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【要旨】

本研究では，高校生のボランティア学習を効果的に展開するための支援の在り方を検討した。

埼玉県内の県立高校１年生１，０４４人を対象に質問紙調査を実施した。高校入学までに体験したボ

ランティア活動（２３項目）について因子分析を行ったところ，環境整備活動，文化的貢献活動，

子ども支援活動，社会福祉活動，地域支援活動の５分野の活動に分類することができた。中学時

代の所属クラブに着目して分析をすると，社会福祉活動に関して，文化・芸術系クラブの生徒の

方が，団体・個人スポーツ系クラブの生徒よりも体験が豊富であることがわかった。また，団

体・個人スポーツ系クラブに所属していた生徒は，環境整備活動と社会福祉活動について，女子

の方が男子よりも多くの体験をしていることが明らかになった。こうした結果から，ボランティ

ア学習の機会や関連情報を提供する際には，生徒の過去のボランティア体験を考慮した，より柔

軟な対応が必要であると考えられた。
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� 問題と目的

１９９０年代に入り，とりわけ，阪神・淡路大震

災が発生し，日本におけるボランティア元年と

言われる１９９５年以降，ボランティアに関わる

様々な行政施策が積極的に展開されてきた。例

えば，１９９８年告示の学習指導要領（高等学校は

１９９９年告示）では，“ボランティア活動”とい

う語が初めて登場し（小学校４箇所，中学校６

箇所，高等学校６箇所），特別活動や総合的な

学習の時間を中心とした学校教育の様々な場面

でボランティア学習（１）（２）が行われるようになっ

た。

また，２００１年に成立した「学校教育法の一部

を改正する法律」と「社会教育法の一部を改正

する法律」をみると，前者では学校教育におけ

るボランティア活動等社会奉仕体験活動，自然

体験活動等の体験活動の促進が明記され，後者

では地域社会におけるボランティア活動等社会

奉仕体験活動，自然体験活動等の体験活動の促

進が明文化された。つまり，学校やその内外を

通じた様々な体験活動の充実・促進が求められ
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るようになったのである。

