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【要旨】

本稿は，ボランティア活動に関する専門書の内容構成を分析することを通して，青少年ボラン

ティア育成に資する情報を提供することをねらいとした研究である。大学等における青少年ボラ

ンティア育成にかかわるものとして，授業用テキストを挙げ，日本で出版されたボランティア活

動に関する専門書（１３文献）の目次を分析したところ，次のような特徴があることがわかった。

第１に，専門書の内容は６つのカテゴリーに分かれること，第２に，そのカテゴリーのうち，

キーとなるのは「理念」と「実践」であること，第３に，文献の内容構成のパターンとして４種

類の型が見いだされたことである。

今後の研究課題としては，授業内容等についても検証する点などが挙げられる。
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Ⅰ 研究の概要

１ 研究の内容

本稿は，ボランティア活動に関する専門書の

内容構成を分析することを通して，青少年ボラ

ンティア育成に資する情報を提供することをね

らいとした研究である。

周知の通り，教育におけるボランティア活動

の推進（とりわけ青少年ボランティアの育成，

活動の活性化）は，学校教育，社会教育の別な

く，近年重要視されるようになってきている。

例えば，社会教育施設でのボランティア活動の

推進，生涯学習としてのボランティア活動の振

興，学校教育では総合的な学習の時間における

取り組みにも期待が集まっている。また，大学

等の高等教育機関におけるボランティア関係の

授業も増えてきている。

このような取り組みをいっそう盛り立てるた

めには，青少年ボランティアの育成のためのシ

ステムの構築が重要である。例えば，行政と各

機関の連携，NPOとの協力態勢などネット

ワークのあり方，指導・支援にあたる人材の養

成と研修，主体性を育むための効果的なプログ

ラムの開発，具体的な実践カリキュラムの構築

などである。

そこで，本研究では，このうち青少年ボラン
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ティア育成のための教育（特に大学・短大等の

