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Ⅰ　はじめに

近年，生涯学習・社会教育の領域では青少

年の体験活動が注目を集め，諸審議会の答申

や社会教育法の改正等を受けて，様々な施策

が展開されている。体験活動と呼ばれる活動

の多くが青少年教育団体などによって古くか

ら行われてきたものであり，教育実践として

特段新しいものではないとはいえ，政策的な

動きの中で社会的な課題と結びつけられ，改

めて注目・期待されている状況であるといえ

る。

しかし，体験活動への教育的な期待がよせ

られる一方で，期待される「体験」の内実や

意義，あるいは課題や危険性について，これ

まで十分な検討がなされてこなかったことも

事実であろう。「体験」概念の原理的な検討

は，実践の意味を問い直し，誤解や矮小化を

防ぐためにも不可欠の作業であろうが，従来

の体験活動をめぐる議論において，このよう

な視点はほとんど意識されてこなかったと言

える。このことは，体験活動の実践にのみ議

論が集中し，「体験」の内実や意義といった，

本来実践の指針となるべき理念に関わる議論

が十分になされてこなかったということでも

ある。

本論では，以上のような問題意識から体験
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活動をめぐる議論を検討し，「体験」の内実

や意義がどのような点で明確なものとなって

いないかを明らかにした上で，実践的な課題

も踏まえつつ，「体験」概念を捉えるための

視座を提示するための作業を行う。具体的に

は①「体験」とは何か，②なぜ「体験」なの

か，③「体験」をどのように組織するか，の

3つの視点を取り上げ，体験活動をめぐる研

究上の課題の明確化を試みる。

①と②は，体験活動における「体験」概念，

およびその議論のされ方にどのような課題が

あるかを明らかにするための視点である。こ

れまでの体験活動に関する議論に注目し，①

では「体験」という語がどのような意味内容

で使われてきたか，②では「体験」概念がど

のような社会的な文脈と結びつけられ期待さ

れてきたかを検討する。その上で，「体験」

概念の捉えられ方の特徴と限界とを把握し，

今後重視されるべき論点の整理を行う。

③は，①と②で検討した「体験」概念が具

体的な実践の場面にどのように関係するかを

検討するための視点である。実践の具体的な

指針についての検討が本論の目的ではない

が，「体験」概念の内実や意義を追求してい

く上で，実践上の課題を踏まえつつ，体験活

動に関する議論と実践との関係を検討してお

くことは不可欠である。また後述するように，

実践上の様々な課題についての検討は，特に

評価などをめぐって「体験」概念を原理的に

捉え直す契機を内包している。したがってこ

こでの視点は，①と②で検討した「体験」概

念を実践の側から再び照射するための視点で

もある（1）。

Ⅱ「体験」とは何か

１「体験」に内在する価値

そもそも字義通りに考えれば，人生のあら

ゆる場面は「体験」として捉えうるものであ

る。例えば，学校の教室での授業や家でのテ

レビゲーム，あるいは社会的な規範を逸脱す

るような行為は，体験活動における「体験」

のイメージとは異なるものであろうが，それ

もまた一種の「体験」であることに変わりは

なく，そのような「体験」も私たちに何らか

の影響を与えているはずである。あらゆる

「体験」が私たちに何らかの影響を与えてお

り，また，あらゆる人間形成が何らかの「体

験」を通じて生じると考えるのであれば，

「体験が大切だ」と言うだけでは意味をなさ

ない，ということになる。

もちろん，私たちが「体験」としてイメー

ジするのは，無色透明な「体験」一般ではな

く，ある特定の「体験」であって，実際には

「体験」概念に伴う具体的なイメージが重要

な意味を持っているのである。まずはそれぞ

れの論者が，自らが期待／批判する「体験」

の中身に自覚的である必要があろう。

そもそも，伊藤俊夫が「体験」は“教育的

な効用の出現は偶発的だったり，予想しなか

った事態や結果を招く不可測性を特色として

いる”のに対し，“青少年の人間つくりに役

立つように体験を意図的に準備したり，教育

的に編成したのが「体験活動」である”と述

べている通り（2），体験活動と「体験」一般と

は異なるものである。体験活動が教育を目的

とした意図的な働きかけである以上，期待さ

れる「体験」は何らかの価値を含んだもので

あり，そこでは良い「体験」と悪い「体験」

の区別が前提されていると考えられよう。

デューイ（J.Dewey）は“経験に根ざした

教育の中心的課題は，継続して起こる経験の

なかで，実り豊かに創造的に生きるような種

類の現在の経験を選択することにかかってい

るのである”と述べていたが，“教育的でな

い経験だっていくらでもある”のであり，教

育が経験を通して生じるという信念が“すべ

ての経験が本当に教育的なもので，またすべ

ての経験は同等なものであるということを意

味するものではない”という（3）。

したがって，体験活動をめぐって，「体験」
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とは何かを問うことは，すなわち「良い体験」

