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【要旨】

本研究は，青少年教育施設におけるボランティア研修会の参加者が，研修会を通じて見せた変

容と研修会の在り方を検討した。７１６人を対象に，研修会の前後で同一項目の質問紙調査を実施

した。因子分析の結果，研修会に期待される効果として「コミュニケーションの自信」，「ボラン

ティアの多様性の理解」，「解説技能を伴う指導性」，「自己実現への意識」，「国際性」という５側

面（因子）があることがわかった。すべての因子で向上が見られたが，とりわけ，「ボランティ

アの多様性の理解」と「自己実現への意識」の向上が大きく，研修前は社会福祉等の特定分野の

活動をボランティア観として強く抱いていたのではないかと思われる。それが，研修後には生涯

学習社会における自己実現への意識の高揚も含めて，ボランティア活動が多種・多様な分野・領

域に広がりを見せる活動であることを理解するに至ったと考えられる。
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Ⅰ 問題と目的

１９６５年のユネスコの成人教育に関する会議に

おいて生涯教育の考え方が提案されて以来，我

が国においても，生涯学習・教育に関する様々

な答申が出された。その中の生涯学習審議会答

申「今後の社会の動向に対応した生涯教育の振

興方策について」（１）（１９９２年）では，当面重点

を置いて取り組むべき四つの課題が取り上げら

れ，その一つに「ボランティア活動の支援・推

進について」が挙げられた。伊藤は，青少年に

各種生活体験が不足していることを指摘した上

で，ボランティアは，「自然体験，タテ社会体

験，奉仕体験，勤労体験，自己充足体験」など

の総合的要素を有する活動として捉え，「他者

とのかかわりがもたらす社会性の啓培は青少年

の人間形成にとって貴重な糧である」としてい

る（２）。青少年教育に対して重要な責務を担う機

関として，全国の青年の家・少年自然の家に

は，青少年がそうしたボランティアに関わるこ

とが可能になる活動を企画・運営することが期

待されるであろう。

讃岐は，ボランティア活動の支援・推進につ

いて，青年の家の，ボランティア活動に対する
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関わり方の具体例として，次の三つを指摘して