さらに，中央教育審議会答申「青少年の奉仕

活動・体験活動の推進方策等について」（２００２

年）では，ボランティア活動等のさらなる振興

のための提言がなされた。そこでは，主とし

て，教育制度の整備によってボランティア活動

に関わる社会的認知を高めることが謳われてお

り，「高校入試においてボランティア活動等を

積極的に評価する選抜方法等を工夫する，高校

生等が行う学校や地域におけるボランティア活

動などの実績を記録する「ヤング・ボランティ

ア・パスポート（仮称）」を都道府県や市町村

単位で作成し活用する」ことなどが提唱された。

また，文部科学省では，平成１５年度概算要求に

おいて，「地域と学校が連携協力した奉仕活

動・体験活動推進事業」として，関係施策の統

合・拡充を図るとともに，より一層社会的気運

の醸成を促進する取り組みを展開しようとして

いる。

それでは，こうした政策動向が，青少年のボ

ランティア活動の振興・推進に，どのような形

で反映されているのかを具体的に見てみよう。

学童・生徒のボランティア活動普及事業の実施

状況（３）によると，小・中・高校などのボラン

ティア協力校の総数は１６，４５２校（２００１年）で，

年々増加傾向にあることが示されている。高校

におけるボランティア活動の単位認定について

も，１９９８年に制度化されて以来，増加の一途を

たどり，当初の２０校から，２００２年度は１６８校を

数えるまでになっている（４）。また，読売新聞社

の全国調査（２００２年５月２７日朝刊）では，「総

合的な学習の時間」の小・中学校の取り組み状

況において，その主な学習内容が，身近な自然

（１２５校），ボランティア活動（１１５校），国際理

解（８７校），職業体験（８０校）の順になってお

り，多くの学校がボランティア活動を学習に取

り入れていることが明らかにされている。「閉

じこもりがちな青少年の目を社会に向け，身近

な社会と積極的にかかわる態度を養い，「人間

は，必要とされることを必要とする存在であ

る」というとおり，自己の役割を確認できる。

他方，行動には驚きや学習があり，自信を呼

び，ひいては自己を発見して自立をもたら

す」（５）効果のあるボランティア活動への取り組

みが活発に行われていることは，非常に好まし

いことであるといえる。

このような状況を一見すると，ボランティア

活動の振興・推進は順調に進められつつあるよ

うに思われる。しかし，ここで留意しておきた

い点がある。それは，ボランティア活動と一口

に言っても，その活動分野・領域は多種・多

様（６）であり，特定の分野・領域に偏ることなく

活動が展開されているか否かは，また別の問題

として扱う必要があるのではないかということ

である。ややもすると，“ボランティア＝社会

福祉”という伝統的なボランティア観にとらわ

れて，社会福祉に関わる活動に偏りがちになる

のではないかという危惧も出てこよう。２００２年

に中央教育審議会が提出した「新しい時代にふ

さわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り

方について」（中間報告）の中では，具体的な

政策目標の例として，「地域におけるボラン

ティア活動や自然体験活動などの奉仕活動・体

験活動の機会を充実し，小・中学校で全員が体

験することを目指す」ことが挙げられている。

このためにも，青少年がどのようなボランティ

ア体験をしているのか，その実情を把握するこ

とは必要不可欠であると思われる。

そこで本研究では，青少年，特に高校生が，

高校に入学するまでにどのようなボランティア

体験をしてきたのか，その実態を明らかにす

る。それを踏まえて，入学するまでのボラン

ティア体験をベースに，学びや気づきをさらに

深め，生徒が自分に合ったボランティア活動を

見つけ，積極的に取り組むことができる状況に

なるようにボランティア学習を進めていく，そ
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の方向性を検討する。その際，個人の向き・不

向きや得手・不得手を表し得る指標（７）の一つと

して，中学生の時に所属していた部・クラブに

着目した分析を行う。

� 方 法

１ 調査対象

２００２年５月に，埼玉県内の県立高等学校の１

年生１，０４４人を対象に質問紙調査（無記名）を

行った。このうち，有効回答者１，００５人のデー

タを分析対象とした。実施方法に関して，調査

票は，学校（学級担任）経由によって一定期間

留め置き，生徒に回答してもらい，後日回収す

る方法を採った。

２ 調査内容

属性に関して，性別，所属する学科，中学時

代に所属していた部・クラブを問うた。それか

ら，主な内容としては，高校に入学するまでに

体験したボランティア活動（２３項目）について，

学校や地域などでの行事，個人的に行ったもの

など，あらゆる活動を含めて，その回数につい

て５件法で回答を求めた。それから，林・谷井

の作成したボランティア研修会の効果測定尺度

（２９項目）（８）を用いて５件法で回答を求めた。

また，ボランティア活動に取り組む際の最も活

動しやすい人数については，具体的な人数を記

入する形で回答を求めた。なお，本稿において

は，ボランティア活動，ボランティア体験，ボ

ランティア学習の３つの概念を用いているが，

学校の教育現場では，これらを明確には使い分

けておらず，ボランティア活動，ボランティア

体験学習など，様々な名称で教育活動が行われ

ているのが実情である。しかし，教育現場では

「ボランティア学習」として捉えることが適切

であるのではないかと思われる（９）。

� 結果と考察

１ 男女別・中学時代の所属部・クラブ（１０）別回

答者数

回答者の内訳を男女別・中学時代に所属して

いた部・クラブ別に示した（表１）。回答者は

全員高校１年生で，男女別では，男子の占める

比率が５０．８％，女子が４９．２％でほぼ同じ割合で

あった。所属部・クラブに着目すると，個人ス

ポーツ系４１．１％，団体スポーツ系３９．９％となっ

ており，スポーツ系の部・クラブに所属してい

た回答者が８０％を超えた。この結果は，財団法

人日本青少年研究所の調査結果（１１）とほぼ同様で

あった。また，男女別にみると，男子は団体ス

ポーツ系（２７．７％），個人スポーツ系（２０．０％）

の順に多く，女子は個人スポーツ系（２１．１％），

文化・芸術系（１５．９％）の順に多かった。また，

所属する学科では，９６．１％が普通科，３．９％が

理数科で，男女とも同様の比率であった。

表１ 男女別中学生時代の所属部・クラブ
（上段：人数，下段：％）

団 体 ス

ポーツ系

個 人 ス

ポーツ系

文 化 ・

芸 術 系
小 計 無回答 合 計

男子
２７５

（２７．７）

１９９

（２０．０）

３１

（３．１）

５０５

（５０．８）

６ ５１１

女子
１２１

（１２．２）

２０９

（２１．１）

１５７

（１５．９）

４８７

（４９．２）

７ ４９４

全体
３９６

（３９．９）

４０８

（４１．１）

１８８

（１９．０）

９９２

（１００．０）

１３ １，００５
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２ 高校入学までに体験したボランティア活動