とは何か，を問うことなのである。「豊かな

体験」といった言葉がスローガン的に使われ

ることがあるが，問われなければならないの

は「豊かさ」自体の中身である。体験活動が

教育的な営みである以上，青少年のためにど

のような「体験」を選択するべきであるのか，

が原理的に検討されなければならないであろ

うし，同時に，様々な議論の中で，どのよう

な「体験」が「良い体験」であるとされてい

るのかが意識されなくてはならない。

２「良い体験」の内実

「良い体験」とされる「体験」の１つとし

て，「経験」を直接経験と間接経験とに区分

した上で，直接経験の必要性が論じられるこ

とがある（4）。2002年の中央教育審議会答申

「青少年の奉仕・体験活動の推進方策等につ

いて」においても，青少年の直接経験の機会

が減少しているという認識から，直接経験の

意義が強調されていた。

中央教育審議会の生涯学習分科会長として

先の答申に関わった山本恒夫は，「経験」に

は“奉仕体験活動，職業体験活動，自然体験

活動などのような直接経験”と“教科書，本，

テレビなどに依ったりする間接経験”がある

とした上で，“青少年の奉仕活動・体験活動

は，まだ直接経験の乏しい段階にある人間に

対し，直接経験を豊かにするという貢献をす

るのである”と述べている（5）。ここでは，体

験活動における「体験」が直接経験と捉えら

れていること，その具体例として奉仕体験活

動，職業体験活動，自然体験活動などがイメ

ージされていることがわかる。

ここでの直接経験と間接経験の差異は，字

義通りに考えれば獲得される知識・技能（こ

こではこれらを「情報」と呼ぶこととする）

がどのような経路でインプットされるかによ

るものだと考えることができる。すなわち

「体験」は情報のチャンネルとして捉えられ

ていると言えよう。「百聞は一見にしかず」

という言葉にも見られるように，直接的な経

験によって獲得することが望ましいと考えら

れる情報があるということなのである。

しかし，「経験」が直接的であるか，間接

的であるか，という分け方は実は極めて不明

瞭な区分でしかない。直接経験および間接経

験についての説明の多くは，すでに見た山本

の整理に見られるのと同様に，具体的な活動

例が列挙されるだけであって，定義的な説明

はなされないままである。直接経験・間接経

験という区分を情報のインプットの質による

ものであるとすれば，実際には，奉仕体験や

職業体験の中にも間接的な情報のインプット

は起こりうるし，教科書を使った学習にも直

接的なインプットの契機はあると考えること

もできる。そもそも両者は相対的な区別でし

かなく，直接経験のイメージは，列挙される

具体的な活動例をもとに帰納的に捉えること

しかできないのが実情である。

「体験」に関して「直接経験」の重要性が

論じられる時，それは情報伝達の質ではなく，

具体的な活動内容を指示していると考えた方

が良いのだろう。始めに期待される活動内容

があり，それらを総括する言葉として「直接

経験」という語が使用されているのである。

このことは，「直接経験」に限らず，「体験」

イメージ全般においても指摘しうる。体験活

動における「体験」は，各論者が期待する活

動の集合体に「体験」や「体験活動」という

ラベルがつけられたものと考えることが当面

は妥当なのであろう。体験活動として編成し

やすい「体験」として，①自然体験，②集団

体験，③奉仕体験，④生活体験，⑤創作体験

などが挙げられることがあるが（6），最初にこ

れらの「体験」への期待があるのであり，

「体験」や「体験活動」という用語には，教

育的に組織されるそうした活動群の総称とし

て以上の意味を見出せるわけではないのが現

状である。
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３「体験」の内容的側面と方法的側面

（1）「体験」の２つの側面

体験活動の構造について考えた場合，「体

験」の教育的（であることを期待される）要

素として，「体験」の内容的側面と方法的側

面を区別することが可能である。

このような区別はこれまでもしばしば繰り

返されてきたことであるが，簡単に整理すれ

ば内容的側面は，「何をするか（したか）」と

いう側面であり，具体的な活動の中身である

と言える。一方，方法的側面とは，「どのよ

うにするか（したか）」という側面であり，

主に活動のプロセスに関する側面であると言

える。もちろん２つの側面は相対的な区別し

かなく，また多くの重複を含むものであるか