授業として行われている学習）の内容構成（カ

リキュラム）を分析することにする。この場合，

研究の題材としては，カリキュラムを構成する

教育要素としての，ねらい（学習目標），シラ

バス（学習内容，過程），テキスト（教材），指

導方法（学習方法）などさまざまなものが考え

られる。本稿は，これらの研究の第１段階とし

て，教材のひとつとして活用されることが予想

される，ボランティアに関する専門書について

調査することとし，カリキュラムについての残

りの項目の分析については稿を改めることにす

る。

２ 研究の方法と意義

１９９６年度の文部省調査「学生のボランティア

活動の推進方策の現状」によると，ボランティ

ア活動を取り入れた授業科目を開設している大

学は，１９９５年度は７４校であったが１９９６年度には

１００校に増加し，ボランティアに関する授業科

目を開設している大学は，１９９５年度は３０校で

あったが１９９６年度は７２校に増加している。１９９５

年の阪神・淡路大震災，１９９６年の生涯学習審議

会答申などの影響により，９０年代後半から，こ

のような動きは急速に展開しはじめる。

このような動向と呼応するかのように，ボラ

ンティア活動に関する文献も近年増加してきて

いる（１）。このうち，大学等のボランティア関係

の授業で使用されることが期待できるような専

門書を調査・分析すれば，ボランティア論と

は，どのようなものか，その全体像が把握でき

るだろう。また，そのことを通して青少年ボラ

ンティア育成プログラムの作成にも有益な情報

が得られると考える。さらに，そのような文献

は，市販されており，当該授業の受講生のみな

らず，一般の青少年にもふれる機会があること

から，調査対象としてふさわしいと考えた。

そこで，本稿では，ボランティアに関する専

門書の目次を調査し，ボランティア論の内容構

成の傾向を探った。今回は，実際に講座のテキ

ストとして利用されているかどうかは不問と

し，あくまでも形式的に文献の内容構成を調査

することに主眼をおいた。

次に，本研究の意義であるが，ボランティア

活動についての理念やそのあり方等を網羅した

専門書の内容を把握することで，ボランティア

論の構築，あるいは学問としてのボランティア

という位置づけの明確化が図られることにあ

る。

とりわけ大学等の高等教育機関における授業

の内容構成は，「論や学」の構築にかかわると

思われるからである。もちろん，授業の主旨に

よっても，論の構築になりうるかどうかの検証

は必要であろう。例えば，ボランティア活動の

活動体験を重視したものなのか，ボランティア

活動そのものの社会的意味づけに重点をおいた

内容なのかによっても，授業の内容や方法は異

なってくる。同様に，専門書といっても，その

主旨はさまざまであり，著者の意図やボラン

ティア観によって差が出てくるのは必然的であ

る。そのような差異があるのかどうかも本研究

によりある程度明らかになる。

青少年のボランティア活動では，体験そのも

のと同時に，振り返りの段階が重要である（２）。

体験したことをどのように捉え，何に気づいた

のか，それは社会的課題か，他者との関係性

か，自己の内面の変化かなどの検証が必要であ

る。その際，振り返りの段階や，準備段階で興

味を喚起された青少年が，ボランティアについ

て知りたいと感じたときに，どのような文献

が，どのように役立つのか，という点の検証に

もいくつかの情報を提供できるだろう。
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Ⅱ 専門書の内容構成についての調査と

その結果

１ 調査概要

日本で出版されたボランティアに関する専門

書（訳書も含む）の内容構成を調査した。まず，

以下の観点で調査対象の選定をおこなった。

・タイトルに「ボランティア」と入っているも

の

・内容が，ボランティア活動一般についてのも

の

・入門的なノウハウ本，実践紹介本ではないも

の

・体験者の感想文だけで構成された文献ではな

いもの

以上のように，内容的，形式的にも専門書の

体裁をなすもので，調査対象文献は，以下の１３

点とした（以下，調査順のリスト）。

!１巡静一，早瀬昇編著『基礎から学ぶボラン

ティアの理論と実際』中央法規出版，１９９７年

!２内海成治，入江幸男，水野義之編著『ボラン

ティア学を学ぶ人のために』世界思想社，

１９９９年

!３スーザン・エリス著，筒井のり子，妻鹿ふみ

子，守本友美訳『なぜボランティアか？ ～

「思い」を生かすNPOの人づくり戦略～』

海象社，２００１年

!４原田隆司『ボランティアという人間関係』世

界思想社，２０００年

!５渥美公秀『ボランティアの知 ～実践として

のボランティア研究～』大阪大学出版会，

２００１年

!６Kenn Allen著，榎田勝利監訳『自己発見の

時代 ボランティアが変える世界 ～人的

ネットワークを通じて地域社会を構築する

～』アルク出版，１９９８年

!７京極高宣 監修，栃本一三郎・渡辺一雄・和

田敏明 編著『ボランティア新世紀』第一法

規出版，１９９７年

!８関西学院H.S.C.，立木茂雄編著，湯木洋一，

田淵結，野口啓示，荒川義子，岡本仁宏，小

西砂千夫著『ボランティアと市民社会 ～公

共性は市民が紡ぎ出す～』晃洋書房，１９９７年

!９鈴木正幸編『ボランティア学のはじまり ～

新しい街づくりを目指して～』六甲出版，

１９９９年

!１０中嶋充洋『ボランティア論 ～共生の社会づ

くりをめざして～』中央法規出版，１９９９年

!１１中田豊一『ボランティア未来論 ～私が気づ

けば社会が変わる～』参加型開発研究所，

２０００年

!１２小谷直道著『市民活動時代のボランティア』

中央法規出版，１９９９年

!１３渡辺武雄監修，相澤譲治・福永英彦編『ボラ

ンティア ～いきいきと生きる～』相川書房，

２０００年

（以下，文献を示す際，このリストの一番左に

付した文献番号で表すことにする。）

各々の文献の内容構成の調査としては，目次

を利用した。

第１に，目次の内容をすべて書き出した。

第２に，目次の書き方には軽重があるので，

調整した。その方法は，他の文献と比較して目

次が詳しすぎるものについては，最も下の階層

を削除した。実際には，文献!５，!７，!８，!９，

!１１以外は，この措置を施した。

２ 調査結果

以上の調査をおこなった結果の例として，文

献!１と文献!１０の目次を次に掲げる。

文献!１の目次

第一部 ボランティア活動とは

第一章 私にとってのボランティア

第二章 ボランティア活動の歩み
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～私たちの社会とボランティア～

