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Ⅰ　はじめに

団体宿泊訓練（1）は，従来，青少年教育施

設の中心的な機能として捉えられてきた。

1959年に全国で初めての国立の青少年教育施

設として国立中央青年の家が誕生した時，文

部省設置法（当時）の条文には「国立中央青

年の家は団体宿泊訓練を通じて健全な青年の

育成を図るための機関とする」（第二十五条

の三２）ことが明記された。これは，青年の

家や少年自然の家を中心とする宿泊型の青少

年教育施設が，その歴史の初めから，団体宿

泊訓練のための施設とされてきたことを示し

ている（2）。同様に，全国青年の家協議会『青

年の家の現状と課題』の創刊号においても，

青年の家の基本的性格の第１に，「集団宿泊

を通じての教育機関である」ことが挙げられ

ている（3）。

とはいえ，青少年教育施設の性格や団体宿

泊訓練のあり方をめぐっては，これまでも少

なからぬ議論がなされてきた。特に1980年代

以降においては，青少年をめぐる社会の変化

や，利用者の減少などが顕著になり，青少年

教育施設が社会のニーズに対応するための
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様々な議論がなされてきた。

しかし近年の青少年教育施設をめぐる状況

の変化は，これまで以上に青少年教育施設に

そのあり方の問い直しを迫るものであったと

言ってよいであろう。一連の行政改革におい

て，青少年教育施設は，その制度的基盤その

ものが揺らぎつつある状況と言える。国立の

施設においては，2001年に，国立青年の家，

国立少年自然の家および国立オリンピック記

念青少年総合センターが独立行政法人化さ

れ，さらに2006年からは，これら３法人が統

合され，新たに独立行政法人国立青少年教育

振興機構として再出発した。また，公立の施

設についても，いわゆる指定管理者制度や

PFI制度の導入，市町村合併に伴う施設の統

廃合，他の社会教育施設との複合施設化など，

施設の管理・運営に関する制度的変化が生じ

ている。青少年教育施設は現在，社会や制度

の激しい変化に対応しつつ，施設の存在意義

を示していく必要性に迫られていると言えよ

う。

こうした動きのなかで，従来型の団体宿泊

訓練ではない個人的ニーズへの対応の必要性

が指摘されるなど，団体宿泊訓練を中心とし

た青少年教育施設のあり方自体の捉え直しを

しようとする議論がなされている。後に見る

ように，施設の中心的な機能とされてきた団

体宿泊訓練そのものの存在意義が揺らぎつつ

あるとも思われるような状況がある。これか

らの青少年教育施設のあり方を考える上で

も，団体宿泊訓練の意義や課題についての問

い直しが求められている。

本論文では，以上のような問題意識に基づ

き，団体宿泊訓練のあり方を問い直す視点と

してグループワークの理論に注目する。後に

見るように，グループワークの理論は団体宿

泊訓練のあり方を考える上で有効な視点を提

供しうると考えられるものである。団体宿泊

訓練のあり方を考察するための視座を提供す

るため，従来の団体宿泊訓練についてなされ

てきた議論を再検討し，それらの議論のなか

で，グループワークがどのように位置づけら

れてきたのかを明らかにすることが本論文の

目的である。本論文での作業は，団体宿泊訓

練の方法としてのグループワークの可能性と

限界を考察するための前提的な作業として位

置づくものである。

具体的には，以下の順に論を進める。

Ⅱ章においては，近年の青少年教育施設を

めぐる状況の変化のなかで，団体宿泊訓練の

あり方が問い直されている状況を踏まえると

ともに，そこでの問題が，指導系職員の専門

性をめぐる問題と密接に関連していることを

確認する（Ⅱ-１，Ⅱ-２）。次に，団体宿泊

訓練の指導方法としてグループワークが位置

づいてこなかったという批判の検討を通し

て，団体宿泊訓練のあり方を見直す視点とし

てグループワークに注目することの意義につ

いて述べる（Ⅱ-３，Ⅱ-４）。

続くⅢ章では，Ⅱ章で検討した視点を踏ま

え，実際にこれまで団体宿泊訓練をめぐって

なされてきた議論を検討する。具体的には，

初めに青少年教育施設に関する議論の展開を

概観した後（Ⅲ-１），これまでの団体宿泊訓

練をめぐる議論の中で，グループワークがど

のように捉えられてきたのかを検討する

（Ⅲ-２）。

終章では，Ⅱ，Ⅲでの議論を踏まえ，本論

