
 

＜座談会日時・出席者等＞ 

日 時  平成 29 年 11 月 15 日（水） 15：00～16：30 

挨 拶  鈴木みゆき  国立青少年教育振興機構理事長 

座談会 

座 長 明石 要一  国立青少年教育振興機構青少年教育研究センター長 

出席者 伊東 祐郎  東京外国語大学副学長 

     岩崎久美子  放送大学教授 

     胡   霞  国立青少年教育振興機構青少年教育研究センター客員研究員 

 

挨拶 

 

○理事長 鈴木でございます。このたびは、青少年教育研究センター紀要第６号の特集「４

か国調査からみる日本の青少年」座談会にご出席いただき、厚く御礼申し上げます。 

 国立青少年教育振興機構（以後、「機構」という）は、本年７月に、国立大学法人東京

外国語大学（以後、「東京外大」という）と連携・協力に関する協定書を締結いたしまし

た。そのご縁もあり、今回の座談会では、留学生のご指導に長年かかわっておられる副学

長の伊東祐郎先生に座談会へのご出席をお願いしたところ、ご快諾いただきました。 

 さらに、教育学の知見から、機構の調査・研究に多大な御支援をいただいております岩

崎久美子先生にお越しいただきました。 

 青少年教育研究センター（以後、「研究センター」という）は、平成23年４月に当機構

の一組織として設置され、これまで数多くの調査結果を世に送り出してまいりました。こ

のたびの座談会で取り上げます「日本・米国・中国・韓国の高校生に関する国際比較調査」

（以後、「４か国調査」という）もその１つです。この調査では、近年の日本の高校生が

アメリカ、中国、韓国の高校生に比べ自尊感情が低いとか、高い社会的地位につくという

願望が低いとか、そのような結果が特徴として示されております。ここでは、各出席者の

皆様から、日本の青少年が伸ばすべき資質・能力について、それぞれ専門の立場から忌憚

のないご意見を賜りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

１．４か国調査からみる日本の高校生 

 

○明石 先ほど鈴木理事長からご説明がありましたが、研究センターは高校生を対象とし

た４か国調査を過去４回実施し、平成29年度で５回目となります。 

簡潔に調査結果を申しますと、１つ目は、日本の高校生たちは、東日本大震災などがあ

り、自然災害には非常に関心が高く、交通ルールを守るとか、そういう危険回避意識は高

いのです。一方、野外でキャンプをする、ボランティアをする、などの意図的に自然や社

会に参画するということが低い。自分で自分の身を守ることができない。人に決められた

ルールは忠実に守りますが、ルールのないところで自分の身を守ることが弱いという状況

があります。 

 ２つ目は、よく言われるように、自己肯定感が低いのです。具体的に言いますと、学校
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での勉強や将来に対する展望がなかなか描けないという消極的な姿勢が目立っています。 

 この２つの視点は、言い換えると、様々な体験が少なく、小さな失敗で精神的に大きな

ダメージを受けてしまうという、いわゆる「へこたれない力」が低いことを示しています。

現在は日本一国だけでは生きていけない状況ですから、本日は、このような課題を踏まえ

ながら、日本の高校生たちがグローバル化した社会でどうすれば生き残っていけるかを議

論できればと思っています。 

 今回の座談会では、始めに４か国調査の担当である胡霞客員研究員から、これまでに実

施した４か国調査の中から得たエッセンスを15分ほど御紹介していただきまして、それに

対して、お二人の先生方からコメントをいただきます。その上で、日本の高校生をはじめ

とする青少年の現状に対する課題と、その対策について議論したいと考えております。で

は、胡霞さん、お願いします。 

○胡霞 よろしくお願いいたします。４か国調査は、これまで財団法人日本青少年研究所

が実施してきました。平成25年８月、当該研究所が解散したことに伴い、機構が調査を継

承して実施しております。過去４年間で、 

・「科学に関する意識調査」（以後、「科学」という） 

・「生活と意識に関する調査」（以後、「生活と意識」という） 

・「安全に関する意識調査」（以後、「安全」という） 

・「勉強と生活に関する意識調査」（以後、「勉強と生活」という） 

を実施しました。４つの調査で日本の高校生の特徴が多く見られましたが、今日は、課題

として注目すべき特徴を３点、取り上げます。１つ目は勉強に対する姿勢、２つ目は自己

肯定感、３つ目は将来への意識です。 

 

（１）勉強に対する姿勢 

 

・ 少ない体験学習や体験活動の機会 

 

 最初に、勉強についてですが、日本の高校生は勉強に対して意欲も行動も消極的です。

そのような日本の高校生の特徴として、まず挙げられるのは体験学習や体験活動が少ない

ことです。図１は、2014年に実施しました「安全」に関する意識調査の結果です。この１

年間キャンプなどの野外活動をしたことがほとんどないと回答した日本の高校生は６割弱

であり、その割合が４か国の中で最も高くなっています。 

 
図１ この１年間、キャンプ、山登りやハイキングなどの野外活動をしたことがあるか 

                      （「高校生の安全に関する意識調査」2014 年） 
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また、日本の高校生は自然の中での体験活動、ボランティア活動、勤労・職業体験活動、

科学の実験など、新しい技術に触れるといった学習活動が米・中・韓に比べて少なく、さ

らに、これらの体験学習や活動が好きだと回答した人も少なくなっております。 

 情報通信技術の活用に関しても「勉強と生活」に関する調査から、日本の高校生はワー

ドやエクセル、パワーポイントを使うこと、自分のブログやホームページの作成・更新、

簡単なプログラミングをすることのいずれにおいても、その割合は４か国の中で最も低く

なっています。 

さらに、日本はインターネットで学習の情報を収集したり、資料を調べたりする、学習

ソフトやアプリを使って勉強する割合も４か国の中で最も低く、塾のホームページや動画

サイトで授業の動画を見ること、インターネット上にある練習問題を解くこと、インター

ネット上の質問サイトでわからないことを質問することに関しても、日本の割合は低く、

米・中・韓と大きな差が見られました。 

 

・ 受け身中心の授業 

 

図２をみると、日本の高校においては受け身的な授業が中心となっていることがわかり

ます。日・中・韓３か国の高校生はいずれも教科書中心的な授業が多いと感じています。

「ほとんどそうだ」と「半分以上はそうだ」と合わせてみると、日本と中国は、ともに９

割強となっていますが、個人で調べたり、まとめたり、発表する授業、グループで課題を

決め、考えたり調べたりする授業については、「ほとんどそうだ」「半分以上はそうだ」

と回答した日本の高校生の割合は、米・中・韓を大きく下回っています。 

 

図２ 授業の進め方（「ほとんどそうだ」「半分以上はそうだ」と回答した者の割合） 

                              （「高校生の勉強と生活に関する意識調査」2016 年） 
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さらに、2013年の「科学」に関する意識調査の結果において、自然や理科の学習につい