ら，実際の「体験」においては２つの側面を

統合的に捉える必要があることは言うまでも

ないが，「体験」を１つの理念型として構造

的に把握する際には，有効な枠組みであると

言える。

（2）重視される内容的側面

このような「体験」の２つの側面に注目し

た時，近年の政策的な体験活動の推進におい

て特徴的であるのは，「体験」の内容的側面

を重視した議論となっていることである。

例えば，1999年の生涯学習審議会答申「生

活体験・自然体験が日本の子どもの心をはぐ

くむ－「青少年の［生きる力］をはぐくむ地

域社会の環境の充実方策について」－」は，

1998年の青少年教育活動研究会「子どもの体

験活動等に関するアンケート調査」における

“生活体験が豊富な子どもほど，道徳観・正

義感が充実”，“お手伝いをする子どもほど，

道徳観・正義感が充実”，“自然体験が豊富な

子どもほど，道徳観・正義感が充実”という

調査結果を踏まえ（7），“地域での体験が豊富

な子どもほど，道徳観・正義感が身について

いる”として，生活体験・自然体験の重要性

を指摘した。ここでは，“道徳観・正義感”

といった内面の人間形成につながるものとし

て具体的な活動を「したことがある」という

経験が重視されていると見ることができる。

また，2002年の中央教育審議会答申におい

ては，“学校における多様な体験活動の例”

として“ボランティア活動など社会奉仕にか

かわる体験活動”“自然にかかわる体験活動”

“勤労生産にかかわる体験活動”“職場や就業

にかかわる体験活動”，“文化や芸術にかかわ

る体験活動”，“交流にかかわる体験活動”の

６つのカテゴリーが示され，それぞれに具体

的な活動が挙げられている。また，特に“新

たな「公共」を担う「奉仕活動」の例”とし

て，12種類の活動のカテゴリーが示され，詳

細な活動例が挙げられている。ここで示され

ている活動例は，その活動の内容自体が「良

い体験」として捉えられているのだと考えて

よいであろうが，活動の内容的側面のみが提

示されていると言える。

いずれの答申においても，活動を「するこ

と」自体に教育的な意味が見出されており，

内容的側面が重視されている。すでに見た

「直接経験」という語も，実際には具体的な

体験内容を意味するという状況も，内容的側

面が重視された結果と言えよう。

このように，内容的側面が重視される際に

多く見られるのは，何らかの活動を「したこ

とがあるか」によって「体験」を捉える認識

である。例えば，2002年の中教審答申などの

もととなった2000年の子どもの体験活動研究

会「子どもの体験活動等に関する国際比較調

査（文部省委嘱調査）」の生活体験に関する

質問項目をみると，“赤ちゃんのおむつをか

えたり，ミルクをあげたこと”“自分で食事

を作ったこと”“ナイフや包丁で，果物の皮

をむいたこと”“小さな子どもの世話をした

り，遊んであげたこと”“自分のくつを洗っ

たこと”“家で動物や植物を育てたこと”の

有無が質問されている。こうした活動を「し

たことがある」ということが“正義感・道徳
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観”などを育むものだと考えられているので

ある。さらに指摘しておかなくてはならない

のは，このような認識が，「したことがある」

活動の多少によって「体験」を評価しようと

する認識と結びつきやすい，ということであ

る。“生活体験が豊富な子ども”や“子ども

たちの体験不足”といった表現に見られる

“豊富”や“不足”などの語は，「体験」を多

少によって捉える認識の一例であると言えよ

う。

（3）方法的側面を重視する議論

一方，「体験」の方法的側面を重視する典

型的な議論としては，戦後初期の青少年教育

に大きな影響を与えたグループワークの理論

を挙げることができる。グループワークの教

育的な意義に注目した森井利夫によれば，グ

ループワークにおけるプログラムにおいて，

“その活動自体が中心目的ではなく，あくま

で個人やグループにどのような変化を与える

経験となるかが，プログラムの本質である”

という（8）。また，戦後の第１期IFELの青少

年指導者講習会においてグループワークの原

理について講義したサリヴァン（Sullivan,D.）

も，“われわれはグループ・ワークを社会教

育の手段として用いているのであるから，そ

こでとり上げられる活動は…法律に反するも

のや，公益を害するものであってはならない”

