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 本研究の目的は、ボランティア養成研修を受講した大学生の社会人基礎力の変容と、性格

特性の関係性に着目することで、ボランティアコーディネーターがより的確な支援を行う

ための手がかりを得ることである。日本語版 Ten Item Personality Inventory（TIPI-J）

及び社会人基礎力測定尺度を用いて調査を行った結果、青少年教育施設でボランティア養

成研修を受講したものは 23 通りの性格特性の構成を持つことが明らかとなった。 

 一方で、統計処理が可能な人数に達した「外向性・協調性」「協調性」「神経症傾向」に

ついて２×３の混合計画による分散分析を行った結果、ボランティア養成研修の教育的効

果が明らかとなった。特に、「神経症傾向」の特性の持ち主にとって、ボランティア養成研

修のプログラムが効果的であることが示唆された。 

 本研究の結果から、ボランティア育成におけるボランティアコーディネーターにおいて、

育成の一助となる知見が得られた。 

国立青少年教育振興機構では、青少年教育におけるボランティア活動を推進し、その活

動機会の拡充を図るために法人ボランティアを養成している。法人ボランティアとは、青

少年機構が所轄する全国 28 箇所の青少年教育施設で実施されている、所定のボランティア

養成カリキュラムを含んだ養成研修を受講し、ボランティアとして登録をした大学生等の

ことである。養成されたボランティアは、主として児童・生徒を対象とした教育キャンプ

のスタッフや、青少年機構が推進する「体験の風をおこそう」運動等の取組みに参画して

いる１）。 

青少年機構における法人ボランティアの運用については、各青少年教育施設にボランテ

ィアコーディネーターを配置し、主に青少年機構のプロパー職員や学校教員から出向して
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いる専門職員がその任に就いている。ボランティアコーディネーターは、ボランティア活

