
 

第７章 本研究のまとめ 

社会を生き抜く資質・能力をはぐくむために必要な子供の頃の体験 

体験カリキュラムに関する調査研究会 委員長 明石 要一

千葉敬愛短期大学 学長

国立青少年教育振興機構理事（非常勤）、青少年教育研究センター長

失敗を恐れて挑戦をしない子供や打たれ弱い若者の増加が懸念されるなか、これからの時代、様々

な人とかかわりながら、何事にも意欲的に取り組む姿勢をもち、多少の困難や逆境があってもへこた

れず前向きに生きていける力を身につけた大人を育てていくことが大切である。また、こうした力の

源になるのは、自己の存在や価値を肯定的に評価できる自己肯定感だと考える。

本研究は、我が国の青少年の自己肯定感が諸外国に比べ低いと指摘されていることを踏まえ、子供

の頃の体験と自己肯定感、今の青少年に求められるへこたれない力や意欲、コミュニケーション力と

の関係を検討し、これを高める体験活動の在り方を提案することを目的に調査を実施した。

本調査の結果から、社会を生き抜く資質・能力（へこたれない力、自己肯定感、意欲、コミュニケーシ

ョン力）をはぐくむために必要な子供の頃の体験のポイントをまとめると、以下の三点が挙げられる。

結果① 社会を生き抜く資質・能力をはぐくむために必要な子供の頃の体験は、家庭での家族行事

やお手伝い、放課後や休日の友だちとの外遊び、学校での委員会活動や部活動 

子供の頃の体験と社会を生き抜く資質・能力※7-1 の相関分析の結果（pp.91-93）を基に、社会を

生き抜く資質・能力をはぐくむ子供の頃の体験（多寡）を年齢期別に整理したものが表 7-1 である。 
これをみると、社会を生き抜く資質・能力をはぐくむためには、子供の頃、家庭では「家族行事」

「お手伝い（へこたれない力の就学前を除く）」（就学前～中学校）、地域（放課後や休日）では「友

だちとの外遊び」（小学校低学年～中学校）、学校では「体育祭や文化祭の実行委員」「部活動の部長

や役員」（小学校高学年～中学校）といった体験が大切であることが分かった。

その他にも、地域では「友だちとの室内遊び」「スポーツクラブや少年団」「文化系の習い事」、学

校では「児童会・生徒会の役員」「委員会の委員（保健、美化等）」「運動系部活動」といった体験も

社会を生き抜く資質・能力と相関がみられたが、とりわけ特徴的な傾向がみられたのは「基本的生

活習慣」「学習塾」であった。「基本的生活習慣」をみると、就学前はへこたれない力、自己肯定感、

意欲と相関がみられたが、小学校低学年以降で相関がみられたのは意欲のみであった。社会を生き

抜く資質・能力をはぐくむためには、家庭では「家族行事」「お手伝い」が大切だということが分か

ったが、意欲をはぐくむためには就学前から「基本的生活習慣」をしっかり身につけさせることも

大切だということが分かった。一方、「学習塾」をみると、すべての年齢期（小学校低学年～中学校）

で自己肯定感と相関がみられた。学力と自己肯定感の相関関係については、平成 29 年度全国学力・

学習状況調査の結果でも指摘されており、本調査結果からも、子供の頃、学習塾で勉強をよくした

人ほど自己肯定感が高くなるという関係が明らかになった。放課後や休日には、友だちとたくさん

遊んだり、スポーツや習い事に打ち込むことも大切であるが、子供の自己肯定感を高めるためには、

勉強する時間をきちんと設けることも大切だということである。

※7-1 子供の頃の体験と社会を生き抜く資質・能力については「８．体験や意識に関する質問項目の区分」（p.5）を参照 
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表 7-1.年齢期別にみた社会を生き抜く資質・能力をはぐくむ子供の頃の体験（多寡） 

  就学前 小学校（低学年） 小学校（高学年） 中学校 

へ
こ
た
れ
な
い
力 

家
庭 

基本的生活習慣 

 

家族行事 

 

お手伝い 

家族行事 

 

お手伝い 

家族行事 

 

お手伝い 

家族行事 

地
域 － 

友だちとの外遊び 

友だちとの室内遊び 

友だちとの外遊び 

友だちとの室内遊び 

友だちとの外遊び 

友だちとの室内遊び 

学
校 － － 

体育祭や文化祭の実行委員 

委員会の委員（保健、美化等） 

部活動の部長や役員 

体育祭や文化祭の実行委員 

委員会の委員（保健、美化等） 

部活動の部長や役員 

運動系部活動 

自
己
肯
定
感 

家
庭 

基本的生活習慣 

お手伝い 

家族行事 

 

お手伝い 

家族行事 

 

お手伝い 

家族行事 

 