て、日本の高校生は「先生が行う実験を見る」と回答した割合が４か国の中で最も高くな

っています。しかし、自然や科学についてのテレビを見る、本や雑誌を読む、インターネ

ットで調べる、教室や理科室を使って自分で実験をする、理科の知識で日常生活の問題を

解決する、理科コンクールに参加する、自然や科学について家族と友達と話すといういわ

ば能動的な学習について、日本の高校生が「よくした」「時々した」と回答した割合は４

か国の中で最も低く、自然や科学への関心の度合いも低くなっていると思います。 

 

・ 勉強しない日本の高校生 

 

「勉強と生活」に関する調査結果において、日本の高校生の勉強の仕方で最も多いのは

「試験の前にまとめて勉強する」でした。その一方で、「自分で整理しながら勉強する」

「できるだけ自分で考えようとする」「参考書をたくさん読む」「勉強したものを実際に

応用してみる」「教わったことをほかの方法でもやってみる」の設問に対する肯定的な回

答は米・中・韓に比べて低くなっています。 

勉強時間に関しては、「学校の宿題以外の勉強をしない」と回答した割合は日本が米・

中・韓に比べて高くなっています。「学校の宿題を２時間以上する」と回答した割合は日

本は１割程度で、米・中を大きく下回っています。さらに分析してみると、平日に学校の

授業と宿題以外に勉強をする時間は、「しない派」と「２時間以上する派」がそれぞれ25％

を占めております。

 

図３ ふだんの勉強で、上記のようなことがどのくらいあるか（「よくある」と答えた割合） 

                                     （「高校生の勉強と生活に関する意識調査」2016 年） 
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また、図３のとおり、授業風景をみると、日本は「授業中きちんとノートをとる」に対

し「よくある」と回答した者の割合が８割弱と、４か国の中で最も高いのですが、「グル

ープワークのときには積極的に参加する」「授業中、積極的に発言する」に対し「よくあ

る」と回答した者の割合が米・中・韓を大きく下回っています。「ふだん予習・復習をす

る」も少なく、他方「授業中居眠りをする」の割合がほかの３か国に比べて高くなってい

ます。この結果は、2009年に日本青少年研究所が実施しました「高校生の勉強に関する調

査」の中にある「きちんとノートをとる」「授業中居眠りをする」「授業中ぼーっとして

いる」の項目と比較してみると、増加傾向にあることがわかりました。 

 

（２）自己肯定感について 

 

２つ目は、自己肯定感について見てみたいと思います。 

図４のとおり、自分自身への評価について、日本の高校生は「私は人並みの能力がある」、

「自分は体力には自信がある」、「自分は勉強が得意なほうだ」及び「自分の希望はいつ

かかなうと思う」といったポジティブな項目の肯定率が米・中・韓と比べて低く、反面「自

分はだめな人間だと思うことがある」と回答した割合が７割を超え、米・中・韓を大きく

上回っています。 

 2008年に日本青少年研究所が実施した「中学生・高校生の生活と意識」の調査と比較し

てみると、「私は人並みの能力がある」について、日本は６年前より肯定率がやや伸びて

います。また、「自分はだめな人間だと思うことがある」についても「とてもそう思う」

が３年前より１割減少しており、少しではありますが改善のきざしがあるように思います。 

 
図４ 自己評価（「とてもそう思う」「まあそう思う」と回答した者の割合） 

                       （「高校生の生活と意識に関する調査」2014 年） 
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（３）将来への意識 

 

・ 学歴は大卒で十分という意識 

 

３つ目は、日本の高校生の将来への意識について見てみます。将来、受けたい教育の水

準では、図５のとおり「４年制大学まで」という回答は日本が最も多く、2011年からはず

っと６割を超えた水準で続いております。これに対し、ほかの３か国、とりわけアメリカ

と中国の高校生たちは、修士・博士を目標に定めている人が多くなっています。日本の高

校生は大学院まで希望する人が1980年調査では１割でしたが、2014年からは１割を切った

水準となっております。一方、アメリカでは、1980年調査で２割だった大学院希望者が2005

年では倍以上に増え、その後も４割台前後の水準を保っています。 

 

 

図５ 将来、どのような教育を受けたいか（普通科高校生の経年比較） 

＊2016 年：「高校生の勉強と生活に関する意識調査」、2014 年：「高校生の生活と意識に関する調査」、 

2011 年：「高校生の生活意識と留学に関する調査」、2005 年：「高校生の友人関係と生活意識」、 

1980 年：「高校生将来調査」 
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・ 人生の目標 

 

続いて、高校生たちがどんな人生目標を持っているかを見てみます。図６のとおり、日

本の高校生は10項目のうち８項目の割合が４か国の中で最も低く、特に「高い社会的地位

につくこと」、「リーダーになること」、「有名な大学に入ること」は、ほかの３か国と

の差が大きくなっています。 

 2011年に日本青少年研究所が実施した「高校生の生活意識と留学に関する調査」、４か

国調査の「生活と意識」（2014年）、「勉強と生活」（2016年）の結果と比較してみると、

日本の高校生は「社会のために役に立つ生き方をすること」の割合が年々高くなっており、

「円満な家庭を築くこと」が低下しています。また、「高い社会的地位を希望する」とい

う割合はおよそ１割、「お金持ちになりたい」という割合はおよそ２割程度の水準が続い

ております。 

 

 

図６ 将来、どのような目標をもっているか（「とてもそう思う」と答えた割合） 

（「高校生の勉強と生活に関する意識調査」2016） 
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以上が、勉強、自己肯定感、将来への意識についての日本の高校生の特徴です。一言で

言えば、日本の高校生は欲望がないと言えるのではないでしょうか。 

1979年、日本青少年研究所が日米高校生比較調査を実施しました。その結果を公表した

ところ、新聞に「勉強時間が長い日本 学校が楽しいアメリカ」という見出しの記事が掲載

されました。その20年後、将来のことより今を楽しめばいいといういわば享楽志向が話題

となっています。さらに今は、日本の高校生は自分の趣味を楽しむ願望も低下し、無気力、

無意欲、無関心ぶりが一層激しくなって、出世したくない、結婚もしたくない、お金も使

いたくないという時代に入ってしまいました。 

 日本に来た中国人の研究者はこう言いました。「日本社会は秩序があるが、活力がない。」

これはまさに今の日本の現状だと思います。ジャパン・アズ・ナンバーワンの時代には、

日本は世界の中で圧倒的なリーダーシップを持ってきましたが、今はその力が衰えていま

す。その原因の１つは、人々は豊かな社会の中で居心地のよい暮らしに満足してしまった

ことにあるのではないかと思います。若者の欲望の低下は、日本社会を停滞させてしまい

ます。若者の欲望をどうやって引き出すかがこれからの大きな課題だと思います。 

 そこでここからは、やる気、自信、夢がない日本の高校生の現状を取り上げて、その原

因と対策などについて議論していきたいと思います。 

 

