勤務の自分には、得るべきと
ころは�？」と、本書への先入観を持たれるかもし
れない。
そのような考えを払拭させてくれる著書である。
なぜなら、本書はそのタイトルにもあるように、

単に「へき地校」のみを対象に論じたものではなく、
併せて「小規模校」について、全章にわたりそのパ
ラダイムの転換を、さまざまな角度から具体的かつ
きめ細やかに論じているからだ。
今や小規模校は「へき地」に限らない。私の現在

の勤務地は150万人都市・福岡市だが、そこでも統
合の計画が進んでいる小規模校がある。したがっ
て、本書はへき地校に勤務する教師のみならず、都
心部に勤務する教師にも是非手にしてもらいたい。

必ずや、監修者・玉井氏が一貫して説いてきた「へ
き地小規模校教育のパラダイム転換」の本質がどこ
に在るのか、ということに気付くであろう。と同時
に、市街地・大規模校の教育に「逞しく生きぬく21
世紀の教育のあり方」の再確認をもたらしてくれる
はずだ。
監修者・編者・執筆者の８名は、いずれも北海道
でへき地小規模校教育に長年携わってきた教員であ
る。それだけに、その研究の成果は、かつて「へき
地教育こそ教育の原点」と、これをロマン的な解釈
で終わらせがちだった教育界に一石を投じている。
それはへき地小規模校教育の在り方を根本から洗い
だし、科学的・構造的に分析しているからにほかな
らない。まさにコペルニクス的転回による発想が随
所に著されている。加えて、その章立てと各章の整
然とした著述内容の分かり易さは、８名の執筆陣の
見せるチームワークのなせる技とも言える。　
本書の構成は次の通りである。

はじめに
第Ⅰ部　へき地教育のパラダイム転換を推進する地

域学校運営
第１章　現代の教育政策におけるへき地小規模校

教育のパラダイム転換の可能性
第２章　へき地小規模校経営の特性と学校・地域

協働運営の可能性
第Ⅱ部　少人数の中で集団性・社会性・生きる力を

育む学級経営・生活指導
第３章　社会性をはぐくむへき地小規模校の学級

経営の基本的観点と課題
第４章　集合学習・交流学習と社会意識の育成
第５章　へき地小規模校の農林漁業・自然体験活

動と生きる力・心の教育の可能性
第Ⅲ部　へき地の地域素材・自然環境・地域産業を

生かす学習指導
第６章　へき地小規模校における少人数・複式授

業運営の基本的観点
第７章　北海道のへき地の特性を活かした地域教

材開発とカリキュラム開発の必要性
第８章　へき地小規模校の地域特性を活かした総

合的な学習の可能性
第９章　へき地小規模校における持続可能な食
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育・農育・教育の展開と可能性
第Ⅳ部　へき地の地域ネットワークと小集団を活か

す特別支援教育
第10章　社会資源の少ない地域における特別支

援教育の推進と教師の立ち位置
第11章　障害のある子どもと地域をつなぐ教師

の役割
第12章　「特別な教育的ニーズ」とへき地小規模

校における小集団を活かした授業づくり
第Ⅴ部　へき地教育を担う若手教師の成長とへき地

教育プログラム
第13章　山村留学生指導を通じた若手教師の成

長の意識
第14章　へき地教育実習の位置づけと内容特性
第15章　へき地教育プログラムの構造化の意義

と担い手教師の成長
おわりに

第Ⅰ部は、管理職自身がへき地小規模校の良さに
気付き、それを教職員に鼓舞し良さを発揮できるア
イデアと実践を持ち寄ること。また、地域協働運営
を推進できる可能性を持っているのも、へき地小規
模校の積極面である、と論じる。
第Ⅱ部は、少人数イコール社会性を育む上でのマ

イナス要因と見なす考えからのパラダイム転換であ
る。少人数だからこそやれる・育てることができ
る、全員役割・全員責任の学級活動・学校活動・地
域活動ができる。授業での発言・発表の機会が多く
参加感のある授業運営・体験活動が容易であり、忍
耐力・持久力・人間関係づくりによる「生きる力」
を育むと説く。
第Ⅲ部は、少人数であるからこそできる参加型の