文で得られた知見と今後の課題について言及

し，議論の総括を行う（Ⅳ）。

Ⅱ　団体宿泊訓練とグループワークの関係

を問う意味

１．団体宿泊訓練の再検討の必要性

青少年教育施設における団体宿泊訓練の位

置付けの変化を示す代表的な議論としては，

1995年の国立青年の家・少年自然の家の在り

方に関する調査研究協力者会議（以下「研究

協力者会議」という）「国立青年の家・少年

自然の家の改善について ―より魅力ある施



青山：団体宿泊訓練におけるグループワークの位置付けに関する考察 43

設に生まれ変わるために ―（報告）」を挙げ

ることができる。同報告では，「国立青年の

家・少年自然の家の基本的な性格の見直し」

として，「『団体宿泊訓練』という言葉は，理

念そのものではなく，あくまでも手段・手法」

であり，「時代によって，その目的，内容，

態様は当然異なるべきもの」であるとの認識

が示された（4）。また，「多様なニーズへの対

応と柔軟な運営」として，「少人数のグルー

プや個人での利用についても受け入れていく

ことが適当である」ことや，生活時間などの

様々なルールに関しても，より「柔軟で合理

的な運営に転換を図る必要がある」ことが指

摘された（5）。ここでは，団体宿泊訓練を必ず

しも青少年教育施設の前提とはせず，団体以

外の利用者にも対象を広げていこうとする方

向性を確認することができる。すなわち，前

述した文部省設置法にみるような，団体宿泊

訓練を独自の機能とする青少年教育施設の性

格そのものが修正を迫られている状況を見る

ことができる。

このような方向性に対して井上伸良は，上

記の報告を「行政に成果志向が求められるな

かでの現実的な対応として提示されている言

及の典型」であると位置付けた上で，「そう

した論理」と「社会や青少年の有り様が変化

するなかでの青少年教育施設にあるべき教育

的機能を考察する教育改革の論理」とが「区

別して理解されなければならない」ことを強

調している（6）。青少年教育施設が個人的ニー

ズへと対応しようとすることは，「施設利用

率の向上が求められている現今の青少年教育

施設における実際的な手段」としては意味を

もつものの，青少年教育施設独自の機能，と

りわけ団体宿泊訓練についての言及を欠いて

は「ますます青少年教育施設の独自性は失わ

れてしまう」とする井上の議論は，現在の青

少年教育施設がかかえるジレンマを的確に表

していると言ってよいだろう（7）。団体宿泊訓

練の位置付けがシフトしてきている現在，改

めて団体宿泊訓練のあり方について検討する

ことの必要性はむしろ高まっているのであ

る。

２．指導系職員の専門性と団体宿泊訓練

青少年教育施設独自の機能として団体宿泊

訓練を再検討する際に重要となるのは，団体

宿泊訓練における指導系職員の専門性をどの

ように捉えるかという点である。もちろん，

指導系職員の専門性をめぐっては，これまで

も青少年教育施設に関する議論の中で繰り返

し言及されてきた。しかし，近年の個人的ニ

ーズへの対応が「青少年教育施設を利用する

ことがそのまま教育的意義」を持つかのよう

な理解に基づくものであるとすれば，「団体

宿泊訓練における専門職員の役割が過小評価

されることにつながりうる」危険性を踏まえ

るとき（8），意図的かつ組織的な働きかけとし

ての団体宿泊訓練における指導系職員の専門

性を検討することは不可欠であると考えられ

る。

青少年の体験活動を捉える視点としては，

体験活動を「何をするか（したか）」という

内容的側面と，「どのようにするか（したか）」

という方法的側面の２つを区別することが可

能であるが（9），団体宿泊訓練における指導系

職員の専門性は，後者の方法的側面でこそ発

揮されると考えることができよう。集団での

共同生活体験という内容的側面のみを考える

のであれば，それは青少年教育施設でなくて

も提供しうるはずである。青少年教育施設で

体験される共同生活が，単なる共同生活とは

異なる意味を持ってこそ，団体宿泊訓練の存

在意義が認められるのであるから，方法的側

面への意図的・組織的な働きかけこそ，専門

性の核となると言える。

例えば，先にみた研究協力者会議の報告に

おいては，これまでの青少年教育施設の「活

動の内容・方法や施設運営の基本は，文字通

り，団体での訓練的なものが中心」となって
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いたとされ，さらに，そこでの働きかけは