が，“この範囲を超えないものなら，グルー

プの願うものはなんでもよい”と述べている
（9）。サリヴァンによれば，“大切なのはその

活動やグループの必要や興味を反映”するこ

とであって，そうすることでグループ間の相

互作用が活発になるという。永井三郎が指摘

していたように，“グループ・ワークでは，

「何をなすか」よりはむしろ「誰により，い

かに作られ，また実行されるか」の方が，よ

り重要になってくる”のである（10）。

もちろん，グループワークの理論において

も，内容的側面が全く捨象されているわけで

はなく，集団での活動といったより広い意味

での活動内容は予め前提とされている。とは

いえ，すでに見た答申などの文書に比べて，

活動のプロセスなどの方法的側面が相対的に

重視されていることが確認できよう。

青少年の野外教育の振興に関する調査研究

協力者会議は，野外教育に関する報告書の中

で，“各種の活動種目の選択や，その活動種

目を時系列に並べた日程と考えられがち”な

プログラムを“単に活動種目や日程を指すも

のではなく，教育目的，指導方法・指導形態，

活動種目等が一体となったものとして考える

べき”であると指摘している（11）。「体験」と

は何かを考えるとき，２つの側面の双方を踏

まえ，より包括的に「体験」概念を捉えるこ

とが必要なのであり，「体験」の内容的側面

が重視されている現状を鑑みれば，グループ

ワーク論のように「体験」の方法的側面の意

義を見直していくことが求められよう。

このように「体験」の方法的側面にも注目

しようとする時，何らかの活動を「したこと

があるか」によって「体験」を把握するだけ

では不十分であることは明らかであろう。し

かし，「したことがあるか」によっては把握

しえない方法的側面の意味に注目すること

は，「良い体験」の内実の説明を今まで以上

に困難にする。そもそも，そのような視点か

ら「良い体験」の内実を示すことが困難だか

らこそ，活動の有無や多少によって把握しう

る「体験」の内容的側面が重視されてきたの

だと考えることもできる。研究的関心からは，

このような方法的側面の意味をどのように把

握し，言語化していくかが今後の課題となろ

う。

Ⅲ　なぜ「体験」なのか

１　政策における変わらない問題意識

1999年の生涯学習審議会答申では，いわゆ

る「生きる力」について“「生きる力」は…

様々な体験や活動を通して子どもたちが主体
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的に考え，試行錯誤しながら自ら解決策を見