（４）調査結果からみえること 

 

・ 体験が少ないことの影響 

 

○岩崎 生涯学習の観点から今回のデータを見てとても気になったのは、日本の高校生が、

米・中・韓といった他の国の高校生と比べて、自然の中での体験活動、ボランティア活動、

勤労・職業体験活動、新しい技術に触れるといった学習活動などの体験活動が一様に少な

いことです。子供の頃の体験が少ないことは、成人になってからの学習基盤となる学習の 

リソースが少ないことを意味します。私たちは、

学校や大学を卒業した後、必要に迫られて自発

的に学習を計画し自ら学習を行うようになるわ

けですが、その時には過去の体験や経験を基盤

に新たな知識をつけ足しながら学習を拡げてい

きます。ですから体験や経験が少ないことは、

豊かな学習ができないことにつながります 

加えて、自然体験等が少ないことは、身体か

ら学ぶ、つまり五感から学ぶ学習が乏しい 

ということです。身体知と呼ばれる身体にしみ

ついた知識は生きていく上で非常に大きな意味

を持つと言われています。日本の場合、このよ

うな五感を使った学習は重要視されず、教室と 

いう限られた空間の中で、ノートをとるなどの受け身の学び方が多いわけです。学校や大

学を卒業した後の学習は、誰かの指示ではなく自分で決定するわけですので、成人の時期

をどのように豊かに過ごすかを考えた場合、子供時代の体験や経験の質と量は、人生の基

礎としてもう少し目を向けても良いように思います。 

岩崎 久美子 
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○明石 岩崎先生、一つ目の成人教育の場面で言うと、学習のリソースについては、高校

までの学校の授業などの仕組みが変化したのか、それとも、学校を終えてからの学びを自

分で設計しなければならないことが強くなったのか、どちらととればいいのでしょうか。 

○岩崎 このことには、学校や大学で学ぶ時間以上に、卒業した後の時間が長くなってき

たことが関係していると思われます。平均寿命が80歳以上となった現在では、人生に学校

が占める割合は平均寿命が60歳の時代よりも相対的に低いわけです。 

仕事に就いている人々が、学校や大学卒業後、どのように学習しているかを資料等で見

ますと、本やインターネットを用いた独学が多いとされています。世の中の進展が速くな

り、新しい知識を得ることが雇用の確保と維持に不可欠なわけですが、成人になってから

必要とされる学習は、個人が自発的に行う部分が多いわけです。そのため、学校の仕組み

や制度の変化というよりは、社会の早い動きに伴って自分で学習を設計し社会の変化に対

応することが個人に強く求められてきているということが背景にあると思います。 

 

・ 意欲がないと何も始まらない 

 

○伊東 最も強烈だったのは、意欲がなくなってきた、自己肯定感が低くなってきたとい

うのは、ちょっとショックです。意欲は全てのパワーの源になるので、どう動機づけたり、

意欲をかき立てることをしたらいいのかということが、大きな課題となります。私も日本

語を教えていて、日本語を学びたくないとか、その意欲がないというのが一番困るのです。

意欲があってやる気があれば何とかなるのですけれども、そのことがないとなると、どう

したものかなということが私にとっては関心でした。 

 また、岩崎先生の話を聞いた上で、今の子供たちを見ると、自分の子供のころと遊びの

概念が変わってきているように感じます。私は岐阜県出身ですけれども、私たちは学校が

終わると友達同士でつるんで裏山に行ったり、川原に行ったりという遊びが自分たちにと

っては身近なものでした。でも、今の子供たちはそういう概念がなくて、遊びというと電

子ツールであるゲームとかそちらに傾いてしまっていて、そのことが体験や経験の違いに

なってあらわれてきているのかなと感じました。 

○明石 中国も多分、子供の遊びは変わってきていますよね。一人っ子政策で、子ども一

人ひとりを非常に大事にしてきた。でも、このデータを見ると、中国は意欲が高く、元気

で頑張っているのですね。胡霞さん、これは何なのでしょうか。 

○胡霞 中国は教育に熱心であるという国民性があります。さらに一人っ子たちは親の大

きい期待を背負っています。競争が激しく、学歴至上の社会でもありますので、多くの若

者が夢に向かって頑張っているのが現状です。 

それに比べて、日本は競争意識が低い。みんなが一緒であることを常に求められる傾向

があります。これが子供たちの意欲を阻んでいるのではないかと思います。 

○明石 今、故霞さんがおっしゃったことは、アメリカと中国の高校生は日本の高校生と

は違うベクトルがある。内向きでなくて外向き。アメリカの高校生は入ってはいけないと

ころでも入っていってチャレンジをしていきますよね。要するに、開拓精神がまだ残って

いるかなと。中国は14億の民がいるから、じっとしていたら食べていけない。何とか自分

でもがきながら前向きにいくというのがありますね。大ざっぱですけれども、中国とアメ

リカはすごく上昇志向ととらえることができます。 
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２．高校生が希望する最終学歴の違い 

 

（１）社会構造的な要因から考える 

 