「ともすれば規則に基づいた，指導者が一方

的，形式的，画一的に行う訓練的なもの」で

あったという（10）。同報告では，このような

認識に基づき，「集団」的な要素が過度に強

調され，利用者に規律を押しつけてきた従来

の指導のあり方が反省され，すでに見たよう

な，指導だけでなく利用形態においても「個

人」を重視していく方向性が示されている。

つまり，「集団」へと傾斜してきたことへの

反省が，団体宿泊訓練への否定的な認識と結

びつき，いわば青少年教育施設の脱「集団」

化を促す議論の根拠ともなっているのであ

る。

しかし，ここで注意しなければならないの

は，従来の団体宿泊訓練が規律を重視し，

「一方的，形式的，画一的」な指導となって

いたことは，団体宿泊訓練の方法的側面にお

ける問題であって，集団での共同生活体験と

いう内容的側面の問題ではないということで

ある。すなわち，個人の自主性を重視した団

体宿泊訓練もあり得るのであって，「一方的，

形式的，画一的」であることは，必ずしも集

団での共同生活体験自体に問題があることを

意味するものではない。したがって，従来の

団体宿泊訓練のあり方を反省するのであれ

ば，「集団」に「個人」を対置して，個人的

ニーズへの対応を目指すことが唯一の選択肢

なのではないはずである。むしろ集団での活

動が青少年の人間形成に与える影響の大きさ

を鑑みれば，方法的側面に注目し，より望ま

しい団体宿泊訓練のあり方こそ，問われなけ

ればならない。

このように，団体宿泊訓練の方法的側面を

考えることは，青少年教育施設における意識

的・組織的な働きかけとしての指導系職員の

専門性の内実を考えることに直結する問題な

のである（11）。

3．グループワークの不在という批判

団体宿泊訓練における指導系職員の専門性

という問題については，森井利夫による以下

のような指摘が存在する。森井は，社会教育

の方法としてのグループワークについて論じ

た後，青少年教育施設におけるグループワー

クについて，次のように論じている（12）。

国や地方自治体による青少年施設（青年

の家，少年自然の家など）も，数のうえで

は年々増加してきているが，訓練を受けた

グループワーカーの機能は不在といっても

よい。これらの施設では，ともすれば，一

方的な管理が先行したり，画一的・統制的

指導が横行しやすい。青少年の自発的グル

ープ経験を育て伸ばす配慮は，施設の趣旨

からいっても，もっと尊重される必要があ

る。

ここで指摘されているのは，グループワー

クの理論が青少年教育施設の指導原理として

位置づけられていないという問題である。グ

ループワークは，「小集団を用いて人々には

たらきかける教育的・援助的方法，技術を意

味し，特定の援助者（グループワーカー）に

よって用いられる過程を表す概念」であると

定義される（13）。グループワークにおいては，

ワーカーは集団の相互作用に働きかけ，集団

の成員それぞれの人格的な変容が目指される

のである。したがって，グループワークの理

論は本来，団体宿泊訓練の有効な指導原理に

なりうるものであると考えられる。しかしな

がら，森井の指摘によれば，青少年教育施設

にはグループワーカーの機能が存在せず，

「一方的な管理」や「画一的・統制的指導」

につながる危険性があるとされる。

森井の指摘は，当時の団体宿泊訓練の状況

について一定の妥当性を持っていたと考えら

れるものである。先に紹介した調査研究協力

者会議の報告に見られた，「一方的，形式的，

画一的」な団体宿泊訓練への反省は，かつて
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森井が危惧していた状況が実際に青少年教育

