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５ 青少年教育史に関する調査研究 
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１．調査の概要 

（１）調査の背景および目的 

   近年、青少年教育行政や青少年教育施設の存在意義が問い直される一方、本来そう

した議論の土台となる「青少年教育とは何か/どうあるべきか」については、これまで

十分に議論されてこなかった状況がある。 

   こうした背景には、「青少年教育」という語が、概念的・理念的な意味での「教育」

の一分野を指す概念というよりも、行政施策を区分するための用語として成立してき

たという事情もある。そのため、これまでの議論においては、行政施策の区分を超え

て、「青少年教育とは何か/どうあるべきか」が十分に深められてこなかったのではな

いだろうか。結果として、議論の基盤となるべき「青少年教育」概念の共通理解が成

立しにくい状況にあるように思われる。 

   こうした状況においては、青少年教育行政や青少年教育施設が、いつ、どのように

して現在のような形になってきたのかを理解しておくことが重要であろう。これまで

の青少年教育施策の変遷をたどり、それがどのような経緯で、何を期待されて実施さ

れたのかを検討することは、「青少年教育」概念を検討し、議論の共通基盤を成立させ

るためにも不可欠な作業といえる。いわば「行く末」を問うための前提として「来し

方」を辿ってみる、ということである。 

   本調査は、こうした問題意識のもとに、インタビュー調査を通じて、1970 年代以降

の青少年教育史の一端を明らかにしようとするものである。特に、調査にあたっては、

特に以下の２点に重点を置いている。 

   第１に、調査の主たる対象を 1970 年代以降の青少年教育政策とすることである。戦

後の青少年教育政策は、1970 年代以降、その主たる対象を勤労青少年から在学青少年

へとシフトさせてきた。こうした背景には、進学率の上昇の他に、大学紛争等による

若者の社会問題化や、青少年教育施設の増加、自然体験活動やボランティア活動への

注目などのさまざまな状況を挙げることができるだろう。こうした変化の中で、「体験

活動」という語はまだ用いられていないものの、現在の「体験活動」支援の源流とも

言うべき施策が登場してくる。本調査では、こうした「体験活動」関連施策の萌芽期

とも言える状況を、その当時の青少年教育施設をめぐる状況と関連させながら捉えよ

うとしている。 

   第２に、具体的な施策の成立過程や、それぞれの時期の青少年教育施設をめぐる状

況を、当時の関係者等のインタビューによって明らかにすることである。「青少年教育」

や「体験活動」といった概念は、従来、政策用語として成立・普及してきた側面があ

る。しかし、それぞれの歴史的な変遷を具体的に捉えようとする時、個別の事業や、

政策文書の変遷を追うだけでは、不十分であろう。その当時の青少年教育行政や青少
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年教育施設をめぐるさまざまな状況の中で、個々の事象がどのように関連していたの

か、あるいはしていなかったのかを検討するためには、文献資料よりもインタビュー

等を通じて関係者の証言を記録・蓄積していくことが有効であると考えられる。 

 

（２）インタビュー調査の概要 

   本調査では、1970 年代以降の青少年教育施策に関わった 5 名の方を対象に、平成 24

～25 年度にかけて、計６回のインタビュー調査を実施した。 

   平成 24 年度は、ボランティア活動に関連した施策の展開に焦点を当て、1970 年代

～1980 年代における施策の展開や、当時の民間団体の動きに関わった 3 名の方へのイ

ンタビューを行った。 

 平成 25 年度は、主に野外教育/自然体験活動に関連した施策の展開に注目し、時代

ごとの青少年教育施設のあり方とも関連させながら、当時を知る関係者にインタビュ

ーを行った。 

   それぞれのインタビューの概要は以下のとおりである。 

 

  ① 木村 清一 氏（桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部客員教授） 

     日 時：平成 25 年 1 月 21 日（月）15:00～17:00 

     場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

     テーマ：戦後の青少年のボランティア活動と青少年教育の歩み 

 

  ② 坂東 佶司 氏（前敬愛大学特任教授） 

     日 時：平成 25 年 2 月 8 日（金）15:00～17:00 

     場 所：全国体験活動ボランティア活動総合推進センター（国立教育政策研究

所社会教育実践研究センター内） 

     テーマ：1980 年代における青少年のボランティア活動関連政策の始まり 

 