動機会の調整や研修機会の提供などを行い、ボランティアの育成全般について管理・運営

を行っている。また、ボランティアの心理的な悩みやニーズを的確に捉え、人間的成長を

支援していく役割も担っており、各青少年教育施設においては青少年教育の専門性を有し

た職員を意図的に配置している。 

一方で、青少年機構は、大学生等を対象としたボランティアの養成及び活用を含めた育

成の中で、労働力としての活用ではなく、大学生自身の自己成長を促すことを主眼として

取り組んでおり、第二期教育振興基本計画の中で示されている「社会を生き抜く力の養成」

や「未来に飛躍を実現する人材の育成」等に寄与する育成を目指し取り組んでいる２）。ま

た、現代の高等教育では、「知的基盤社会」において活躍する人材を育成することが求めら

れており、大学で習得する専門的な知識とともに、「社会人基礎力」や「学士力」といった、

社会人として活躍できる能力（ジェネリック・スキル）を身に着けさせることが課題とさ

れている３）。 

法人ボランティアとして活動する学生のおよそ半数は、将来教員を目指す学生が含まれ

ていると推察されるが、学校教育現場や NPO 法人等の、地域社会の様々な団体が協働しな

がら展開される青少年教育施設の事業において、ボランティアとして事業に参画すること

は、教員を目指す学生にとって有益な機会となると考えられる。さらに、平成 29 年２月に

公表された「幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等の改訂のポイント」の中で述べ

られている「『社会に開かれた教育課程』の重視」という点においても、学校教育現場と地

域社会がより密に連携していくことが重要視されていると推察される４）。 

しかしながら、昨今の情報化社会の進展や社会構造の変化によって、ボランティアとして

参画する学生も多様化していると考えられる。例えば、Facebook などのソーシャル・ネッ

トワーキング・サービスの発達やスマートフォンの普及や、経済的な格差によって困窮した

中で就学する学生の増加等、様々な問題が取り立たされている。このような状況の中で、各

青少年教育施設のボランティアコーディネーターは、ボランティアとして参画する学生の性

格や嗜好等の特性を的確に捉え、支援や指導を行っていく必要があると考えられる。 

以上を踏まえ、本研究は、ボランティア養成研修を受講した大学生の社会人基礎力の変

容と、性格特性の関係性に着目することで、ボランティアコーディネーターがより的確な

支援を行うための手がかりを得ることを目的とする。 

青少年機構のボランティアの特性を一義的に捉えるために、青少年機構の複数の施設で

調査を実施した。対象となる施設は、青少年機構が持つ施設の内、団体宿泊訓練を通じて、

健全な青年の育成をはかる機関として設立された青少年交流の家（旧青年の家）と、自然

の中での集団宿泊生活を通じて健全な少年の育成をはかる機関として設立された青少年自

然の家（旧少年自然の家）から各１施設を対象とし調査を行った。青少年交流の家と青少

年自然の家は、平成 18 年までは別の独立行政法人として存在していたが統合し、現在は青

少年機構が所轄している。青少年交流の家の特徴は、体育館や研修室などが設置されてお

り、交流体験を軸とした体験活動を推進している｡一方､青少年自然の家は､広大な自然のフ

Ⅱ 研究の方法 

１ 調査対象と調査に使用する尺度 
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ィールドを活用し､自然体験を軸とした体験活動を推進している５）｡両者においては､設置

された経緯こそ違いがあるが、ボランティア養成の基本理念や活躍機会は共通である｡また､

青少年機構のボランティア養成カリキュラムは､全国 28 施設のどこで養成研修を受講して

も全ての施設でボランティアに取組むことができるように制度整備が行われている６）。 

調査対象は、平成 28 年度に国立岩手山青少年交流の家及び国立妙高青少年自然の家で

実施されたボランティア養成研修の参加者 124 名（岩手山 69 名：18.99±2.12 歳、妙高 55

名：18.49±0.66 歳）であった。調査は、質問紙を使用し、事業開始直後（Pre）と事業終

了直前（Post）に実施した。調査尺度は、社会人基礎力を測定する尺度として、西道が開

発した社会人基礎力測定尺度（５因子 40 項目、４件法）を使用した７）（表１）。また、性

格特性については、小塩らが開発した日本語版 Ten Item Personality Inventory（TIPI-J、

10 項目、７件法）を使用し、事業開始直後に記述させた８）（表２）。 

 

表１ 社会人基礎力評価尺度の質問項目９） 

 

表２ 日本語版 Ten Item Personality 

Inventory の質問項目 10） 

 

なお、法人ボランティアの養成は現実的な活動機会を加味し、授業日程や経済的に行動

を起こしやすい大学生を対象とする施設が大半であるが、高校生も少数ながら受け入れる

施設も存在する。本研究では両施設の年代を合わせるために、高校生の参加者（岩手山３

名：16.0±1.0）は調査対象から除くものとした。 

 

