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【要旨】

現在，日本各地で子どもたちを対象とした勤労体験学習が実施されている。紀要第３号では，

地域組織が主体となって実施する勤労体験学習の実践を取り上げ，実践の紹介をするとともに，

勤労体験学習を受け入れた地域住民への聞き取り調査を通して，実践の効果を明らかにしていく

ことを試みた。本稿は，同実践に参加した生徒への質問紙調査を中心に，生徒の地域社会に対す

る態度および進路決定など，実践に参加した生徒に関する効果を明らかにすることを試みるもの

である。調査の結果，地域に顔見知りの大人がより多くいる生徒のほうが，地域社会に対して積

極的かつ協同志向的な態度を示す傾向があること，勤労体験学習への参加によって，生徒の地域

社会への親しみが増したり，地域に知り合いが増えたりすること，勤労体験学習への参加は，生

徒の進路や職業選択・決定によい効果を発揮することなどが明らかになった。
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� はじめに

現在，家族形態や地域社会の変容などによる

子どもたちの自然体験・社会体験・生活体験等

の直接体験の不足がしばしば指摘され，それら

に対処すべく様々な取り組みが実施されてい

る（１）。子どもたちの成長を支援するためには，

もはや，学校と地域社会の連携・協働（２）は必須

であるといえる。

本稿は，直接体験活動の１事例として，地域

の組織や団体が事業の中心となって進める勤労

体験学習（３）として注目を集めている，川崎市の

臨港中学校区地域教育会議が実施した『夏休み

体験学習』を取り上げ，実践の効果を探ること

を目的とする。

ここでいう効果として，「�参加した生徒の

成長や意識変化等の効果」「�教師の意識変化

など，学校や教師に対する効果」「�生徒を受

け入れた地域住民の意識変化等の効果」の３つ

が想定される。最終的にはこれら３つの視点か

日本女子大学大学院（Graduate School, Japan Women’s University）

【報告】

宮地：地域組織主導の「勤労体験学習」の実践と効果� １９３



ら総合的に効果を検討する必要がある。なお，

「�生徒を受け入れた地域住民の意識変化等の

効果」については，すでに調査を実施している

（次章参照）。そこで今回は，「�参加した生徒

の成長や意識変化等の効果」について明らかに

することを試みることとする。この試みを通し

て本実践を振り返り，今後の活動の参考にする

とともに，実践から得られた知見を紹介するこ

とを意図している。

参加した生徒の成長や意識・態度の変化を明

らかにするために，参加した生徒（活動を希望

し，参加した１～３年生）を対象として，『夏

休み体験学習』活動前と活動後に，質問紙調査

を実施した。実施期間および対象者数は以下の

とおりである。

�活動前（２００２年７月中旬に実施）対象者数：

１５８人（全回収）

�活動後（２００２年９月末に実施）対象者数：

１３０人（全回収）

調査では，生徒の地域社会に対する態度およ

び生徒の進路決定に関すること，夏休み体験学

習の感想などについて聞いている。なお本調査

は，臨港中学校の協力のもと，事前および事後

のそれぞれに生徒に記名を求め，分析では対応

のあるデータとして平均の差を検定している。

� これまでの調査および地域教育会議

および『夏休み体験学習』の概要

これまで，上記の「�生徒を受け入れた地域

住民の意識変化等の効果」を明らかにするため

に，２００１年夏に実施された『夏休み体験学習』

において，生徒の受け入れ先となった民間の商

店を対象として，２００２年５月に聞き取り調査を

行った（４）。調査では，『夏休み体験学習』の実

施によって，受け入れ先の地域住民は少なから

ず変化をし始め，受け入れ先地域住民と参加し

た生徒との間に，以前は存在しなかった，大人

と生徒がお互い声をかけられるような関係が創

出されつつあるという事が明らかになった。ハ

ウス（House, J.S）のSocial Support（社会的支

持）概念（５）の１つemotional support（情緒的支

持）つまり，同情や共感，配慮，信頼など，人

と人の情緒的な結びつきを強化するようなSup-

port（支持）が，『夏休み体験学習』の副産物

として地域社会に生まれてきたといえる。この

ことは地域の教育力（６）を高めることにつながる

ものである。

生徒への質問紙調査の考察をする前に，ま

ず，地域教育会議および『夏休み体験学習』に

ついて概観しておきたい（７）。川崎市の地域教育

会議は，地域住民，地域団体，学校，行政機関

等で組織された地域住民参加型の地域教育のた

めのネットワーク組織で，市内の７行政区，５１

中学校区すべてに設置されている。臨港中学校

区地域教育会議は１９９８年に発足した。目的に