いだしていくプロセスにおいてこそはぐくま

れるもの”との認識が示されていた。「生き

る力」に初めて言及した1996年の中央教育審

議会「21世紀を展望した我が国の教育の在り

方について（第一次答申）」では子供たちの

生活の現状として“ゆとりのない生活”，“社

会性の不足と倫理観の問題”，“自立の遅れ”，

“健康・体力の問題”が問題とされている。

2002年の中央教育審議会答申では，青少年

をめぐる問題として“いじめ，暴力行為，引

きこもりなど”が挙げられ，“精神的な自立

の遅れや社会性の不足等が見られる”という

認識が示されていた。そして，“青少年に，

社会の構成員としての規範意識や，他人を思

いやる心など豊かな人間性をはぐくんでいく

ためには，社会奉仕体験活動，自然体験活動

など様々な体験を積み重ね，社会のルールや

自ら考え行動する力を身に付け，自立や自我

の確立に向けて成長していくことができる環

境を整備することが求められている”との方

向性が示され，青少年の“豊かな人間性”の

ために，体験活動の意義が述べられていた。

以上のように，近年体験活動が推進される

背景としては，青少年の自立の遅れや社会性

の不足と言った問題点が指摘される。しかし，

このような点が指摘されるのは，近年に限っ

たことではなく，むしろ数十年に渡って繰り

返し述べられてきたものでもある。

例えば，1979年の青少年問題審議会「青少

年と社会参加（意見具申）」では，“青少年に

見られる今日的問題”として，“自立してい

く人間としての自己形成が困難であること，

連帯感を持てないままに人間不信になってい

ること，その結果，脱社会的あるいは反社会

的行動に走ったり，極端な場合には自殺する

青少年が増えていること”が指摘されていた。

また，1981年の社会教育審議会答申「青少年

の徳性と社会教育」では，“今日の青少年の

意識や行動の傾向”として，“心身のひ弱さ

が目立ち，連帯の意識が低く，概して個とし

ての確立が遅れている”といった問題への認

識が述べられている。

いずれの文書にも，自立の遅れや社会性の

不足といった認識を見いだすことができる。

さらに1981年の社会教育審議会答申では，

“自ら実践する態度，責任感，仲間や地域の

人びととの連帯，自然と調和した生き方，美

しいものや崇高なものに感動する心，伝統を

継承するとともに新しい文化を創造する意

欲，開かれた愛国心”を養うものとして，

“集団の中での活動，自然とふれあう活動，

文化に接する活動”の重要性が述べられてい

た。現在の体験活動に類似したアイデアも，

この時期に見ることができる。

体験活動の推進が教育政策の重要な課題と

して強調されるようになったのは最近である

が，その背景となる問題意識は1970年代から

ほとんど変化していない。ということは，体

験活動が社会状況の変化によって求められる

ようになったわけではないと考えることもで

きる。体験活動が望ましいとされるような状

況は以前から存在したのであるが，これまで

は青少年の社会参加などの別の施策が推進さ

れてきたのである。政策的な観点からは，な

ぜ「体験」なのか，という問いの答えは明確

ではないと言うことができよう。

２　オルタナティブとしての「体験」という

捉え方

体験活動を推進しようとする政策的な議論

とは別の視点として，従来の教育とは異なる

オルタナティブな教育として体験活動に期待

する議論が存在する。このような議論に多く

見られるのは，既存の教育のあり方（主に学

校教育のことでありしばしば講義型の形態が

想定されている）が極めて矮小化された形で

捉えられているということである。

たとえば，環境教育や体験学習に関わるフ

ァシリテーター30人へのインタビューをまと
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めた文献の冒頭では，“現在の教育システム

は，中央集権的な管理の下に，単一の価値観

を是としてすべての個を吸収しようとする教

育であり”，ファシリテーターによる実践は

「未来に向けた教育」であるとされている（12）。

しかしこのような理解は，これまでになされ

た有意義な実践を正当に評価できなくするば

かりでなく，「未来に向けた教育」とされる

新しい実践に内在する限界や危険性を不可視

なものとしてしまうのではないだろうか。

また，知識偏重の教育に対し「体験」のホ

リスティックな側面が期待されることも多

い。ワークショップの特徴として「参加」

「体験」「グループ」という３つを挙げる中野

民夫は，「体験」についての項で，ワークシ

ョップを“「知性(Mind)」だけでなく，「から

だ(Body)」を使い，時には「感情(Emotion)」

に触れたり，「直観・霊性(Sprit)」も動員す

るホリスティック(全包括的)な学び”である

という。しかし，批判的に捉えられる学校教

育においても「からだ」や「感情」の成長が

目指されていないわけではない。知性のみで

はない全人的な成長という目標は，教育的な

営みの多くが共有しているものであって，体

験活動を通じてしか実現しえないとするのは

あまりに単純な見方であると言わざるを得な

い。

清國祐二は，「知識」と「体験」の捉えら

れ方に注目し，“一般には体験に比べ知識の

方が意味のゆらぎが大きく，受験や暗記，詰

め込みなどと結びつきやすいため，…ある意

味意図的に体験と対立する概念であるかのよ

うにデフォルメされる”ことを指摘している
（13）。清國の指摘する状況はここで見た議論に

共通に見られるものであり，“知識を悪，体

験を善とする固定的な枠組みでとらえられて

いる以上，体験にも過剰な期待とバイアスが

かけられているとみた方がよい”という問題

意識は重要である。

そもそも“知識と体験は二律背反の対立軸

の両極に位置するのではなく，実社会におけ

るコンテクストで結ばれた表裏一体の関係”