いる（３）。第一は，すでに特技や知識，技術を有

しているボランティアの受け入れ，つまり，ボ

ランティアの活動の場を提供する機能，第二

に，生涯学習社会におけるボランティアを育成

するために，活動に取り組むための知識，技術

等を習得させるために行う「ボランティア養成

事業」を通しての関わり，第三は，「地域の生

涯学習センター」としての役割・機能を担うと

いう点である。これら三つの関わり方は，一つ

のサイクルとしての繋がりがあるのではないか

と思われるが，本研究は，特に「ボランティア

養成事業」に着目していく。

青少年教育施設ボランティア研究会の報告（４）

によると，青少年教育施設に登録しているボラ

ンティアが実際に取り組んだ活動は，子どもに

スポーツなどを教えたり，障害者やお年寄りを

支援する活動が上位であり，また，内外学生セ

ンターの報告書（５）においても，子どもたちにス

ポーツ等の指導をしたり，お年寄りや障害者を

助ける活動に取り組む場合が多いことが明らか

にされている。これらの結果から，直接，対人

的接触を伴う活動が主要な活動になっているこ

とがうかがえる。

ベネッセ教育研究所の調査（６）では，高校生の

社会的活動への参加意欲について，福祉ボラン

ティア，身近な環境の保全活動，漂着重油の除

去作業（調査当時，タンカーの重油流出事故が

あったため）などに関して，６割前後の者が参

加したいと考えていることがわかった。青少年

教育施設ボランティア研究会の報告（７）による

と，青少年教育施設のボランティア養成事業に

おいて実施頻度の高いプログラム内容として

は，ボランティア活動に関すること，レクリ

エーションに関すること，野外教育に関するこ

と，自然理解・自然保護に関することを挙げ，

ボランティアについて理解し，活動していく上

での基礎的知識・能力について重要視している

ことを指摘している。

活動者の資質・素養という側面からは，全国

子ども会連合会の調査（８）によって，ジュニア・

リーダーとしての活動経験者（主に高校生）の

方が，経験のない者より，何かやろうとする際

にはいつもリーダーになり，人前で自分の意見

をはっきり言うことができる傾向にあることが

明らかにされた。また，活動を通して，自信が

持てるようなったり，人前でも自由に発言でき

るように変わったと感じている子どもが多いこ

ともわかった。一般に，最近の高校生は，他人

と一定の距離をおいた付き合い方をしているよ

うに考えられているが，ベネッセ教育研究所の

調査結果（９）からは，高校生が友人に対してでき

ることとして，友だちと意見が違うとき，自分

の意見を主張できる生徒が７９．７％おり，友だち

の間違いを指摘できると回答した生徒も６４．７％

であり，他人に対してしっかりと意見表明でき

ると，高校生は考えていることがわかる。

また，今日の国際社会を背景にしているの

か，留学や仕事などで外国に行きたいと考えて

いる高校生が５２．４％おり，５７．０％の生徒が将来

的には，日本語と英語を混ぜて会話できるよう

になると思っていることがベネッセ教育研究所

の調査（１０）からわかる。同調査では，在日外国人

との交流に参加したいと考えている高校生が

６６．３％，海外の平和維持ボランティアへの参加

意欲を見せている高校生が５７．９％存在すること

もわかった。内外学生センターの調査報告（１１）に

おいても，５６．５％の大学生が，留学生に対して

もっとボランティア活動を通して手助けや交流

をするべきだと考えていることが示された。青

少年教育施設ボランティア研究会も，現在行っ

ているボランティア以外に希望する活動とし

て，「海外協力や国際交流に関する活動」を希

望する者が３１．２％いることを報告している（１２）。

総務庁青少年対策本部の調査報告（１３）による

と，ボランティアイメージについて（全２４項目）
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因子分析した結果，第１因子として，貢献的精

