
 

第６章 考察 

考察１．幼児期の体験がはぐくむ力とその成果についての考察 

国立青少年教育振興機構 理事長 鈴木 みゆき 

１．はじめに 

教育基本法に示されている通り、幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であり、

幼児は家庭をはじめとする周囲の愛情に支えられ、自己を十分に発揮して育っていくものである。平

成 20 年に改訂された「幼稚園教育要領解説」（文部科学省）によると、「一般に、幼児期は自分の生

活を離れて知識や技能を一方向的に教えられて身に付けていく時期ではなく，生活の中で自分の興味

や欲求に基づいた直接的・具体的な体験を通して、人格形成の基礎となる豊かな心情、物事に自分か

らかかわろうとする意欲や健全な生活を営むために必要な態度等が培われる時期であることが知ら

れている」とあり、生活に根付いた直接的・具体的な体験の重要性が指摘されている。

国立青少年教育振興機構（以下、「青少年機構」という。）が行った調査１）によると、「小学校に通

う前の体験」で特に体験が多かったもの（図 6-1-1.）を見ると、野外活動が多い。ベネッセの調査２）

で「よくする遊び」の中では「缶けり」「ままごと」は共通してあるものの、蝶や野鳥、魚釣り等他に

「自然」と称した遊びをあげている。比較はできないものの、幼児期にこうした遊びの体験が心に残

り、人生の指針となっているのはフルガム３）が指摘するとおりである。 

図 6-1-1.小学校に通う前の体験（上位 7 項目） 

ではどのような体験が幼児期に必要だろうか。先ほどの青少年機構の調査 1）では、体験の種類別に

①自然体験、②友達との遊び、③家族行事、④動植物とのかかわり、⑤地域活動、⑥家事手伝いの６

つに調査項目を分類しているが、就学前の体験活動で上位に上がったものは、②、③、①、⑥になる。

幼児期という発達段階から考えて地域活動（「バスや電車の中でお年寄りや身体の不自由な人に席を

譲ったこと」等）は考えにくいので、家庭内や家族との体験と友達との遊びの体験に二分されると考

えていいだろう。この２点を踏まえて今回の調査結果の再分析を行い、幼児期とのつながりを考察す

ると共に、幼児期に必要とされる体験や取り組みについて検討してみたいと思う。 
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２．家庭内や家族との体験について 

先ほどの青少年機構の調査 1）では、「家族の誕生日を祝ったこと」「家族で家の大掃除をしたこと」

や「家の中の掃除や整頓を手伝ったこと」「食器をそろえたり、片づけをしたこと」などが体験の多い

上位に並んだ。これは幼児期の家族の親密さを表している部分と、幼児期は大人のすることを盛んに

真似るので家事手伝いもその一つと考えられる部分を合わせ持っていると思われる。幼児は周囲の大

人から受け止められ、見守られているという安心感を得ると、活動への意欲が高まり、行動範囲も広

げていく。安定した情緒が体験のモチベーションや実際の行動に結びつくといって過言ではないだろ

う。大学生を対象に、家族との食生活体験や親のかかわりと大学生自身の自己独立心について調査し

た大谷ら４）によると、「過去の家族揃った楽しい食体験」と「家族との共食観（家族と一緒に食事を

するのは大切だと思いますか等）」と父母それぞれへのコミュニケーション頻度に正の高い相関が認

められた。人格全体の発達の総合的概念と定義付けられた「自己独立性」には「自分が好き」（自尊感

情）の他、「我が家の味」「孤食頻度」など、食にまつわる過去の体験が深く関わっており、「食事時間

を通した楽しい親子の心の交流が、好ましい親子関係を構築し、依存欲求を満たしてくれる場を与え、

そのことが青年期の独立意識を促すことが示唆」されたとしている。 
実際今回の調査結果を再分析したところ、就学前に「家族の誕生日を祝う」と答えた人は小学校低

学年でも「家族の誕生日を祝う（r=.858）」、高学年でも「家族の誕生日を祝う（r=.781）」、中学校で

も「家族の誕生日を祝う（r=.680）」と高い相関を示している。思春期に、表面的には反抗期と呼ばれ

る難しい時期があったとしても、家族の誕生日を共に祝うことができる関係を持ち続けている場合が

多いこと、さらにはそれが幼児期から続いていることが推察される。 
一方、家事手伝いに関しては、相互に連携しつつ同じ家事手伝いが継続性を示す結果となった（表

6-1-1.）。中学生の時に「料理の手伝い」をした機会が多かった人は、就学前も小学校でも多かったと

思っている。家事手伝い同士も関連があり、機会が多かった人は有意にどの手伝いも多かったが、特

に買い物、料理、掃除・・と同じ項目に中程度から高い相関を示している。 

 