お手伝い 

家族行事 

地
域 － 

友だちとの外遊び 

友だちとの室内遊び 

学習塾 

スポーツクラブや少年団 

文化系の習い事 

友だちとの外遊び 

友だちとの室内遊び 

学習塾 

スポーツクラブや少年団 

文化系の習い事 

友だちとの外遊び 

友だちとの室内遊び 

学習塾 

スポーツクラブや少年団 

文化系の習い事 

学
校 － － 

児童会・生徒会の役員 

体育祭や文化祭の実行委員 

部活動の部長や役員 

児童会・生徒会の役員 

体育祭や文化祭の実行委員 

部活動の部長や役員 

運動系部活動 

意
欲 

家
庭 

基本的生活習慣 

お手伝い 

家族行事 

基本的生活習慣 

お手伝い 

家族行事 

 

お手伝い 

家族行事 

基本的生活習慣 

お手伝い 

家族行事 

地
域 － 

友だちとの外遊び 

友だちとの室内遊び 

スポーツクラブや少年団 

文化系の習い事 

友だちとの外遊び 

 

スポーツクラブや少年団 

文化系の習い事 

 

友だちとの外遊び 

 

スポーツクラブや少年団 

文化系の習い事 

学習塾 

学
校 － － 

体育祭や文化祭の実行委員 

委員会の委員（保健、美化等） 

部活動の部長や役員 

体育祭や文化祭の実行委員 

委員会の委員（保健、美化等） 

部活動の部長や役員 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力 

家
庭 

お手伝い 

家族行事 

お手伝い 

家族行事 

お手伝い 

家族行事 

お手伝い 

家族行事 

地
域 － 

友だちとの外遊び 

友だちとの室内遊び 

スポーツクラブや少年団 

文化系の習い事 

友だちとの外遊び 

友だちとの室内遊び 

スポーツクラブや少年団 

文化系の習い事 

 

友だちとの外遊び 

友だちとの室内遊び 

スポーツクラブや少年団 

文化系の習い事 

学習塾 

学
校 － － 

児童会・生徒会の役員 

体育祭や文化祭の実行委員 

委員会の委員（保健、美化等） 

部活動の部長や役員 

児童会・生徒会の役員 

体育祭や文化祭の実行委員 

委員会の委員（保健、美化等） 

部活動の部長や役員 

運動系部活動 

※１．相関分析の結果（pp.91-93）から、若年層又は中年層に r=.20 以上の相関がみられた体験を記載 
※２．下線は若年層と中年層の両方に相関がみられた体験を示している。 
※３．学校の「児童会・生徒会の役員」等は、設問では体験した年齢期を「小学校や中学校」としているが、上記の表では、便宜 

上、「小学校高学年」と「中学生」に分けて記載している。 
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結果② 家族との愛情や絆を感じたり、遊びに熱中した経験は、社会を生き抜く資質・能力を 

はぐくむ糧になる 
 

子供の頃の体験の質と社会を生き抜く資質・能力の相関分析の結果（pp.91-92）を基に、社会を

生き抜く資質・能力と相関がみられた家族の愛情・絆、遊びの熱中度の項目をまとめたものが表 7-
2 である。これをみると、家族との愛情・絆では、「家族の一員として役に立っていると感じたこと」

がいずれの社会を生き抜く資質・能力とも相関が強く、遊びの熱中度では、へこたれない力と「遊

びに夢中で時間がすぐ過ぎてしまったこと」、自己肯定感、意欲、コミュニケーション力と「新しい

遊びを考えたこと」の相関が強いことが分かった。 
本研究では、従来の調査よりも子供の頃の体験を幅広く捉え、体験の量（多寡）だけでなく質（深

さ）にも注目し、量と質の両面から子供の頃の体験がもたらす成果について検証を行った。その結

果、家族との愛情・絆が強く、家庭での体験が多かった人や、遊びの熱中度が高く、外遊びをよく

した人ほど、社会を生き抜く資質・能力の高い人が多くなる傾向がみられた（pp.95-97）。つまり、

社会を生き抜く資質・能力をはぐくむためには、家庭で家族行事やお手伝い、放課後や休日に友だ

ちと外遊びをすればいいということでなく、それらの体験を通じて家族の一員として役に立ってい

ると感じたり、友だちと夢中になって遊んだり、新しい遊びを考えたりする経験を重ねることが大

切だということである。 
 

表 7-2.社会を生き抜く資質・能力をはぐくむ子供の頃の体験（質） 
 へこたれない力 自己肯定感 意欲 コミュニケーション力 

家
族
と
の
愛
情
・
絆 

①家族の一員として役に立

っていると感じたこと 

②家族からの愛情を感じた

こと 

③家族で一緒にいることが

楽しいと感じたこと 

①家族の一員として役に立

っていると感じたこと 

②家族からの愛情を感じた

こと 

③家族で一緒にいることが

楽しいと感じたこと 

①家族の一員として役に立

っていると感じたこと 

②家族からの愛情を感じた

こと 

③家族で一緒にいることが

楽しいと感じたこと 

①家族の一員として役に立

っていると感じたこと 

②家族からの愛情を感じた

こと 

③家族で一緒にいることが

楽しいと感じたこと 

遊
び
の
熱
中
度 

①遊びに夢中で時間がすぐ

過ぎてしまったこと 

②新しい遊びを考えたこと 

①新しい遊びを考えたこと 

②遊び疲れていつの間にか

眠ってしまったこと 

③遊びに夢中で時間がすぐ

過ぎてしまったこと 

①新しい遊びを考えたこと ①新しい遊びを考えたこと 

②遊び疲れていつの間にか

眠ってしまったこと 

③遊びに夢中で時間がすぐ

過ぎてしまったこと 

※１．相関分析の結果（pp.91-92）で若年層と中年層の両方に r=.20 以上の相関がみられた体験のうち、若年層の相関係数を基に相関

係数が高かった順に記載 
 

 