神を示し，無償性や自主性をも含む因子として

「貢献スケール」を示した。第２因子として，

自分自身の楽しみや遊び心が強く表出される

「遊びスケール」を，第３因子に，ややボラン

ティア活動を否定的に見ていると考えられる

「偽善視的スケール」を抽出した。千石はこの

結果を，若者の価値観は，「社会貢献を手段と

して自分が輝いてみたいという「自己表現」」

であり，「「遊び心」の承認こそが社会への貢献

をもたらすことを事実として証明している」と

解釈している（１４）。また，埼玉県立南教育セン

ターの研究報告（１５）では，ボランティア活動をし

てよかったこととして，相手に喜んでもらえた

こと，自分のためになったことを回答している

生徒が多かった。

このように，ボランティアに関して，実際の

活動内容やイメージ，活動者の特性等，様々な

視点から調査が行われ報告されてきた。一般的

に，ボランティア活動というと，福祉活動や奉

仕活動による人助けを連想する場合が多々あ

る。もちろん，ボランティア活動には，そのよ

うな側面があるが，それだけではない。伊藤

は，「不可測性に遭遇すると，身につけている

すべての経験や知識を総動員しなければならな

いし，その結果として，問題解決能力や主体的

な意見形成をもたらしてくれる」（１６）ことを指摘

し，不可測性が当然である活動としてボラン

ティア活動を挙げている。このことから，ボラ

ンティア活動は臨機応変な対応能力の育成にも

有効であることがうかがえる。また，他者との

関わりを通して，相手の立場になり，相手を思

いやるやさしさや，自分の意思をはっきり表明

することの重要性を学ぶ機会にもなるであろ

う。さらには，ボランティアとして自分の持っ

ている能力を活かすことで，生涯学習ボラン

ティアとして，新たな活動の場を発見すること

も可能になる。今日の生涯学習社会において，

豊かな生活を送るための中核になる活動，それ

がボランティア活動ではないだろうか。そのよ

うなボランティア活動促進とボランティア育成

のために，ボランティア研修会に期待される役

割や社会的要請は極めて大きい。しかし，研修

会の成果がどのように表れているのか，また，

研修会を通じて参加者が何を学んだかという点

についての調査はあまりなされていない。この

点を明らかにすることは，当該年度の研修会の

ねらいがどう活かされたかを自己点検するだけ

ではなく，今後の研修会の充実・改善に向けて

の貴重な資料を提供すると考える。本研究の目

的は，青少年教育施設が実施しているボラン

ティア研修会の効果を，数量的に検討するため

の質問紙尺度を開発することである。開発した

尺度は，研修会の改善に役立てるとともに，尺

度自身も，常に時代の要請を反映し，改良され

てゆくものである。その意味で，現時点におけ

る評価尺度の一サンプルを提供することをねら

いとしている。

Ⅱ 方 法

１ 調査対象

２０００年５月～２０００年８月に，国立青少年教育

施設が主催したボランティア研修会に参加した

高校生，大学生等を対象に，記名式質問紙調査

を行った。１３施設１４事業の研修会の協力を得

て，研修会の開講式にて事前調査を実施し，閉

講式にて事後調査を実施した。１４事業の合計

で，事前調査では７３３人，事後調査では７３０人の

回答を得た。このうち，事前調査と事後調査の

両調査に回答した有効回答者７１６人のデータを

分析対象とした。

２ 調査票作成の手順と調査内容

国立オリンピック記念青少年総合センターで

は，国立青少年教育施設の専門職員を対象

に，１９９９年４月～２０００年４月にかけて合計３
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回，「主催事業の評価方法に関する研修会」を