は，「地域で子どもを育む」「住民の生涯学習を

活発に」の２つが掲げられている。委員は，町

内会，団体の代表，学校関係者，行政機関，住

民委員で構成されている。事業は生徒の夏休み

体験学習のほか，中学校のオープン教室，子ど

も１１０番，子ども会議，とことんトーク，わく

わく音楽会，地区懇談会，広報誌「地域のわ」

発行などがある。『夏休み体験学習』は１９９９年

から毎年夏休みに実施されている。福祉施設で

のボランティア体験や各種事業体での勤労体験

の２つの体験学習に加え，生徒の地域参加を促

進すべく，町内会のおみこしかつぎ，２００２年度

からは盆踊り大会での「ソーラン節」を披露す

る機会を生徒に提供している。運営は，事務

局，教師，地域教育会議メンバー，卒業生（高

校生，大学生），外部協力者（筆者ら）などに

よる企画担当者会議で行っている。参加者（参

加は生徒の意志による自由参加）の募集，オリ

エンテーションや調整など，地域教育会議が中

心となり学校と連携をとりながら進めている。

夏休み期間中は校長室を開放し，地域教育会議
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が中心となり，体験後のアンケート書きなど，

生徒のフォローを行っている。また，体験の現

場を地域教育会議や教師が訪ね，生徒を励ます

などの活動もしている。２００３年度からは，生徒

の中から実行委員を募り，受け入れ先に事前に

関係書類を持って挨拶に行くなど，事業そのも

のへの生徒の参画の度合いは年を重ねる毎に増

加している。

� 生徒への質問紙調査の結果と考察

１ 地域社会に対する意識や態度に関すること

前述したように，本調査は『夏休み体験学習』

実施前後に参加生徒に質問紙による調査を実施

した。事後調査において，『夏休み体験学習』

に参加した感想について聞いている。表１の項

目について当てはまるもの全てに○をつけても

らったところ，以下のような結果となった（表

１）。

「楽しかった」１０７人（８２．３％），「またやって

みたいと思う」９５人（７３．１％）という結果がし

めすように，概ね生徒は体験に対して肯定的な

イメージを持っている。また，「将来の進路へ

の参考になった」４７人（３６．２％）と３分の１強

の生徒は，体験が自身の進路への参考になった

と回答している（進路決定に関することについ

ては後述する）。

さらに，地域社会に対する意識や態度につい

てみると，「地域に知り合いができた」１９人

（１４．６％），「地域への親しみが増した」２１人

（１６．２％）と，他の項目と比べ回答はすくない

ものの，約１５％の生徒が，地域に知り合いがで

き，体験により地域への親しみが増したようで

ある。

生徒の意識レベルにおいては，地域における

体験によって，地域との新たな関係が芽生えつ

つあることがわかる。また，「楽しかった」「ま

たやってみたいと思う」という回答は約８割も

あることから，多くの生徒は地域においてそれ

ぞれ有意義な体験をしたことがうかがえる。

さらに，調査では，体験学習への参加による

生徒の地域社会への態度の変容について明らか

にするために，「地域社会への態度尺度」（田中

他，１９７８）（８）をもとに，調査票を作成し，体験

学習の事前事後の縦断的調査を試みた。質問項

目は表２のとおりである。「地域社会への態度

尺度」は，成人一般を対象として住民の「コミュ

ニティ意識」を測定する尺度である。「積極性

―消極性志向」と「協同志向―個別志向」尺度

の２つの下位尺度によって構成されている。本

調査では，生徒が回答することを考慮し，質問

項目を生徒が考えやすい内容（言葉）に置き換

えている。これらの項目について，「そう思う」

「どちらかといえばそう思う」「どちらともい

えない」「どちらかといえばそうは思わない」「そ

うは思わない」の中から１つを選んで回答して

もらい，それぞれ，５点，４点，３点，２点，

１点として，実施前と後の結果について，それ

ぞれの平均を比較し，同時に対応のあるデータ

として平均の差の検定を実施した。なお否定的

な質問項目（�）については，「そう思う」に

１点，「そうは思わない」に５点を割り当てて

いる（表２）。

今回の調査では，期待していた実施後の変

化，つまり実施前より実施後の方が，地域社会

に対して，積極性および協同志向な態度（上述）

を示す回答率が増加するということを示すこと

ができなかった。確かに夏休み期間中という極

表１ 夏休み体験学習の感想（事後調査より）（MA）

（人）（％）

楽しかった １０７ ８２．３

またやってみたいと思う ９５ ７３．１

地域に知り合いが増えた １９ １４．６

地域への親しみが増した ２１ １６．２

将来の進路への参考になった ４７ ３６．２

その他 ８ ６．２ Ｎ＝１３０
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めて短期間の勤労体験学習への参加によって，