施設に存在してきており，近年になってその

ような状況への反省がなされているという状

況が実際に存在することを示すものである。

もちろんここで森井によって指摘されてい

ることは，青少年教育施設の中で，あるいは，

団体宿泊訓練の中で，グループワークが行わ

れてこなかったということを意味するもので

はないのであろう。グループワークが指導者

研修の内容に取り上げられることも少なくな

かったであろうし，青少年教育施設を利用す

る団体の中にはグループワークの原理に基づ

いて指導を行う指導者もいたはずである。森

井がここで問題としているのは，青少年教育

施設でグループワークが行われてこなかった

ということではなく，団体宿泊訓練の指導原

理としてグループワークの考え方が位置づけ

られてこなかったということなのだと考えら

れる。

ここに，団体宿泊訓練に関する議論におけ

るグループワークの位置付けを考察すること

の意義が見出される。グループワークを取り

入れることで全ての問題が解決するわけでは

ないし，そもそもその有効性自体も問われな

ければならないことは言うまでもないが，少

なくとも団体宿泊訓練を捉える際の１つの視

点として，グループワークに注目することの

意味は小さくないと考えられる。

指導系職員の専門性と関わってグループワ

ークに注目する時，特に重要であるのは，田

中治彦が指摘しているように，グループワー

クが「対象者の集団とワーカーとの『関わり』

の技法であった」点であるように思われる（14）。

団体宿泊訓練におけるグループワーク機能の

不在という指摘が正しいとすれば，それはこ

れまでの団体宿泊訓練が，集団の相互作用を

用いて青少年に働きかける方法論を欠いてい

たということを意味するものであろう。そし

て，グループワークが「関わり」の技法であ

るとすれば，これまでの「一方的，形式的，

画一的」とされる団体宿泊訓練においては，

青少年に「関わり」，働きかける主体として

の指導者の存在が軽視されてきたということ

だとも考えられる。青少年教育施設が青少年

に教育的な働きかけを行う場である以上，そ

こでの専門性の多くは，一人一人の青少年に

対する「関わり」の中に存在するのであろう

し，特に団体宿泊訓練においては，グループ

ワークこそそのような「関わり」の技法の中

核に位置づくものであったはずである。森井

による指摘が正しいとすれば，なぜ，グルー

プワークが団体宿泊訓練の方法として位置づ

いてこなかったのかという問題も検討されな

ければならない。

４．グループワーク論の変遷と社会教育研究

団体宿泊訓練をめぐる議論の中で，これま

でグループワークがどのように捉えられてき

たのかを検討することは，一方で社会教育研

究におけるグループワーク論の歴史的な変遷

を捉え直す作業としても位置づくものであ

る。

わが国にグループワークの理論と技術を輸

入し，普及させるきっかけとなったのは，第

二次世大戦後，占領軍によって実施された

IFEL（ The Institute For Educational

Leadership，「教育長等講習」あるいは「教

育指導者講習」）における，青少年指導者講

習会（YLTC：Youth Leaders Training Courses）

であった（15）。IFELを通じて紹介されたグル

ープワークの理論と技術は，青年教育の新し

い方法として注目され，一時は青年団の活動

などに大きな影響力を持った。にもかかわら

ず，グループワークは，その後「グループ，

サークル等の小集団活動と同義語のように解

釈され，やがて，十分な理解と定着を欠いた

ままに，社会教育の方法としての主流の座を

失って」いったという（16）。グループワーク

は，その後，主に社会福祉の領域での援助技

術として捉えられるようになっていったた
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め，グループワークに関する研究は社会福祉