実施した。この研修会のねらいは，第１には参

加者が調査方法の基礎を会得することであり，

第２には参加者の事業企画経験を調査票づくり

に活かしてもらい，調査項目を検討することで

ある。１９９９年４月の第１回研修会で作成した調

査票に基づき，１９９９年度の青少年教育施設が主

催するボランティア事業で実際にデータ収集を

し，そのデータについて因子分析を中心とする

統計処理を行った。

この結果を踏まえて，青少年教育や生涯教育

を専門とする大学教授や実践的研究者の助言を

受け，それらを参考にしながら項目内容を再検

討した。すなわち，研修会を通して変容が見ら

れると思われる，他者への接し方，野外活動等

の活動の具体的な知識・理解，リーダーとして

の自覚・自信，国際化への対応，自己実現への

意識等，「研修会の効果に関する項目」として２９

項目を決定した。

調査票は，事前調査票と事後調査票からな

る。事前調査票は，上記の研修会の効果に関す

る項目に加えて，参加者の氏名，年齢，性別，

校種及び学年といった属性を問うたものであ

る。事後調査票は，研修会の効果に関する項目

について，事前調査票と同一内容で実施したも

のである。なお，事前調査票，事後調査票につ

いて，同一人物の対応関係を判断するため記名

式で実施した。

Ⅲ 結果と考察

１ 男女別・校種別参加者数

参加者の内訳を男女別・校種別に示した（表

１）。性別では女子の占める比率が７０．１％で男

子よりも多く，校種別では高校生の割合が全体

の６０．９％であり，また，女子高校生が回答者全

体の４６．９％にあたる。参加者の平均年齢は全体

で１８．９歳，男子が２０．０歳，女子が１８．５歳であっ

た。なお，「その他」という回答者が８４人で全

体のおよそ１割を占めたが，年齢層は１６～５７歳

の幅で，平均年齢は２８．５歳であった。

２ ボランティア研修会の効果に関する項目に

ついての因子分析

ボランティア研修会の効果に関する２９項目

は，５件法の尺度であり，データ入力に関し

て，「きわめてあてはまる」を４点，「かなりあ

てはまる」を３点，「わりとあてはまる」を２

点，「少しあてはまる」を１点，「あてはまらな

い」を０点として得点化した。これらを，主因

子法・バリ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，高齢者や障害者，子どもに

対してやさしく接することができ，異国の人々

にも親切にすることができるなど，対人関係に

関する自信を表しており，「コミュニケーショ

ンの自信」と命名した。第２因子は，ボラン

ティア活動の活動領域の広さや，現代的課題と

表１ 男女別・校種別参加者
（上段：人数，下段：％）

高校生 専門学校生 短大生 大学生 大学院生 その他 小 計 無回答 合 計

男 子
１００

（１４．０）

６

（０．８）

２

（０．３）

６２

（８．７）

４

（０．６）

４０

（５．６）

２１４

（２９．９）

０ ２１４

女 子
３３６

（４６．９）

５

（０．７）

３８

（５．３）

７２

（１０．１）

７

（１．０）

４４

（６．２）

５０２

（７０．１）

０ ５０２

合 計
４３６

（６０．９）

１１

（１．５）

４０

（５．６）

１３４

（１８．７）

１１

（１．５）

８４

（１１．７）

７１６

（１００．０）

０ ７１６
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も関連した生涯学習ボランティアについての理

解に関したもので，「ボランティアの多様性の

理解」と命名した。第３因子は，道具の使い方

等を見本を見せながら説明することや，人前で

自分の意見を発表したり，集団のゲーム指導を

する自信等を表し，「解説技能を伴う指導性」

と命名した。第４因子は，ボランティア活動を

通して他人のために行動したり，学習成果を将

来的，継続的に活用しようという意欲を表し，

「自己実現への意識」と命名した。第５因子は，

異文化に対する興味・関心や，国際的な分野で

の活動志向を表し，「国際性」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，「コミュニケーションの