授業運営や地域の素材・自然・農業などを生かした
教育活動が可能であること。自己学習活動や調べ学
習・集団学習を取り入れこれを展開することで、自
己教育力・自己学習力を育むことができる。また、

教える授業展開から自分たちで調べ、学びあい、教
え合う共同学習の方法も求められていると、へき地
小規模校教育の持つアドバンテージを説く。
第Ⅳ部は、地域ネットワークと小集団を活かす特
別支援教育について論じている。すなわち医療関係
者・福祉関係者・教育相談員の少ないという一見マ
イナス要因の視点を変え、地域全体が子どもたちを
包みこむ条件があると考え直す。そこから協同的な
授業作りを行い、すべての子どもの特性に応じた学
習指導を求める中で、子どもたちどうしで支えあう
小集団学習を活かした授業に導くことができると説
く。
第Ⅴ部は、へき地小規模校の将来の担い手である
若手教師の意識を分析しつつ、へき地小規模校にあ
る教師の成長のための条件について論じている。ま
た、最近試みられるようになった山村留学の中で、
成長していく子どもの様子を捉えている。また、こ
れを見つめる若手教師が、へき地小規模校の良さを
認識し成長していく過程を、教育実習中の姿やイン
タビューなどで具体的に紹介する。

このように、本書は全章を通してへき地小規模校
のイメージとして持ち易い「恵まれない環境」とい
う考えから、むしろその特性を活かす新しい教育活
動の創造を行うことの可能性を説いている。
私自身、38年間の小・中学校勤務の内、23年間を
へき地小規模校に身を置いた経験を持つ。それだけ
に、本書の言わんとする「パラダイム転換」論に、
今大いに反省させられている。
玉井氏の前著『子どもと地域の未来をひらくへき
地・小規模校教育の可能性』［教育新聞社、2006年］
ともども、本書は現在の学校教育・学校経営・学級
経営の在り方について根本的かつ重要な指針を示し
ている。
� ［教育新聞社、2013年、2,095円］
� （純真短期大学こども学科　平嶋一臣）
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日本生活体験学習学会
事務局報告

Ⅰ　理事会会議日程
第１回理事会　2014年１月25日
　　　　於　別府大学
� ※2013年度第７回理事会と同時開催
第２回理事会　2014年３月23日
　　　　於　福岡市大名公民館
第３回理事会　2014年５月18日
　　　　於　福岡市大名公民館
第４回理事会　2014年７月６日
　　　　於　福岡市大名公民館
第５回理事会　2014年９月15日
　　　　於　福岡市大名公民館
第６回理事会　2014年11月１日
　　　　於　福岡市大名公民館
第７回理事会　2014年12月26日
　　　　於　九州大学
第８回理事会　2015年１月31日
　　　　於　九州大学

Ⅱ　会員実数
全104名（2014年12月31日　現在）
　個人会員　103名
　法人会員　　1名

Ⅲ　これまでの活動
○第15回研究大会の開催
　2014年１月26日　於　別府大学
○学会誌第14号の発刊
　2014年１月20日　発刊
○地方セミナーの開催
本年度の地方セミナーは、佐賀県公民館連合

会・佐賀県社会教育委員連絡協議会との共催と
して、以下の２回を開催した。

　2014年５月18日
　　於　福富ゆうあい館（佐賀県白石町）
テーマ：「なぜ、子どもにホンモノの体験活動
が必要というのか～大人にも子どもにも不足
しているもの、そして多すぎるもの」

　2014年12月２日
　　於　佐賀県立生涯学習センター
　　　　アバンセ（佐賀県佐賀市）
テーマ：「体験活動は人づくりの “�原点�”だ！～
子どもの『生きる力』習得を支援するホンモ
ノの体験活動を考える～」（佐賀県公民館連
合会・佐賀県社会教育委員連絡協議会合同研
修会）