に関する因子分析

高校入学までに体験したボランティア活動に

関する２３項目（１２）は，５件法の尺度であり，デー

タ入力に関して，「７回以上」を５点，「５～６

回」を４点，「３～４回」を３点，「１～２回」

を２点，「経験なし」を１点として得点化した。

これらを，主因子法・プロマックス回転を用い

て因子分析したところ，解釈可能な５因子が抽

出された（表２）。

第１因子は，空き缶や牛乳パックのリサイク

ル活動，草刈り等の清掃活動といった，身近な

生活環境を整えるための活動を表しており，

「環境整備活動」と命名した。第２因子は，観

光施設や博物館・美術館の案内活動や遺跡発掘

の手伝いなど，地域の自然や景観，住民を保

護・育成することに関わる活動であることか

ら，「文化的貢献活動」と命名した。第３因子

は，子どもに対してスポーツや野外活動，勉強

などの指導をすることで関わっていく活動を表

し，「子ども支援活動」と命名した。第４因子

は，高齢者施設・障害者施設の訪問や病人の補

助をする活動であることから，「社会福祉活動」

と命名した。第５因子は，自らが住む地域のイ

ベントやお祭り，自治会の手伝いなど，地域を

支えるための活動を表していることから，「地

域支援活動」と命名した。抽出された５因子に

ついて，クローンバックのα係数を算出したと

ころ，「環境整備活動」は０．７９，「文化的貢献活

動」は０．８１，「子ども支援活動」は０．７８，「社会

福祉活動」は０．７１，「地域支援活動」は０．７２で

あり，十分な信頼性が得られたといえる。

３ 高校入学までに体験したボランティア活動

の考察

� 中学時代の所属部・クラブ別「ボランティ

ア体験」（全体）

高校入学までに体験したボランティア活動に

関する５因子について，中学時代の所属部・ク

ラブ別に因子合成得点の平均値と標準偏差を算

出した（表３）。その際，同一項目で特定の因

子に０．３５以上の因子負荷量を示していることを

基準に，表２中に＊で示した項目を選び，因子

ごとに合計した。そして，その合計した得点を

項目数で割って，各因子の因子合成得点とし

た。従って，因子合成得点はすべて１点～５点

となり，容易に比較できる形になった。

まず，全体の得点を見ると，「環境整備活動」

が２．２０点で最も得点が高かった。以下，「地域

支援活動」（１．６５点），「社会福祉活動」（１．３２点），

「子ども支援活動」（１．２５点），「文化的貢献活

動」（１．０４点）となった。１９９３年に総務庁が行っ

た調査結果（１３）の中の，中学生が経験したことが

あるボランティア活動の回答（複数回答）をみ

ると，「自然や環境を守る（空き缶拾いなどの

リサイクル活動，道路・公園の清掃などの環境

整備，野生生物の保護など）」（７８．８％）の回答

が一番多く，次いで，「地域の歴史を掘りおこ

し，伝統文化やお祭りなどを守り育てる（地域

の伝統工芸・伝統芸能・遊びなどの教え合い，

地域のイベントやお祭りの手伝い，遺跡発掘の

手伝いなど）」（３０．３％）であり，同様の結果が

得られたことになる。調査対象者の抽出や調査

方法の違い等を考慮する必要はあるだろうが，

この１０年間，中学生が比較的高い頻度で体験し

ているボランティア活動は，大きくは変化して

いないと理解することができよう。また，従

来，ボランティア活動と称し，大挙して高齢者

施設や障害者施設に押しかける学校に対して，

「授業の一環としてボランティア体験学習など

を行う場合，理念と目的を明確にすることが強

く求められる」（１４）という指摘があったり，「ボラ

ンティア活動」というと社会福祉活動を強くイ

メージしがちであることが言われてきた。しか

し，本稿の調査結果をみると，実際には，それ

ほど「社会福祉活動」に偏っているわけではな
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表２ 高校入学までに体験したボランティア活動に関する因子分析（プロマックス回転後）