自信」は０．９０，「ボランティアの多様性の理解」

は０．８７，「解説技能を伴う指導性」は０．８６，「自

己実現への意識」は０．７８，「国際性」は０．７５で

あり，十分な信頼性が得られたといえる。

表２ ボランティア研修会の効果に関する項目の因子分析

因 子 名 項 目 名 F１ F２ F３ F４ F５ h２

コミュニケーションの

自信

＊ �２６ 障害者に対してやさしく接することができる ．７２ ．２６ ．０９ ．１６ ．１５ ．６５

＊ �１３ 高齢者に対してやさしく接することができる ．７２ ．２４ ．１０ ．１６ ．０２ ．６１

＊ �２０ 子どもに対してやさしく接することができる ．６４ ．１２ ．２０ ．１９ ．０４ ．５０

＊ �２１ 人の喜びを自分の喜びとして感じることができる ．５６ ．１０ ．２２ ．３８ ．１１ ．５３

＊ �１５ 様々な国の人々に親切に接することができる ．５５ ．１９ ．２１ ．０９ ．４２ ．５７

＊ �１０ 相手の立場に立った行動ができる ．５０ ．１７ ．４０ ．２９ ．０６ ．５３

�１４ ボランティアに取り組むことは生きがいの一つである ．４９ ．３６ ．０３ ．４８ ．０９ ．６０

�２３ 言葉がわからなくても身振り・手振りでコミュニケーションできる ．４５ ．２３ ．３５ ．０５ ．３９ ．５３

�５ 人の意見に耳を傾けることができる ．４５ ．０８ ．２６ ．２８ ．０７ ．３６

�２２ 自分の知識・技能を他人のために役立てることができる ．４２ ．２５ ．３８ ．３６ ．２１ ．５６

ボランティアの多様性

の理解

＊ �３ 生涯学習ボランティアについてよく知っている ．１７ ．６５ ．１６ ．１６ ―．０２ ．５１

＊ �１７ ボランティアの活動分野・領域の広さを知っている ．１２ ．６５ ．２７ ．１５ ．０７ ．５４

＊ �６ 社会福祉についての知識・理解がある ．２８ ．６４ ．１３ ．０７ ．００ ．５１

＊ �２４ ボランティア活動を取り巻く現代的課題について理解がある ．２７ ．６０ ．２２ ．０８ ．２４ ．５５

＊ �１ 環境保護・保全についての知識・技能に自信がある ．０１ ．５８ ．２６ ．１４ ．１２ ．４４

＊ �１６ 野外活動についての知識・技能がある ．１６ ．５３ ．３９ ．０５ ．０６ ．４７

＊ �８ 海外のボランティア事情について理解がある ．１５ ．５１ ．０９ ．１３ ．３７ ．４４

�１１ ボランティア関連事業を企画・運営する自信がある ．２０ ．４７ ．４７ ．２２ ．１２ ．５５

解説技能を伴う指導性 ＊ �１２ 見本を示してわかりやすく解説するのが得意である ．１０ ．２７ ．７５ ．１９ ．０９ ．６８

＊ �２８ 道具などの使い方を他人に説明するのが得意である ．１６ ．２０ ．７３ ．１５ ．１７ ．６６

＊ �２７ 人前で自分の意見がはっきり言える ．２３ ．２３ ．５８ ．０９ ．２０ ．４９

＊ �１８ 状況に応じて正しく判断し他者を導くことができる ．２７ ．３７ ．５７ ．１７ ．１２ ．５７

＊ �７ 集団でのゲームなどの指導をするのが得意である ．２６ ．３１ ．５４ ．１６ ．０８ ．４８

自己実現への意識 ＊ �２ 他者に奉仕することは自分の人生を充実させる ．２７ ．２４ ．０９ ．６０ ．０９ ．５１

＊ �９ 新しく身につけた学習成果を様々な場で活用したい ．２８ ．０５ ．２２ ．５９ ．２５ ．５４

＊ �２５ ボランティア活動は自分の成長に役立つと感じる ．３６ ．１１ ．１４ ．５４ ．２２ ．５１

＊ �４ 自分の知識や技術を誰かに伝えたいと思う ．１１ ．２２ ．３３ ．５１ ．１５ ．４６

国際性 ＊ �２９ 異国の文化や言語などに興味・関心がある ．０５ ．０５ ．２０ ．１６ ．７５ ．６３

＊ �１９ 国際的な分野で活動・仕事がしたい ．１５ ．１４ ．１０ ．２４ ．６９ ．５９

因 子 寄 与 ３．９８ ３．７４ ３．５５ ２．３８ １．９３１５．５７

寄 与 率 １３．７２１２．９０１２．２４ ８．２１ ６．６６５３．６９
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３ ボランティア研修会の効果の考察