○学会ホームページのコンテンツの充実
昨年度リニューアルした学会ホームページの
本格的運用を開始し、①学会誌論文の掲載、②
事務局だより等の記事掲載、③各種申込に関す
る様式掲載の３点について充実を図った。
○事務局だよりの発行
　2014年４月11日　第18号　発行
　2014年９月22日　第19号　発行
○研究会の開催
本年度は、プロジェクト研究部会を中心に取
り組む「若者に求められている社会人基礎力と
生活体験」をテーマとし、理事を中心とした研
究会を開催した。

Ⅳ　総会 ･理事会での決定事項
⑴　第15回総会における決定事項
事務局より2013年度の学会会務報告ならびに
2013年度決算報告がなされた。次いで、会計監査の
山岸治男会員から監査報告がなされ、了承された。
また、2013年度の学会活動報告として、研究担当、
紀要編集担当、通信・ＨＰ担当より報告があった。
次に、選挙管理委員会より理事選挙結果ならびに
事務局より2014－15年度理事体制についての報告 ･
提案が行われた。新理事による互選の結果、新学会
長として山崎清男会員とすることが提案され、了承
された。加えて、山崎新学会長から、事務局長を永
田誠会員に、事務局次長を大村綾会員とすること、
学会事務局を大分大学に置くことが提案され、了承
された。
2014年度会計予算案について、事務局より提案さ
れ、了承された。
また、2014年度学会活動について、研究、紀要編
集、通信・ＨＰの各担当より報告され、次回研究大
会は九州大学にて開催を予定していることが事務局
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より報告された。

⑵　第１回理事会での決定事項
第１回理事会では、以下の３点が協議ならびに確

認された。
①��　総会議案の確認が行われ、協議の上、了承さ
れた。

②��　2014－15年度理事体制について確認がなさ
れた。

　理事（50音順）：相戸晴子・上野景三・岡幸江・
古賀倫嗣・長尾秀吉・永田誠・南里悦史・正平
辰男・山崎清男・横山正幸

　推薦理事（５名）：井上弘人・大村綾・緒方泉・
桑原広治・中川忠宣

③��　新学会長として、山崎清男会員が選出され、
学会三役は以下の通りとすることが了承され
た。

　＜三役および事務局＞
　会　長：山崎清男
　副会長：古賀倫嗣・上野景三・桑原広治
　事務局：永田誠・大村綾

⑶　第２回理事会での決定事項
第２回理事会では、以下の５点が協議の上、承認

された。
①��　３年以上の会費未納者については「継続の意
思なし」とみなし、除籍が認められた。

②��　委員会・業務分担を見直すとともに本年度の
理事の役割分担・体制が協議の上、以下の通り
に決定した。なお、本年より、１）各委員会に
副会長をリーダーとして配置し、担当部会の招
集等を行うこと、２）適宜、三役会議の招集や

理事会での報告により、委員会間の連携をとり
ながら進めていくことの２点が確認された。
③��　2014年度の理事会開催スケジュールについ
て事務局より提案がなされ、第17回研究大会以
降の研究大会開催時期について、本年度の理事
会において検討を行い、次回大会までに結論を
出すことが提案され、了承された。
④��　学会誌編集スケジュールについて、４月発行
予定の「事務局だより」に、第15号の学会誌掲
載論文の募集を封入することが了承された。併
せて、論文のエントリー〆切を平成26年６月20
日（金）、原稿〆切は、平成26年９月30日（火）
（消印有効）とすることが了承された。
⑤��　地方セミナーについて、事務局長より、佐賀
県公民館大会への共催の打診があったことが報
告され、協議の上、積極的に支援していくこと
が了承された。学会としては、研究大会・地方
セミナー部会にて担当する一方で、現地との打
ち合わせ等については、上野副会長を担当理事
とすることが了承された。

⑷　第３回理事会での決定事項
第３回理事会では、以下の５点が協議の上、承認
された。
①��　地方セミナーについて、上野担当理事より、
５月19日の基調講演者として古賀副会長が登
壇予定であることが報告された。また、学会と
しては地方セミナーとして位置づけていること
から、「事務局だより」やＨＰを通じて、広く会
員にも広報ならびに参加を呼びかけていくこと
が確認された。
②��　学会誌第15号の発刊について、古賀紀要編集