第二部 あなたと社会とボランティア

第三章 高齢者問題とのかかわり

第四章 児童問題とのかかわり

第五章 障害者問題とのかかわり

第六章 環境問題とのかかわり

第七章 国際問題と国際ボランティア

第三部 活動にあたって

第八章 ボランティア活動を始めるにあ

たって

第九章 福祉現場の職員として

文献!１０の目次

第一部 基礎編

第一章 ボランティア活動の歴史

第一節 ボランティア（volunteer）

という言葉の変換史

第二節 ボランティア思想の発展史

第三節 日本におけるボランティア活

動史素描

第二章 ボランティアの性格・役割

第一節 ボランティア活動の性格

第二節 ボランティア活動の役割

第三節 ボランティア活動を重視する

背景

第三章 知っておきたい三つの事柄

第一節 ボランティア活動の契機

第二節 ボランティアセンターの活用

第三節 ボランティア活動の形態

第二部 実践編

第四章 ボランティア活動の留意点

第一節 始動期における留意事項

第二節 実践活動中に留意すべき事項

第五章 施設での活動

第一節 社会福祉施設における活動

第二節 病院における活動

第三節 文化施設における活動

第六章 家庭・近隣地域での活動

第一節 家庭での活動

第二節 近隣地域での活動

第七章 深刻な問題を抱えた地域での活

動

第一節 事故発生地・被災地における

活動

第二節 国際社会におけるボランティ

ア活動

第三部 課題編

課題研究

第四部 資料編

社会福祉を担う機関・団体

社会福祉施設

都道府県・指定都市社会福祉協議会

ボランティア保険説明書

Ⅲ 専門書の内容構成についての考察

１ 抽出されたカテゴリー

上記のように，ボランティアに関する専門

書，１３文献の目次について調査したところ，内

容には大きく分けて６つのカテゴリーがあるこ

とがわかった。

第１は，文献!１の第一章「私にとってのボラ

ンティア」，文献!１０の第二章「ボランティアの

性格・役割」のように，ボランティア活動やボ

ランティアについての理念的な説明をしている

章（節）である。

第２は，文献!１の第二章「ボランティア活動

のあゆみ」，文献!１０の第一章「ボランティア活

動の歴史」のように，ボランティア活動の歴史

やその背景についての記述である。

第３は，文献!１の第二部（第三章～第七章）

「あなたと社会とボランティア」（高齢者問題

とボランティア，児童問題とボランティア，障

害者問題とボランティア，環境問題とボラン

ティア，国際問題とボランティア），文献!１０の
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第五章「施設でのボランティア」のように，ボ