�１ 因子合成得点による検討

ボランティア研修会の効果に関する５因子に

ついて，研修会の事前調査時と事後調査時の因

子合成得点の平均値と標準偏差を算出し，対応

のあるt検定を行った（表３）。同一項目で特定

の因子に０．５０以上の因子負荷量を示し，同時に

他の因子負荷量とは０．１０以上の差があることを

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。例えば，「コミュニケーションの自信」に

ついては，６項目の合計を算出し，その合計点

を６で割り，因子合成得点とした。従って，因

子合成得点はすべて，０点～４点として，比較

しやすいようにした。なお，サンプル数が７１６

人のため，検定の際の有意水準を０．１％に設定

した。また，統計的には有意ではあるが，平均

値の差が標準偏差の２分の１を越えない場合

は，「やや効果があった」として考察する。

従って，「ボランティアの多様性の理解」

（０．５９点増加）と「自己実現への意識」（０．４２

点増加）は，研修会前後の参加者の変容につい

て，この順に効果があり，次いで，「解説技能

を伴う指導性」（０．３７点増加）と「コミュニケー

ションの自信」（０．２６点増加）はやや効果があっ

た。また，「国際性」については，統計的には

有意差が認められたが，その変化は少なかっ

た。

「ボランティアの多様性の理解」についてみ

ると，事前の得点が１．１６点で，かなり低い。こ

れは，坂口が，ボランティア活動に関して，

「かつては，慈善事業や，博受精神の発揮とい

うような一方的な受の実践であった。与えるも

のはいつも与え，受けるものはいつも受給する

という方程式の社会福祉であった」（１７）と述べて

いるように，ボランティア活動とは社会福祉活

動であるという一般的通念があり，多様な活動

分野に対する理解が低いことを示していると思

われる。それが事後では１．７５点にまで上昇し，

かなりの向上が見られた。名賀（１８）が指摘するよ

うに，ボランティア活動が求められる背景に

は，多くの人々が，心の豊かさや，人間性を一

層求めていることがあるが，活動の多様性を理

解することが，人々の活動の幅を広げ，より一

層活動に参加しやすい条件を作っている。「日

常的な生活の中にまずボランティアの原点が存

在」（１９）するという意識を持つことや，日常的な

ボランティア活動の取り組みを促進し，ひいて

は，あらゆる場所・機会の中に，ボランティア

の視点を持てることになると考えられる。

「自己実現への意識」に関しては，事前で２．５２

点と比較的高い。これは，この種の研修会に参

加する人たちは，もともと活動を求める意識が

表３ ボランティア研修会前後の参加者の変容 （４点満点）

事前調査（７１６人） 事後調査（７１６人） 平均値の

増 加 分
ｔ値

平均値 （標準偏差） 平均値 （標準偏差）

コミュニケーションの自信 ２．５１ （０．７８） ２．７６ （０．８２） ０．２６ １３．３４＊＊＊

ボランティアの多様性の理解 １．１６ （０．７４） １．７５ （０．８４） ０．５９ ２５．４３＊＊＊

解説技能を伴う指導性 １．４６ （０．８５） １．８３ （０．９２） ０．３７ １７．３８＊＊＊

自己実現への意識 ２．５２ （０．８１） ２．９４ （０．８５） ０．４２ １７．６９＊＊＊

国際性 ２．１８ （１．１５） ２．３７ （１．１６） ０．１９ ６．７９＊＊＊

＊＊＊p＜．００１

（注） 表２中に＊で示した項目の合計点を算出し，その合計点を項目数で割り，因子合成得点とした。
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高いことを表すのだろう。事後では２．９４点と，