○胡霞 中国は、人の下で働きたくないという意識が強く、2013年の日本青少年研究所の

調査において「将来就きたい仕事」の項目では、「将来起業したい」という中国の高校生

は30％を超え、トップとなっています。大学においても、起業したい大学生が数多くおり、

多くの有名大学には大体起業協会があって、大学生の起業意識をサポートしています。今、

中国は、製造から創造に移り変わりつつあり、中国発のイノベーションが世界に注目され

ています。強い起業意識がその背景にすごく影響しているのではないかと思います。その

点、日本は、今までの豊かな生活に慣れていて、安定した暮らしに満足し、改革を怠って

いるように思えます。 

○明石 今の話と関連するのですが、米、中、韓は、希望する最終学歴について聞くと、

大学卒は当たり前で、修士課程（マスター）、博士課程（ドクター）に行きたいと回答し

た人の割合が日本に比べて多い。日本は大学卒までを希望する割合が高い。胡霞さんが言

ったように、この十数年間、日本の大学院進学率は10％前後で、増加していないのです。

伊東先生は東京外大に長くいらして、優秀な学生を多くみてこられたと思いますが、高校

生のレベルで大学でいいと思ってしまっているというのはどう考えたらいいでしょうか。 

○伊東 日本の企業に問題があると思います。ほとんどの日本企業の採用は３月修了生、

新卒を対象としています。他方、私たちは留学生に帰国後にどうやって仕事を探すのかと

聞くと、彼らは日本のような就職活動のシーズンだとか決まったやり方はなく、職場はい

つでもオープンだと言ってました。好きなときに好きな会社にアプローチし、自由に就職

活動ができるのです。そこに大学院進学率の差が出てくる１つの可能性があると思います。 

 それと同時に、企業側が学位で給料に差をつけている面もあります。外国企業は、いわ

ゆる学士（バチェラーディグリー）の学生、修士号を持った学生、博士号を持った学生、 

それぞれの専門性を評価して、それに見合った

給料を払っている。となると、そのことがモチ

ベーションになるので、４年制の大学の学位を

取ることよりも、修士号あるいは博士号を取っ

たほうが高い給料、そしてまた可能性も広がる

というのが学生に浸透している。 

しかしながら、日本は、博士号を取ろうが、

学士であろうが、ジェネラリストで採用された

場合には、同じ配置転換で、会社のレールでエ

スカレーター式に上がっていくことを考えれ

ば、博士号を取るだけの投資をしても、それに

見合ったものが得られないということを知っ

ているからだと思います。したがって、そこで

モチベーションが出ないというのはあると思 

います。実際に、修士・博士号を取った留学生が日本の会社に入っても、学士を取った学

生と給料は同じだと留学生に言ったところ、日本の会社はどうなっているのか、という感

想を聞くことがあります。そういうところにも違いが見えてくる。留学生はそれを如実に

伊東 祐郎 
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感じますけれども、我々日本の社会はそこはまあいいのではないかというところへ来てし

まっているので、そのままいっているのかなと。そのことが、修士・博士に行こうという

モチベーションを低くしているのではないか。したがって、今の日本の大学院に留学生が

多くいるというのは、進学・就職の意識の違いとしてあらわれているのかなと思いました。 

○明石 岩崎先生のご専門である生涯学習や社会教育の視点から見ると、高校生の段階で、

学士で十分、修士課程、博士課程は遠い先だ、という距離感の問題なのか。それとも伊東

先生がおっしゃるように、高校生も企業のあり方に非常に敏感で、先を読んで、学士でい

いと思っているのでしょうか。 

○岩崎 私も伊東先生と同じ感想で、日本人学生において修士課程、博士課程への進学志

向が低いのは、日本の就職制度と関わっていると思います。日本の就職制度は、高校や大

学卒業時の一括採用が主であり年齢規範が強いため、大学の教員や研究職に就くという目

的でなければ、大学院に進学することが必ずしも就職には有利とはいえません。一方で、

若年層の一括採用が悪いのかというと、この制度によってわが国では若年層の失業率が低

いという評価もあります。たとえば、アメリカでは、優秀な人が随時労働市場に参入し競

争しますので、弱い立場の人々は一方的に失業に追いやられるわけです。経験知が少ない

若年層の就職を保護する点では、日本の就職制度は一定の安定感があるとも言えます。 

 

（２）大学院進学への意識の違いはどこから来るのか 

 

○岩崎 アメリカでは、大学卒業後、修士課程、博士課程に進学する学生の率は、その多

くが仕事をしながらのパートタイムの学生とはいえ、日本と比べるとかなり多いのです。

日本では、修士課程、博士課程に在籍する社会人学生の割合はまだ限られています。博士

課程の学生の多くは学部を卒業してストレートに修士課程に進学した者であり、そのまま

博士課程に行きスムーズに終了すれば27、28才です。大学院進学者は、主に大学教員や研

究者を目指している人といえますが、博士号を取得した後、進路を変更し一般企業に就職

しようとしても企業はこのような人々の採用に余り関心を持ちませんし、かえって専門性

が強いと職場に対応できないという評価もされたりするようです。 

 例えば、かつて、私はポストドクターの調査をしたことがありますが（１）、専門性に優

れた理系の優秀なポストドクターの人を一流企業の研究所で雇用するかというと、企業の

研究所自体が30歳ぐらいを目安に、その人材を研究所に残すか、一般的な仕事にまわすか

を判断するとのことでした。企業の人材育成のスケジュール自体に博士課程修了者の年齢

が合わないわけで、先ほど申し上げた就職の年齢規範という制度上の問題がここでも強く

影響してくると言えます。 

○明石 非常に納得できる反面、70近い私の世代は、大学に進学して２、３年生ごろから、

修士課程というのがあるかなというのがわかってきて、進路を考えていった記憶がありま

す。この場合、高校時代、特に高校２年生ぐらいでしょうけれども、進学の目標として、

大学に行くか、短大に行くか、専門学校に行くかという選択肢がありますね。しかし、中 

国とかアメリカは高校時代から、大学を飛び越えて、修士課程、博士課程を考えていると

いう発想にショックを受けました。 

 

（１）岩崎久美子,「理論物理学ポストドクターのキャリア形成の特徴と人材活用の方向性」,『日本労働研究雑

誌』,No.660,pp.41-50, 2015 年 7 月,を参照のこと  
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○岩崎 ええ。逆にそちらのほうが驚きですよね。 

○明石 何で高校時代に、そこまで先を読んでいるのだろうと。日本の場合、普通は、ま 

ず大学に入って、理学部、工学部で研究室に入る。私がかつて在籍した千葉大では、今、

理学部、工学部は最低７割、８割が修士課程に進学している。それは多分、大学に入学し

てから初めて大学院進学を考える、という気がしています。 

○胡霞 中国は、学歴社会であり、高い学歴を得ることは自分の生活環境を変えるきっか

けになるし、就職や結婚に有利に働きます。 

○岩崎 放送大学の教員をしていて感じるのは、教員や大学職員など、仕事を持ちながら

修士号・博士号を取りたい人が非常に多いことです。日本の場合、修士課程、博士課程に

進学すると将来の展望が描けないと思うのか、特に文系では学部を卒業し一度就職した後、

働きながら研究を志向する人は多いのではないでしょうか。日本人も中国の制度の中で生

きていくとしたら、多分、博士号を取ろうという気持ちになるかもしれませんね。 

○胡霞 そうなると思います。社会構造の違いですよね。そもそも今は中国の企業が大学

卒をなかなか採らない。多くの企業には必要以上の学歴を求める傾向があり、修士課程や

博士課程まで行かないと就職が難しいのです。 

○伊東 私も息子を持つ親として、折に触れて、ちゃんと勉強しろよとか、ちゃんと就職

しろよとか言ってしまいます。それが高校生や大学生にとっては、擦り込みというのでは

ないのですけれども、親の発言や学校の先生たちの話などをいろいろと聞く中で、日本の

社会はこうだ、新卒じゃないと就職できないと思ってしまう。さらに、大学でいうと４年

生になる前の３年生ぐらいから就職活動が始まっていて、それに関する記事を新聞などで

みると、現実はこうだから早目にということで、学生たちもそれに対応したストラテジー

で動くのではないかと感じました。 

 

３．遊びや体験から得る学びが減った日本の青少年 

 

（１）五感を使って遊ぶことの大切さ 

 