直ちに生徒の地域社会に対する態度が変わるも

のではないともいえる。ただし，前述したよう

に地域への親しみが増したという生徒も少なく

ない（表１）。変化の芽は確かに芽生えている

といえるだろう。

なお，事前の調査票には，「地域で，親や親

戚以外で，顔見知りの大人はいますか。」とい

う項目も設けている。０～１０人いると回答した

グループと１１人以上いると回答したグループと

に分け，表１のそれぞれの項目について，２つ

のグループの平均の差を比較してみたところ，

以下のような結果を示した（表３）。

特に，「�地域の子ども会の世話をしてくれ

と頼まれたら，引き受けてもよいと思う。」「�

地域のみんなと何かすることで，自分の生活を

よりよく，豊かにしたい。」の２項目について

は，顔見知りの多い生徒の得点が有意に高い結

果を示し，「�地域で顔見知りの大人とすれ

違った時は，自分から進んであいさつをする。」

「�今すんでいる地域に，誇りとか愛着のよう

なものを感じている。」の２項目については，

顔見知りの多い生徒の得点が高い傾向を示し

た。

これらの結果から，地域において親や親戚以

外の顔見知りの大人が多いと回答した生徒の方

が，少ないと回答した生徒に比べて，地域社会

に対する態度が，積極的かつ協同指向的である

ということがいえる。地域において，大人と子

どもが顔見知りの関係であることの重要性はた

びたび指摘されるが，本調査の結果からも同様

の指摘ができる。

２ 進路決定に関すること

表１にあるように，事後調査において，「将

来の進路への参考になった」と回答した生徒は

３６．２％と３分の１強にのぼる。勤労体験を通し

て，生徒は将来の進路決定に向けて，何らかの

表２ 地域社会に対する態度の変化

前 後

�地域の商店街を活性化するための話し合いに，中学生として参加できるとしたら，

ぜひ参加したい。Ｎ＝１２３
３．０３ ３．０２

�地域の子ども会の世話をしてくれと頼まれたら，引き受けてもよいと思う。Ｎ＝１２４ ３．４２ ３．１５ ｐ＜．０１

�地域の生活環境をよくするため，町内美化活動があればできるだけ参加したい。

Ｎ＝１２４
３．０４ ２．７５ ｐ＜．０５

�地域で顔見知りの大人とすれ違った時は，自分から進んであいさつをする。Ｎ＝１２２ ４．０８ ３．９８

�市長さんに，町をよくすることについて，提案してみたい。Ｎ＝１２０ ２．７４ ２．７３

�近所の顔見知りの人とは親しくしたいが，知らない人とはそれほど親しくなりたい

とは思わない。Ｎ＝１２３
３．０９ ３．１５

	子どもや高齢者にとって安全な町にする話し合いに中学生として参加できるとした

ら，ぜひ参加したい。Ｎ＝１２４
３．１２ ２．９０

�地域のみんなと何かすることで，自分の生活をよりよく，豊かにしたい。Ｎ＝１２２ ３．６６ ３．５５


近所に，ひとり暮らしの高齢者がいたら，その高齢者のために，日常生活の世話を

してあげたい。Ｎ＝１２２
３．１４ ３．２３

�この町をよくするための活動に，中学生としてできることがあれば，ぜひ参加した

い。Ｎ＝１１９
３．２９ ３．２８

�今すんでいる地域に，誇りとか愛着のようなものを感じている。Ｎ＝１２０ ３．０９ ２．９９
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参考を得ているようである。