の領域では蓄積が見られるものの，社会教育

の領域では極めて少ないのが現状である。

しかしながら，社会教育と社会福祉の境界

がそもそもあいまいである以上，グループワ

ークが社会教育の方法であるか，社会福祉の

方法であるかを論じることは実践レベルでは

それほど重要な問題ではない。さらに，近年

新しい学習方法としてワークショップに代表

されるいわゆる参加型学習が注目を集めてい

るが，これらの参加型学習の方法論の多くが，

その起源をグループワークに負っていること

が指摘されている（17）。グループワークが現

在でも実践レベルでは社会教育の方法に影響

を与えているのであれば，社会教育の領域に

おいてもグループワークに関する議論の変遷

に注目することは意味のあることであろう。

青少年教育施設における団体宿泊訓練のなか

に，グループワークの理論や技術が位置づい

てこなかったということは，わが国において，

グループワークが社会教育の方法として主流

の座を失っていったことの１つの結果として

捉えることも可能である。したがって，団体

宿泊訓練をめぐる議論におけるグループワー

クの位置付けを検討する作業は，青少年教育

施設の側から，社会教育研究におけるグルー

プワーク論の歴史的展開を捉え直すことにも

つながる作業である。

Ⅲ　団体宿泊訓練におけるグループワーク

の位置付け

１．『青年の家の現状と課題』と団体宿泊訓練

（1）青少年教育施設をめぐる議論の変遷

1973年に創刊し，現在まで刊行されている

全国青年の家協議会の機関誌『青年の家の現

状と課題』は，青少年教育施設に関する議論

の変遷を知る上での重要な資料であると言え

る。特に，1975年に創刊された全国少年自然

の家連絡協議会の『研究紀要』が，公立施設

を中心にした，各施設の実践事例のレポート

や，施設ごとの個別具体的な課題に関する議

論を中心に掲載しているのに対し，『青年の

家の現状と課題』は①学識経験者による執筆

が多くなされていること，②青少年教育施設

の普遍的な問題を原理的に問うような論考が

多いこと，③各号ごとにテーマが設定されて

おり，そのテーマに沿った論考がまとめられ

ていることなどから，各時期の青少年教育施

設をめぐる議論の動向を把握しやすい構成と

なっている。社会教育に関する学会等におい

て青少年教育施設への言及が極めて少なかっ

たこともあり，『青年の家の現状と課題』は

青少年教育施設に関する中心的な議論の場と

なってきたということができよう。

これまでに刊行された『青年の家の現状と

課題』から，これまでの青少年教育施設に関

する議論の変遷を見る時，極めて大雑把では

あるが，以下の３点を指摘することができ

る。

第１に，70年代を中心にした創刊当時の時

期においては，青少年教育施設の役割や性格

についての，基礎的な問題を論じた論考が多

く見られることである。この時期は，青少年

の生活環境の変化や，学園紛争などの若者の

いわゆる「異議申し立て」などを受けて，青

少年に対する社会的な関心が高まっていた時

期であり，また，青少年教育施設の建設も進

み施設への社会的な期待も高かった時期であ

る。したがって，各号のテーマにおいても，

運営のあり方や指導のあり方，および教育的

な意義などを正面から論じたものが多い（18）。

第２に，80年代中葉以降になると，70年代

に多く見られたような施設のあり方や教育的

な意義等を論じるような論考が相対的に減少

し，事例紹介や資料提供を意図したと思われ

る文章が増加してくることである。この時期

においては，70年代に盛んに論じられたよう

な基礎的なテーマが一段落し，より実践的な

問題へと議論がシフトしていく様子を見るこ

とができる。
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第３に，特に90年代以降，学校教育に関す

る施策や，生涯学習関連施策など，より大き

な政策的な流れへの対応を意図したと思われ

る内容が多く見られるようになっている点で

ある。具体的には，「学校週５日制と青年の

家」（第21集），「生涯学習審議会答申（平成

４年７月29日）に関する青年の家の取り組み」

（第23集），「青少年の生きる力を育む青年の

家の在り方を求めて」（第26集）などの特集

が組まれている。また，こうした特集と並行

して，「変わる青年の家」（第22集），「青年の

家の新たな胎動」（第31集）など，青年の家

の変化を強調するような議論も目立ってく

る。周囲の状況が厳しさを増す中で，様々な

変化への対応を迫られている近年の青少年教

育施設の状況を反映していると言うことがで

きよう（19）。

以上見てきたように，青少年教育施設の基

本的な性格や役割を正面から論じた議論は，

1970年代から1980年代前半にかけて多く見

られるのであり，団体宿泊訓練をめぐる議論

もこの時期に集中している（20）。そしてその

中には，数は少ないものの，グループワーク

について言及した文献を見ることができる。

（2）グループワークに関する議論の所在

すでに述べているように，『青年の家の現

状と課題』においては，グループワークの理

論や技術に言及している文献は少ない。『青

年の家の現状と課題』第10集（特集テーマ

「レクリエーション・グループワーク編」）に

収録されている，「青年の家の生活指導にお

けるグループ・ワークの導入」および「グル

ープ・ワークとしての野外活動」，「レクリエ

ーションとグループ・ワーク」の３つの論考

が，『青年の家の現状と課題』の中でグルー

プワークに言及した文献のほとんど全てであ

ると言ってもよい状況である（21）。その他に

も内容的にはグループワークに関連すると思

われる記述もないわけではないが，「グルー

プワーク」という用語が直接使われているの

は，上記の３論文のみと言った状況である。

さらに，上記の３論文の中でも，「グルー

プ・ワークとしての野外活動」，「レクリエー

ションとグループ・ワーク」においては，そ

れぞれ「野外活動」や「レクリーション」の

もつグループワーク的な要素に焦点が当てら

れているため，団体宿泊訓練におけるグルー

プワークについて直接言及している議論は，

「青年の家の生活指導におけるグループ・ワ

ークの導入」にしか見ることができない。

以上のようなグループワークへの言及の少

なさは，森井の指摘に見られるような団体宿

泊訓練の方法としてグループワークが位置づ

けられてこなかった状況を示すものであると

言えよう。少なくとも団体宿泊訓練に関する

議論の中でのグループワークへの注目は，そ

れ以外の議論に比べて小さいものであったこ

とが確認できる。しかし一方で，数は少ない

ながらもグループワークに関する言及が見ら

れたことは事実であるし，ここでのグループ

ワークの位置付けを検討しておく必要があろ

う。

２．グループワークの語られ方

（1）生活指導の改善策としてのグループワーク

団体宿泊訓練をめぐる議論に見られるグル

ープワークの位置付けの第１の特徴は，グル

ープワークが主に生活指導において規則の遵

守を押しつけるような指導のあり方への改善

策として捉えられていることである。

『青年の家の現状と課題』においては，創

刊号から第３号まで連続して，指導のあり方

についての論考が掲載されているが，ここで

は青年の家における指導が，「生活指導」と

「研修指導」（あるいは「学習指導」）という

２つの側面から捉えられている（22）。それぞ

れの側面の厳密な定義はなされていないが，

ここでは指導の行われる場面によって，主に

学習や研修に関わる場面での指導と，それ以
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外の生活に関する場面の指導とに区別されて