○明石 先ほど岩崎先生は、現在の高校生をはじめとする青少年は、体全体の感覚という

か、五感を使っての学びが減ってきたとおっしゃいました。伊東先生は、遊び方が変わっ

てきたということをおっしゃいました。少し違う表現を使っていらっしゃると感じました

が、伊東先生、東京外大の学生を含めた学生の学び方とか行動様式というのは、数十年前 

の学生と現在は違うというご指摘がありましたが、その他にも違いはあるのですか。 

○伊東 数十年前はどうかはわからないのですけれども、留学生や、海外へ行って同年代

の人たちと交流すると、新たな遊び方とか学び方とかというのを学びますよね。それで、

自分の遊び方も拡大していくのかなという気はしますね。ですから、本日の座談会の資料

の中にあるデータで、アメリカ、中国、韓国は学び方が違う。でも、東京外大の日本人学

生は、そういう学生と接していると影響を受けて、これまでの自分のやり方から新たなも

のを生み出すという形で動いています。ですから東京外大生はいろいろな意味で結構楽し

んでいるのかなという気はしますね。 

○明石 岩崎先生、五感から学ぶというのは具体的にどのような学びを指すのでしょうか。 

○岩崎 例えば、小学校や中学校の校歌は、文字で書こうとすると書けないけれども、歌

うと歌えるというのは、やはり身体で覚えているということかと思います。昔、屋外のレ
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ストランに学生たちと一緒に行ったとき、ある学生が周りを見ながら、「もうすぐ雨が降

りそうだからそろそろ終わりにしましょう」と言うのです。「どうしてわかるの」と聞い

たら、「昔、ボーイスカウトのリーダーをやっていたから、周りの湿度とか雲の動きとか

で雨が降るのが何となくわかる」ということでした。これはすごい知識です。 

身体知の例として、炭鉱の中で働く人たちが直観的に危険を察知することが挙げられま

すが、これは、炭鉱で働く人々にとっては命を守る知識でしょう。このような身体知が退

化すると、何かのときには危機を回避するセンサーが作動しなくなるかもしれません。 

○伊東 私もそれは必要だと思います。そういう

意味で、我々はもっともっと遊ぶ必要があるかなと

思います。私は日本語が母語ではなく、会話に問題

はないが、学習に困難を伴う児童・生徒のための教

育プログラムの開発を進めておりますが、ただ単に

日本語を教えても身につかない、では、どうするか

というと、やはり体験学習から入るのですね。要す

るに五感に刺激を与えてそこから学ぶことによっ

て、後で日本語をつけ加えていく。ただ単に日本語

を教えても、吸収できません。学校の裏へ行って、

木々にさわったり、池を見たりして、いろいろと感

じる。そこでの印象を心の中に持つ。その中で言葉

とか自分の思いを日本語にしていく。それがないと、

ただ座っただけで日本語を勉強しましょうといっ

ても、頭が活性化していないので身につかないとい

う気がするのです。外国人児童・生徒、日本語のわ

からない子供たちをどう教育するかといったとき

には、体を動かして五感をフルに活用することを、

担当する先生たちには申し上げております。平仮名、

片仮名を教えても、それはすぐには役に立たないと

いう話をします。 

○明石 昔から、鳥瞰（鳥の目）で物事を見ましょう、つまり全体を見ましょうと。あと、

昆虫というか蟻の目。私などはムカデと言っているのだけれども、地を這うような視点で

見る。両方あると言われますけれども、体で感じるというのは、鳥の目よりも蟻の目の方

で、マクロとミクロとも言いますが、今のネット社会というのはマクロ的な視点がほとん

どで、ミクロ的な面で体験を深めていくという視点が重要であると思います。先ほどの岩

崎先生がお話になったボーイスカウト経験者の話のように、この風向きならばこうだとか

を学習する体験的な学びが減ってきたと思います。胡霞さん、日本の高校生のこのような

現状をどのように思いますか。 

 

（２）体験させたくてもできない現状 

 

○胡霞 日本の高校生の体験学習が少ないのは、この調査結果を見て驚いていました。日

本の学校は移動教室などの行事があり、中国よりいろいろ体験学習をしていると思ってい

ました。日本の小・中学生は体験活動を割と実施していますが、高校生になるとその活動

伊東氏が携わっていた「外国人児童生徒の

ための JSL 対話型アセスメント」の報告書。

内容は文部科学省ＨＰ「外国人児童生徒の

ための JSL 対話型アセスメント DLA」のペー

ジを参照のこと。 

（ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/

clarinet/003/1345413.htm） 
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が大分減ってしまっているようです。体験学習の活動の効果は、いくつかの調査の結果に

も出ています。 

また、韓国は、2013年から実験的に自由学期

制を実施しました。これは職業体験活動、グル

ープ活動、芸術、体育などの選択プログラムに

参加して自ら進んで学習することを目的とした

ものです。この自由学期制は2016年から韓国全

土の中学校に広がり、さらにこれまで170時間だ

った授業時間を、2018年からは希望する中学校

の１学年を対象に自由学年制として221時間に

増やすこととなっています。その背景は、生徒、

保護者、先生たちの評価がよかったからだそう

です。子どもたちは自分で好きなものを選んで、

それを体験します。日本も学校活動の中で体験

学習をもっと取り入れた方がいいのではないか

と思います（２）。 

○伊東 そうですね。しかし、現状では、学校の先生たちが忙しくて、体験学習のための

カリキュラムを組む時間がなかったり、先生たち自身が受けてきた教育がそのような教育

ではなかったので、発想が乏しいということもあるのではないかと思いました。 

 きょうの胡霞さんの発表の中にも、日本の高校生はインターネットを利用して勉強する

割合が他国の高校生に比べて低いということがありましたけれども、ある意味では、我々

も含めて、教師がICTとか、インターネットも含めたリテラシー、要するにその知識が乏し

いので推進役になっていなくて、むしろ学生のほうがよく知っているというのがあるので

はないでしょうか。 

 私の同僚があるとき、インターネットを駆使して授業を行ったところ、「先生、きょう

よく頑張りました」と留学生にほめられたそうです。留学生は、母国でICTを使った教育を

受けてきているので、我々を見る目が厳しくて、旧態依然とした授業をやると、学生のほ

うがあくびをしてしまうのですね。だから、怖いところもある。逆に、ちょっと凝った授

業をやると、よく頑張りましたねと評価されてしまうというのは、そういうところにも表

れているのではないでしょうか。このデータを見て、そのことが日本の多くの先生たちに

も共通しているところがあるのではないかという気がしましたね。 

 そうなると、宿題をやらないというのも、宿題が知識伝達型で、覚えなければいけない

ような授業だからおもしろくないというのはあるのかなと思ったのです。活動で何かレポ

ートを書くなどの探究型学習になればもっと意欲的になるのではないでしょうか。 

 

４．「みんなの時間」を大切にする日本人 

 

（１）質問しづらい日本の社会 

 

○明石 伊東先生から探究型の学びという提案がありました。次期学習指導要領の中では、 

 