であることを前提すれば（14），学校教育や講

義型の学習をアプリオリに悪と捉える視点に

は限界があろう。体験活動を既存の教育に対

するオルタナティブと捉えることは，「体験」

の正当な評価をも妨げるものとなりかねな

い。

３「体験の変化」というロジックの限界

「体験」の重要性が論じられるとき，立場

に関わりなく広く散見されるのは，「地域の

教育力の低下」などと関連づけられた「以前

できた体験ができなくなっている」というロ

ジックである。こうした議論はパソコンやゲ

ームといった「新しい体験」が青少年にとっ

て望ましくないとする議論と結びつき，結果

的に以前の「体験」が期待されることにな

る。

確かに，以前はできたが現在できなくなっ

た「体験」があることは事実であろう。しか

し，時代の変化とともに青少年の「体験」が

変化するのは当然のことであるし，必要なこ

とでもある。いつの時代も青少年に必要とさ

れるような「体験」があるとすれば，それは

その「体験」が時代を超えて意味を持つと考

えられるからであって，ある「体験」が「で

きなくなった」ことは，その「体験」が現在

の青少年に求められることの根拠にはならな

いのである。「体験」の変化を嘆くのではな

く，そうした変化を前提とした上で，今の青

少年に必要な「体験」は何かということが考

えられなくてはならない（15）。

以上，「体験」が期待される際の代表的な

３つの文脈を取り上げ検討したが，いずれに

おいても，「体験」が必要とされる根拠につ

いて十分な説明がなされているとは言えない

状況であった。まずはこのことを自覚するこ

とが，理念の検討における第１歩であろう。

その上で，青少年と青少年をめぐる社会環境
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への理解に基づいた「体験」の重要性が模索

されなくてはならない。その際，既存の教育

を悪，体験活動を善と捉えるのではなく，む

しろ青少年の教育環境を全体的な視点から捉

えていくことが重要である。

Ⅳ「体験」をどのように組織するか

１　組織化の２つのレベルとその関係

「体験」の組織化には，主に制度的な基盤

整備や施設の拡充，および指導者の養成とい

ったマクロなレベルの組織化と，実際の体験

活動の計画や現場での指導といったミクロな

レベルの組織化という２つの側面を考えるこ

とができる。両者はいわば体験活動の推進に

おける車の両輪であり，双方のレベルでの動

きが連携しながら「体験」の組織化が進めら

れることが望ましいことは言うまでもない。

マクロなレベルでの組織化について，特に

社会教育の領域では，学社連携や学社融合と

いった考え方が影響力を持ってきた。学社連

携・融合論自体は，生涯学習の理念や「学校

のスリム化」など様々な文脈で論じられてい

るものであるが，なかでも体験活動の推進は

その中心に位置づくものと考えてよいであろ

う。学社連携を進める出発点となったとされ

る1974年の社会教育審議会建議「在学青少年

に対する社会教育の在り方について－家庭教

育，学校教育と社会教育の連携－」において

も“社会教育はどのような学習体験を，どの

ような方法で提供できるかについて検討しな

ければならない”と述べられており，学社連

携の当初から「体験」の提供は中心的な課題

であったと言える。近年ではいわゆる学社融

合の考え方も広まっており，「通学合宿」な

どの実践事例の紹介もさかんとなっている。

このかん体験活動の推進については，マク

ロなレベルでの条件整備が先行し，政策に引

っ張られる形で実践や研究的関心が展開して

きたという状況がある。教育に関わる領域で

政策が主導的な役割を果たすことは一般的と

も言えよう。しかし本来は，施設の整備や指

導者の養成などは，理念と直結するようなミ

クロなレベルでの青少年との関わりやニーズ

をもとに進められるべき問題である。すなわ

ち，ミクロな場面で青少年の意識や行動にど

のように働きかけ，またどのような教育的効

果を期待して活動を行うのか，といった理念

に関わる問題への視点のないままでは，有意

義な施設の整備や指導者の養成も期待できな

いのであろう。とかく先行しがちなマクロな

レベルでの「体験」の組織化の中に，ミクロ

なレベルの状況や意図をいかに反映していく

かが課題となる。

なお近年では，PFIや指定管理者制度など，

青少年教育施設の経営に関するPPP（Public

Private Partnerships）の活用が進められてい

るが，こうした動きは，施設の管理・運営に

関わる民間団体に，蓄積されたノウハウを活

かす機会を提供しうるものであり，マクロな

レベルとミクロなレベルの組織化をつなぐ試

みとして注目される。

２　ミクロなレベルでの組織化

（1）「体験」は手段である，ということ

「体験」の組織化を，体験活動における理

念を具現化するプロセスと捉えるならば，ミ

クロなレベルでの「体験」の組織化において

前提となるのは，体験活動における「体験」

とは青少年の成長のための手段であるという

ことである。指導者は教育的目的をもち，そ

の目的の達成のために「体験」を利用するの

であって，なんらかの「体験」をすること自

体が目的となってはならない。すなわち，

（青少年にとっては目的である場合がほとん

どであろうが）少なくとも指導者にとっては，

「体験」は目的ではなく手段なのである。理

念を軽視した「how to」的な議論では教育的

な営みを阻害しかねない。

例えば，青少年教育施設に雨天時用の「室

内キャンプファイアー場」が備えられている
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ことがあるが，ここには手段の自己目的化と