ランティア活動の実践とそこから得られる知見

について書かれているものである。

第４は，文献!１の第八章「ボランティア活動

を始めるにあたって」，文献!１０の第四章「ボラ

ンティア活動の留意点」など，ボランティア活

動をすすめるにあたっての心構えや注意点につ

いてふれているものである。

第５は，文献!６の第五章「ボランティアに優

しい組織づくり」，文献!１２の第十一章「ボラン

ティア組織の運営」のように，ボランティア活

動を行う団体等の組織運営にかかわる内容であ

る。

第６は，文献!５の第一章「当事者と研究者と

の協働的実践」，文献!１０の第三部「課題編」の

課題研究のように，研究的な面を記述した部分

である。

以上６つのカテゴリーをＡ「理念」，Ｂ「歴

史」，Ｃ「実践」，Ｄ「注意」，Ｅ「組織」，Ｆ「研

究」という名称で表すことにすると，すべての

文献のすべての章が，この６つのカテゴリーの

いずれかに当てはまることがわかった。

このうち，Ａ「理念」とＣ「実践」は，その

取り上げ方によって，次のような分類ができ

る。

Ａ―１ ボランティア（活動）とはなにか（概

念）

Ａ―２ ボランティアの必要性やその社会的背

景（意義）

Ａ―３ ボランティア活動の基本となる考え方

（思想）

Ｃ―１ 領域別，分野別の実践を記したもの

Ｃ―２ ボランティアの年齢・属性等の別によ

り実践を記したもの

Ｃ―３ 外国の実践について記したもの

Ｃ―４ ネットワーキングについて記したもの

なお，Ｃ―１は，環境，高齢者福祉など対象

となる領域・分野ごとの事例を記述したもので

ある。（一般に，ボランティア活動の分野には

!１社会福祉，!２自然・環境，!３国際交流・協

力，!４スポーツ，!５教育，!６保健医療，!７消費

生活，!８文化，!９地域振興，!１０人権，!１１平和，

!１２情報技術（IT），!１３災害，!１４ボランティア活

動の推進，!１５その他，がある。）ボランティア

活動の対象となる分野に注目した分類の仕方で

ある。

Ｃ―２は，シニアのボランティア，中学生の

ボランティアなどボランティアの年齢，または

企業のボランティアなど属性による分類であ

り，ボランティア活動を行う主体者の側に注目

した分類の仕方である。

２ 各文献に含まれるカテゴリーの分析

次に，調査した文献の各々について，上記６

つのカテゴリーのうちの何によって構成されて

いるかを分析した。その結果が，下の表１「各

文献に含まれる内容のカテゴリー!１」である。

これを見ると，いずれの文献も，６つすべて

のカテゴリーを含んでいるわけではないことが

わかる。最も多いもので文献!１０の５つ，逆に少

ないものは，!４，!１１の１つである。このこと

は，どのカテゴリーを含むのかによって文献ご

との特徴を形作っているともいえる。例えば，

文献!４や文献!１１は，全体を通してボランティア

やボランティア活動の理念を追求している文献

であることがわかる。そもそも文献には，出版

した側（出版社，執筆者）が読者に伝えたい内

容が明確に定められており，その意味で同じボ

ランティア活動といっても，内容構成に差異が

生じるのは自然なことである。

しかしながら共通性も見られ，多く含まれる

内容としてＡ「理念」，Ｃ「実践」があること

がわかる。ＡとＣは，前述したように細かい分

類（Ａ―１～Ａ―３，Ｃ―１～Ｃ―４）が可能

であり，Ａ「理念」を含む１２文献，Ｃ「実践」

を含む９文献について，さらに調べてみた。そ
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れが，表２「各文献に含まれる内容のカテゴ

リー!２」である。

これを見ると，Ａ「理念」の取り上げ方が多

様であるのに対して，Ｃ「実践」の方は，分野

別・領域別の取り上げ方をしている文献が１０件

中９件であり，集中していることがわかる。ボ

ランティア活動について，具体的な事例やその

分野にかかわる社会的課題を提示しながら説明

表２ 各文献に含まれる内容のカテゴリー!２

Ａ「理念」 Ｃ「実践」

Ａ―１

（概念）

Ａ―２

（意義）

Ａ―３

（思想）

Ｃ―１

（領域）

Ｃ―２

（年齢等）

Ｃ―３

（外国）

Ｃ―４

（ネットワーク）

文献!１ ○ ○

文献!２ ○ ○ ○

文献!３ ○

文献!４ ○

文献!５ ○ ○

文献!６ ○ ○

文献!７ ○ ○ ○ ○

文献!８ ○ ○ ○

文献!９ ○ ○ ○

文献!１０ ○ ○ ○

文献!１１ ○ ○

文献!１２ ○ ○ ○ ○ ○

文献!１３ ○ ○ ○ ○

表１ 各文献に含まれる内容のカテゴリー!１

Ａ「理念」 Ｂ「歴史」 Ｃ「実践」 Ｄ「注意」 Ｅ「組織」 Ｆ「研究」

文献!１ ○ ○ ○ ○

文献!２ ○ ○ ○ ○

文献!３ ○ ○

文献!４ ○

文献!５ ○ ○

文献!６ ○ ○ ○ ○

文献!７ ○ ○

文献!８ ○ ○ ○

文献!９ ○ ○ ○

文献!１０ ○ ○ ○ ○ ○

文献!１１ ○

文献!１２ ○ ○ ○ ○

文献!１３ ○ ○
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する場合，当該の社会的課題ごと（領域ごと）