さらに，体験学習への参加が生徒の進路決定

に関してどのように影響を与えるかということ

について，進路不決断尺度（清水，１９９０）（９）の

一部を援用し調査票を作成，体験学習の事前事

後の変化を明らかにすることを試みた。「進路

不決断」とは，進路を決定できない状態を表す

概念である。「進路不決断尺度」は中学生を対

象として作成され，「進学（職業）」に関する「決

定不安」「選択葛藤」「相談希求」「障害不安」「外

的統制」「情報不足」「モラトリアム」「準備不

安」の尺度があり，それぞれの尺度は５つの質

問項目によって構成されている。それぞれの尺

度の中から，本実践の内容と照らし合わせて，

本調査の質問項目として相応しいと思われる１

つの質問項目（情報不足に関しては２つ）を抜

き出し，９項目で構成した。実践の効果を探る

手掛かりとするには十分であると考えられる。

質問項目は表４のとおりである。表４の項目に

ついて，「そう思う」「どちらかといえばそう思

う」「どちらともいえない」「どちらかといえば

そうは思わない」「そうは思わない」の中から

１つを選んで回答，それぞれ，５点，４点，３

点，２点，１点とし，実施前と後の結果につい

て，それぞれの平均を比較し，同時に対応のあ

るデータとして平均の差の検定を実施した。な

お否定的な質問項目（�������）につ

いては，「そう思う」に１，「そうは思わない」

に５を割り当てている（表４）。

表４が示すとおり，ほとんどの項目におい

て，事後調査の得点が高くなっている。

特に，「いろいろなことに興味があるので，

どこを進学先にしたら（将来の職業を選んだら）

よいのかわからない。」「�何かの影響で希望す

る進学先に入学（職業につくことが）できなく

なるのではないかと心配になる。」の２つの項

目については実施後の得点の方が有意に高い。

勤労体験は，生徒の進路や職業選択・決定に関

表３ 顔見知りの人数との関係（事前調査より）

０～１０人 １１人～

�地域の商店街を活性化するための話し合いに，中学生として参加できるとしたら，

ぜひ参加したい。Ｎ＝１５６
３．０１ ３．１７

�地域の子ども会の世話をしてくれと頼まれたら，引き受けてもよいと思う。Ｎ＝１５５ ３．３０ ３．７６ ｐ＜．０５

�地域の生活環境をよくするため，町内美化活動があればできるだけ参加したい。

Ｎ＝１５５
２．９３ ３．１９

�地域で顔見知りの大人とすれ違った時は，自分から進んであいさつをする。Ｎ＝１５５ ４．０３ ４．３６ ｐ＜．１０

�市長さんに，町をよくすることについて，提案してみたい。Ｎ＝１５４ ２．７６ ２．８６

�近所の顔見知りの人とは親しくしたいが，知らない人とはそれほど親しくなりたい

とは思わない。Ｎ＝１５６
３．０７ ３．３８

	子どもや高齢者にとって安全な町にする話し合いに，中学生として参加できるとし

たら，ぜひ参加したい。Ｎ＝１５６
３．０４ ３．１０

�地域のみんなと何かすることで，自分の生活をよりよく，豊かにしたい。Ｎ＝１５６ ３．５６ ３．９１ ｐ＜．０５


近所に，ひとり暮らしの高齢者がいたら，その高齢者のために，日常生活の世話を

してあげたい。Ｎ＝１５３
３．１２ ３．３１

�この町をよくするための活動に，中学生としてできることがあれば，ぜひ参加した

い。Ｎ＝１５３
３．３０ ３．３２

�今すんでいる地域に，誇りとか愛着のようなものを感じている。Ｎ＝１５２ ３．０４ ３．３９ ｐ＜．１０
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して，プラスの効果を与えていると推測される