表 6-1-1．家事手伝いの相関 

年齢期 家事手伝い ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 

就学前 

①買い物の手伝い            

②料理の手伝い .69**           

③掃除やごみ出しの手伝い .66** .78**          

小学校

低学年 

④買い物の手伝い .72** .53** .51**         

⑤料理の手伝い .55** .75** .61** .62**        

⑥掃除やごみ出しの手伝い .52** .61** .73** .58** .61**       

小学校

高学年 

⑦買い物の手伝い .52** .39** .37** .76** .52** .49**      

⑧料理の手伝い .41** .54** .45** .52** .76** .59** .59**     

⑨掃除やごみ出しの手伝い .40** .47** .55** .51** .61** .77** .56** .58**    

中学校 

⑩買い物の手伝い .35** .30** .27** .53** .41** .38** .76** .53** .49**   

⑪料理の手伝い .29** .40** .34** .41** .59** .47** .52** .80** .61** .61**  

⑫掃除やごみ出しの手伝い .29** .31** .42** .41** .49** .61** .56** .60** .80** .58** .68** 
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生活習慣も同様である。中学生で生活習慣がよいと答えた人は、それ以前の生活習慣もよかった

と回答している結果になった。相関からは２つの解釈、すなわち 
(1)「就学前に生活習慣のよかった人はその後もよい」 
(2)「中学生の時に生活習慣のよい人は、小学校以前からよかったと思っている」 
が成り立つが、その時々の就寝時刻や起床時刻を正確に測っているわけではないので、本人の記

憶から、一貫してよかったと思っているとしたい。 
とはいえ本人の意識から家事手伝いにせよ基本的生活習慣にせよ、良い状態が続いているわけで、

発達の初期からの地道な積み重ねが大切だといえるだろう。 
 

３．友達との遊びを通して培われるもの 

幼稚園教育要領に記された幼児期の教育では、「自発的な活動としての遊びは、心身の調和のと

れた発達の基礎を培う重要な学習である」としている。そして領域「人間関係」の中で「いろいろ

な遊びを楽しみながら物事をやり遂げようとする気持ちをもつ」と書かれている。青少年機構の調

査 1）でも「かくれんぼや缶けり」「ままごとやヒーローごっこ」など幼児が複数で遊べる体験が多

かった。ベネッセの調査でも「缶けり」や「ままごと」は幼児期によく遊んだ遊びの上位に入って

いることから、地域を問わず発達過程でよくみられる遊びなのだと思う。 

ままごとは「飯（まんま）ごと」を意味し、身の回りの生活や大人のかかわりを模倣した一種の

ごっこ遊びである。幼児期がまねごとから学ぶ時期であることを考えると、身近な家庭生活を再現

し、その体験が活かされているといえる。実際保育の場面で観察に入ると、幼児の背景にある家庭

の様子が見て取れる。お皿を洗った（ふり）後に両手で皿を上下に振り水を切るしぐさをしたり、

買い物でビニール袋に手を入れてひっくり返し、さやえんどうを掴む（ふり）など、観察力の鋭さ

に驚かされることが多い。こうした体験は生活場面で培われるものであり、幼児期ならではの遊び

を通した学習であるといえるだろう。 

運動遊びに関しては、「幼児期の運動指針５）」が示すように、「幼児が楽しく体を動かして遊んで

いる中で、多様な動きを身に付けていくことができるように、様々な遊びが体験できるような手立

てが必要である」。缶けり、ドッジボールなど、遊びの中で友達とかかわり、楽しく活動する中でお

互いの思いに気づき、時にはいざこざや葛藤を経験しながら、共通の目的を認識し協力しあう喜び

を感じていくのだと思う。そしてまた遊びの中で自己を発揮し、周囲とかかわりを深めていくこと

が物事をやり遂げようとする気持ちにつながっていくのではないだろうか。 

 