（２）詳しくは、韓国の教育部ホームページを参照のこと（http://www.ggoomggi.go.kr/）。 

胡 霞 
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主体的・対話的で深い学びの実現が重要であると書かれているのですが、これは、質問力 

だと私は思っています。要するに、大学生ならば90分の講義を受けて、すぐ質問が頭の中

で浮かんできて、手を挙げて質問するということです。東京外大の日本の学生の質問は多

いのでしょうか。それとも、留学生に比べると質問は少ないのでしょうか。 

○伊東 基本的に日本人性が出てしまうので控え目で、留学生と日本人の混合クラスで何 

か質問がありますかと言うと、留学生は臆せずというか、日本語力は低いけれども、率直

に素直に手を挙げるのです。日本人は周りの様子を見るので、積極性に欠けることが少な

くないです。しかし、日本人学生も質問したいことはあるはずです。ただ、控え目で態度

に出てこないというのはありますね。 

○岩崎 日本人同士だと規制が働くということでしょうか。確かに日本人の中では質問を

しづらい雰囲気があるように感じます。もしかしたら日本人の学生も海外に行けば真っ先

に手を挙げるかもしれないですね。 

○明石 これは国民性なのか家庭教育なのか分かりませんが、日本の中学生、高校生は、

マイクを持っていくとすぐ逃げますよね。 

○岩崎 それは、社会が質問することを称賛するか否定するかという文化的な面もあるの

ではないでしょうか。日本社会では目上の人を差し置いて若い人が積極的に手を挙げるこ

とは少ないと思います。 

○伊東 そういうところがあるかもしれませんね。目上の人に質問してはいけないとか、

そういうのが働くのではないかと思いますね。 

○明石 幼稚園の年長さんと小学校１年生まで

は、授業参観はみんな手を挙げますから楽しいの

ですね。みんなこうやって立ち上がって、俺に当

てろ、私に当てろと。当たらないと悔しがります。

２年生、３年生、４年生あたりから周りを見始め

る。５年生、６年生、さらに中学生では完全に下

を向くのです。当てると日本人は答える。海外の

場合は、後ろから、俺に当てろとか言っています。

それは体験による気付きが足らないからなのか、

それとも周りの規制が入って、文化として規制さ

れるから手が挙がらないのか。 

 今後、感性を磨くとか、問いかけるとか、様々 

なことに疑問を持つという青少年を育成するには、どういう体験をするといいのでしょう

か。 

 

（２）文化による質問の有無の違い 

 

○岩崎 成人学習では、ワークショップやブレーンストーミングなど、アクティブラーニ

ング的な手法をとることが多いのですが、その前提は、参加者それぞれの異なる体験や経

験を学習のリソースとして出し合い、共有し、相互に考えることで学習の相乗効果を期待

するということにあります。しかし、子供の場合、体験や経験が少ないので、成人と同様

の学習手法で学習効果を高めるということは、よほど工夫しないと難しい気がします。 

 東京外大の学生は様々な国に留学される方が多いと思います。どの国でも良いのですが、

明石 要一 
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例えば、ケニア、中国、ロシア、ブラジルで暮らし異なる経験をした学生を集めてシンポ

ジウムやワークショップをするとすれば、それぞれの経験が多様、かつ豊かなので、参加

者各自が複眼的視点や多くの気付きが得られると想像します。 

 先ほど胡霞研究員が韓国の中学校で実験的に自由学期制を実施し、選択科目として職業

体験活動などがカリキュラム化されたとの話をされました。子供の頃の体験や経験の持つ

意義を考えますと、カリキュラムに体験活動を取り入れ、子どもたちに体験や経験を積む

機会を等しく与えることは本当に重要だと思います。 

 日本の子供たちは、現実の社会を分からないまま、就職になって初めて大人の世界に直

面させられるように感じます。職業体験活動等は、子供が自由に大人の社会をのぞける機

会であり、カリキュラム化している韓国のやり方は、学ぶべきところもあると感じました。 

○伊東 それと、日本の子供が成長するにつれ質問しないという現象は、日本の先生が、

あまり質問を奨励しないところがあり、質問したいことがあっても日本の子供は、下手に

質問することが、全員の時間を食ってしまう、あるいは私のくだらない質問でという感情

によって質問することを躊躇してしまう側面があると思います。 

 かつて私がアメリカで授業をしていたときに、アメリカの学生は本当にくだらない、こ

んなことを質問するのかということでも、自分のことだから質問する、分からないからす

るということで、周りを気にしないところがあります。一方、日本の学生は周りを気にし

て、「みんなの時間」を無駄にしてはいけないという思いがあるうえ、先生も質問を奨励

しないからますます黙ってしまう。その文化性がすごく影響しているなとは感じます。 

 私も海外に行くと、その文化に入れば余り気にしないで関わるけれども、日本に来ると

日本人になってしまう。悲しいですけれども。 

○岩崎 二つのパーソナリティーを使い分けないといけないという感じがありますね。 

○明石 今の伊東先生のキーワード「みんなの時間」というのは非常にわかりやすい。「文

化にはまる」という言葉ではちょっと固いイメージですが、「みんなの時間」を大事にす

るか、「自分の時間」を大事にするか、はイメージが掴みやすいですね。 
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５．東京外国語大学の学生はなぜ意欲的なのか 

 

（１）海外に行きたい学生が集まる大学 

 

○明石 日本の高校生を見ていると、日本が一番居心地がよくて、日本の社会で生きてい

きたい、海外に出ていこうとしない。伊東先生が所属していらっしゃる東京外大にいる日

本人の大学生は、どのくらいの割合で海外に出ていこうとしていますか。 

○伊東 東京外大はちょっと特殊でして、大学名に「外国語」がついていますので、やは

り海外志向はすごく強いです。海外志向のない人は多分この大学に来ないでしょう。東京

外大の場合、27の言語のうちの１つを専攻しなければいけないということを考えると、い

やが応にも外国語や地域研究について勉強しなければいけないということがありますので、

根っからそのことに興味のない人は来ない。ですから、東京外大生に関して言うと、内向

き志向の学生というイメージは余りなくて、１年休学しても海外に行きたいという学生が

多い現状があります。 

○明石 東京外大は例外というのはわかるのですが、それ以外の普通の大学生で、語学が

弱いから、そういうツールを持っていないから内向き指向になりかねないとかという考え

もありますよね。東京外大の場合は、ツールはあるのだけれども、メンタル的に余り外向

き指向ではないという方はいないのですか。 

○伊東 基本的には、何らか

の方法で海外に出たいと学生

は言います。そこで、私たち

もそれを勧めて、協定校を増

やし、留学プログラムを整

備・拡大し、留学支援相談の

充実を図るなど、有意義な留

学の実現をサポートしていま

す。 

 文部科学省も「トビタテ!