  ③ 興梠 寛 氏（社会福祉法人世田谷ボランティア協議会理事長） 

     日 時：平成 25 年 3 月 21 日（木）15:00～17:00 

     場 所：全国体験活動ボランティア活動総合推進センター（国立教育政策研究

所社会教育実践研究センター内） 

     テーマ：1960 年代以降の民間団体における青少年のボランティア活動支援の展開 

 

  ④ 木村清一氏（桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部客員教授） 

     日 時：平成 26 年 2 月 17 日（月）15:00～17:00 

     場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

     テーマ：1970～1990 年代における国立青少年教育施設をめぐる状況 

 

  ⑤ 平野吉直氏（信州大学教育学部教授） 

     日 時：平成 26 年 2 月 18 日（火）10:00～12:00 

     場 所：信州大学 
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    テーマ：1990 年代における青少年教育施設の運営改善と野外教育 

 

  ⑥ 結城光夫氏（国立オリンピック記念青少年総合センター長代理 ※当時） 

     日 時：平成 26 年 2 月 21 日（金）15:00～17:00 

     場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

     テーマ：1980～1990 年代における青少年教育政策の展開 

 

（３）調査の体制 

   青山 鉄兵（文教大学人間科学部准教授・国立青少年教育振興機構青少年教育研究

センター客員研究員） 

   木村 清一（桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部客員教授） 

   村井 伸二（玉川大学 TAP センター助教） 

 

２．調査結果の概要 

（１）1970～1990 年代における国立青少年教育施設をめぐる状況（木村 清一 氏） 

   当調査研究の実施メンバーでもある木村氏は、昭和 44 年に特殊法人時代のオリンピ

ック記念青少年総合センターの職員となり、各地の国立青少年教育施設で勤務した後、

国立沖縄青年の家、国立淡路青年の家の所長を務められた。そのかん、オリンピック

記念青少年総合センターの国立化の動きや、独立行政法人化への準備など、1970 年代

以降の国立青少年教育施設をめぐる動きに直接関わられてきている。 

   インタビューの中では、自身の国立青少年教育施設での仕事を振り返りながら、1970

年代から 1990 年代にかけての国立青少年教育施設における体験活動の展開について、

その時々の国立青少年教育施設の状況と関連させて話を伺った。 

 

（２）1980～1990 年代における青少年教育政策の展開（結城 光夫 氏） 

   結城氏は、長年にわたって国の青少年教育・社会教育行政に関わる中で、1980 年代

の中頃と 1990 年代の中頃の２つの期間で、文部省青少年教育課に勤務された。1980

年代の中頃には、土光臨調や臨時教育審議会への対応、国立オリンピック記念青少年

総合センターの改築等に向けた動きの中で、「青少年科学活動促進事業」や「自然生活

へのチャレンジ推進事業」（通称：フロンティアアドベンチャー）等の事業の実施に関

わられている。また、1990 年代の中頃には、「国立青年の家・少年自然の家の改善に

ついて」や「青少年の野外教育の充実について」の政策文書のほか、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」（答申）や、学校週５日制と関わ

る体験活動の推進施策の立案等にも関わられた。 

   インタビューの中では、自身の文部省青少年教育課での仕事を振り返りながら、関

わった事業の計画等の経緯について、当時の国立青少年教育施設をめぐる状況と関連

させてお話を伺った。 

 

（３）1990 年代における青少年教育施設の運営改善と野外教育（平野 吉直 氏） 

   平野氏は、昭和 61 年から平成５年まで国立那須甲子少年自然の家で勤務した後、平
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成５年から平成９年まで文部省生涯学習局青少年教育課の専門職員および青年教育係

長として、国の青少年教育関連政策に関わった。この時期の青少年教育政策の中で、

特に本調査の関心からは、平成７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「国立青年の家・少年自然の家の改善について」、および平成８年