� � � � �

�．環境整備活動（α＝０．７９）

＊� 空き缶や牛乳パックなどのリサイクル活動 ．６２ －．０３ －．０３ －．１２ ．１０

＊� 空き缶拾い・草刈りなどの清掃活動 ．５６ －．０８ ．０２ ．０２ ．１１

＊� 歳末助け合い運動などの募金活動 ．５６ ．０１ －．０４ ．１１ －．０７

＊� 被災者・難民に救援物資を送る活動 ．３８ ．１５ ．０３ －．０１ －．０５

� 消防・防犯・交通安全に関する活動 ．２６ ．１９ ．１１ ．１０ ．０４

�．文化的貢献活動（α＝０．８１）

＊� 史跡などの観光施設の説明・案内 ．０５ ．７９ ．０４ －．０７ －．０３

＊� 遺跡発掘の手伝い －．０４ ．３６ －．１０ ．１４ ．００

＊	 博物館・美術館などでの作品説明や案内活動 －．０８ ．３５ ．１０ ．００ ．１０


 むらおこし・まちおこしに関わる活動 －．０９ ．３４ －．１０ ．０２ ．３７

� 手話や点字・朗読サービス ．１６ ．３０ ．０１ ．１６ －．０７

� エイズなどの難病を克服する人の支援活動 ．１８ ．２９ ．０８ －．０１ ．０１

 留学生や外国人の相談相手 －．０５ ．２０ ．１８ ．１１ ．０６

�．子ども支援活動（α＝０．７８）

＊� 子どもへのスポーツやレクリエーションの指導 －．０５ －．０４ ．８０ －．０２ －．０２

＊� 子どもへの野外キャンプの指導 －．０３ ．１５ ．４６ －．０９ ．０８

＊� 子どもの学習の面倒をみる活動 ．０７ ．００ ．４６ ．１０ －．０８

� 子どもの遊びの相手 ．１４ －．１０ ．３０ ．１６ ．１１

�．社会福祉活動（α＝０．７１）

＊� 高齢者施設の訪問 －．０５ －．０３ ．０１ ．６２ ．０２

＊� 障害者施設の訪問 ．００ ．０８ －．０４ ．５４ ．０５

＊� 病気の人の手助けや話し相手 ．０６ ．０９ ．１５ ．３６ ．００

� 野生生物や自然環境の保護活動 ．０７ ．１２ ．０４ ．２１ ．０８

�．地域支援活動（α＝０．７２）

＊� 地域のイベントやお祭りの手伝い ．０５ ．００ ．１１ －．０２ ．６５

＊� 町内や団地などの自治会の手伝い ．１６ －．０３ ．０１ ．００ ．５０

＊� 郷土料理・地域芸能などの地域文化の伝承 －．０２ ．１０ －．０６ ．１６ ．３６

因子間相関

� ．１６

� ．５１ ．２３

� ．４３ ．３３ ．４１

� ．５０ ．１５ ．４７ ．３５

林：高校生のボランティア学習の効果的な展開に関する検討 ５
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いことがうかがえる。「文化的貢献活動」のよ