山崎会長

紀要編集

古賀副会長

担当理事
緒方、相戸

担当理事
南里、横山、正平

学会20周年
記念WG

会計、事務、
通信・HP

事務局上野副会長桑原副会長

担当理事
中川、長尾

担当理事
井上、岡

プロジェクト
研　　究

研究大会・
地方セミナー
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部会長より学会誌第15号の編集方針について
提案があり、協議の上、了承された。また、プ
ロジェクト研究部会より、昨年度の研究大会の
シンポジウムテーマを特集として取り組んでい
きたいという意向が提案され、了承された。

③��　第16回研究大会については、2015年２月１
日（日）に開催することが決定した。また、大
会前日１月31日（土）に理事会・懇親会を開催
することとなった。

④��　2014年度学会プロジェクト研究について、上
野プロジェクト研究部会長より、先日行われた
部会の報告とともに、プロジェクト研究のテー
マとして、昨年度の研究大会のシンポジウム
テーマを引き継いで、「若者の社会人基礎力」を
取り上げたいとの提案が行われ、了承された。

⑤��　学会年間スケジュールの見直しについて協議
を行い、研究大会は「現在の１月よりも、９月
頃がよいのではないか」という意見から、９月
第２週を候補として検討することが確認され
た。

⑸　第４回理事会での決定事項
第４回理事会では、以下の５点が協議の上、承認

された。
①��　長尾理事より、第15回研究大会決算報告がな
された。

②��　地方セミナーについては、５月19日に開催さ
れた研修会の様子について、基調講演者として
登壇した古賀理事より報告された。また、上野
担当理事より、佐賀県公民館連合会より提示さ
れた計画書をもとに進捗状況等が報告された。

③��　紀要編集部会より、学会誌第15号のエント
リー状況及び編集状況について報告がなされ、
協議の上、了承された。論文投稿エントリーは、
学術研究論文２本（査読あり）、実践報告１本、
研究ノートまたは実践ノート２本の計５本で
あった。

④��　第16回研究大会については、大会シンポジウ
ムのテーマについて協議を行い、前回研究大会
に引き続き、若者問題を取り上げることが了承
された。

⑤��　事務局より次年度以降のスケジュール案が提

案され、会則・規定の改正を要すること、次年
度の研究大会・学会誌発行の準備も控えている
ことから、急ぎ議論する必要があることが確認
された。関係部会にて協議の上、次回理事会で
の集中的に議論することとなった。

⑹　第５回理事会での決定事項
第５回理事会では、以下の３点が協議の上、承認
された。
①��　学会誌編集に関する進捗状況ならびに今後の
予定について担当部会より報告された。また、
学会誌発刊後の管理については、１）データを
印刷会社から取り寄せる（紀要編集部会）、２）
事務局にて保管する、３）要請があれば、図書
館等にデータを送付する、４）学会ＨＰに掲載
する、の４点が確認された。創刊号～第９号ま
での学会誌の電子データ化や保管する学会誌の
取り扱いについては継続協議となった。
②��　プロジェクト研究部会より、大会シンポジウ
ム案が提出され、テーマ・議論の方向性につい
て協議された。登壇者等の詳細については、プ
ロジェクト研究担当理事を中心に、研究大会・
地方セミナー部会理事と議論の上、次回理事会
にて再協議することとなった。
③��　学会年間スケジュールの見直しについては、
理事会に先立ち開催された三役会議での案をも
とに協議され、学会誌発刊時期については、「原
則、研究大会に合わせて発行する。なお、2015
年度の研究大会日程が９月であることから、編
集期間を確保するため、2015年度の発行は見送
り、2016年度に「2015・2016年度合併号」とし
て学会誌第16号を発行する」ことが了承され
た。また、会計年度も、 2015年度より、学会年
度を８月１日から翌年７月末日にすることが提
案され、了承された。