いるのだと考えてよいだろう（23）。

「青年の家の生活指導におけるグループ・

ワークの導入」においては，題名に示されて

いる通り，生活指導におけるグループワーク

の導入の必要性が強調されている。ここでの

議論の背景には，これまでの生活指導が「か

たくなに規則の遵守を押しつけてきた印象が

強」く，「社会生活の規範を教えることには

なっても，社会性の育成や，自律性・自主性

を高めるような指導からはほど遠いものであ

った」という問題意識が存在する（24）。そし

て，このような生活指導のあり方を改善する

ための手段として，グループワークを導入す

ることが捉えられていたということができよ

う。ここで否定的に捉えられている規則の遵

守が，生活指導の場面との関連が大きいもの

であることを考えても，グループワークの意

義が強調されていたのは研修指導よりも生活

指導の面であったと言える。

しかしながら，生活指導へのグループワー

クの導入が強調されたことは，研修指導がグ

ループワークと無関係であると捉えられてい

たことを意味するものではない。「グルー

プ・ワークとしての野外活動」および「レク

リエーションとグループ・ワーク」で論じら

れている野外活動やレクリエーションは，研

修指導の代表的な場面であるから，グループ

ワークは研修指導の方法としても捉えられて

いたと言ってよい。むしろ，上記の２つの論

文では，野外活動とレクリエーションのグル

ープワーク的な要素が論じられていることか

らも分かる通り，研修指導とグループワーク

との関連は，むしろ前提とされていたと見る

ことができる。すなわち，研修指導における

活動プログラムとしてのグループワークは，

広く認識されていたのであり，そもそも積極

的にグループワークの導入が強調される状況

ではなかったのではないかとも考えられる。

（2）「グループワーク＝小集団活動」という

理解

グループワークの位置付けの第２の特徴

は，グループワークにおいて，集団に働きか

ける主体としての指導者の存在が軽視されて

いることである。例えば，「青年の家の生活

指導におけるグループ・ワークの導入」にお

いては，グループワークは以下のように定義

されている（25）。

グループ・ワークは，小集団の活動をも

とにして，そこに参加した人たちが親しく

交流し，あるいは感情的な対立が起こり，

信頼関係や協調関係の形成の体験を通し

て，各人の自主性，協調性，創造性を高め，

人間形成に必要な社会的能力を身につける

方法である。それは集団活動を通して出会

いの体験学習をすることである。

一般に，グループワークはワーカーによっ

て行われる援助の方法および過程を意味し，

ワーカーの存在を前提とした概念である。言

い換えれば，グループワークは単なる小集団

活動のことを意味するものではなく，指導者

による意図的な働きかけを意味しているので

ある。それに対し，ここでの定義においては，

ワーカーの存在が前提とされておらず，グル

ープワークの主体が「参加した人たち」であ

るかのように述べられている。ここでは，グ

ループワークが単なる小集団における活動と

ほぼ同義に捉えられていると考えられる。

先に見たように，グループワークは「グル

ープ，サークル等の小集団活動と同義語のよ

うに解釈」された結果，「やがて，十分な理

解と定着を欠いたままに，社会教育の方法と

しての主流の座を失」うこととなったという。

ここで見られるグループワークの理解は，か

つての社会教育で見られた，グループワーク

への誤った理解をそのまま踏襲していると見

ることもできよう。
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同様の問題は，ここでの記述だけでなく，

団体宿泊訓練に関する他の文献にもみること

ができる。永田征は，団体宿泊訓練における

「生活指導の基盤となる視点」の１つに「小

集団による活動の重視」を挙げ，集団宿泊活

動における「仲間づくり，集団づくり」のた

めには，「生活や活動の単位を小集団化し，

利用団体の指導者や施設職員ができる限り小

集団のグループワークを援助したり，個別な

相談に応じたりするなどの体制を整えること

が大切である」としている。「学んでいく過

程を重視した体験的活動であるグループワー

クを促進していくことが重要」といった記述

にも見られる通り，ここでもグループワーク

を単に小集団による活動として捉える傾向を

見ることができる（26）。このような認識は，青

少年教育施設をめぐる議論においては，むし

ろ一般的なものであったとも考えられよう。

グループワークに関する理解が，指導者の

意図的な働きかけを軽視するものであったと

いうことは，グループワークが団体宿泊訓練

の方法的側面を構成するものとしてではな

く，単に団体宿泊訓練の内容的側面として見

なされていたということである。このことは，

グループワークが，団体宿泊訓練の指導原理

になりうるものとしては，そもそも認識され

ていなかったということを示すものであると

言えよう。

先に，グループワークの意義が注目された

のは主として生活指導の場面であり，研修指

導に関してはすでに学習プログラムとしての

グループワークの存在が自明の存在となって

いたことを指摘した。しかし，その前提とな

るグループワークが，そもそも小集団活動と

同義のものとして考えられていたとすれば，

研修指導においても，グループワークが「意

図的な働きかけ」の方法論としては限界を持

っていたということになろう。

Ⅳ　おわりに

本論文では，団体宿泊訓練のあり方を問い

直す視点としてグループワークに注目し，団

体宿泊訓練に関するこれまでの議論の中で，

グループワークがどのように捉えられてきた

のかについて検討してきた。

本論文で指摘した，団体宿泊訓練に関する

議論におけるグループワークの位置付けの特

徴を改めて整理すれば，次の４点を挙げるこ

とができる。

第１に，団体宿泊訓練をめぐる議論におい

ては，グループワークへの言及は少なく，グ

ループワークへの注目が総じて小さいもので

あったことである。『青年の家の現状と課題』

の中には，今回取り上げた以外にグループワ

ークに直接言及した論文は見られない。

第２に，グループワークに言及した数少な

い議論に注目する時，そこでのグループワー

クが，生活指導における改善策としての意味

をもつものとして捉えられていたことであ

る。そこでは，規則の遵守を強調するような

生活指導が問題にされていたのであり，グル

ープワークは，それまでの生活指導に代わる

新しい生活指導のあり方として捉えられてい

た。

第３に，研修指導においては，生活指導の

場合と異なり，グループワークとの関連が前

提として捉えられていたことである。野外活

動やレクリエーションがグループワーク的な

要素を持っていることなどが議論されている

ものの，そこには新しい指導のあり方として

グループワークに注目する視点はなく，積極

的な導入をしようとする方向性も見られな

い。

第４に，以上のようなグルーワークについ

ての言及の前提となるグループワークそのも

のの捉え方が，単なる小集団による活動と同

義のものとして理解されていた傾向が見られ

ることである。このことは，グループワーク

の，指導者による働きかけとしての側面が軽

視されていたことを示すものであり，グルー
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プワークが，団体宿泊訓練の指導原理として