 ４．幼児期にはどのような体験が必要か。 

  今回の結果を踏まえ、幼児期に必要な体験を整理すると 3つのキーワードがあげられる。 

（１）まねるは学ぶ～家事手伝いで身につく力～ 

１つは家庭や地域等周囲の大人の愛情あふれるかかわりの中で、情緒を安定させ、「まねたい」

体験を積み重ねることで「生活する力」を身につけることである。そのためには大人が見せる→

大人と一緒に行う→幼児がやりたがる時に見守る・任せるのプロセスが大切だと思う。特に幼児

が自発的にやりたいと思った時に大人がどうかかわるかがポイントとなる。松本６）によれば、幼

児の自己決定力（幼児が自分からする）に対し、影響を与えているのは幼児の自己決定に対する

保護者の意識だという。つまり保護者が幼児の自主的な選択や進んで動く姿を肯定し、幼児なり

の挑戦を好ましいと思うことにより、幼児が自ら決め動き出す姿がみられるのである。 
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例えば食器を並べるという１つの作業も、最初は大人が見せることでお茶碗の位置や温かな料

理を運ぶ時の注意等を知ることができる。一緒に運んだり食器を重ねたりする中でその家なりの

工夫や方法を知り身につけることができる。やがて幼児が自分でできることを見つけ、その部分

だけ任せてみたり自発的にやりたがる意欲を尊重したりする体験を経て生活のスキルがあがっ

ていくのである。 

（２）継続性～続けることで身につく力～ 

   生活習慣も同じである。発達の初期には、寝る時刻・朝食摂取等一日の生活の見通しを家庭が

つけていく必要があり、家庭の積極的なかかわりが期待される。寝る前に絵本を読んだり子守唄

を歌ったりする、いわゆる就眠儀式を作って安心して眠れる環境が必要である。さらに××時に

寝るためには TV やゲームの時間を親子で決め、それを守ろうとする等、親子一緒に決めていく

時期へと育っていく。やがて幼児期の終わり頃には、時間の見通しがある程度もてるようになり、

何時になったらお風呂に入るとか家に帰ったらうがいをする等行動スケジュールを見通せてく

る。今回の調査でも現在中学生の頃を振り返って生活習慣がよいと思っている人は、幼児期もよ

かったと思っており、生活習慣の継続性を示唆している。逆を言えば幼児期にしっかり「早寝早

起き朝ごはん」の生活習慣を身につけるような働きかけが重要であろう。 

（３）多様な遊びを体験～自己発揮することで身につく力～ 

   幼児は遊びの中で存分に体を動かし、自ら心を弾ませて取り組んでいく中で、粘り強さや協同

性も身についていく。人にものを譲ったり、楽しく遊ぶために一緒にルールを考えたりする中で、

相手の言葉に耳を傾け、自分の思いを伝えるしなやかさが身についてくる。体を思い切り動かし

て多様な動きを経験した結果として、手先の巧緻性や身のこなし等ができてくるのである。遊び

はかけがえのない学びの場であり、自己発揮する中で自己肯定感ややりぬく力が備わっていくの

ではないだろうか。 

 

 幼児期は、家族をはじめとする周囲の愛情と信頼の関係の中で育まれ、安定した情緒のもとで様々

な体験に出会う時期である。今回の調査でも、家庭や地域でできる体験の重要性への示唆が得られた

ことから、健やかな成長を支える環境（人・もの）についてさらに考えていきたい。 
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考察２．中年期を規定する子供の頃の家庭環境 

 

放送大学教養学部 教授 岩崎 久美子 

 

１．はじめに 

  本章は、40-50 代の中年期の者を対象に、子供の頃の家庭環境と現在の家庭や仕事との関係を検証

するものである。 
本章で中年期として扱う40-50代は、家庭や仕事において人が一定の確立と安定を見る時期である。

この時期に、安定した仕事と家庭を持つ者とそうでない者について、特に子供の頃の家庭環境がどの

ようであったかに注目してみたい。比較するのは、収入と婚姻関係を機軸に、「高収入で結婚している

層」と「低収入で結婚相手がいない（結婚しておらず恋人･パートナーもいない）層」の２つの群であ

る。 
高収入と低収入の層を特定するため、中年期にあたる 40-50 代 2,000 人（男性 1,000 人、女性 1,000

人）のうち、収入に関し、「わからない」と回答した男性 122 人、女性 118 人を除いた収入の分布を

見てみよう（図 6-2-1 参照）。高収入層を 800 万円以上とすると該当者は 219 人（男性 192 人、女性

27 人）であり、200 万円未満（無収入を含む）は 721 人（男性 135 人、女性 586 人）である。 
この収入分布を見れば、男性はほぼ正規分布だが、女性は 200 万円未満を最頻値（モード）とする