⑺　第６回理事会での決定事項
第６回理事会では、以下の６点が協議の上、承認
された。
①��　紀要編集部会より、2016年度以降の学会誌編
集スケジュール案について提案がなされ、投稿
アプライ：前年10月末、原稿提出：１月末、発
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行：８月末とすることが了承された。紀要編集
規定第４条（投稿資格）については、今後の学
会運営の方針とも関連することから、理事会で
の意見をもとに、再度、紀要編集部会を中心に
検討することとなった。

②��　紀要編集部会より、学会誌第15号の発刊につ
いて、研究ノートまたは実践ノートの２本につ
いて投稿取り下げとなったことが報告された。
また、今後のスケジュールとして、城島印刷入
稿：11月20日、初稿校正：12月上旬、第２稿校
正：12月下旬、最終校正：１月中旬、発行：１
月下旬を予定していることが報告された。

③��　継続協議となっていた学会誌の電子データ化
については、今後、事務局を中心に進めていく
ことが了承された。

④��　第16回研究大会については、１）自由研究発
表の申込数が多く、少しでも総括討議の時間を
確保するために、開会行事を行なわず、そのか
わりに、大会シンポジウム前に挨拶を行う、２）
自由研究発表を２室に分け、第１分科会を古賀
理事、第２分科会を桑原理事が司会を担当する
ことが決定した。また、大会要項は、11月下旬
に会員へ送付予定であることが確認された。

⑤��　プロジェクト研究部会より、研究大会シンポ
ジウムにおける登壇者４名が提案され、了承さ
れた。

⑥��　学会年間スケジュールの見直しについては、
事務局より、年間スケジュール案ならびに会員
への意見照会文案について提案され、協議を
行った。会員への意見照会文案については、変
更理由を丁寧に説明するべきとの意見が出さ
れ、事務局にて修正の上、発送を行うことが了
承された。

⑻　第７回理事会での決定事項
第７回理事会では、以下の３点が協議の上、承認
された。
①��　2015年度予算案について、事務局より提案さ
れ、協議を行った。出された意見を参考に修正
の上、次回理事会にて審議する。
②��　継続協議となっていた学会誌編集規定の改正
について、紀要編集部会等での協議内容が報告
され、修正案が了承された。
③��　第17回研究大会について、2015年９月に佐
賀県にて開催することが提案され、了承され
た。

⑼　第８回理事会での決定事項
第８回理事会では、2014年度決算および2015年
度予算について協議され、了承された。また、総会
議案ならびに提案内容、報告者等について確認され
た。



日本生活体験学習学会年報・学会誌編集規定

第１条　� �日本生活体験学習学会は、年報と学会誌を発行する。
第２条　�年報には、生活体験学習に関する多様な実践研究と理論研究等を掲載する。その目的は生活体験学

習実践・研究の拡大・深化に資するものとし、広く会員外にも頒布する。また学会誌は会員の研究
活動および学会ならびに本学会の動向等に関する原稿を掲載し、会員に配布する。

第３条　�年報・学会誌に関する原稿は次の内容とする。
　　⑴　自由投稿実践研究論文
　　⑵　自由投稿理論研究論文
　　⑶　依頼実践研究論文
　　⑷　依頼理論研究論文
　　⑸　研究ノート、書評、図書紹介、資料紹介
　　⑹　その他、生活体験学習に関する国内外の動向についてのニュース
　　⑺　学会の会務報告
第４条　�学会誌に投稿する論文は、第１著者が該当年度までの会費を完納した本学会員であることを要す

る。ただし、年報に関してはこの限りではない。
第５条　年報・学会誌に原稿を掲載しようとする者は、所定の執筆要項に従い、編集事務局に送付する。
第６条　年報・学会誌編集委員会は理事会の議を経て会長が委嘱する。
第７条　�年報・学会誌編集委員会は４名の委員によって構成され、委員長、副委員長各１名を置く。委員長、

副委員長の選考は委員の互選によって行う。
第８条　�第３条の⑴⑵の原稿の掲載にあたっては、年報・学会誌編集委員会が審査にあたる。その際、編集

委員会はそれぞれの原稿について査読者を３名指名し、評価を依頼する。評価は、採択、修正採択、
不採択に分けられる。尚、⑶⑷⑸の掲載については、編集委員会が依頼する。