だろう。

参加した生徒の中には，将来，就きたい職業

を体験先として選択し，意欲的に参加している

生徒もいる。

「私は看護婦さんになりたいと思っているの

で，聴診器をあてたり，血圧計のやり方を教

えてもらったり，勉強になりました。１日の

体験でずっと立ちっぱなしで疲れるのに，本

当の看護婦さんは，毎日こんな仕事をしてる

なんてすごいと思いました。でもやっぱり，

看護婦さんになりたいです。（１年生女子）」

「将来，看護婦になりたいので，今日の体験

はとても貴重な時間でした。午前も午後も

ずっと立ちっぱなしだったので疲れたけど，

いい思い出になりました。普段何気なく行っ

ている病院も裏から見ると，とても大変な所

だということが分かりました。これから役立

てるようにがんばります。（３年生女子）」

（実施後の生徒の感想より）

上記の感想からも見て取れるように，これら

の生徒にとっては，『夏休み体験学習』がより

生徒の将来ビジョンを明確にすることにつなが

るなどの効果もあるといえる。ただ，今回の調

査では，地域社会における勤労体験と進路決定

との関連について，言い換えれば，生徒自身が

住んでいる地域において活動するということが

生徒にどのようなインパクトを与えるかという

点については，明確に導き出すことができてい

ない。つまり，本調査では，生徒の変化に対し

て，住んでいる地域での活動が直接作用してい

るとは言い切ることはできない。とはいえ，地

域における勤労体験活動が，生徒になんらかの

影響を与えていると解釈することは可能であ

る。地域における勤労体験活動の特殊性の解明

については今後の課題である。

� おわりに

以上の結果および考察をまとめると，以下の

結論を導くことができる。

�生徒自身，地域に顔見知りの大人がより多

くいるほうが，地域社会に対して，積極的

表４ 進路決定に関する変化

前 後

�進学先（将来の職業）を決めることについて不安がある。Ｎ＝１２２ ２．７３ ２．８６

いろいろなことに興味があるので，どこを進学先にしたら（将来の職業を選んだら）

よいのかわからない。Ｎ＝１２２
２．９６ ３．２７ ｐ＜．０５

�進学（職業選択）の問題は重要なことなので，誰かと相談したい。Ｎ＝１２２ ３．７６ ３．７０

�何かの影響で希望する進学先に入学（職業につくことが）できなくなるのではない

かと心配になる。Ｎ＝１２３
２．５９ ２．８９ ｐ＜．０５

�自分の努力や能力よりも，他からの影響で進学先（職業）決まることが多い。

Ｎ＝１２０
３．２７ ３．４０

�自分の興味・関心がよくわからないので，進学先（将来の職業）が決まらない。

Ｎ＝１２３
３．５９ ３．５７

�進路先を決めるために必要な具体的な情報がないので進学先（将来の職業）が決ま

らない。Ｎ＝１２３
３．１５ ３．２３

�進学（将来の職業）のことを真剣に考えたことがない。Ｎ＝１２３ ３．５９ ３．６６

�希望する進学先（将来の職業）はあるが，これが最良なのかどうか不安である

Ｎ＝１２４
２．７８ ２．９８
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かつ協同志向的な態度を示す傾向がある。

�『夏休み体験学習』への参加によって，生

徒の地域社会への親しみが増したり，地域

に知り合いが増えたりしている。

�地域組織が実施することの特殊性は見いだ

せないが，『夏休み体験学習』への参加は，

生徒の進路や職業選択・決定において，よ

い効果を発揮するといえる。

地域社会への態度に関する事前・事後の縦断

調査においては，期待していた結果を得ること

ができなかった。しかし，逆に言えば，夏休み

期間中の１度の体験によって，すぐに生徒の態

度が変わるということは考えにくい面もある。

とはいえ，生徒の地域社会に対する態度は変化

をみせているということは，調査結果（表１）

からも明らかになっている。こうした実践の積

み重ねによって，少しずつ生徒の態度は変化を

遂げていくのでないだろうか。

上記�の傾向との関連においてみてみると，

今回の体験によって生徒の地域での顔見知りの

人の数は増えたといえる。顔見知りの大人が多

くいるほうが，地域社会に対して，積極的かつ

協同志向的な態度を示す傾向があるという結果

からすると，顔見知りが増えたこと自体，生徒

と地域との関係が密になることにつながったと

考えることもできるだろう。

また，生徒の受け入れによって，地域の大人

の生徒に対する見方が変わることにより，地域

社会において，生徒を見守る，声をかけやすく

なるという情緒的支持（支援）ともいえるよう

な新しい関係が生まれる（１０）ということも考慮す

ると，生徒と地域の大人との直接的なふれあい

体験は，両者の地域における関係性をより親密

なものにし，ひいては地域の教育力を高めるこ

とにつながるに違いない。

そして，生徒にとって身近な地域における勤

労体験学習は，生徒の進路選択・決定の過程に

おいてもプラス効果があり，学校における進路

指導に対しても効果を発揮しているということ

も，実践の大きな効果である。

最後に今後の課題を述べておきたい。まず

は，より効果的な効果の測定方法の検討が必要

である。特に，地域組織が主体となって行われ

るということとの関連において，地域づくり及

び生徒の成長発達においてどのような効果があ

るのかを検証する必要がある。さらに，教師の

意識変化など，学校や教師に対する効果も検討

していく必要がある。実践中，参加している教

師から話を聞くと，事業の実施によって生徒さ

らには学校全体が変化してきていると教師自身

が自己評価し，それによって教師の地域への関

わり方や意識に変化が生まれてきているという

ことをうかがうことができた。今後，ヒアリン

グなどを通してこれらの影響や効果に関して実

証的に検証していきたい。

本研究は佐藤のいう「コラボレーション型研

究」（１１）であると捉えている。今後も『夏休み体

験学習』の企画・運営など実践活動に参加する

とともに，対象者へのヒアリング調査，質問紙

調査などを実施するなどの研究活動を通して，

効果的な実践へとつなげていきたいと考えてい

る。

付記

本稿執筆にあたり，臨港中学校区地域教育会

議，臨港中学校の皆様にご協力をいただきまし

たことを心よりお礼申し上げます。

なお，本実践には筆者自身，外部協力者（ボ

ランティア）として企画・運営に関わっている。
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