左に偏った分布である。ただし、女性の場合、結婚していて世帯全体の収入は高い場合でも、専業主

婦やパートタイムなど就労を制限していることで、個人収入が 200 万円未満というケースも多いと推

察される。そのため、収入に加えて、婚姻関係を勘案し、「高収入・結婚群」183 人（男性 164 人、女

性 19 人）と「低収入・結婚相手がいない群」189 人（男性 82 人、女性 107 人）の２つの群を特定

し、対比的に分析する。 
 

 

図 6-2-1.40-50 代の収入分布 

 

２．「高収入・結婚群」と「低収入・結婚相手がいない群」の属性 

「高収入・結婚群」と「低収入・結婚相手がいない群」の者について、属性を中心に比較したのが

表 6-2-1 である。これによれば、「高収入・結婚群」の典型的な姿は、大学卒・大学院を修了し、転職

34
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無収入 200万円未満 200万円以上～ 400万円以上～ 600万円以上～ 800万円以上～ 1,000万円以上～ 1,200万円以上

男性40-50代 女性40-50代男性135人・女性586人 男性192人・女性27人

女性40-50代収入

男性40-50代収入

122



 
 

せずに一つの職場で継続的に働く会社員であり、結婚して子供がいるというものである。一方、「低収

入・結婚相手がいない群」の典型的な姿は、高校・大学卒で、無職、もしくはパート・アルバイト、

転職は３回以上、結婚はしておらず子供もいない者である。 

 

表 6-2-1.「高収入・結婚群」と「低収入・結婚相手がいない群」の属性 

  高収入・結婚群 
（800 万以上） 

（n=183） 

低収入・結婚相手がいない群 
（200 万未満（無収入を含む）） 

(n=189) 

１ 性別（％） 
 男性 
 女性 

 
89.6 
10.4 

 
43.4 
56.6 

２ 年齢（％） 
 40 代 
 50 代 

 
42.1 
57.9 

 
51.3 
48.7 

３ 最終学歴（％） 
 中学校 
 高校 
 短大・高専 
  専門学校 
 大学 
 大学院 
 わからない 

 
0.0 
9.3 
5.5 
7.1 
65.6 
12.0 
0.5  

 
2.1 
30.7 
12.7 
17.5 
34.4 
2.6 
0.0 

４ 職業 （％） 
 会社員（正社員） 
 会社役員 
 会社員（契約社員/派遣社員） 
 公務員（教職員を除く） 
 教職員 
 専門職（弁護士、医師、会計士等） 
 自営業（第一次産業) 
 自営業（第一次産業を除く） 
 パート・アルバイト 
 専業主婦・主夫 
 学生 
 無職 
 その他 

 
61.2 
7.7  
2.2 
11.5 
3.8 
5.5 
0.5 
1.6 
0.5 
4.4 
0.0 
0.5 
0.5 

 
5.3 
0.0 
10.1 
0.0 
1.6 
0.0 
1.1 
7.9 
28.6 
1.1 
0.0 
39.7 
4.8 

５ 転職経験 （％） 
 転職したことはない 
 1 回 
 2 回 
 3 回以上 
 わからない・無回答 

 
60.7 
16.9 
6.0 
10.4 
6.0 

 
5.8 
7.9 
9.0 
30.7 
46.6 

６ 収入 （％）  ※抽出条件 
 無収入 
 200 万未満 
****** 
 800 万以上 1,000 万未満 
 1,000 万以上 1,200 万未満 
 1,200 万以上 