も言うべき状況が見られる。雨が降ってもキ

ャンプファイアーを行うことが重視されてい

るのであろうが，雨の時にはキャンプファイ

アーができないという「体験」も重要であろ

うし，キャンプファイアー自体が目的ではな

いのだから，別のプログラムを考えれば良い

のである。重要なのは何のためにキャンプフ

ァイアーを用いるのかであって，そういった

目的が顧みられないままでは，晴天のもとで

キャンプファイアーをしても，キャンプファ

イアーをした事実しか残らないであろう。

また，ミクロなレベルでの組織化において

も，すでにみた「体験」の内容的側面と方法

的側面との区別が意識される必要があろう。

すなわち，どちらか一方のみを重視するので

はなく，内容的側面と方法的側面の双方に配

慮がなされることが重要である。この点に限

らず，「体験」の組織化のあらゆる過程で，

実践に関わる各人が常に理念レベルの議論を

念頭に置きつつ，自らの実践を問い直すこと

が重要である。

（2）「パッケージド・プログラム」をめぐる

問題

近年，ミクロなレベルでの「体験」の組織

化と関わって注目されるのは，民間団体を中

心に「パッケージド・プログラム」と言われ

る技術的にプログラム化された指導法が数多

く紹介・開発され，青少年教育施設の事業な

どにも取り入れられていることである。

「パッケージド・プログラム」は，民間団

体によって蓄積されてきた「体験」をめぐる

ノウハウを集約したものであり，教育目標に

沿って効率的に「体験」を組織化しうるとい

う利点がある。また指導者養成を容易にする

という点でも大きな意味を持つものであろ

う。

しかし，「パッケージド・プログラム」は

用い方を誤れば，かえって教育的な意義を損

なう危険性もあるものである。特に以下の2

点には注意が必要だろう。

第１に，「パッケージド・プログラム」が

「体験」の自己目的化を生じやすいことであ

る。すでに見たように，「パッケージド・プ

ログラム」の強みは，効率的に「体験」を組

織化しうるということであるが，しかしその

ようなプログラムがいわゆる「マニュアル」

として用いられる時，プログラムを行うこと

が活動の目的となってしまいやすくなる。そ

の場合，本来の教育目標が見失われた形式の

みのプログラムになりやすいと考えられる。

第２に，パッケージ化される「体験」には，

非日常的な環境を作り，短期間に青少年の内

面に強い衝動を与えるものが少なくないこと

である。こうした「体験」は用い方を誤ると

危険であるばかりでなく，人格の操作・統制

の手段ともなりかねない。「パッケージド・

プログラム」の利点だけでなく，危険性をも

自覚しておくことが必要であり，ここにも理

念の問い直しの必要性を確認できる。

３「体験」の評価をめぐる問題

ミクロなレベルでの「体験」の組織化につ

いて考えるとき，「体験」の成果をどのよう

に評価するかが重要となる。

特に「体験」の評価をめぐって私たちが直

面する最も大きな問題は，何らかの「体験」

と人間形成の結びつきを特定することはでき

ず，両者の関係は常に恣意的でしかないとい

う，「体験と人間形成の関係の恣意性」とも

言うべき問題である。「体験」と人間形成の

関係の実証的な分析も少なからずなされてい

るが（16），ある「体験」の成果がいつ・どの

ように生じるのか，「体験」のどのような要

素が人間形成的な意味を持ち得たのか，とい

ったことが明らかにしえない以上，「体験」

の人間形成的な効果を実証的に評価すること

には常に一定の限界がある。そのため，どの

ような「体験」に教育的な価値があるのか，
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「体験」をどのように組織化すれば教育的効