２ 対象事業について 

本研究における対象事業は１泊２日のボランティア養成研修事業であり、実施期間は、

国立岩手山青少年交流の家が平成 28 年５月 21 日から 22 日、国立妙高青少年自然の家が平

他社と共有する「空気」を読んで、自分の行動を修正できる力

状況に応じて、自らの発言や行動を適切に律する力

課題を解決する複数のプロセスを明確にし、最善のプランを立案する力

正解不正解が曖昧な問題の解決策を見出す力

見過ごされがちな問題を発見する力

相手の立場に配慮しながら、自分の主張を伝える力

自分の話に信頼感を持ってもらえるように話せる力

自分の言いたいことを、わかりやすく、効果的に伝える力

目標を達成するために解決すべき問題を見つける力

周囲の人々や物事との関係を理解するために積極的に働きかける力

自分が分からないことを聞き流さずに、相手に質問して確認する力

相手の言動を観察し、意見や主張を正確に聞き取る力

話しやすい雰囲気をつくって、相手の意見を引き出す力

自分に必要な情報や資料を的確に探しだす力

失敗をおそれず、行動に移す力

提案するだけでなく、自らの目の前の対象を動かす力

固定観念にとらわれないで、相手の立場や意見を理解する力

既存のやり方やマニュアルにとらわれない考えを受け入れる力

自分の個性や興味関心にもとづいて、目の前の課題に取り組む力

お互いの個性や能力を理解し、それが発揮できるような関係を築く力

グループの中で自分がどんな役割をすればよいのかを理解する力

仲間うちにしか伝わらないような言葉で話したりせず、誰もが理解できるように話す力

立場や意見の異なる人に働きかけて、動かす力

人を巻き込んで提案する力

目標を達成するために周りの人に呼びかけて、周囲の人を動かす力

周りの人達の仕事から、働く意義や大切さを理解する力

学んだことや体験したことを、職業や生活とつなげて考える力

情報を伝えるために、必要な創意工夫を加える力

将来設計に基づいて、今取組むべき学習や活動を理解して準備する力

目標を達成するための手順や方法について優先順位を決定する力

相手にとって良くないことでも、自分の意見を誠実に伝える力

自分の考えをわかりやすく整理して、相手に理解してもらえるように伝える力

あらゆる可能性を再検討することで、解決方法を再発見する力

未知の分野にまで試行を広げることで、新しい解決方法を導き出す力

既存の発想にとらわれず、解決方法を工夫して考える力

調べたことを伝える際に、効果的な手段やメディアを用いる力

限られた時間の中で、情報や主張を、わかりやすく聞き手に伝える力

得られた情報を、多面的・多角的に整理する力

自分の果たすべき役割と責任を自覚し、積極的に取り組む力

指示を待つのではなく、自らやるべきことを見つけて積極的に取り組む力

チームで働く力

考え抜く力

伝える力

前に踏み出す力
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成 28 年５月 28 日から 29 日であった。 

事業の枠組みは、青少年機構が定めるボランティア養成共通カリキュラムを含めた内容

である（表３）。対象となる２つの事業は、カリキュラムに含まれる各項目の実施順序は異

なるが、実施施設が独自に内容を選択できる「ボランティア活動の技術」については、両

施設とも「野外炊事」を実施するよう計画段階で調整を行った。また、「野外炊事」の各グ

ループには、それぞれの施設のボランティア経験が１年以上の先輩ボランティアをサポー

ト役に配置することも計画段階で調整し、両施設とも約８名の参加者に付き１名の先輩ボ

ランティアを配置した。また、両施設のボランティアコーディネーター間で調整を行い、

「青少年教育施設におけるボランティア活動」については、同一の視覚資料を用いて実施

した（表４、５）。 

表３ ボランティア養成カリキュラム 11） 

 

表４ 国立岩手山青少年交流の家におけるプログラム 

 

期日 時間 内容

9:30 受付

10:00 開会行事

10:30 □青少年教育施設の現状と運営（1ｈ）

【講師：国立岩手山青少年交流の家　所長】

12:00 昼食

13:00 □ボランティア活動の意義（1.5ｈ）

【講師：国立妙高青少年自然の家　職員】

14:45 □安全管理（3ｈ）

【講師：日本赤十字社職員】

17:45 夕食

19:00 □青少年施設におけるボランティア活動（2ｈ）

【講師：国立岩手山青少年交流の家職員及び先輩ボランティア】

21:00 入浴等

9:00 □ボランティア活動の技術（4ｈ）

【講師：国立岩手山青少年交流の家職員及び先輩ボランティア】

13:00 休憩

13:30 □青少年教育（1.5ｈ）

【講師：国立妙高青少年自然の家職員】

15:00 閉会行事

5月21日（土）

5月22日（日）
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表５ 国立妙高青少年自然の家におけるプログラム 