第９条　�年報・学会誌の編集は、学会理事会責任の下で年報・学会誌編集委員会の審議を経て決定する。た
だし原稿掲載の公平を期するため、審査は無記名の原稿で行う。

第10条　�投稿論文等のうち、掲載が決定したものについては、一律3,000円の掲載料を徴収する。
　　　　掲載決定通知に同封する口座振込み用紙で、期限までに振込みを行なう。
第11条　年報・学会誌は当該年度の会費を納入した会員に配布する。
第12条　年報・学会誌の編集事務は、日本生活体験学習学会事務局が行う。
　（附則）
　　　本規定は、2000（平成12）年３月18日より施行する。
　　　2009（平成21）年１月24日、一部改正。
　　　2012（平成24）年１月28日、一部改正。



●執筆要項
『生活体験学習研究』年報・学会誌に投稿する論文は、次の要項に従うものとする。
１．執筆者は、日本生活体験学習学会の会員または依頼されたものであること。
２．論文原稿は横書きとし、次の点を厳守すること。
⑴　本文、図、表、注、引用文献を含めて400字詰め原稿用紙40枚以内とする。ワープロ使用の場合は、
Ａ４版（40字×30行）とする。

⑵　図、表は本誌にあわせて字数に換算する。また、注、引用文献は、１字１マス（欧文は２字１マス）
とする。

⑶　図、表は論文原稿末尾に貼付し、本文中には挿入すべき箇所を指定する。
⑷　「拙書」「拙稿」など投稿者名が判明するような表現は避ける（投稿原稿はレフリー制としているため）。

３．論文は未発表のもので、かつ内容がオリジナルなものであること。ただし、口頭発表及びその配布資料
はこの限りでない。

４．注（引用文献を含む）は文中の該当箇所に、⑴、⑵�と表記し、論文原稿末尾にまとめて記載すること。
または本文中に表示する。

５．引用文献の提示方法は、原則として次の形式に従うこと。
⑴　本文中では、次のように表示する。

　　　「しかし、有田（2000）も強調しているように�」
　　　「�という調査結果もある（Chiba, M. 1999、Honda 1990a）。」
　　　「ヂュルケームによれば『�ではない。』（Durkheim, E. 1925）」
⑵　同一著者の同一年の文献については（Honda 1990a、1996b）のようにａ、ｂ、ｃ�を付ける。
⑶　引用文献は、邦文、欧文を含めて、最後尾に列挙する。または、本文中に番号を付し、最後の注の後
にまとめて記載する。

６．締切日は９月30日とする。
７．投稿論文の送付物は以下の通りとする。但し、依頼論文は論文、日本語もしくは英文要旨、キーワード
を下の⑴⑶⑷の要領でできればフロッピーとともに各１部送付する。
⑴　投稿論文正本（論文題目、名前、所属機関名、連絡先〔郵便番号を含む〕を記載する）１部とできれ
ばフロッピー（要旨、英文要旨ともに）

⑵　投稿論文コピー（名前、所属機関名、連絡先を記載しない）３部
⑶　要旨（400～600字以内、名前、所属機関名、連絡先を記載しない）４部
⑷　編集規定第３条の⑴⑵の原稿については、日本語と英文で論文題目、執筆者名、所属機関名を記載す
る。また論文には200words程度の英文要旨または、400字程度の日本文要旨をつける。

　なお、送付物に不備のある場合は受理しない。
８．原稿は返却しない。
９．執筆者による校正は初稿までとする。発行の費用に関して必要な場合、執筆者が負担するものとする。
抜刷りは執筆者負担とする。

10．送付物の宛先：〒870-1192　大分県大分市大字旦野原700
　　　　　　　　　　　　大分大学教育福祉科学部永田研究室内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 日本生活体験学習学会事務局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL/FAX� 097－554－7559
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail� info@seikatsu-t.org

11．この執筆要項は2014（平成26）年11月１日の理事会により決定したものである。
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