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［本章のポイント］ 

 ◯学校の取組によって，子どもの「体験格差」は減少に向かう。 

 ◯体験格差の減少のためには，「体験の力」の育成に関連する体験のうち，現在の子どもたちに 

  とって体験しにくくなってきているものを積極的に取り上げることが重要である。 

 ◯「確かな学力」の育成のためには，「体験の力」の中でも「意欲・関心」を高める体験活動の充 

実が求められる。 

 ◯上記の視点から，本調査の結果を見ると，幼稚園等では「自然体験」，小学校では「自然体験」 

  と「友だちとの遊び」，中学校では「自然体験」と「友だちとの遊び」と「地域活動」に積極的 

  に取り組むことが求められる 

 

1．学校教育における体験活動を捉える視点 

 体験活動を通じた青少年の育成については，家庭・学校・地域の 3 者がそれぞれの特性を踏まえた支

援を進めていくことが重要である。学校における体験活動の取組について考える場合には，家庭や地域

で行われる教育活動とは異なる学校教育の特性を考慮した上で，どのような取組が求められるのかを検

討する必要があろう。学校教育における体験活動のあり方を考える視点としては，以下の 2 点を考慮す

る必要があると考えられる。 

 

(1)体験格差の減少 

 1 点目は，体験格差を減少させることに関する視点である。 

 子どもの体験が減っている，という指摘がこれまで数多くなされてきた。第 1 部で示された通り，本

調査の成人調査結果にもとづく 20 代〜60 代の比較においても，「自然体験」や「友だちとの遊び」な

どで，若い世代ほど体験した割合が減っている傾向が見られた。 

 「自然体験」や「友だちとの遊び」は，以前のように身近に自然環境が残されており，周囲に年齢の

近い子どもが多くいれば，特に意識しなくとも，自然に体験できる環境があったものであろう。しかし，

都市化や情報化，少子化が進んだ現在においては，こうした体験ができる環境が徐々に減ってきており，

結果として，体験したことがある子どもの割合が減ってきていると考えられる。 

 こうした環境の変化は，子どもたちが体験をする機会をある程度意図的に作らなければならない状況

になりつつあることを示すものであろう。すなわち，子どもの育つ環境の変化によって，「自然体験」

や「友人との遊び」は「自然に（意図せずに）体験できるもの」から「わざわざ（意図的に）体験する

もの」へと徐々に変化していると考えられる。 
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 こうした体験が「わざわざ体験するもの」になっているとすれば，様々な条件によってこうした体験