うに，専門的な知識・技能が求められる活動に

関しては，体験度が低いが，「環境整備活動」

や「地域支援活動」のように，身近で活動しや

すいボランティア活動に対する取り組みは，広

がりつつあるのではないかと思われる。

次に，中学時代の所属部・クラブ別に，体験

してきたボランティア活動について検討する

（表３，図１）。

団体スポーツ系，個人スポーツ系，文化・芸

術系の部・クラブとも，「環境整備活動」，「地

域支援活動」，「社会福祉活動」，「子ども支援活

動」，「文化的貢献活動」の順で，得点が高く，

全体の傾向と同じであった。ただ，部・クラブ

別の活動に得点差があるので，そこに着目して

分析を試みた。分散分析の結果，「社会福祉活

動」について，部・クラブの影響が有意である

ことが示された（Ｆ＝４．２７，df＝２，ｐ＜．０５）。

TukeyのHSD法を用いた多重比較を行った結

果，文化・芸術系部・クラブと団体スポーツ系

部・クラブの得点間に，また，文化・芸術系

部・クラブと個人スポーツ系部・クラブの平均

値の間にも有意な差が認められた（ともに，ｐ

＜．００１）。

この結果から，中学生の時に，文化・芸術系

の部・クラブに所属していた高校生の方が，団

体スポーツ系・個人スポーツ系の部・クラブの

生徒よりも，「社会福祉活動」の経験が豊富で

あることがわかった。この背景には，吹奏楽や

合唱，手芸，囲碁・将棋といった具体的な部・

クラブをみてもわかるように，普段，部・クラ

ブで活動しているその成果を，高齢者施設や障

害者施設，病院といった場で，発表したり，活

かしたりしやすいということがあるのではない

かと思われる。文化・芸術系の部・クラブに所

属していた生徒にしてみれば，自分が取り組ん

でいることが社会的に役に立つことで，ボラン

図１ 中学時代の所属部・クラブ別「ボランティ

ア体験」（全体）

表３ 中学時代の所属部・クラブ別「ボランティア体験」（全体）
（５点満点）

�．環境整

備活動

�．文化的

貢献活動

�．子ども

支援活動

�．社会福

祉活動

�．地域支

援活動

団体スポーツ系

ｎ＝３９３

Mean

（SD）

２．１５

（０．８９）

１．０３

（０．１６）

１．２７

（０．５５）

１．２９

（０．５０）

１．６４

（０．７５）

個人スポーツ系

ｎ＝４０４

Mean

（SD）

２．２１

（０．８７）

１．０５

（０．２０）

１．２２

（０．４９）

１．３０

（０．５３）

１．６５

（０．７１）

文化・芸術系

ｎ＝１８６

Mean

（SD）

２．２７

（０．８９）

１．０４

（０．１８）

１．２７

（０．５９）

１．４２

（０．５７）

１．６５

（０．７３）

全体

ｎ＝９８３

Mean

（SD）

２．２０

（０．８８）

１．０４

（０．１８）

１．２５

（０．５４）

１．３２

（０．５３）

１．６５

（０．７３）

６ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第３号，２００３年



ティア活動が何か特別な活動であるという気負

いや抵抗を抱くことなく活動することができる

のかもしれない。また，生徒を受け入れる施設

側にしてみれば，入所者に対して，職員だけの

対応では限界がある活動を生徒がすることは，

入所者がより文化的な生活を送る一助として捉

えることができるであろう。また，開かれた施

設という認識が持たれることで，生徒も活動し

やすくなり，その活動の継続性や活動頻度の高

まりが期待できるのではないかと考えられる。

なお，「環境整備活動」，「文化的貢献活動」，

「子ども支援活動」，「地域支援活動」に関して

は，有意な差が認められなかった。

 中学時代の所属部・クラブ別「ボランティ

ア体験」（男女比較）

次に，男女別の比較・分析を行う（表４，表

５）。なお，ここでは，男子はこんな活動を，

女子はあんな活動をするべきだと主張するため

のものではなく，高校に入学するまでのボラン

ティア体験とその成果を活かし，それをさらに

効果的に高めていくための方向性を探るための

分析であることを付記しておく。

男女とも，「環境整備活動」，「地域支援活

動」，「社会福祉活動」，「子ども支援活動」，「文

化的貢献活動」の順で得点が高く，全体の傾向

と同じであった。ただ，これらの活動の中で

も，「環境整備活動」（男子２．０３点，女子２．３７

点），「社会福祉活動」（男子１．２６点，女子１．３８

表４ 中学時代の所属部・クラブ別「ボランティア体験」（男子）
（５点満点）

�．環境整

備活動

�．文化的

貢献活動

�．子ども

支援活動

�．社会福

祉活動

�．地域支

援活動

団体スポーツ系

ｎ＝２７２

Mean

（SD）

２．０４

（０．８８）

１．０４

（０．１９）

１．２７

（０．５７）

１．２５

（０．４８）

１．５８

（０．７４）

個人スポーツ系

ｎ＝１９８

Mean

（SD）

１．９８

（０．７９）

１．０５

（０．２２）

１．２２

（０．５２）

１．２５

（０．４５）

１．５８

（０．６９）

文化・芸術系

ｎ＝３１

Mean

（SD）

２．２６

（０．９６）

１．０１

（０．０６）

１．２９

（０．６６）

１．４３

（０．６９）

１．６８

（０．８８）

全体

ｎ＝５０１

Mean

（SD）

２．０３

（０．８５）

１．０４

（０．２０）

１．２５

（０．５６）

１．２６

（０．４９）

１．５９

（０．７３）

表５ 中学時代の所属部・クラブ別「ボランティア体験」（女子）
（５点満点）

�．環境整

備活動

�．文化的

貢献活動

�．子ども

支援活動

�．社会福

祉活動

�．地域支

援活動

団体スポーツ系

ｎ＝１２１

Mean

（SD）

２．３９

（０．８６）

１．０１

（０．０８）

１．２７

（０．５２）

１．３７

（０．５２）

１．７８

（０．７７）

個人スポーツ系

ｎ＝２０６

Mean

（SD）

２．４３

（０．８９）

１．０４

（０．１７）

１．２１

（０．４７）

１．３５

（０．５９）

１．７１

（０．７３）

文化・芸術系

ｎ＝１５５

Mean

（SD）

２．２８

（０．８７）

１．０５

（０．１９）

１．２７

（０．５８）

１．４２

（０．５５）

１．６４

（０．７０）

全体

ｎ＝４８２

Mean

（SD）

２．３７

（０．８８）

１．０４

（０．１６）

１．２４

（０．５２）

１．３８

（０．５６）

１．７１

（０．７３）

林：高校生のボランティア学習の効果的な展開に関する検討 ７
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点），「地域支援活動」（男子１．５９点，女子１．７１