留学JAPAN」（留学促進キャ

ンペーン）で日本人学生をど

んどん海外に出そうとして

いますよね。しかし、他大学

の先生たちと話すと、「うち

の学生は全然行こうとしな

くて、奨学金もも 

らう必要はない」みたいな話や、理工系の大学だと協定校も結ぶ必要もないみたいな話を

聞くことがあります。しかし、東京外大の場合は違うなという感じはしています。 

 

（２）海外に行こうとする意欲の源泉は何か 

 

○明石 それは、東京外大の学生たちは高校生までに、豊かな自然体験をしたり、部活動

を盛んに行ったとかがあり、そういった体験活動によって体に染み込んでいるメンタリテ

東京外国語大学のスーパーグローバル大学構想 
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ィー、意欲、モチベーションなどが高く、さらに外国語というツールがあったから海外指

向なのでしょうか。 

○伊東 私もそうですけれども、恐らく、小さいときから海外に興味があると、成長する

過程の中で、自分の将来設計を考えたときに大学を選ぶ基準は、とりあえず外国のことが

勉強できる外国語大学とか、「国際」とつくようなところの大学や学部を希望するのかな

という気はします。 

 その「小さいとき」がどの程度、影響しているかは私はわかりません。私の場合、高校

時代は、まだ日本が完全に成熟していない、まだまだ欧米に目が向いていた時代でしたよ

ね。それで興味を持ったということがありますけれども、最近の学生は、ちょっと違う観

点で目を海外に向けているのかなという気はしますね。我々の高校時代は、日本は決して

経済大国でも何でもなかったし、むしろ欧米からもっと学びたいという気持ちがありまし

たけれども、今はどういう視点で海外に興味を持っているかというのはわからないです。 

 裏返して、留学生が何で日本に来るかというと、昔は日本の小説だとか文学、あるいは

経済、政治でした。今は圧倒的に日本のアニメに興味を持って来日しています。日本のア

ニメを観て、日本に行きたい、日本の文化を知りたいと思い、そして日本語を勉強したい

という気持ちになっている。今から30～40年前の日本語学習者のモチベーションと今の日

本語学習者のモチベーションは、環境や社会が違っているので、当然、違うといえば違う

かなとは思っています。そういう意味で、今の東京外大生も、30年前、40年前とはちょっ

と違う視点から海外に興味を持っているのではないかと推測します。 

○岩崎 私が知っている東京外大の卒業生は、外国語を身につけることは就職や将来の経

済的豊かさにつながると考えており、言語獲得に対し明確な道具意識を持っていた記憶が

あります。時代が変わっていますので、今の学生はどうなのでしょうか。 

○明石 メンタリティーも豊かだし、海外のことも耐えていけるというか、いわゆる「へ

こたれない力」をお持ちである東京外大生の家庭が幼児期・児童期にどんな体験をさせて

きたのか。もし何らかのエビデンスが発見できればグローバル人材に必要な要素を育む具

体的な内容が分かるかもしれない。 

○岩崎 東京外大生の学習意欲は高いでしょうね。厳しい学習を課されると伺っています

ので、無目的な学生は学習についていくのが難しいのではないでしょうか。 

○伊東 多分、意欲はあると思いますね。それと、とにかく周りがみんな海外に行くので、

そのことが刺激ですね。みんながずっと同じキャンパスで４年過ごすということがあまり

ない。みんなどこどこへ行った、帰ってきたというような状況なので、もしかしたら、そ

の中でじっとしているのは難しいかもしれません。 

 

（３）多くの経験を積むことによる強さ 

 

○岩崎 先ほどの経験量の話と関わりますが、留学など人と違う経験をするということは、

人と差異化を図ることですので、それは、今の時代、非常に大きなアドバンテージになる

と感じます。東京外大では多様な地域に留学する学生や様々な国からの留学生がいるとい

うこと、そして、学内でそれらの情報が学生たちの間で共有されるという環境は、学生個

人のみならず、組織体としての東京外大の大きな資本であると感じます。 

○伊東 私もそこは感じています。やはり海外に行くこと自体がすごく大きな刺激。自分

自身の生き方とか、これまで培ってきたものを見直したり、時に打ち砕かれたり、いろい
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ろ悩んだり、いろいろな形で考えるということがあります。そういう意味での国際性とい

うか、他者理解とか、自己の肯定感も含めてアイデンティティーをどうするかということ

に悩むので、留学は刺激にはなっているとは思いますね。 

 

６．意欲的な日本の青少年を育むためにどうすればよいか 

 

○岩崎 日本の高校生に夢がない、意欲がない、やる気がないという結果はショックでし

た。楽しいと思えることが世の中に少ないからでしょうか。小さいときから楽しいと思え

ることがたくさんあれば、「人生楽しいなぁ」と人生そのものを肯定し意欲が湧くと思う

のです。夢中になって没頭する状態を心理学者のチクセントミハイは「フロー」という言

葉で表しましたが、このようなフロー体験がない子が多いのかもしれませんね。伊東先生

がおっしゃったように、ひと昔前は、山や川で群れをつくって遅くまで遊び、「楽しいな」

という思い出を持つことが容易にできたように感じます。子供の頃を振り返って楽しかっ

た思い出が浮かばないのであれば、それはとてもかわいそうに感じます。 

○伊東 昔は、冬になると、池に張った氷のところでスケートをしたり、近くの水路でザ

リガニをとったりとか結構やっていましたが、今は水路が全部埋まってザリガニなどがと

れないことが多い。環境の影響もあるかもしれませんね。 

○岩崎 それと安全、安心が過度に強調され、危ないところに行かないようにと社会が子

供たちを囲ってしまっているのかもしれません。 

○明石 今、体験という言葉が出ましたが、体験は、

大人とか教師が教育によって教えることが可能なの

か、不可能なのか。これはトライ・アンド・エラーの

繰り返しだから自分で体験してもらうしかないのか、

一方で危険な場面や状況は教えられるとか。青少年た

ちに豊かな体験をしてほしいのだけれども、親から子、

教師から生徒に伝承できる体験と、そうでない体験を

分けなければならないと私は考えています。留学生教

育というのは日本の言葉だけではなく文化も教えて

いきますよね。留学生教育というのはまさに文化と体

験を教えていくことだと思います。 

○伊東 こういうことを言う人は少ないかもしれま

せんが、「かわいい子には旅させよ」という故事成語

がありますよね。本当にかわいいという意味ではなく

て、自分の愛する子供に旅をさせるということ。昔は、

旅というのは今のように快適ではなくてすごく大変 

だったのです。その苦労や苦難を経験することでたくましくなる。子供はたくましく育っ

てほしい。それは旅というのが１つのいい経験になるから、一人前の人間になるには旅は

必要だということがあったと思います。しかし、もし今、その言葉自体が使われないとす

れば、旅は快適で苦労することもなく、苦難や苦労を子供にさせられる場面がない。家の

中も外もすごく快適ではないのでしょうか。 

 一方、中国は14億の民がいるとやはり競争社会です。親も競争ですよね。それを見て育

つ子供というのは、何かしなければいけないという気持ちになりますよね。もしかしたら、

国立青少年教育振興機構は、「体験活動を

通した青少年の自立」を目指している。 
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今の子供たちの姿は自分を映した鏡かもしれないと、今の話を聞いて感じました。 