さらに向上している。研修会への参加は，ボラ

ンティアとして活動することが自己実現や自己

教育力の育成にも繋がるという意識を高めるこ

とに有効であると考えられる。坂口は，青少年

の発達課題が主体性の確立であると指摘した上

で，「不思議な出会いと意外な体験のできる青

少年のボランティア活動こそが，将来大いに役

立ち，人格形成に寄与していく原体験」（２０）とな

り，ボランティア体験が，自発的能動的な行動

のできる，責任ある社会人への成長を助長する

としている。青少年教育施設におけるボラン

ティア研修会は，このような青少年の発達課題

に立脚したものであり，具体的な活動イメージ

をさらに広げた結果，自己実現の意識を高める

ことに効果をあげている。

「解説技能を伴う指導性」では，事前で１．４６

点と，「ボランティアの多様性の理解」の次に

低い。自分の意見を発表したり，他者を指導す

ることは，そういう場と機会に恵まれなけれ

ば，なかなか育ちにくいものなのだろう。その

分，少しでもそうした意見表明や指導がうまく

できれば，その自信が向上しやすいとも考えら

れよう。そうした指導性の育成という面から，

生涯学習審議会答申は，「ボランティアを受け

入れる施設及び機関等は，必要に応じ，ボラン

ティア活動のリーダーとなる人の資質・能力の

向上を図る機会を設けることが必要である」（２１）

としている。また，上條も，ボランティアの養

成・研修事業の役割の一つとして，ボランティ

アグループ等のリーダーを養成することを指摘

し，ボランティアリーダーの養成・研修の機会

を設けることが肝要であるとしている（２２）。「解

説技能を伴う指導性」の向上が見られたのは，

このような社会的要請・期待に合致した内容の

プログラムを研修会が提供している結果と考え

てよかろう。

「コミュニケーションの自信」については，

事前で２．５１点と，かなり高い値である。これ

は，初めから他者と接するという資質・能力が

高く，人と関わることを好む傾向にある者が，

研修会に参加していることがうかがえる。そし

て，そのさらなる向上に，研修会はいくらか役

立っているようである。ボランティアとして活

動していく際に，様々な人々と接する場面が多

く生じることは想定でき，その際に必要となる

「コミュニケーションの自信」という基礎的な

スキルが第１因子として抽出され，向上したこ

とは意義があろう。金子は，「ボランティアと

は，困難な状況に立たされた人に遭遇したと

き，自分とその人の問題を切り離して考えるの

ではなく，相互依存性のタペストリーを通じ

て，自分自身も広い意味ではその問題の一部と

して存在しているのだという，相手へのかかわ

り方を自ら選択する人である」（２３）としている。

そして，「個人や社会への「かかわり方」と「つ

ながりのつけ方」は，社会を多様で豊かなもの

にする，新しいものの見方と，新しい価値を発

見するための人々の行動原理を提示する」（２４）こ

とを述べている。このように，他者と触れ合

い，コミュニケーションをとることは，ボラン

ティアとして活動する上でも，また，生涯学習

社会で生きていく上でも，その基本であると同

時に不可欠な要素であると考えられる。

「国際性」については，異国の文化に関心を

持ち，将来，国際的に活動したいという２項目

からなる因子として抽出された。事前（２．１８点）

と比べると事後（２．３７点）の方が０．１９点の増加

があり，統計的には有意であったが，それほど

大きな向上とまでは言えないだろう。最近の青

少年教育施設の事業では，日本在住の外国人と

の交流を含んだプログラムもしばしば見られ

る。ボランティアとして活動するためには，こ

れらの外国人とも気軽に交流したり，日本人参

加者との橋渡しをする能力が必要とされるであ

ろう。ただ，当初予想した，項目「様々な国の

林・谷井：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 １５



人々に親切に接することができる」と項目「言

葉がわからなくても身振り・手振りでコミュニ

ケーションできる」は第１因子に，項目「海外

のボランティア事情について理解がある」は第

２因子に含まれることになった。そのため，

「国際性」とは，将来的に，国際的に活動した

いという，やや限定的な因子となった。一方，

逆に，第１因子や第２因子は，「国際性」をそ

の中に包含したより幅広いコミュニケーション

の自信，及びグローバルな視点からボランティ

アの多様性を捉える資質・能力であると理解で

きる。例えば，具体的には，外国人と接する機

会があり，会話等の語学力を要する活動であれ

ば，「国際感覚」を含む「コミュニケーション

の自信」が求められるであろう。あるいは，青

年海外協力隊に関して興味があったり，ボラン

ティア先進国の取り組み等についての関心があ

れば，「国際的視野」も考慮した「ボランティ

アの多様性の理解」が必要となるケースも出て

くると思われる。そのため，「国際性」因子の

向上は，５因子の中では最も低かったが，国際

意識そのものは，研修会を通じて，十分向上が

図られていると考えられよう。

�２ 「ボランティアの多様性の理解」構成項目

の検討

研修会による効果が最も高かった「ボラン

ティアの多様性」因子を構成している下位項目

について，さらに検討を加える。そして，「多

様性」の中でも，どのような点の向上が大きい

かを詳細に見ていく（表４）。最も変化の大き

かった項目は，「生涯学習ボランティアについ

てよく知っている」（０．７３点増加），以下，「ボ

ランティアの活動分野・領域の広さを知ってい

る」（０．６９点増加），「環境保護・保全について

の知識・技能に自信がある」（０．６８点増加），「野

外活動についての知識・技能がある」（０．６１点

増加）の順になった。生涯学習ボランティアの

概念や活動分野の多様性の理解に関する効果が

高く，さらには，青少年教育施設でできる具体

的活動として，環境教育や野外活動の知識・技

能の向上も見られる。

次いで，「社会福祉についての知識・理解が

ある」（０．５０点増加），「ボランティア活動を取

り巻く現代的課題について理解がある」（０．４８

点増加），「海外のボランティア事情について理

解がある」（０．４３点増加），「ボランティア関連

事業を企画・運営する自信がある」（０．４１点増

加）という結果になった。１３施設の中で，１施

表４ 「ボランティアの多様性の理解」因子の下位項目の変容 （４点満点）

事前調査（７１６人） 事後調査（７１６人） 平均値の

増 加 分
ｔ値

平均値 （標準偏差） 平均値 （標準偏差）

�３ 生涯学習ボランティアについてよく知っている ０．８４ （０．９０） １．５７ （１．０１） ０．７３ ２０．１５＊＊＊

�１７ ボランティアの活動分野・領域の広さを知っている １．２３ （１．０８） １．９２ （１．１１） ０．６９ １７．６８＊＊＊

�６ 社会福祉についての知識・理解がある １．４３ （１．０６） １．９３ （１．０６） ０．５０ １４．９０＊＊＊

�２４ ボランティア活動を取り巻く現代的課題について理解がある １．４７ （０．９９） １．９５ （１．０６） ０．４８ １３．１０＊＊＊

�１ 環境保護・保全についての知識・技能に自信がある ０．８９ （０．９１） １．５７ （０．９９） ０．６８ ２０．６６＊＊＊

�１６ 野外活動についての知識・技能がある １．２６ （１．０７） １．８７ （１．０８） ０．６１ １６．４０＊＊＊

�８ 海外のボランティア事情について理解がある ０．９９ （１．０７） １．４２ （１．１５） ０．４３ １１．２２＊＊＊

�１１ ボランティア関連事業を企画・運営する自信がある １．１５ （１．０３） １．５７ （１．０９） ０．４１ １２．３１＊＊＊

＊＊＊p＜．００１
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設は「社会福祉」の体験活動を含むものである