 
------ 
------ 

 
56.3 
26.2 
17.5 

 
21.7 
78.3 

 
------ 
------ 
------ 

７ 婚姻関係 （％）  ※抽出条件 
 結婚している 
 結婚していないが、恋人・パートナーはいる 
 結婚しておらず、恋人・パートナーもいない 

 
100.0 
------ 
------ 

 
------ 
------ 
100.0 

８ 離婚経験の有無 （％） 
 離婚したことがある 
 離婚したことはない 
 結婚したことがない 

 
10.4 
89.6 
0.0 

 
28.0 
2.6 
69.3 

９ 子供の有無 （％） 
 １人いる 
 ２人いる 
 ３人以上いる 
 子供はいない 

 
22.4 
49.2 
15.3 
13.1 

 
6.3 
9.0 
2.1 
82.5 
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３．へこたれない力・意欲・コミュニケーション能力、自己肯定感 

「高収入・結婚群」と「低収入・結婚相手がいない群」について、「へこたれない力」、「意欲」、「コ

ミュニケーション能力」、「自己肯定感」の比較を行ったのが表 6-2-2 である。回答は、肯定的回答の

数値が高くなるよう反転し、「へこたれない力」（５項目：α＝0.837）、「意欲」（５項目：α＝0.693）「コ

ミュニケーション能力」（５項目：α＝0.801）「自己肯定感」（５項目：α＝0.749）の項目の点数を足し

上げた尺度として、それぞれの平均値について t 検定を行った。結果、「自己肯定感」（p***<.001）、
「意欲」（p**<.01）、「へこたれない力」（p*<.05）で２つの群に有意差がみられた。 
また、表には示していないが、現在の生活の充実感を聞いたところ、「充実感がある」（「とても充実

感がある」＋「まあ充実感がある」）との回答は、「高収入・結婚群」では 70.3％に達するが、「低収

入・結婚相手がいない群」では 31.8％に過ぎず、「高収入・結婚群」に充実感を持った者が多いこと

がわかる。 
 

表 6-2-2.「高収入・結婚群」と「低収入・結婚相手がいない群」のへこたれない力、意欲、コミュニケーション能力、自己肯定感 

回答平均値(最小値１、最大値 4) 

A.高収入・結婚群 

（800 万以上） 

（n=183） 

B.低収入・結婚相手がいない群 

（200 万未満（無収入を含む）） 

(n=189) 

有意差 

(t 検定) 

１．へこたれない力 （5項目:α＝0.837） 11.51 10.82 * 

２．意欲 （5項目:α＝0.693） 11.44 10.55 ** 

３．コミュニケーション能力 （5項目:α＝0.801） 11.11 10.57 n.s. 

４．自己肯定感 （5項目:α＝0.749） 11.04 9.99 *** 

* p < .05 ** p < .01 ***p < .001 

 

４．子供の頃の家庭での体験 

 「高収入・結婚群」と「低収入・結婚相手がいない群」の２つの群について、子供の頃の家族との

経験の差を見てみよう。親やきょうだいなどの関わり合いは、子供の発達段階で異なるため、ここで

は、家族とともに過ごすことが多い小学校低学年時に限定し、家族との経験の内容について見てみた

い。 
  子供の頃の家族との経験について、「高収入・結婚群」と「低収入・結婚相手がいない群」との割合

の差を見たのが表 6-2-3 である。２つの群の「何度もある」の割合のポイント差が大きい項目は、「家

族でスポーツしたり自然の中で遊んだりしたこと」、「家族で旅行に行ったこと」である。これらの項

目は、２つの群で 10 ポイント以上の差となっている。 
このことから、「高収入・結婚群」では、小学校低学年時に、スポーツ、自然体験、旅行など、家族

で一緒に楽しむ時間を共有している者が多い。また、同時に、「朝、人に起こされないで自分で起きた

こと」、「家の中の掃除やごみ出しをしたこと」など、社会人として過ごす上で基本となる自立的な行

動においても、２つの群でポイントの差が認められる。 
次に、「家族からの愛情を感じたこと」、「家族の一員として役に立っていると感じたこと」、「家族で

一緒にいることが楽しいと感じたこと」などの家族に対する感情について聞いた項目を見てみよう。

いずれの項目も、「高収入・結婚群」の方が、「低収入・結婚相手がいない群」よりも、「何度もある」

との回答が顕著に高い（表 6-2-4 参照）。愛情、自己効用感、家庭の楽しさなど、家族に対する感情は、

結婚や家族のイメージを形成し、将来、家庭を持つことに対する基本的な考え方を決定する一つの要

因かもしれない。 
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表 6-2-3.「高収入・結婚群」と「低収入・結婚相手がいない群」の子供の頃の家庭での体験 