が「できる子ども」と「できない子ども」が出てくることになろう。近年，経済的な「格差」や，子ど

もの学力の「格差」の拡大が指摘されることがあるが，子どもの頃の体験においても，幅広い体験をす

る機会に恵まれた子どもと，そうではない子どもとの間に体験の「格差」が拡大しやすい状況が生じて

いると考えられる。 

 学校教育における体験活動について考える場合，こうした家庭や地域での体験の「格差」をどのよう

に減少させうるかという視点が重要になると考えられる。子どもが育つ上で幅広い一定の体験（活動）

が必要であると考えるとき，こうした体験の機会を「格差」なく提供できることは，家庭や地域にはな

い学校教育の特性の 1 つである。これまでも，学校においては子どもに幅広く体験を提供するためのさ

まざまな取組がなされてきているが，家庭や地域の現状を踏まえると，学校が担わなければならない役

割は今後も大きいと考えられる。 

 例えば本調査において，小学校低学年〜小学校高学年での「米や野菜などを栽培したこと」は若い世

代ほど体験した割合が顕著に高くなっているが，これは，学校教育内で行なった体験が反映されたもの

であると推測される。このように，ある体験が学校の教育課程の中に位置づけられることで，そうした

体験を「格差」なく，子どもたちに広く提供することができるようになる。 

 したがって，学校において取り組まれるべき体験活動については，こうした「体験格差の減少」とい

う視点を踏まえ，子どもたちが体験することが望ましいと考えられる活動を，家庭や地域の状況を踏ま

え，それぞれの学校が教育課程の中に位置づけていくことが望ましい。 
 このように考えるとき，「子どもたちが体験することが望ましい活動」をどのように抽出するかが問

題となる。第 1 に，本調査の問題意識から見れば，そこでの体験が「体験の力」の育成に関連している

ものが望ましいであろう。子どもの頃の体験が全て教育的見地から取捨選択されることが望ましいとは

言えないであろうが，少なくとも教育課程に位置づけられる場合には，それが子どもの成長に結びつく

と考えられるものが選ばれるべきである。本調査においては，重回帰分析を用いて年齢期ごとに「体験

の力」と関連している体験が示されているが（p.50，p.104），学校で行うべき体験の抽出においてはこ

うした結果を重視する必要があろう。第 2 に，現在の子どもたちにとって，自然に（意図せずに）体験

することができにくくなってきているものも考慮されるべきであろう。体験格差を減少させることを意

図した取組をするのであれば，多くの子どもが自然に体験できることよりも，わざわざ体験しなくては

ならなくなってきているものについて考慮する必要があると言える。本調査においては，体験のカテゴ

リごとに実施状況の世代間比較が行われているが（p.77），ここで現在の子どもたちほど体験が減少し

てきている活動であるかどうかが，1 つの目安となろう。したがって，以上の 2 点を踏まえれば，体験

格差の減少を意図した学校での体験活動においては，ａ「体験の力」の育成との関連が見られる体験の

うち，ｂ現在の子どもたちほど体験が減っているもの，について取り上げていくことが重要であると考

えられる。 

 

(2)体験と学力との関係 

 2 点目は，体験と学力の関係に関する視点である。 
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 近年，子どもの学力に関する社会的な関心は高まっていると言える。そうした背景には，OECD の

「生徒の学習到達度調査」（PISA 調査）での国際比較の結果が注目を集めたり，子どもの学力低下や学

力テストの実施等をめぐってさまざまな議論がなされてきたことが挙げられよう。平成 20 年 7 月に策

定された「教育振興基本計画」においても，「生きる力」の中心的な要素として「確かな学力」を身に

つけることが挙げられており，子どもの学力の向上は学校現場における中心的な課題の 1 つとなってい

る。 

学校教育における体験活動が，家庭や地域における体験活動と大きく異なる点の１つは，学習指導要

領に基づく教育課程の中で展開されるということである。学習指導要領が目指すいわゆる「生きる力」

の構成要素として「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の 3 点が挙げられることがあるが，この中