３ 分析方法 

調査対象事業の参加者の性格特性と社会人基礎力の変容の関係性を検証するために、参

加者の性格特性の分布を明らかにする。次に、社会人基礎力の因子得点を従属変数とし、

性格特性を独立変数とする分散分析を行い、性格特性毎のボランティア養成研修の教育的

効果を測る試みを実施した。なお、分析対象は分布によっては極少数となることが予想さ

れるため、それぞれの性格特性の内、該当数が 10 名に達した特性を対象とした。統計的有

意差の検定には、js-STAR2012 を使用した。 

社会人基礎力測定尺度の質問紙においては、順序効果の影響を防ぐためにカウンターバ

ランスを施した 12）。また、分析対象は質問紙に不備のあったものを除いた 112 名（岩手山

60 名：19.13±2.16 歳、妙高 52 名：18.48±0.67 歳）とし、さらに性格特性と社会人基礎

力の関係に注視するために男女比は考慮しないものとした（男 42 名、女 70 名）。 

 Big Five は基本的なパーソナリティ特性を語彙と因子分析的手法によって５つに収束さ

せたものであり、近年のパーソナリティ特性論において注目されている理論である。Big 

Five における５特性とは即ち、Extraversion（外向性）、Agreeableness（協調性）、

Conscientiousness（勤勉性）、Neuroticism（神経症傾向）、Openness to Experience（開

放性）の５つである 13）。 

本研究で使用した尺度「TIPI-J」は、Gosling,S.D.、Rentfrow,P.J.、& Swann,W.B.,Jr

が開発した、Big Five の５特性を 10 項目で測定する尺度である Ten Item Personality 

期日 時間 内容

9:30 受付

10:00 開会行事

10:30 □青少年教育（1.5ｈ）

【講師：国立妙高青少年自然の家　所長】

12:00 昼食

13:00 □安全管理（3ｈ）

【講師：妙高市内の消防署員】

16:30 □ボランティア活動の技術（4ｈ）

【講師：国立妙高青少年自然の家職員及び先輩ボランティア】

20:30 入浴等

9:00 □ボランティア活動の意義（1.5ｈ）

【講師：新潟県内大学教員】

10:30 休憩

10:45 □青少年施設におけるボランティア活動

（ボランティア活動内容の理解）（1ｈ）

【講師：国立妙高青少年自然の家職員及び先輩ボランティア】

11:45 昼食

13:00 □青少年教育施設の現状と運営（1ｈ）

【講師：国立妙高青少年自然の家　次長】

14:00 □青少年施設におけるボランティア活動（1ｈ）

【講師：妙高青少年自然の家職員及び先輩ボランティア】

15:00 閉会行事

5月28日（土）

5月29日（日）

Ⅲ 結果 

１ Big Five の５つの性格特性の分布について 

（１）Big Five の５つの性格特性について 
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Inventory（TIPI）を小塩らが、日本語に翻訳したものである 14）15）。Big Five の５特性の

測定には、他にも幾つか尺度が開発されているが、本研究では被験者の負担と対象事業の

進行に考慮し、短縮版である TIPI-J を採用した 16）。 

（２）分析対象者の性格特性分布と分析対象の抽出について 

本研究では、Big Five の５特性の内、各項目において、平均５点（少しそう思う）以上

の得点となった項目をその人物の性格特性の主な構成と捉えた。その結果、23 通りの性格

特性分布が確認された（表６）。 

 分布の内、最も人数が多かった構成は「協調性」であった。次いで、「外向性・協調性」、

「神経症傾向」と続いた。また、どの特性も平均して５点に到達しなかった対象者も数名

確認された。本研究では、性格特性に応じた社会人基礎力の変容を捉えるために、性格特

性分布の結果から該当する対象者が 10 名に達した「外向性・協調性」「協調性」「神経症傾

向」の３つの性格特性を分散分析の分析対象とした。 

 

表６ Big Five の５つの性格特性の分布 

 
 

２ 分散分析の結果 

 抽出した３つの特性について、社会人基礎力の因子得点を従属変数とし、性格特性を独

立変数とする２×３の混合計画による分散分析を行った（表７、８）。社会人基礎力の 4

つの因子について結果を記述する。 

（１）前に踏み出す力 

 反復要因及び性格特性要因の主効果が有意であったが（反復要因：F（１、44）=17.10、

p<0.01、性格特性要因：F（２，44）=3.57、p<0.05）、交互作用は有意ではなかった。性格

特性要因について、LSD 法を用いた多重比較を行った結果、「外向性・協調性」と「神経症

傾向」の平均の差のみ有意であった（MSe=8.80、p<0.05）。 

（２）考え抜く力 

 反復要因の主効果が有意であった（F（１、44）=16.46、p<0.01）。 

（３）伝える力 

 反復要因の主効果が有意であり（F（１、44）=13.87、p<0.01）、交互作用が有意であっ

た（２、44）=3.53、p<0.05）。そこで、各要因の単純主効果を分析した結果、表８に示し

とおりとなった。なお、反復要因の Pre における性格特性の単純主効果については、LSD

外向性 5 協調性・神経症傾向 8
外向性・協調性 16 協調性・神経症傾向・開放性 3

外向性・協調性・開放性 1 協調性・勤勉性・神経症傾向・開放性 1
外向性・協調性・勤勉性 3 協調性・勤勉性 3

外向性・協調性・勤勉性・開放性 1 協調性・勤勉性・開放性 1
外向性・協調性・神経症傾向 4 協調性・勤勉性・神経症傾向 1

外向性・協調性・開放性 5 協調性・勤勉性・神経症傾向・開放性 1
外向性・神経症傾向 5 神経症傾向 10

外向性・神経症傾向・開放性 4 神経症傾向・開放性 2
外向性・開放性 2 分類不可 7

外向性・協調性・神経症傾向・開放性 2
協調性 21

協調性・開放性 6 n＝112
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法による多重比較の結果、「外向性・協調性」と「神経症傾向」の平均の差のみ有意であっ