「何度もある」との回答(％) 
A.高収入・結婚群 

（800 万以上） 

（n=183） 

B.低収入・結婚相手がいない群 

（200 万未満（無収入を含む）） 

(n=189) 

差 

(A－B) 

・家族でスポーツしたり自然の中で遊んだりしたこと 32.2 19.0 13.2 

・家族で旅行に行ったこと 41.0 30.2 10.8 

・朝、人に起こされないで自分で起きたこと 44.3 35.4 8.9 

・家の中の掃除やごみ出しをしたこと 23.0 14.8 8.2 

・家で「おはようございます」「いただきます」「ただ

いま」「おやすみなさい」といったあいさつをすること 
72.1 65.1 7.0 

・家族で季節の行事をしたこと 50.3 43.4 6.9 

・洗濯の手伝いをしたこと 17.5 11.6 5.9 

・買い物の手伝いをしたこと 25.7 21.7 4.0 

・家族の誕生日を祝ったこと 39.3 35.4 3.9 

・料理の手伝いをしたこと 19.1 15.3 3.8 

・夜更かしをして、遅くまで起きていたこと 13.1 10.6 2.5 

・自分のふとんの上げ下ろしやベッドを整頓したこと 33.9 37.0 △3.1 

 

 表 6-2-4.「高収入・結婚群」と「低収入・結婚相手がいない群」における家族への感情 

「何度もある」との回答(％) 

A.高収入・結婚群 

（800 万以上） 

（n=183） 

B.低収入・結婚相手がいない群 

（200 万未満（無収入を含む）） 

(n=189) 

差 

(A－B) 

・家族からの愛情を感じたこと 60.1 41.8 18.3 

・家族の一員として役にたっていると感じたこと 38.3 21.2 17.1 

・家族で一緒にいることが楽しいと感じたこと 59.6 45.0 14.6 

 

親の養育態度に関わる項目でも、「高収入・結婚群」の方が、「低収入・結婚相手がいない群」より

もいずれの項目でも回答が高く、「高収入・結婚群」の親は子供への接触頻度が高く、より深く子供に

関わっていることがわかる（表 6-2-5 参照）。特に、「親に褒められたこと」、「親にやりたいことやほ

しいものを我慢させられたこと」の２項目について二つの群の差が大きい。養育態度として、褒めら

れることと我慢させられることといった、容認と厳格さの異なる対応が、ともに重要であることが示

唆される結果である。 

 

表 6-2-5「高収入・結婚群」と「低収入・結婚相手がいない群」における家族の養育態度 

「何度もある」との回答(％) 

A.高収入・結婚群 

（800 万以上） 

（n=183） 

B.低収入・結婚相手がいない群 

（200 万未満（無収入を含む）） 

(n=189) 

差 

(A－B) 

・親に褒められたこと 40.4 28.0 12.4 

・親にやりたいことやほしいものを我慢させられたこと 49.2 38.1 11.1  

・親に社会のルールやマナーについてしつけられたこと 46.4 37.0 9.4 

・親に読み聞かせをしてもらったこと 23.5 14.3 9.2 

・親と人生や将来について話をしたこと 20.2 11.1 9.1 

・親に厳しく叱られたこと 51.9 43.4 8.5 

・親に勉強をみてもらったこと 20.8 15.3 5.5 
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５．おわりに：家庭で求められる取組 