は位置づけられていなかったことを示してい

ると考えることもできる。

以上のようなグループワークの捉えられ方

を見る時，青少年教育施設における団体宿泊

訓練の中での，グループワーク機能の不在と

いう批判は，一定の妥当性をもっていたと考

えてよいであろう。すなわちグループワーク

は，団体宿泊訓練の指導原理として一定の有

効性を持っていると考えられるにも関わら

ず，これまで指導系職員の専門性の中に位置

づけられてこなかった。青少年教育施設のあ

り方が問い直されている中で，団体宿泊訓練

の指導原理としてグループワークに注目する

ことの重要性を，改めて確認しておく必要が

あろう。

本論での考察を踏まえるとき，今後検討さ

れるべき論点としては，以下の２点を挙げる

ことができる。

１点目は，団体宿泊訓練に関する議論で，

グループワークが軽視あるいは誤解されてき

た状況の原因や背景を歴史的に検討すること

である。本論文では，グループワークの捉え

られ方に注目したが，そこでの捉えられ方が，

なぜ，どのようにして本論文で指摘したよう

な特徴を持つに至ったのかについての考察は

行っていない。この点を明らかにするために

は，青少年教育施設におけるグループワーク

に関する議論を，戦後の青年団運動の中で提

唱された共同学習との関係なども意識しなが

ら，戦後社会教育におけるグループワーク論

の展開の中に位置付けていくことが必要であ

ると考えられる。

２点目は，「パッケージド・プログラム」

などと呼ばれるような，近年青少年教育に導

入されつつあるような新しい指導法の中に，

グループワークがどのように位置づいている

かを検討することである（27）。すでに指摘し

たように，近年の新しい学習方法論の多くは，

その源流にグループワークの影響をみること

ができるとされるが，それぞれの方法論の中

で，グループワークがどのように位置づけら

れ，またどのようなアレンジをされているか

については，明らかではない。グループワー

クの観点からこれからの団体宿泊訓練のあり

方を考える上で，新しい指導法の中でのグル

ープワークの位置付けは参考になるものであ

ろう。

これらの論点への考察を通して，団体宿泊

訓練の指導原理としてのグループワークの可

能性と限界を明らかにしていくことが，今後

の課題であると考えている。

a 「団体宿泊訓練」という語は，青少年教育施設に関

する法律や政策文書のなかで用いられる語であるが，

類義語も少なくない。青少年教育施設に関する議論に

おいても，「集団宿泊活動」，「集団宿泊生活」，「集団

宿泊指導」，「共同宿泊研修」といった用語が散見され

る。これらはほぼ共通の意味内容を持つと考えられ，

また，教育的な見地から「団体」や「訓練」という語

が避けられているとも考えられるものであるが，本論

文では議論を青少年教育施設に限定していることもあ

り，用語の混乱を避けるため，一貫して「団体宿泊訓

練」を用いている。

s いわゆる都市型青年の家のような，非宿泊型の青少

年教育施設もあるが，本論文での「青少年教育施設」

は，基本的に宿泊型の施設を念頭に置いている。

d 石山武「青年の家の基本的性格と役割」＜全国青年

の家協議会『青年の家の現状と課題』，1973＞p.4-5.

f 国立青年の家・少年自然の家の在り方に関する調査

研究協力者会議「国立青年の家・少年自然の家の改善

について―より魅力ある施設に生まれ変わるために―

（報告）」，1995,

p.6. 同報告は，前年に出された総務庁「社会教育施

設に関する調査結果に基づく勧告―附属機関等総合実

態調査・文教研修施設（Ⅲ）―」への文部省による対

応としての意味をもつものである。

g 国立青年の家・少年自然の家の在り方に関する調査

研究協力者会議，op．cit.,p.6-7.これに伴い，翌年には

新たに生涯学習局長通知「国立青年の家の管理運営に

ついて」「国立少年自然の家の管理運営について」が

出され，それぞれの施設の利用規則も改正がされた。

その中で「おおむね五人以上の団体」であることや

「少なくとも二十四時間以上滞在する」ことなどを原

則としていた従来の規則が削除され，より柔軟な運営

が可能となった。

h 井上伸良「社会教育施設における管理主体の多様化
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に関する考察―青少年教育施設を例に―」『国立オリ

ンピック記念青少年総合センター研究紀要』第６号，

2006,p.6.

j Ibid.,p.6.

k Ibid.,p.6.

l 内容的側面と方法的側面の区別，およびそれに基づ

く近年の体験活動推進施策の検討については，青山鉄

兵「体験活動における『体験』概念の原理的検討」

『国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要』

第６号，2006.

¡0 国立青年の家・少年自然の家の在り方に関する調査

研究協力者会議，op．cit.,p.6.