で区分けをしたほうが説明しやすいということ

だろうか。

さらに表１と表２を重ねて考察してみると，

ボランティアに関する専門書１３文献の特徴は，

Ｃ―１（領域別実践）を頻出の内容とし，Ａ―

１（理念のうちボランティアの概念について）

を次に多く取り上げている，ということにな

る。

３ 含まれるカテゴリーによるパターンの分析

最後に，表１「各文献に含まれる内容のカテ

ゴリー!１」で，似たようなパターンを示してい

る文献があるかないか，あるとすればどのよう

なカテゴリーを共通項としているのかについて

分析した。

先の分析と表１から，まずＡ「理念」とＣ「実

践」に着目することが，パターンの見分けの第

一の視点であると捉えた。そこで，ＡとＣが両

方入っているものとそうでないものとに分ける

と，次のようになる。

・ＡとＣが両方入っているもの

→ !１，!２＝!１２，!６，!７＝!１３，!８，!９，!１０

・それ以外 → !３，!４＝!１１，!５

（※上記の「＝」は，表１でまったく同じ○の

構成になっているものを表している）

上の方の群は，ＡとＣ以外のカテゴリーの入

り方でさらに分類できる。ＡとＣだけの基本的

なカテゴリーのものと，そうでないものとに分

けると，次のようになる。

・ＡとＣだけのもの → !７＝!１３，

・それ以外 → !１，!２＝!１２，!６，!８，!９，!１０

そこで，前者を基本型，後者を総合型と呼ぶこ

とにする。

下の方の群は，Ａが入っていないか（!５），

Ｃが入っていないか（!３，!４＝!１１）であり，前

者を実践追求型，後者を理念追求型と呼ぶこと

にする。

以上を総括すると，次のようになる。

・基本型……Ａ「理念」とＣ「実践」で構成し

たもの（!７＝!１３）

・総合型……Ａ「理念」とＣ「実践」の他にも

いくつかのカテゴリーを含むもの

（!１，!２＝!１２，!６，!８，!９，!１０）

・理念追求型……Ｃ「実践」がなく，Ａ「理念」

中心のもの（!３，!４＝!１１）

・実践追求型……Ａ「理念」がなく，Ｃ「実践」

中心のもの（!５）

４ まとめと補足

ボランティア活動に関する専門書の調査結果

から，以下の特徴が見いだされた。第１に専門

書の内容は６つのカテゴリー（「理念」，「歴史」，

「実践」，「注意」，「組織」，「研究」）に分かれ

ること，第２にそのうちキーとなるのは「理念」

と「実践」であり，総括すれば領域別の実践を

頻出とし，ボランティアの概念についての理念

を多く含んでいること，第３に文献の内容構成

のパターンとして４種類の型（基本型，総合型，

理念追求型，実践追求型）が見いだされ，その

うち総合型が多いことである。

文献においては，読者に伝えたい内容や対象

となる読者層などは，各文献ごとに設定されて

おり，それゆえに一律ではなく，本稿で分析し

たようないくつかのパターンが存在するともい

える。

さて，ボランティア論のような名称の授業で

は，テキストとして活用される専門書の内容

が，年間の授業内容と完全に一致することはあ

り得ないだろう。あくまでも知的理解を促すた

めの道具として活用されることが多いと思われ

るからである。とりわけ，体験学習などを多く

含めたタイプの授業では，体験の事前学習，事

後学習など多様な授業内容の一部として，テキ

ストに書かれた内容の把握が行われるだろう。

また，授業のねらいや授業内容・方法，テキス
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トの活用の仕方は，個々の担当教師によって異

なる。

そこで，授業担当者が自分の授業内容に見

合ったテキストを活用するという前提にたて

ば，基本型と総合型は一般的なボランティア活

動について概説するという場合に有効であり，

理念追求型または実践追求型は，それぞれの授

業の趣旨にあった活用が有効である，というこ

とになろう。

Ⅳ 今後の研究課題と展望

今後，青少年ボランティアの育成に関して，

多様な内容と方法を確保するためには，授業内

容のみならず，専門書も多様なものが存在する

ことが望ましい。そのためには個々の研究（６

つのカテゴリーについての多様な研究）が進ん

でいなければならない。また，青少年のボラン

ティア体験活動を推進するためには，体験至上

主義で捉えるのではなく，活動と学びの総体と

してのボランティア学習として捉え，支援体制

を整えていく必要がある。その際，ボランティ

アについての知的理解と体験的理解の両面が必

要であり，大学・短大等の授業では，体験活動

の充実とならんで，カリキュラムの整備および

知的理解を促すためのテキスト（専門書）の充

実は重要な課題である。

限られた文献の調査ではあったが，本稿では

専門書の目次の内容構成から，大学等における

青少年ボランティア育成のカリキュラムのあり

方について考察した。目次という限定された語

群を対象としたために，文献内容の趣旨を正確

に捉えられていない可能性があることは，本研

究の限界である。そのことをふまえ，今後さら

に詳しい分析（例えば各カテゴリーの頁数など）

または違う観点からの分析を行う必要があり，

さらには授業のシラバスの検討，テキストの利

用状況などについても研究を行う必要があるだ

ろう。

青少年ボランティアの育成についての研究も

含めて，「研究対象としてのボランティア」あ

るいは「ボランティア学，ボランティア論の構

築のための研究」という捉え方による研究は，

始まったばかりである。ボランティア活動を研

究対象とする場合，そのありようは，ボラン

ティア活動という実体に対して，どのような光

をあてるか，そのあて方や光の種類とできる影

の関係などをどのように観るか，ということに

なるであろう。ボランティア活動やボランティ

ア観は多様であるから，それらを研究対象と

し，分析するためには，さまざまな光の当て方

が必要である。本稿は，そのうちの，ほんのひ

とつの光でしかない。
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