○岩崎 中国での会議に出席したことがありますが、中国の方たちは、精力的に議論し、

食事も豊かなこともあってか、エネルギッシュな印象を受けました。短い滞在でも「自分

も強くなって生きていかなければ」という気になりましたが、日本は逆に「強く個性を出

すとまずい」といった雰囲気がありますよね。 

○明石 伊東先生の「かわいい子には旅させよ」という言葉と、同じ意味の「田舎のガリ

勉よりも京の昼寝」という言葉を私は学生に伝えます。京というのは、京都の都で昼寝し

なさいという意味です。平安時代も奈良時代も、田舎で一人黙々と勉強しても自己満足に

陥る。「井の中の蛙」だけれども、大都会に来るといろいろな人の影響を受けます。それ

が今で言う留学だと思うのです。 

○岩崎 シベリア鉄道に乗ってヨーロッパに行った方の話を伺ったことがあります。海外

に対する好奇心の強さや冒険心に、聞いている私もわくわくしました。このように夢、好

奇心や意欲がある人はいいでしょうが、そうではない人はどうすればいいのでしょうか。 

○伊東 どうするか。そこですよね。 

○岩崎 以前、正規、非正規、専業主婦（夫）、求職者、無業者の就業別の五つの群別に

学習の実態について調査したことがありました（３）。その中で、求職者と無業者の違いに

ついて研究者間で議論になりました。どちらも職がない状況は同じですが、両者を区別す

るのは就職を求める意欲の差なのです。実際に職がなくても、就職したいという望みと意

欲があれば、社会的に何等かの支援はできるわけですが、就職に対する意欲がなく、職も

求めていないと想定される無業者の場合、どのように支援すべきか結論が見い出せません

でした。議論の中で、キャリア心理学の専門家が「そういう場合は、生きる哲学を教える

ことから始めなければいけない」と言っていたのが印象的でした。将来にわたって、夢や

意欲を持ち続けるにはどうしたらよいかを考えると、小さい頃の体験の質や量は非常に重

要な意味を持つのでしょうね。 

 

７．社会全体の体験活動の底上げによる意欲の醸成 

 

○明石 胡霞さんは、中国で生まれ育ち、その後来日されて、４か国調査をされています。

日本の青少年に一言メッセージがあったら、お願いいたします。 

○胡霞 日本の青少年は世界へ旅に出てほしい。すると、いろいろな発見や体験ができ、

日本を再認識することができます。また、日本の学校教育は参加型の体験学習をもっと入

れてほしい。かつて、中国、大連の実践高校を見学しました。「技術」の教科カリキュラ

ムを３０以上設け、生徒に選択させます。授業のほとんどは実践や実験などの参加型で、

生徒の積極性と自発性を高めます。４か国調査のデータから見ても日本は教科書中心の授

業が多く、生徒の勉強意欲は低くなります。その意欲を高くするには、授業を面白くする

工夫が必要ではないかと思っています。 

○明石 私は、子供たちの放課後の世界を豊かにしたい。それは、生活体験と自然体験も

含めてですけれども、楽しい遊びを用意しなければなりません。そういう視点でこれから

の青少年教育を考えなければいけないなと思っているのです。 

 

（３）岩崎久美子,『生涯学習の学習需要の実態とその長期的変化に関する調査研究 第1章「就労形態別属性の特徴

と学習成熟度」』,2013年3月,を参照のこと 
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私の持論ですが、これからの子供たちには判断力と決断力がぜひ必要だと思っています。 

いわゆる学校教育の主流は判断力を育成する。ある課題があったときに、どういう課題解

決方法があるか。判断力は、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案をつくりなさいといったようなシミュレー

ションをやって情報を集めて判断することを指します。決断力は、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案だけ

れども、大変なＣ案をとるか、楽なＡ案をとるか、自分で決断をすることを指します。日 

本の教育は、決断力を持った子供の育成ができていない。リーダーというのは決断力を持

たないとだめだろうなと思いますが、伊東先生はいかがですか。 

○伊東 お仕着せのカリキュラムだとやはりつまらない。要するに、これを学びなさい、

覚えなさいだとつまらないので、自主性を尊重して、みずから何か企画できるように子供

たちに仕掛けていく。先ほどの胡霞さんの話ではないけれども、参加型で、自分たちで計

画してみる。例えば府中市をもっといい街にするにはどうしたらいいのかみたいな自発性、

自分の身近なことをどうしたらよくなるのかとか、そういうアイデア出しをできるような

学びとか機会があるといいかなと思います。自分ごととして関わることが日本の子供たち 

はまだまだ少ないので、そういう機会が設けられるといいかなとは思いました。 

そして、それを設計しデザインする我々教師が学びとはどういうものかをもっと勉強し

た上で、その学びに結びつけるような学習デザインを考えることが求められます。それは、

我々も一緒にやっていく姿勢、教師も一緒に楽しむことが必要になります。大人も楽しま

ないとだめです。学生が楽しいということは先生も楽しめなければなりません。最終的に

は大人の問題かもしれない。我々の問題になっているのかもしれないと思います。 

○岩崎 私は、自分が好きなもの、楽しいことを見つけられるような多くの体験や経験を

することが、将来の展望を描く基礎となり、学習に関心を持つきっかけになるのではない

かと考えます。「同じ釜の飯を食う」という言葉がありますが、小さい時に、キャンプな

ど寝食を共にする楽しいと思える体験や経験をぜひたくさん積んで欲しいと思います。 

○伊東 合宿とかね。本当に楽しいのですし、大人も一緒に楽しむことが重要ですね。 

○明石 青少年に限らず、社会全体の体験を豊かにすること。そして、激しい社会変化の

中で決断力のある子供を育成すること。この２つを可能にするのが体験活動だと思うので

す。机の上では判断力は育成できるけれども、机の上では決断力を持った子供の育成はで

きない。そういう意味で豊かな体験をしてほしいなというのが私の願いでございます。 

 

終わりに 

 

○理事長 青少年だけではなく、その親の世代

も楽しみながら体験活動に参加することの必要

性が提示されたことは興味深いものでした。ま

た、東京外大のように海外志向をより高め、充

実した留学になるように制度を整えていること

を知れたことは、私どもとしましても大変参考

になりました。東京外国語大学の伊東祐郎先生、

放送大学の岩崎久美子先生には貴重なご意見を

賜りましたことを感謝申し上げ、この座談会を

閉じさせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

鈴木 みゆき 
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