の青少年の野外教育の振興に関する調査研究協力者会議「青少年の野外教育の充実に

ついて」が当時の野外教育/自然体験活動の推進や、国立青少年教育施設の運営に影響

を持った政策文書として注目される。インタビューにおいても、この２つの政策文書

の成立過程を中心に話を伺った。 

 

（４）戦後の青少年のボランティア活動と青少年教育のあゆみ（木村 清一 氏） 

   当調査研究の実施メンバーでもある木村氏は、昭和 44 年に特殊法人時代のオリンピ

ック記念青少年総合センターの職員となり、各地の国立青少年教育施設で勤務した後、

国立沖縄青年の家、国立淡路青年の家の所長を務められた。特に、青少年教育施設に

在職当時から、青少年のボランティア活動に関する実践に幅広く関わりをもち、日本

ボランティア学習協会常任理事や全国体験活動ボランティア活動総合推進センターコ

ーディネーターを歴任している。インタビューでは、青少年のボランティア活動の展

開について、行政と民間の双方の動きを踏まえつつ、国立青少年教育施設職員として

の経験や、その時々の青少年教育をとりまく状況とも関連させながらお話を伺った。 

 

（５）1980 年代における青少年のボランティア活動関連政策の始まり（坂東 佶司 氏） 

   坂東氏は、千葉県の公立中学校教員や社会教育主事を経て、昭和 59 年度から昭和

61 年度まで文部省社会教育局青少年教育課の青少年教育専門職として、国の青少年教

育行政に関わった。 

   この時期、青少年教育課が推進していた事業の 1 つに「青少年社会参加促進事業」

がある。この事業は、高校生のボランティア活動の支援を主たる内容としたもので、

文部省（当時）における青少年を対象としたボランティア関連の施策のさきがけとも

いえる事業である。インタビューにおいては、「青少年社会参加促進事業」に関する当

時の青少年教育課の様子や、青少年のボランティア活動をとりまく状況についてお話

を伺った。 

 

（６）1960 年代以降の民間団体における青少年のボランティア活動支援の展開（興梠 寛 氏） 

   興梠氏は、これまで、さまざまな民間団体における国内外でのボランティア活動推

進の取り組みに関わってきた。なかでも本調査の関心からは、日本青年奉仕協会を中

心とした、青少年のボランティア活動の推進のための取り組みが注目されよう。昭和

42 年に設立された日本青年奉仕協会は、平成 21 年に解散するまで、「１年間ボラン

ティア計画」などのボランティアの派遣事業やボランティア教育の普及、国内や海外

の指導者ネットワークの構築、民間のボランティア活動に関する情報発信など、民間

におけるボランティア活動推進の動きの中で先駆的な役割を果たしてきた。インタビ

ューにおいては、こうした民間団体におけるボランティア活動の推進の動きを中心に

お話を伺った。 
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３．調査結果のまとめと課題 

（１）青少年教育史研究における本調査の位置づけ 

   本調査においては、主に 1970～1990 年代の青少年教育施策に関わった方々に、それ

ぞれの時期の施策の成り立ちや、当時の青少年教育行政や青少年教育施設の具体的な

状況についてインタビュー調査を実施した。 

   近年、国立青少年教育施設の設置開始から 50 年を迎えるとともに、青少年教育施設

をめぐる状況が厳しさを増すなか、これまでの青少年教育の歩みを捉え直すことの重

要性も高まっていると考えられる。 

   しかし一方で、これまで、青少年教育行政および青少年教育施設の歴史的展開につ

いての研究蓄積は、十分とはいえない状況にある。個々の施設・団体ごとの歴史は蓄

積されてきているものの、青少年教育行政や青少年教育施設の歩みを総合的・包括的

に捉えるような試みは、宮本一による青少年教育施設をめぐる一連の研究（『青少年教

育施設発達史』上巻・下巻（以上 2001）および補巻（2003））を除けば、ほとんど蓄

積されてこなかったといえるだろう。 

   本調査は、関係者へのインタビュー調査という性格上、体系的な「通史」を記録し

たものではないし、得られた知見も断片的なものに留まっている。しかし一方で、近

年の青少年教育のあり方の源流に位置づく施策や理念について、それらが誕生するま

での経緯や、当時の青少年教育行政や青少年教育施設をめぐる状況との関係など、当

時の政策文書からはうかがい知れない情報を収集できたという点で有意義な調査であ

ったと言える。 

 