¡1 団体宿泊訓練における青少年教育施設の意図的・組

織的な働きかけの総体を考察するのであれば，本来，

指導系職員の専門性だけでなく，施設のハード的な面

にも注目する必要があろう。例えば，伊藤俊夫は国立

の青少年教育施設の宿泊部屋の定員について，「ボー

イスカウトや各種球技の基礎単位を分析し，グループ

の作業量とメンバーの質との相関から，ハブロン学説

の一人のリーダーと５人のフォローアーという６人部

屋（６及び６の倍数）とした」こと，また，「集団経

験の浅いケースも想定し，８人部屋を設け」たことを

説明している。このような施設のハード面に関する研

究はこれまでほとんどなされてこなかったと言ってよ

い状況であるが，今後の青少年教育施設のあり方を考

える上では，重要な視点であろう。伊藤俊夫「青少年

教育施設の設計意図-建物が行う子供の教育-」＜伊藤

俊夫・坂本昇一編著『集団宿泊活動の展開―教育環境

の人間化をめざして―』ぎょうせい，1986＞p.190.

¡2 森井利夫「グループワークの技術」＜辻功・岸本幸

次郎編『社会教育の方法』（社会教育講座第５巻）第

一法規，1979.＞p.129.

¡3 Ibid.,p.108.

¡4 田中治彦「居場所づくりの方法論―グループワーク

の限界と可能性」＜田中治彦編『子ども・若者の居場

所の構想』学陽書房，2001.＞ p.197.

¡5 このあたりの経緯については，田中治彦「青少年指

導者講習会（IFEL）とその影響に関する総合的研究」

（平成４年度科学研究費補助金（一般研究C）研究成果

報告書），1994に詳しい。なお，グループ・ワークの

理論と実践は戦後になって突如としてあらわれてきた

ものではなく，戦前にもYMCAなどによる理論の輸入

および実践が見られたことが指摘されている。宮坂広

作『近代日本社会教育史の研究』法政大学出版局，

1968など。

¡6 森井俊夫，op．cit.,p.110.なお，この時期のグルー

プワークに関する議論の展開については，青山鉄兵

「戦後初期社会教育論における『集団』の検討」『生涯

学習・社会教育学研究』第30号，2005.

¡7 田中治彦「居場所づくりの方法論―グループワーク

の限界と可能性」，op．cit.,p.200.

¡8 具体的には，「これからの役割と方向を求めて」（第

１集），「研修の手引」（第３集），「青年の家基本調査」

（第６集），「教育効果」（第８集），「基本的性格・新し

い役割」（第12集），などの特集が組まれている。

¡9 全国少年自然の家連絡協議会の『研究紀要』におい

ても，1997年以降，各号ごとのテーマが設けられるよ

うになり，それ以降「学社融合」や「総合的な学習の

時間」，「安全管理」「ボランティア活動」などが特集

されている。ここにも『青年の家の現状と課題』と同

様の状況をみることができよう。

™0 非常に割り切った言い方ではあるが，これ以降の青

少年教育施設に関する議論においては，職員による働

きかけやそこでの青少年の相互作用や変化といった，

主としてミクロな場面での学習過程に関する検討があ

まりなされなくなっていったように思われる。

™1 それぞれ，坂口順治・斎藤哲瑯「青年の家の生活指

導におけるグループ・ワークの導入」，国馬善郎「グ

ループ・ワークとしての野外活動」，松本勉「レクリ

エーションとグループ・ワーク」＜全国青年の家協議

会『青年の家の現状と課題』第10集，1982＞。ここで

「グループワーク」と「グループ・ワーク」という表

記の違いが見られるが，本文の表記は一貫して「グル

ープワーク」を用いている。

™2 典型的な記述として，「指導系職員（専門職員）の

役割と研修のあり方」＜全国青年の家協議会『青年の

家の現状と課題』第２集，1974＞p.141など。

™3 生活指導の具体的な形態については，「①生活の流

れを通しての指導 ②施設・設備の活用を通しての指

導 ③学習活動を通しての指導」という３つの分類が

紹介されている（古際寛・芝貞夫「生活指導の内容と

方法はいかにあるべきか」＜全国青年の家協議会『青

年の家の現状と課題』第２集，1975.＞p.33）。一方，

研修指導の内容としては，「（1）一般教養，専門教養

に関すること。（2）レクリエーションに関すること。

（3）スポーツに関すること。（4）野外活動に関するこ

と。（5）芸術文化に関すること。」の５領域が挙げら

れている（落合俊夫「研修指導の内容と方法はいかに

あるべきか」＜全国青年の家協議会『青年の家の現状

と課題』第２集，1975.＞p.87）。

™4 坂口順治・斎藤哲瑯，op．cit.,p.13.

™5 Ibid.,p.8.

™6 永田征「集団宿泊活動における生活指導―洗面から

寝るまで―」＜伊藤俊夫・坂本昇一編著，op．cit．＞

p.190.

™7 「パッケージド・プログラム」の意義と課題につい

ては，青山鉄兵「体験活動における『体験』概念の原

理的検討」，op．cit．でも言及している。