でも，「確かな学力」の育成については，学校教育が中心的な役割を担うものであろう。したがって，

学校教育における体験活動のあり方を考える際には，体験と学力の関係を捉える視点が重要になると考

えられる。 

 体験と学力の関係を考える上で，第 1 に，いわゆる「知識」と「体験」が二律背反のものではないこ

とを踏まえておく必要がある。児島邦宏は，学力にとっての体験の意味について，①学力の「基層」と

なる，②「学習のリアリティ」を確保する，③「基礎・基本」の習得にとどまらず「生きる力」を育む，

といった 3 点を挙げているが，ここでは，知識と体験が相互に関連しながら「学力」が形成されるとい

うことが前提として捉えられている1。また，前述の PISA 調査で子どもの「読解力」の向上が政策課

題となったことを受け，平成 20 年 7 月にスタートした新しい学習指導要領の方針を示した平成 20 年

１月の中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の

改善について」においては言語の力を高めるための各教科を通じた体験的な活動（言語活動）の重要性

が指摘されている。「体験」か「知識（および言語）」か，といった２者択一の発想ではなく，教育課程

の中で両者をどのように融合させることができるかが重要となる。 

 また第２に，こうした「学力」は，ペーパーテストで数値として測りうるような知識や計算能力のみ

を意味するものではなく，学習に対する意欲なども含むより広い概念であることも踏まえておく必要が

ある。例えば，前述の平成 20 年１月の中央教育審議会答申においては，学力の重要な要素として，①

基礎的・基本的な知識・技能の習得，②知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判

断力・表現力等，③学習意欲の３点が示されており，学習に対する意欲が広い意味での学力の一部とし

て位置づけられている。これまでも体験を多くしている子どもほど，意欲・関心が高い割合が高いとい

う傾向が指摘されてきたが，学校教育における体験においても，意欲との関係が重要な意味をもつと考

えられる。 

 ここまでの議論をもとに，本調査における「体験の力」の各カテゴリと「学力」との関係を考えると，

特に「意欲・関心」が学力との関係が深いものであると考えられよう。第 1 部第 3 章で見たように，本

調査の結果においても，子どもの頃の体験が多い人ほど現在の「意欲・関心」が高い人の割合が高い傾

向が見られた。もちろん「体験の力」の全てのカテゴリは「生きる力」に含まれるものと考えられるが，

特に「確かな学力」の育成が求められる学校教育における体験活動を考える上では，「意欲・関心」を

高める取組がとりわけ重要な意味を持つと言えよう。本調査では，どのような体験をいつ行うことが「意
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欲・関心」との関連が高いのかについても集計を行っており，従来よりも詳細かつ具体的な議論が可能

になると考えられる。 

 

2．学校教育で積極的に提供すべき体験活動 

 前節では，家庭や地域での教育活動とは異なる学校教育の特性に注目し，学校の教育課程の中で行わ

れる体験活動のあり方を考える上での視点について検討した。本節では，前節で示した２つの視点から，

本調査の結果をもとに，仮説的ではあるが，以下の 2 点を学校の教育課程に位置づけられることが望ま

しい体験活動の要件と捉え，学校で積極的に提供すべき体験活動の内容について検討する。 

 

 要件１：重回帰分析の結果，「体験の力」との関連が見られた体験の中で，近年体験している子ども  

が減ってきているもの 

 要件２：「体験の力」のうち，学力との関わりが大きいと考えられる「意欲・関心」との関連が見ら 

れたもの 

 

 要件１において，近年体験している子どもが減っている活動の抽出には，p.79-90 の折れ線グラフに

示された年齢期ごとの体験カテゴリごとの得点の年代間比較の結果を用いた。具体的には，最も得点が

高かった年代の得点と現在の青少年に年齢が最も近い 20 代の得点を比較し，0.5 ポイント以上得点が

減少している体験を近年の子どもが体験しにくくなっている活動であるとした。この要件を満たす体験

をまとめると表 1 のようになる。 

表 1 近年子供の体験が減ってきていると考えられる活動 
小学校に通う前 小学校低学年 小学校高学年 中学校 

自然体験 

 

自然体験 

友だちとの遊び 

自然体験 

友だちとの遊び 

自然体験 

動植物とのかかわり 

友だちとの遊び 

地域活動 

 

 表 1 の各項目のうち，ｐ.104 で「体験の力」との関連が見られたものを見ると，要件１を満たすの

は，「小学校に通う前」における「自然体験」，「小学校低学年」における「友だちとの遊び」，「小学校

高学年」における「自然体験」と「友だちとの遊び」，「中学校」における「自然体験」と「友だちとの

遊び」と「地域活動」となる。これらは，「体験の力」のうち「自尊感情」「共生感」「意欲・関心」「規

範意識」「人間関係能力」「文化的作法・教養」の 6 カテゴリとの関連が見られる。 

 要件２について，p.104 で「体験の力」のうち，「意欲・関心」との関連が見られるものは，「小学校

低学年」における「友だちとの遊び」，「小学校高学年」における「自然体験」，「中学校」における「自

然体験」「地域活動」となる。したがって，要件２を満たす体験は全て要件１に含まれていることが分

かる。 

 表 2 は，以上の 2 つの要件をもとに，年齢期ごとに学校で提供すべきだと考えられる体験をまとめた
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ものである。結果的に要件２は要件１に包含されたが，2 つの要件を総合すると，今後，学校教育にお

ける体験活動に関しては，幼稚園等においては「自然体験」，「小学校低学年」では「友だちとの遊び」，

「小学校高学年」では「自然体験」と「友だちとの遊び」，「中学校」における「自然体験」と「友だち

との遊び」と「地域活動」が重点的に取り組まれるべきであり，教育課程への位置づけを検討すべき項

目だということになる。平成 20 年にスタートした現行の学習指導要領においては，体験活動の充実に

ついて，小学校では「自然の偉大さや美しさに出会ったり，身近な学校の仲間とのかかわりを深めたり

する自然の中での集団宿泊活動」，中学校では「職場での体験を通して社会の在り方を垣間見ることに

より勤労観・職業観を育む職場体験活動」を重点的に推進する方向性が示されているが2，ここでのデ

ータは，中学校の時期においても「自然体験」や「友だちとの遊び」が引き続き重要な意味を持ちうる

ことを示唆するものとも言えるだろう。 

 