 以上の調査結果から、家庭で求められる取組を検討してみよう。 

（１）子供と一緒に楽しい経験をする 

中年期において高収入を得、安定した結婚生活を維持している者は、子供の頃、家族と一緒にス

ポーツ、自然体験、旅行などの時間を共有し、家族で一緒にいることが楽しいと感じている。 

家族との楽しい経験は、家庭を持つことを肯定する感情につながるのであろう。また、子供の頃

の楽しい思い出はかけがえのないものとして記憶に刻まれ、人生の財産となり、その後の生きる原

動力の一つになることが予想される。翻って、子供と一緒に遊ぶことができる親こそ、子供にとっ

て本当の意味で良い親といえるのではないだろうか。 

（２）子供に手間隙をかける 

褒められたこと、我慢させられたこと、社会のルールやマナーについて躾けられたこと、読み聞

かせしてもらったこと、などの親の養育態度を聞いた内容の結果から、中年期において高収入を得、

安定した結婚生活を維持している者の親は、子育てに労や時間を惜しまず、子供の気持ちに寄り添

って、密に子供に接していることがわかる。 

社会を見回せば、共働きで多忙な親が増加し、スマートフォンやタブレット端末などの ICT 化に

よる人間関係の希薄化が指摘されている。しかし、調査結果からは、親が子供と直に接し、子供に

対して相応の時間と愛情を持って手間隙かけて子育てをすることが、将来の仕事や家庭を持つ上で

重要である、という事実が浮かび上がってくる。子育てに省力化や効率はなく、子供の頃に、親が

子供と向き合い、手をかけることの持つ重みをあらためて知らされる結果である。 

また、高収入を得、安定した結婚生活を維持している者は、褒められたことと同時に、我慢させ

られたこと、社会のルールやマナーについてしつけられたことなど、母性原理と父性原理といわれ

る愛情・容認と厳格さ双方のしつけを受けている。つまり、養育態度として、抑圧的態度や過保護

といった極端な対応ではなく、やさしさと厳しさといった要素をバランスよく含んだ子育てこそが、

子供を健全に成長させるのであろう。 

（３）子供の存在を肯定する 

総じて、本調査結果が示唆することは、家庭において子供の存在が肯定され、愛情深く育てられ

ることが、将来の高収入や家庭を持つことにつながっていることである。 

このことを集約する事象の一つが、高収入を得、安定した結婚生活を維持している者の自己肯定

感の高さである。自己肯定感は、学校での成績、仕事の達成など、生きていくエネルギーの根幹と

言われているものである。 

高収入を得、安定した結婚生活を維持している者は、現在の生活を充実していると回答する者も

多く、生活に満足している結果、自己肯定感が高いという側面もあろう。しかし、同時に、家族と

一緒に旅行や行事を経験すること、家族に対して肯定的感情を持っていること、親の関与の度合い

など、ほぼすべての項目で、高収入を得、安定した結婚生活を維持している者とそうでない者とで

は差が認められている。このことは、子供の頃の家庭環境が、自己肯定感と深く関わっていること

を表すものであろう。 

このように、子供の頃の家庭環境は、自己肯定感の育成を中核に、子供のその後の人生を規定す

る大きな影響力を有している。それゆえ、親が子供に真摯に関わること、家庭において子供の存在

が肯定されること、これらのことがいかに大切かについて繰り返し社会的に啓発することは、個々

の子供の充実した将来を保障する上で、肝要な働きかけと言えるのではないだろうか。 
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考察３．放課後の活動や地域の人々とのふれあいと子供のへこたれない力・自己肯定感との関連 
 

文教大学人間科学部 教授 金藤 ふゆ子 

 

１．問題の所在・目的と意義 

 本節は、「子供の頃の体験がはぐくむ力とその成果に関する調査」の分析の一貫として、調査デー

タを用いて子供の日常の諸活動の中でも特に放課後や休日の地域における活動の影響力を検証する

ことを目的としている。ここでは放課後や休日の地域における活動が、子供の様々な力の中でも「へ

こたれない力」と「自己肯定感」に対していかなる関連を有するかを明らかにする。 
  現在、日本は教育政策として学校、家庭、地域の連携による教育を推進している（中央教育審議会

答申 2015）。さらに放課後や休日の活動を、地域と学校がより一体的に行うために地域学校協働本部

の設置とその組織を通じた活動の推進が行われている（文部科学省 2016）。しかし、実際にどのよ

うな放課後や休日の活動が、児童・生徒の様々な力を伸ばすことにつながるのか、その関連を実証的

に明らかにする研究は、児童の社会的・情緒的側面での発達という関連の分析は若干なされているが

（明石他 2012, Kanefuji 2015）、まだ十分とは言えない。本分析が着目する「へこたれない力」や

「自己肯定感」といった力との関連の分析は、まだ筆者の管見する限り見られない。従って、ここで

放課後や休日に地域等で行われる活動の中でも、子供の「へこたれない力」や「自己肯定感」を高め

るために重視すべき活動が明らかになれば、それらの知見は今後の教育施策に役立つ提言にも繋げら

れると考えられる。 
 
２．研究方法 

（１）分析対象として取り上げる放課後や休日の地域活動 

   本節は、調査データの中から「小学生」や「中学生」の頃、放課後や休日に行ったことのある８

項目の活動の実態を問う結果（表 6-3-1）、及び地域の人々との人間関係の多寡を問う３項目の結果

（表 6-3-2）を用いる。放課後や地域活動の実態は(a)小学校低学年(1～3 年), (b)小学校高学年(4～6
年), (c)中学校の３つの時期に分けて捉え、体験の頻度を「ほぼ毎日した」「たまにした」「ほとんど