結果③ 人に褒められることで社会を生き抜く資質・能力は高まる 
 

子供の頃の人間関係と社会を生き抜く資質・能力の相関分析の結果（p.94）を基に、社会を生き

抜く資質・能力と相関が強かった人とのかかわりの上位５項目をまとめたものが表 7-3 である。 
これをみると、社会を生き抜く資質・能力と最も相関が強かった人とのかかわりは、へこたれな

い力が「先生に褒められたこと」、自己肯定感が「友だちに褒められたこと」、意欲とコミュニケー

ション力が「近所の人に褒められたこと」であった。このことから、社会を生き抜く資質・能力を

はぐくむためには、子供の頃、先生や友だち、近所の人といった周りの人から褒められることが大

切であることが分かった。 
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表 7-3.社会を生き抜く資質・能力をはぐくむ子供の頃の人とのかかわり（上位５項目） 

へこたれない力 自己肯定感 意欲 コミュニケーション力 

①先生に褒められたこと 

②友だちに褒められたこと 

③近所の人に褒められたこと 

④親と人生や将来の話をし

たこと 

⑤親に褒められたこと 

①友だちに褒められたこと 

②近所の人に褒められたこと 

③先生に褒められたこと 

④親と人生や将来の話をし

たこと 

⑤友だちに悩みを聞いてもら

ったり、相談に乗ってもらっ

たこと 

①近所の人に褒められたこと 

②友だちに褒められたこと 

②親と人生や将来の話をし

たこと 

④先生に褒められたこと 

⑤親に社会のルール・マナ

ーをしつけられたこと 

①近所の人に褒められたこと 

②友だちに褒められたこと 

③先生に褒められたこと 

④親と人生や将来の話をし

たこと 

⑤近所の人に遊んでもらった

り、教えてもらったこと 

※１．相関分析の結果（p.94）で若年層と中年層の両方に r=.20 以上の相関がみられた体験のうち、若年層の相関係数を基に相関係数

が高かった順に上位５項目を記載 

 
しかし、ここで気をつけなければならないのは、ただ褒められればいいということではない。本

研究の結果、子供の頃、親や先生、近所の人に褒められた経験に加え、叱られた経験が多かった人

ほど、社会を生き抜く資質・能力の高い人が多くなる傾向がみられた（pp.98-99）。大人が子供を叱

るということは、子供に誤りや過ちを気づかせ、正しい道に導くことである。間違ったことや悪い

ことをしても、それを叱り正してくれる大人がいるからこそ、子供は正しい態度や意識を身につけ

ることができるのである。そうして態度や意識が改まることで人から褒められる機会も多くなり、

社会を生き抜く資質・能力が高まるきっかけになるのではないかと考える。つまり、社会を生き抜

く資質・能力をはぐくむためには、周りの大人がきちんと子供と向き合い、褒めるべきところは大

いに褒め、悪いところはしっかり叱ることが大切なのである。 
また、表 7-3 で注目すべき点が二つある。一つは、タテの関係にある親や先生から褒められるこ

とより、ヨコやナナメの関係にある友だちや近所の人に褒められることのほうが社会を生き抜く資

質・能力との相関が強いということ。もう一つは、親とのかかわりでは、褒めることより人生や将

来の話をすることのほうが社会を生き抜く資質・能力との相関が強いということである。つまり、

社会を生き抜く資質・能力をはぐくむためには、親や先生が子供を褒めるだけでなく、①子供が活

躍できる場や主役になれる機会を設け、友だちや近所の人から褒められるきっかけをうまく創り出

していくこと、②親は子供と将来の夢やこれからの人生について語り合う時間を持つことが大切だ

ということである。 
 

以上の結果から、今後、子供たちの体験の場や機会の充実を進める上で大切なことは、子供たちに「何」

を「いつ」「どれだけ体験させるのか」ということに加え、それを「どう体験させるのか」、その時、周

りの大人は「どのようにかかわるのか」といった体験の質（深さ）にも目を向け、子供たちが熱中し、

意欲的に取り組める体験を子供たちの生活環境の中に創り出していくことである。 
近年、教育分野においても EBP（Evidence-Based Practice / Evidence-Based Policy）の重要性が指

摘されるなか、本研究の成果が子供たちの体験の場や機会の充実に資するとともに、体験活動の指導や

実践に役立つエビデンスになることを期待している。 
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