表 2 調査結果から見た年齢期ごとに学校で提供すべき体験 
年  齢  期 

 
小学校に通う前 小学校低学年 小学校高学年 中学校 

関連する 
体験の力 

   地域活動 自尊感情 

 友だちとの遊び  自然体験 
地域活動 共生感 

 友だちとの遊び 自然体験 自然体験 
地域活動 意欲・関心 

 友だちとの遊び 友だちとの遊び  規範意識 

自然体験 友だちとの遊び  友だちとの遊び 
地域活動 人間関係能力

要件1 

   地域活動 文化的作法・教養

要件2  友だちとの遊び 自然体験 自然体験 
地域活動 意欲・関心 

計 自然体験 友だちとの遊び
自然体験 

友だちとの遊び

自然体験 
友だちとの遊び 

地域活動 
 

 

３．学校での体験活動の推進に向けた課題 

 最後に，学校での体験活動の推進に向けた今後の課題として以下の 3 点を指摘しておきたい。 

 1 点目は，体験活動の教育課程への位置づけについてである。これまで，学校での体験活動について

は，長期の集団宿泊的行事など先駆的な実践事例の紹介は多くなされてきたものの，教育課程の中にあ

まり明確に位置づけられてこなかったために，制度的な基盤を持ちえなかった側面がある。本章で繰り

返し述べてきたように，今後，学校における体験活動の推進にあたっては，いかに教科を含めた教育課

程の中に体験的な要素を位置づけて展開できるかが重要だと考えられる。現行の学習指導要領からは，

集団宿泊的行事において「目的地において，教科の内容にかかわる学習や探究的な活動が効果的に展開

できると期待される場合，教科等や総合的な学習の時間などの学習活動を含む計画を立てる」ことが可
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能になったが3，体験的な活動が教育課程上のさまざまな学習と有機的に結びついて展開できるような

仕組みを構築していくことが重要であろう。 

 2 点目は，体験活動を実施するための環境整備についてである。学校教育において体験活動を推進す

るためには，指導者や活動場所といった学校外部の資源も含めた環境整備が重要な意味を持っている。

体験活動を指導するためには，専門的な知識・技術が必要な場合が少なくないが，教員の負担の大きさ

が深刻な問題となっている現状では，体験活動をいかに教員の負担増につながらない形で推進すること

ができるかが課題となろう。地域の指導者の養成や，外部指導者のコーディネート機能など，これまで

進められてきた学社連携のより一層の充実が求められる。 

 3 点目は，体験活動のカリキュラム化についてである。本章では，学校教育において年齢期ごとに提

供されるべき体験を整理し，教育課程に位置づけるための指標について検討を行った。もちろん，本章

で示したのは，仮説に基づく試案に過ぎず，有効性等が検証されたものではない。他の要件を設定する

ことも考えられるし，また根拠としている調査データについても，子どもの頃の体験と「体験の力」の

関係について今後もより詳細にデータの収集・分析がなされる必要がある。特に，今回はデータの制約

から学力と体験の関係を「体験の力」における「意欲・関心」に限定して捉えているが（要件 2），す

でに見た新学習指導要領においては，言語活動や理数教育，伝統や文化に関する教育や道徳教育など，

さまざまなテーマごとに体験的な活動が各教科等を通じて取り組むべきことが指摘されている。特別活

動や総合的な学習の時間に限らず，全ての教科等を通じて幅広い体験的な活動を充実させていく中で，

学校教育における体験活動のカリキュラム化を進めていくことが重要であろう。 

これまで体験活動の重要性は数多く指摘されてきているが，学校教育における体験活動のカリキュラ

ム化について考える時，教育課程との関係を踏まえれば，単に学校教育における体験的な活動の増加を

訴えるのみでは不十分であろう。限られた授業時数の中で，どのような体験が優先的に提供されるべき

か，どのような条件をもとに体験を取捨選択していくべきかといった問題について，具体的なデータに

基づいて検討していくことが今後の課題となるのであり，本節で示したのはその予備的な作業として位

置づくものだと考えている。 
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