（２）青少年の「体験活動」関連施策の成立過程への注目 

   今回のインタビューでは、まだ「体験活動」という用語が定着していなかった 1970

～1990 年代において、現在の「体験活動」につながる青少年のさまざまな活動を支援

するための施策が、どのように展開されていったかに注目している。具体的には、「野

外教育」、「学社融合」、「ボランティア学習」、といった理念の成り立ちや、「自然生活

へのチャレンジ推進事業（フロンティアアドベンチャー事業）」、や「青少年社会参加

促進事業」、「はなやまボランティアスクール」（国立花山少年自然の家）、や「一年間

ボランティア計画」（日本青年奉仕協会）、といった、その後の青少年の体験活動推進

の文脈で先駆的な試みとして位置づく事業の状況についてお話を伺っている。 

   一人ひとりの証言から得られる情報には限界もあり、それぞれの事項については、

インタビューで触れられていない背景や文脈も存在するであろう。しかし、限られた

インタビューからであっても、個々の施策が、当時の青少年教育をめぐる状況や、他

の行政セクションや民間団体の動向との関係など、決して一筋縄ではない複雑な要因

の中で成立・展開していたことがわかる。行政関係者にとっては自明なこととも言え

ようが、近年の政治史研究におけるオーラル・ヒストリーへの注目にも見られるよう

に、青少年教育の歴史を捉える上で、こうした政策文書の背景にある多様な要因に注

目することの重要性を改めて確認することができよう。このことは、「青少年教育」概

念が主として行政用語として展開されてきたことを考えれば、他の領域以上に重要な

意味を持つと考えられる。 
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   また、個々の施策の背景にある複雑な要因の中に、それぞれのキーパーソンの存在

があることにも注目する必要があろう。例えば「野外教育」や「学社融合」といった、

その後に影響力を持った理念の中にも、個々の担当者・関係者の想いや価値観が反映

されていた状況が確認できる。また、末次一郎氏に代表されるように、行政組織の外

部から、強い影響力を持った人物もいる。 

   もちろん、行政組織の中での意思決定のプロセスを、個々の担当者や関係者の想い

と同一視できるわけではない。しかし、今の青少年教育のあり方がそもそもどのよう

に形成されてきたかを捉えようとする時、政策決定のプロセスにかかわった担当者や

関係者の想いにまで遡って理解しておくことが、個々の理念や事業の成立過程をより

深く捉える上で重要であると考えられる。 

 

（３）青少年教育行政・施設に関わる人々のライフヒストリー 

   本調査におけるそれぞれのインタビューは、1970～1990 年代の青少年教育関係者の

ライフヒストリーの記録としても読むことができるものである。 

   今回インタビューを行なった 5 名の方を見ても、青少年教育と関わるまでのバック

グラウンドも、その後のキャリア形成も多様である。また、これまで繰り返されてき

た組織改編の中での職員としての不安や、人事異動をめぐっての思いも語られている。

そこには、一人ひとりの仕事や生活をめぐる状況も垣間見ることができる。 

   青少年教育施設の職員等をめぐっては、その制度的な位置づけや専門性のあり方、

養成や研修の方法等が議論されてきている。しかしそうしたいわば抽象的な職員像・

指導者像の背景には、個別具体的な一人ひとりの人生のあり様が存在している。そし

てそこには、その時代ごとの青少年教育行政や青少年教育施設をめぐる状況が反映さ

れているはずである。 

   学校教育においては、教師のライフヒストリーに関する一定の研究蓄積があるが、

社会教育とりわけ青少年教育研究においては、こうした研究の蓄積はほとんどないの

が現状である。青少年教育をとりまく環境が大きく変化する中で、青少年教育に関わ

ってきた人々のライフヒストリーはこれまでの青少年教育のあり様を理解する上でも

有意義であろう。今後もこうしたライフヒストリーの継続的な収集・蓄積が求められ

よう。 

 

（文責 青少年教育研究センター客員研究員 青山 鉄兵） 