点）の３つの活動において，男女の得点差の開

きが比較的大きかった。ここでは，さらに，中

学時代の所属部・クラブに着目しながら，ボラ

ンティア体験について男女比較を試みてみる。

�団体スポーツ系部・クラブの男女別ボラン

ティア体験

男女間の得点について，ｔ検定を行ったとこ

ろ，「環境整備活動」（ｔ＝３．５９，df＝３９２，ｐ

＜．００１），「社会福祉活動」（ｔ＝２．１３，df＝３９２，

ｐ＜．０５），「地域支援活動」（ｔ＝２．４２，df＝

３９２，ｐ＜．０５）において有意差が認められた。

つまり，これら３つの活動に関して，女子の得

点の方が，有意に高いことがわかった。

この結果から，中学時代に団体スポーツ系の

部・クラブに所属していた生徒に対してボラン

ティア学習の支援・援助をする際には，男女で

ボランティア活動の体験の仕方が異なることを

考慮することが求められよう。すなわち，同じ

ボランティアに関わる学習情報・機会を提供す

るにしても，「環境整備活動」，「社会福祉活

動」，「地域支援活動」については，女子の方が

活動経験が豊かであるから，より発展的で高度

な学習機会を，男子に対しては，女子の学習よ

りも基礎的・基本的な学習（１５）の機会を設けてい

くことが，各々のボランティア学習を効果的に

進めるためには有効であるのではないかと思わ

れる。

�個人スポーツ系部・クラブの男女別ボラン

ティア体験

�の場合と同様に，男女それぞれの平均点に

ついて，ｔ検定を行ったところ，「環境整備活

動」（ｔ＝５．４２，df＝３０３，ｐ＜．００１），「社会福

祉活動」（ｔ＝２．０５，df＝３０３，ｐ＜．０５）にお

いて有意差が認められ，この２つの活動につい

ては，女子の得点の方が，有意に高いことがわ

かった。なお，「地域支援活動」に関して，得

点差は「社会福祉活動」の場合よりも大きかっ

たが，検定の結果は，有意傾向が示されるに留

まった。

団体スポーツ系部・クラブ所属の生徒の場合

と同様に，「環境整備活動」と「社会福祉活動」

に関わる学習機会を提供する際には，女子に対

しては男子よりも応用的な学習機会を，男子に

対してはより取り組みやすい活動内容を設定す

ることが望ましいのではないかと思われる。

図２ 団体スポーツ系部・クラブ「男女別ボラン

ティア体験」

図３ 個人スポーツ系部・クラブ「男女別ボラン

ティア体験」

８ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第３号，２００３年
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�文化・芸術系部・クラブの男女別ボランティ