た（MSe=15.77、p<0.05）。 

（４）チームで働く力 

 反復要因の主効果が有意であり（F（１、44）=10.34、p<0.01）、性格要因の主効果は有

意傾向であった（F（１、44）=2.87、p<0.10）。また、交互作用は有意ではなかった。性格

特性要因について、LSD 法を用いた多重比較を行った結果、「外向性・協調性」と「神経症

傾向」の平均の差のみ有意であった（MSe=18.22、p<0.05）。 

表７ 分散分析の結果 

表８「伝える力」における交互作用の分析表 

 

本研究の結果から、大きく２つが明らかとなった。一つは、様々な性格特性構成を持つ

大学生が青少年教育施設のボランティアに取り組んでいるという点である。Big Five にお

ける５つ特性は、それぞれの特性をそのバランスによって特性を捉えるものであるが、本

研究では様々な性格特性を有した学生が入り混じっていることが明らかとなった。 

一方で、本研究における性格特性毎の分析対象の抽出に用いた手法は、各特性に対応す

る２項目の合計得点が 10 点以上（最大 14 点）という制限を設定して行ったものである。

しかしながら、本研究で用いた Big Five は、性格を複数に渡る特性の組み合わせとして捉

える「特性論」であり、性格をいくつかの典型的なタイプに分け、個人を全体像から理解

しようとする「類型論」ではない。したがって、本研究で使用した、ある一定の基準を設

けて組み合わせを分類する手法が Big Five の捉え方において、適切であるかどうかは今後

の検討の余地がある。 

上記を踏まえた上で、本研究の分析結果を基に考察を行う。 

反復要因
性格特性

要因
交互作用 効果量（η２）

前に踏み出す力 22.56 3.30 25.19 3.66 20.33 2.29 22.83 2.73 19.30 3.23 24.30 2.53 17.10** 3.57* 0.95
反復要因　0.14
性格特性　0.28
交互作用　0.04

考え抜く力 30.25 5.58 33.88 4.55 27.83 3.24 32.17 4.30 26.00 3.66 34.30 4.58 16.46** 1.54 2.39
反復要因　0.27
性格特性　0.61
交互作用　0.33

伝える力 25.88 3.81 26.81 4.02 21.50 3.20 25.83 3.02 21.90 4.44 29.30 3.10 13.87** 1.20 3.53*
反復要因　0.23
性格特性　0.56
交互作用　0.40

チームで働く力 35.69 4.56 38.63 5.17 33.00 2.89 34.00 4.16 31.50 4.76 37.40 3.88 10.34** 2.87+ 0.48
反復要因　0.36
性格特性　0.48
交互作用　0.15

外向性・協調性（n=16） 協調性（n=21） 神経症傾向（n=10） 主効果

Pre   SD Post   SD Pre   SD Post   SD Pre   SD Post   SD

**p<0.01　*p<0.05　+p<0.10 η2　：Small 0.10    Medium 0.30    Large .50

要因 SS df MS F
性格特性 at　Pre 114.41 2 57.20 3.63*
（Subj　at　Pre 693.89 44 15.77 ）

性格特性 at　Post 67.94 2 33.97 1.95
（Subj　at　Post 765.78 44 17.40 ）

反復要因  at　外向性・協調性 6.27 1 6.27 0.28
反復要因  at　協調性 64.25 1 64.25 2.91+

反復要因  at　神経症傾向 390.92 1 390.92 17.72**
（ｓ×反復要因 970.67 44 22.06 ）

**p<0.01　*p<0.05　+p<0.10

Ⅳ 考察 
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 分析対象者の内、10 名以上が該当した性格特性の組み合わせは結果で述べたとおり３つ