果が高まるのか，などの実践的な問題に答え

ることは容易ではない。研究上の問題に引き

つければ，「体験」と人間形成を論じるため

の有効な分析枠組みがない，あるいは枠組み

の設定自体が困難である，ということでもあ

る。

もちろん，ある種の「体験」が青少年の成

長を支援するものであることは経験的には知

られている。例えば，野外教育・環境教育の

領域で繰り返し言及される，レイチェル・カ

ーソン（Rachel Carson）の『センス・オ

ブ・ワンダー』などは自然体験の教育的な意

味を経験的に示唆した典型的な議論と言って

よいだろう。カーソンは“神秘さや不思議さ

に目を見はる感性”を「センス・オブ・ワン

ダー」と呼ぶが，その人間形成における意義

を説明する際には，抽象的な神秘性が繰り返

されるだけである（17）。自然の中での「体験」

が人間形成的な意味を持つことは常識のよう

に考えられることも多いが，しかし，その理

由を説明し，どのような人間形成が生じたか

を分析するのは容易ではない。野外教育，特

に組織キャンプに対する以下のような議論は

この問題に対する痛烈な批判と言えよう。

“従来，組織キャンプはキャンプをするこ

とによって得られる漠然とした効果を期待

していた。リーダーや仲間と一緒にキャン

プを行うことで，自主性，協調性，決断力，

思いやりなどが培われるとするものであ

る。たしかにキャンプが人に及ぼす影響は

このような言葉だけでは表せない多くのも

のが存在するに違いない。だが，これから

の時代の組織キャンプでは漠然とした効果

だけではなく，説明のできる，あるいは目

に見える尺度によって評価できる効果が期

待されているのではないか。”（18）

カーソンの議論は経験的な事実として，野

外教育や環境教育に関わる人々の間では共感

を呼ぶであろうが，体験活動の意義を一般に

説明する際には説得力を持つものではない。

近年では教育における評価が問題となって

おり，体験活動の成果をどのように評価し，

その意義を説得的に説明することの重要性は

さらに高まっている。「体験と人間形成の関

係の恣意性」を前に，「体験」を評価するた

めの実践的な評価基準をどのように構築する

かが研究上の重要な課題である。これは実践

的なニーズに基づく問題でありながらも，実

践の側から体験活動の理念を原理的に捉え直

す契機ともなりうる問題であると言えよう。

Ⅴ　おわりに

以上，体験活動の理念およびその具現化の

プロセスをめぐって，3つの視点から「体験」

概念の検討をしてきた。これまでの検討を通

じて，体験概念をめぐる研究上の課題は概ね

明らかにしえたと考えるが，これまでに見て

きた点も踏まえて，今後の「体験」研究にお

いて留意すべきこととして，以下の4点を挙

げることができよう。

第1に，ある活動を「したことがあるか」

といった観点からの分析の限界である。すで

に指摘したように，「体験」の分析において

は内容的側面だけでなく方法的側面にも注目

する必要があるが，従来の体験活動に関わる

調査や研究では，「したことがあるか」によ

っては把握しえない「体験」の意味や価値を

記述しようとする試みが十分ではなかったと

思われる。事例研究を積み重ね，「体験」と

人間形成に関わる理論的な仮説を構築してい

くことが求められよう。そうすることで様々

な調査などの意義も高まると考えられる。

第2に，「体験」を要素に分解して，それぞ

れの人間形成的な意味に注目することの重要

性である。「体験」が具体的な活動のイメー

ジの集合体であることを指摘したが，まずは

それぞれの要素（例えば，集団，自然，冒険，

参加など）と人間形成の関係を個別的に捉え

ていくことが課題となろう。このような視点
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からは，社会学や心理学などの他の領域にも

さまざまな研究蓄積があり，そこでの研究成

果も踏まえていくことが重要である。

第3に，歴史研究の重要性である。すでに

述べたように，体験活動として注目されてい

るような活動は，実践のレベルではYMCAや

スカウトなどの青少年教育団体を中心に戦前

からなされてきたものである。また，これま

で青少年教育の領域でなされてきた議論や実

践，例えば1950年代の共同学習運動やサーク

ル運動の中に見られる議論なども，青少年に

とっての「体験」の意味を考える上では多く

の示唆を与えるものであろう（19）。体験活動

を新しい議論として扱うのではなく，従来の

議論の上に位置づけて捉えることが重要とな

る。

第4に，「体験」の意味を割り切った形で説

明してしまうことのジレンマである。「体験」

には多様な要素が複合的に共存しているから

こそ意味があると考えることもできるのであ

り，割り切った説明は「体験」のもつ様々な

要素を捨象してしまいかねない。そもそも

「体験」を説明するということは人間の行動

の総体を説明するということであり，つねに

一定の限界があることを自覚することも必要

なのであろう。

本論は，体験活動に携わる人々にとっては

当然の前提と言える内容を多く含むものであ

っただろう。それは本論が体験活動を考察す

るための基本的な論点や課題の整理を目的と

していたことによる部分が大きいが，しかし

一方で，本論で論じたようなことも一般には

あまり意識されていないことが自覚される必

要があろう。体験活動では言語化されない知

識が重視されるが，そのことは「体験」の言

語化が必要ないことを意味しない。「体験」

への期待が高まる中で，その意味や課題をき

ちんと説明することの必要性も高まってい

る。本論はそのためのいわば「地ならし」で

あって，今後の研究蓄積が期待されよう。
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