ア体験

�，�と同じように，男女間の得点につい

て，ｔ検定を行ったところ，５つ全ての活動に

おいて有意差は認められなかった。つまり，団

体スポーツ系・個人スポーツ系の部・クラブで

はいくつかの活動で男女差が認められていたも

のが，ここでは，どの活動も，男女とも同様の

活動傾向にあることが示された。文化・芸術系

部・クラブに所属していた生徒のボランティア

体験には，男女差がないことから，ボランティ

ア活動に関わる情報や体験の機会を提供する際

に，それぞれに対して同じようにボランティア

学習の支援・援助を行っても差し支えないもの

と考えられる。

� ま と め

高校に入学するまでに体験したボランティア

活動に関して，因子分析を行ったところ，「環

境整備活動」，「文化的貢献活動」，「子ども支援

活動」，「社会福祉活動」，「地域支援活動」の５

因子が抽出された。これらの活動に関わるボラ

ンティア学習の進め方について，その方向性を

探り，まとめとしたい。

本稿で調査対象とした高等学校の所在地であ

る埼玉県の福祉教育・ボランティア教育の状況

をみると，「県社協指定としては県内全小・

中・高校のうち約半数を指定し，さらに市町村

社協独自指定を含めると約７割もの学校が指定

を受けたことになり，指定事業によって県域全

体で広く福祉教育を普及できたと考えられる。

また，今後も約９割の市町村社協で独自指定事

業継続が予定されており，地域性に応じた市町

村単位での独自指定事業によって未指定校につ

いても普及が図れることが予想される。」（１６）と

なっている。指定事業による普及は県内全域に

おいてほぼ終了したという段階での実情が，本

稿の調査結果に表れていると捉えてもよいだろ

う。つまり，学校教育を通してのボランティア

教育等の普及は限界にきており，これからは，

社会教育と家庭教育が，その役割を担っていく

べきであると考えられる。

例えば，「環境整備活動」をみると，他の４

つの活動よりは比較的活発に取り組まれている

活動であるが，５点満点中の２．２０点であること

を考えると，まだ伸びる可能性が秘められてい

るように思われる。この活動は，学校教育，社

会教育，家庭教育，いずれの分野でも取り組み

やすいと思われるが，特に家庭教育での取り組

みを期待したい。教育改革国民会議報告「教育

を変える１７の提案」（２０００年）の中に，“教育の

原点は家庭であることを自覚する”とあるよう

に，身近で容易に取り組みやすい活動，あらゆ

る活動の核となり得る活動こそ，家庭教育で取

り組むことが望ましいと思われる。林（１７）は，家

庭の持つ影響力が大きい点として，学校や地域

社会と比べてその集団を構成している人々との

信頼関係の形成の仕方が，より確固たるもので

あることを指摘している。そうした家庭におい

て，ボランティア学習の基盤が確立されること

は，家庭を離れて活動の場を広げたり，そのレ

図４ 文化・芸術系部・クラブ「男女別ボランティ

ア体験」

林：高校生のボランティア学習の効果的な展開に関する検討 ９



ベルを高めていく際に，非常に有効ではないか

と考えられる。

また，「子ども支援活動」や「地域支援活動」，

「文化的貢献活動」は，社会教育でこそ，より

充実した活動が展開できるのではないかと思わ

れる。ボランティア活動の充実に関して，「学

校には期待していません。奉仕活動はむしろ，

社会教育の場でやることを期待したほうがよい

でしょう」（１８）という声も聞かれるくらいである。

中央教育審議会中間報告『子どもの体力向上の

ための総合的な方策について』（２００２年）の中

で，「地域において子どもが体を動かすための

環境整備」が方策として掲げられ，「スポーツ

ふれあい広場」や「総合型地域スポーツクラ

ブ」（１９）などによる時間，空間，仲間の確保が図

られようとしている。あるいは，通学合宿研究

会の調査結果（２０）では，通学合宿の実施団体は全

国で１５４団体（２０００年２月現在）あり，年々増

加傾向にあることが指摘されている。このよう

に，地域社会での受け皿が着々と整いつつある

中，あとは，それらに対する子どもたちの認知

度をいかに高めて，ボランティア学習の場に繋

がり得るという意識を涵養するかに懸かってく

ると思われる。「社会福祉活動」に関しても，

全国の少年自然の家・青年の家，あるいは，社

会福祉協議会・ボランティアセンターが中心と

なって，完全学校週五日制に対応したプログラ

ムや長期休業を利用した事業を展開する動きが

随分見られるようになってきている（２１）。また，

最近では，全国体験活動ボランティア活動総合

推進センターの今後の動向も注目を集めるよう

になっている（２２）。これらの学習機会を活用する

ことによって，学校教育では対応することが困

難な子どもの多種・多様なニーズ・レベルなど

に応じたボランティア学習を展開する可能性

が，大きく開かれてくるものと思われる。

それでは，学校教育の役割は何であろうか。

伊藤（２３）は，学校教育に関して，「経験知，感性，

知恵の面で，ひいては子どもの人間形成にとっ

て万能ではない。このため，学校はボランティ

ア活動などの体験学習を導入して学校教育の社

会教育化を図っているが，この種の活動は不可

測性の乏しい，予測されたモデル社会である学

校のみで行うには限界がある」として，学社融

合の重要性を唱えている。このことを勘案すれ

ば，学校教育は学社融合を念頭に置きながら，

学校の内外における子どものボランティア体験

を把握した上で，ボランティア学習を展開する

ことが求められるのではないかと思われる。地

域の社会福祉協議会・ボランティアセンター等

と連携しながら，地域社会で行われている活動

や家庭で取り組むことのできる活動に関して，

可能なかぎり多種・多様，かつ大量に情報を蓄

積しておき，子どものニーズに合わせて，情報

や学習機会を提供することが求められよう。今

日，大学や短期大学等の高等教育機関にボラン

ティアセンターを設置して，学生のボランティ

ア需要に対応する動きが見られるが，小・中・

高校においても，それに類する機能が求められ

ているのではないかと思われる。また，学校

が，従来のように自ら，ボランティア学習を企

画・実践することも想定されるであろう。その

際には，本稿で指摘したように，それまでに体

験してきたボランティアの分野・領域及びその

頻度を考慮した上で，ボランティア学習の内

容・レベルなどを慎重に設定・提供していくこ

とが望まれる。

注記・引用文献

� 讃岐は，ボランティア学習の局面を，次の３つに

分けている。�ボランティアになるための学習活動，

�ボランティア活動のなかでの学習活動，�学習成

果の活用としてのボランティア活動（讃岐幸治，「学

校教育とボランティア学習」，日本ボランティア学習

協会編『小・中・高等学校・大学におけるボランティ

ア学習の評価のあり方についての調査研究報告

書』，１９９９，pp.８―１１）
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ボランティア学習の３つの概念を使用しているが，