存在した。分析結果からは、分析対象となった 47 名において社会人基礎力の４つの因子全

てで反復要因の主効果が有意であり、ボランティア養成研修が社会人基礎力の向上に一定

の効果があることが示唆された。 

（１）性格特性要因について 

性格特性要因の主効果については、「前に踏み出す力」と「チームで働く力」に有意差

あるいは有意傾向が見られた。多重比較の結果で示されているように、「神経症傾向」の参

加者の値が「外向性・協調性」の参加者の値に比べて有意に低い傾向があると推察される。

しかしながら、実際の平均値を見ると、Post の値は「神経症傾向」と「外向性・協調性」

との差は縮まっていることが分かる。「神経症傾向」は、環境刺激やストレッサーに対する

敏感さ、不安や緊張の強さを表すものであり、日常から些細なことであってもストレスを

感じやすい性格の持ち主である可能性が高いと推察されるが、このような性格特性を有す

る参加者にとって、ボランティア活動の基礎を学ぶ研修が社会人基礎力の向上に繋がる効

果的な教育プログラムとなっていることが推察される 17）。 

（２）交互作用について 

 社会人基礎力の４つの因子において、「伝える力」のみ交互作用が有意であった。分析結

果から、「伝える力」においては、特に「神経症傾向」の反復要因において有意差が見られ

た（F（１、44）=17.72、p<0.01）。このことから、ボランティア養成研修が「神経症傾向」

の特性を持つ参加者にとって、特に「伝える力」の獲得に大きく寄与している可能性が示

された。また、単純主効果における多重比較の結果からは、Pre の値において、「外向性・

協調性」に比べて「神経症傾向」の「伝える力」の値が有意に低いことが示されているが、

この結果は「神経症傾向」の特性を持つ参加者が、普段の生活の中から「伝える力」を身

につけることが難しいことを示唆している結果と推察される。ボランティア養成研修は、

プログラム構成の特徴として、「野外炊事」等のコミュニケーションを要するプログラムが

盛り込まれている。また、青少年教育施設が実施する本研究の対象事業は「心と身体の安

全」に留意しながら事業を展開する特徴がある。このような、青少年教育施設が、その施

設で活動したいと考えている大学生に対し、「安心・安全」を提供しながら取り組める環境

が、ストレッサーの刺激を受けやすい「神経症傾向」の参加者にとって、特に有効な教育

的効果をもたらしたのではないかと考えられる。 

本研究は、性格特性と社会人基礎力の関係について青少年教育施設のボランティア養成

研修の参加者を対象に調査及び分析を行ったものである。本研究では以下の結論が得られ

た。 

１）ボランティア養成研修に参加する大学生は、様々な性格特性を有していることが明

らかとなった。 

２）特に「神経症傾向」の特性を持つ参加者にとって、青少年教育施設で実施するボラ

ンティア養成研修が社会人基礎力の獲得に有効である可能性が示唆された。 

Ⅳ 結論 
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一方で、本研究は、ボランティア養成研修を受講した大学生の社会人基礎力の変容と、

性格特性の関係性に着目することで、ボランティアコーディネーターがより的確な支援を

行うための手がかりを得ることを目的とした研究であったが、研究結果については課題を

踏まえた上で、更に研究を進めていく必要があると考えられる。本研究の課題として以下

の２点が挙げられる。 

課題① Big Five における性格特性論の取り扱い 

本研究では、青少年教育施設の教育事業を対象とした研究であり、Big Five の測定に

は、短縮版である TIPI-J を採用した。しかしながら、ボランティアコーディネーター

が、参画するボランティアの性格特性を「重要な支援の手がかり」の一つとして捉えて

いくのであれば、より詳細な分析が必要となると考えられる。Big Five については、

TIPI-J よりも詳細な測定が可能な尺度も開発されており、検討の余地がある。 

課題② 対象者のサンプル数 

統計処理を行うにあたって、分析対象とした３つの性格特性の構成の他にも 112 名の

参加者の中に 23 通りもの性格特性の構成があることが明らかになった。今後の課題と

して、今回の分析対象以外の性格特性の構成についても変容を明らかにしていく必要が

ある。 

 本研究は、結果的に「神経症傾向」の特性について多く言及したが、青少年教育施設で

活動するボランティアは、様々な子供たち関わっていく可能性のある貴重な人材である。

そのボランティアが、今回取り上げた「外向性」や「協調性」、「神経症傾向」などの様々

な性格特性を有していることは、多様な場面で活躍できる可能性にあふれていると捉える

こともできる。特に本研究では、ボランティア活動の入り口であるボランティア養成研修

において、環境刺激やストレッサーに対する敏感さが強いとされる「神経症傾向」の特性

を持った参加者の、社会人基礎力の獲得において効果的である事が示唆された。 

一方で、本研究では分析対象者の 37％に当たる 41 名が「神経症傾向」を含んだ特性を

持っていることも結果として示された。この結果は、ストレスを抱えやすいという意味で

の「心の弱さ」を知る大学生ボランティアが一定数存在している可能性があることを示唆

する結果と考えられるが、昨今の社会問題として取り立たされる、貧困家庭で育つ子供た

ちへの支援や、多様な社会で起こる様々な諸問題においては、そういったボランティアの

存在が、子供たちにとって非常に重要な存在になりうるのではないかとも考えられる。 

本研究が、青少年教育施設等でボランティアと関わる支援者並びに指導者の一助となる

ことを期待したい。 
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