が，青少年教育施設が主催するボランティア研

修会としては，むしろ例外的なものである。そ

れにもかかわらず，項目「社会福祉についての

知識・理解がある」に向上が見られるのは，講

義等で幅広いボランティアに関する考え方を身

に付けたからであると思われる。同様のこと

が，項目「海外のボランティア事情について理

解がある」の向上にも言える。

さて，上記の「社会福祉」ボランティアの要

素の強い１事業を除いて，青少年教育施設の主

催するボランティア研修会には，青少年教育施

設のボランティアとして活動することを主たる

目的にした「施設」型と，それに加えて，ボラ

ンティア活動の理論の学習にも時間を割いた

「生涯学習」型がある。もう少し説明を加える

と，「施設」型は，様々な体験活動を通して，

施設ボランティアに対する理解を深め，ボラン

ティアとして活動するために必要な知識・指導

技術を習得することを目的にしたものである。

その活動内容は，野外活動等の実習を中心に，

キャンプや登山，レクリエーション指導への取

り組みなどに関するものである。「生涯学習」

型は，ボランティア活動の理論と技術について

学習し，それを社会貢献や自己実現，社会参加

の促進に活かすことを目的にしたものである。

そこでは，講義中心の研修を行い，青少年教育

施設・社会教育施設におけるボランティアの在

り方や，生涯学習社会とボランティア活動の関

わり等について学んでいる。

なお，この二つの型は，厳密に区分できるも

のではないため，統計的に数値を示して論ずる

ことは差し控えるが，概ね，「生涯学習」型の

方が，多くの因子，多くの下位項目において，

幾分向上の度合いが大きい。今日の生涯学習社

会においては，絶えず変化する社会の流れを把

握しながら，それに対応するための能力を習得

することによって，また，発達段階と共に変化

し，多種・多様になる個人の学習要求・意欲を

充足させることによって，自己実現を図ること

が可能である。そのための一つとして，ボラン

ティア活動への取り組みがあり，ボランティア

活動の意義の理解も必要となる。そういう意味

で，理論的学習が充実した「生涯学習」型が，

やや効果を上げている。

また，「社会福祉」の実習を取り上げている

事業は，前述したように１施設であり，「コ

ミュニケーションの自信」や「ボランティアの

多様性の理解」についての効果が高かった。こ

れは，青少年教育施設の自然環境に恵まれた立

地の中で，敢えて福祉的なボランティア研修会

を企画したことが，効果的に機能した結果であ

ると考えられる。高齢者施設や障害者施設の

人々との交流を主な活動内容とする，「社会福

祉」型のプログラムで，その成果を報告したも

のに，静岡県青少年ボランティア体験学習プロ

グラムがある（２５）。ワークキャンプの体験を今後

どのように生かしたいかという問いに対して，

「今回体験したことを多くの人に伝え，福祉に

対する理解を広げたい」という回答が３４．１％で

最も多く，以下，「今回出会った人達と交流活

動をしたい」（２０．９％），「今後スタッフとして

協力したい」（２０．３％），「ボランティア活動と

して実践活動をしたい」（２０．１％）となってい

る。これらは「コミュニケーションの自信」等

の向上につながる結果と考えられる。また，山

口らの報告（２６）は，ワークキャンプによって，中

高生がボランティア活動をより身近に感じ，日

常的な活動として認識するようになったことを

指摘している。これは，「ボランティアの多様

性の理解」の向上につながる結果と考えてよか

ろう。

Ⅳ ま と め

ボランティア研修会に期待される効果とし

て，「コミュニケーションの自信」，「ボラン
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ティアの多様性の理解」，「解説技能を伴う指導

性」，「自己実現への意識」，「国際性」という５

側面があることが因子分析で明らかになった。

研修会の効果を検討した結果，とりわけ「ボラ

ンティアの多様性の理解」と「自己実現への意

識」の向上に有効であることがわかった。

その中で，最も効果があった「ボランティア

の多様性の理解」を取り上げ，項目レベルで検

討した。その結果，生涯学習ボランティアの概

念や活動分野の多様性について理解を深めると

ともに，青少年教育施設での取り組みが可能

な，環境教育や野外活動の知識・技能を高めて

いることがうかがえた。結城は，ボランティア

の「養成・研修プログラムの立案に当たっては，

ボランティアの理念など総論に終始することな

く，具体的な事例を示しての学習や実習なども

取り入れて実践的なものになるよう工夫す

る」（２７）ことが望ましいとしている。研修会では，

生涯学習社会を念頭に置いた講義中心の理論学

習とともに，野外活動等を通した，より具体

的・実践的な学習でも成果をあげており，適切

な研修が実施されていると言えよう。

最後に，本研究では，国立青少年教育施設が

主催している研修会を対象に調査を実施したた

め，「施設」型と「生涯学習」型の研修会が中

心となった。しかし，他の青少年教育施設や社

会教育施設，あるいは民間でも，「ボランティ

ア研修会」と称する研修会は行われているであ

ろう。ボランティアの活動分野・領域が広いこ

とは周知の通りであり，青少年教育施設以外

は，むしろ「社会福祉」型が多いのかもしれな

い。あるいは，加藤が，生涯学習ボランティア

活動と福祉ボランティア活動を融合したボラン

ティア活動が求められていると指摘するよう

に（２８），それに対応するための複合的な型のボラ

ンティア研修会も存在する可能性がある。そう

した「社会福祉」型等の効果測定も行い，「施

設」型や「生涯学習」型と比較・検討すること

は，各研修会の特徴の把握に有用であるととも

に，今後のボランティア研修会の在り方を考え

ていく上で，いくつかの示唆を与えてくれるの

ではないかと思われる。

付 記

本論文の作成にあたり，調査項目を選定する

段階で，聖徳大学教授松下倶子先生に御指導い

ただきました。心より御礼申し上げます。
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