それぞれ以下のように定義する。

ボランティア活動：自発性・主体性，無償性・非

営利性，公共性・社会性，先駆性・創造性などを特

性とする活動のこと。

ボランティア体験：意図的・制度的に行われるボ

ランティア活動を体験すること。

ボランティア学習：ボランティア体験したことの

意味づけを行い，気づきと内省，発想と創造を大切

にする学びのこと。また，これら３つの概念は，次

のような関係にあると考えられる。ボランティア活

動は，その特性に自発性があるように，本来は自律

的な活動である。その活動を，教育的に編成し，プ

ログラム化して，他律的に活動を進めることがボラ

ンティア体験である。そして，その体験を体験至上

主義で終わらせないために，ふりかえりを重視し，

より豊かな学びへと高めることがボランティア学習

である。よって，教育現場では，「ボランティア学

習」として捉えることが適切であると思われる。

� 社会福祉法人全国社会福祉協議会・全国ボラン

ティア活動振興センター，『ボランティア活動年報

２００１年（ボランティアセンター事業年報）』，２００２，

pp.４―５

� 読売新聞（２００２年１０月１４日朝刊）

� 伊藤俊夫，「ボランティア・その学習と活動」，伊

藤俊夫編『学校と地域の教育力を結ぶ―子どもたち

に豊かな体験を―』，財団法人全日本社会教育連合

会，２００１，pp.２１―２８

� 林幸克，「奉仕活動・ボランティア活動の領域・分

野」，長沼豊編 教職研修総合特集『子どもの奉仕活

動・ボランティア活動をどう進めるか』（読本シリー

ズ№１５５），教育開発研究所，２００２，pp. ４２―４５，特定

非営利活動促進法（通称NPO法）（１９９８年）の１２の

活動領域の例示などを参照されたい。

	 この指標であるが，部・クラブを積極的に選択し

た生徒については有効であると思われるが，そうで

ない生徒については，必ずしも有効とは限らないこ

とを付記しておきたい。生徒が部・クラブを選択す

る際には，積極的選択と消極的選択，その中間的な

選択が想定される。消極的選択者や中間的選択者は，

地域のスポーツクラブなどで活動していること，別

の習い事などによる時間的制約があることなどを理

由に，積極的に選択していない（できない）ことが

考えられる。また，部・クラブの活動状況・実態に

は，学校の伝統や顧問の配置状況の違いなど，様々

な実情があると思われる。それによって，生徒の参

加の仕方が変わることもあろうが，そうした多様な

状況・実態については，本稿では取り上げていない。

本稿の調査では，部・クラブの選択や関わり方には

言及せず，生徒が所属していた部・クラブは何かと

いう問いで，その名称の記述を求めるにとどめてい

る。したがって，部・クラブの選択の仕方等につい

ては，今後の課題として，稿を改めて具体的に検討

していきたいと考えている。

� 林幸克・谷井淳一，「青少年教育施設におけるボラ

ンティア研修会の効果に関する検討」，『国立オリン

ピック記念青少年総合センター研究紀要』創刊号，

国立オリンピック記念青少年総合センター，２００１，

pp.９―１９

� 前掲

� 部・クラブは，自由記述をもとに，次のような３

タイプに分類した。

�団体スポーツ系：野球，バスケットボール，ソフ

トボール，バレーボール，サッカー，ハンドボー

ル

�個人スポーツ系：テニス，陸上，卓球，剣道，バ

ドミントン，体操，水泳，柔道，少林寺拳法，弓

道，ボート

�文化・芸術系：演劇，パソコン，華道，吹奏楽，

美術，フラワーデザイン，茶道，科学（技術），

英会話，家庭・調理・手芸，囲碁・将棋，写真，

合唱など

� 財団法人日本青少年研究所（『平成１１年度調査事業

中学生・高校生の日常生活に関する調査報告書

日本・米国・中国の３カ国の比較』，２０００，pp. １２―

１３）によると，中学生の所属クラブについて，スポー

ツ系６５．４％，文化系２１．２％という結果を得ている。

� ボランティア活動の具体的な活動分野・領域につ

いては，�総務庁青少年対策本部，『「青少年のボラ

ンティア活動に関する調査」報告書』，大蔵省印刷

局，１９９４，�特定非営利活動促進法（通称NPO法）

（１９９８年），�林幸克，「高齢者のボランティア意識

の形成に関する研究―「自発性」の育成に着目して

―」，『ボランティア学習研究』第２号，日本ボラン

ティア学習協会，２００１，pp.６３―７０を参考にした。

� 前掲�，�，pp.３５―３６，８６

� 社会福祉法人全国社会福祉協議会・全国ボラン

ティア活動振興センター，『福祉教育ワークブッ

ク』，１９９９，pp.６５―６７

� ボランティアに関わる基礎的・基本的な学習とし

て，�ボランティアが多種多様な分野・領域に広

がっていることを理解すること，�自分の身近な所

にも様々な活動機会があることに気づくこと，�普

段あまり接することがない他者とのコミュニケー

ションのとり方について学ぶことなどが想定される。

� 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会（埼玉県ボラ

ンティアセンター），『さいたまの福祉教育』，２０００，

pp.１―３

� 林幸克，「ボランティア活動実践のための環境整備

に関する研究―中学生の意識分析を通して―」，『日

本生涯教育学会論集』２１，日本生涯教育学会，２０００，

pp.６５―７２
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� 寺脇研，「奉仕活動とボランティア活動のすすめ」，

『月刊生徒指導』２００２年８月号，学事出版，pp.１２―

１５


 鈴木漠，「地域のスポーツ活動」，前掲�，pp.１１３

―１１８

� 通学合宿研究会，『通学合宿の全国調査―その実態

と事例―』，２０００，pp.４―２０

� 具体的な活動事例としては，国立淡路青年の家，

『平成１２年度主催事業 ボランティア活動セミナー

報告書』，２００１，社会福祉法人越谷市社会福祉協議

会，『第１８回青少年ボランティアキャンプ報告

書』，２００１，などを参照されたい。

� 財団法人全日本社会教育連合会，『社会教育』２００２

年１０月号，pp.６―７

� 伊藤俊夫「学社融合論の発議」，伊藤俊夫編『学社

融合』，財団法人全日本社会教育連合会，２０００，pp.

１５―２０
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