しない」の３件法でデータを収集した。なお、(7)と(8)の運動部活動、文化系部活動は中学校時の体

験のみを尋ねている。地域の人々との人間関係は、「小学校に通う前」から「中学校」までを対象と

し、「何度もある」「少しある」「ほとんどない」の３カテゴリーでデータを収集した。 
 

表 6-3-1.「小学校」「中学校」の頃の放課後や休日の活動 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 公園や広場で友達と外遊びをしたこと 

(2) 友達の家や自宅で友達と室内遊びをしたこと 

(3) 一人でテレビをみたり、テレビゲームをして遊んだこと 

(4) 学習塾で勉強したこと 

(5) 学校外のスポーツクラブや少年団で活動したこと 

(6) 学校外の文化系の習い事（音楽、書道、茶道等）に通ったこと 

(7) 学校の運動系部活動で活動したこと 

(8) 学校の文化系部活動で活動したこと 
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表 6-3-2.「小学校に通う前」から「中学校」までの地域の人々との人間関係 

 
 
 
 
 
（２）へこたれない力と自己肯定感 

本調査で開発した調査項目から「へこたれない力」、「自己肯定感」として収集した各５項目のデー

タを活用した。へこたれない力に関する５項目とは、「何事も前向きに取り組むことができる」「どん

なに難しいことでも、努力をすれば自分の力でやり遂げられる」「厳しく叱られてもくじけない」「失

敗してもあきらめずにもう一度挑戦することができる」「ひどく落ち込んだ時でも、時感をおけば元

気にふるまえる」である。自己肯定感は、「今の自分が好きだ」「体力には自信がある」「人よりも仕

事や勉強ができる方だ」「自分には自分らしさがある」「友だちは多い方だ」の５項目を用いた。回答

の選択肢は、「何度もある」「少しある」「ほとんどない」の３件法でデータを収集した。 
（３）分析時期・対象（サンプル） 
   本調査で収集した 5,000 サンプルを用いる。調査の時期等の詳細は、調査の概要を参照。 
 
３．分析結果 

（１）放課後等の活動と子供のへこたれない力、自己肯定感との関連 

   分析にあたり、ここで用いるへこたれない力と自己肯定感に関する各５項目のデータについて α
係数を算出した。その結果、へこたれない力の α＝.902, 自己肯定感の α＝.829 であり、十分な内

部一貫性を有していることが確認できた。さらに各測定値間の基礎統計量、及びピアソンの積率相

関係数を算出した。それらを一覧にしたものが表 6-3-3・表 6-3-4 である。 
それぞれの指標の平均値から、本調査対象者の特徴を検討すると、小学校低学年・高学年時の外

遊びや友達との室内遊び、中学校時の運動部活動は経験値の高い者が比較的多く存在している。へ

こたれない力や自己肯定感は、５項目の合計値の平均が 11 点～13 点台であった。 
   へこたれない力の場合、相関分析（表 6-3-4）によれば放課後や休日の活動としては「公園や広

場での友達と外遊び」が正の相関関係にあり（小学校低学年、小学校高学年、中学校の順に

r=.285**,283**,232**, p< .01）、また中学校時の運動部活動も正の相関関係（r=.202**,p< .01）に

ある。へこたれない力に対する外遊びの重要性や中学校時の運動部活動の重要性が示唆される。 
同様に相関分析を自己肯定感についても行った結果（表 6-3-4）、「公園や広場で友達と外遊び」

はいずれの就学年齢段階でも正の相関関係にある（小学校低学年、小学校高学年、中学校の順に

r=.244**,258**,276**, p< .01）。さらに自己肯定感の場合、「友達の家や自宅での室内遊び」（小学

校低学年、小学校高学年、中学校の順に r=.207**,212**,223**, p< .01）や、「学校外のスポーツク

ラブや少年団の活動」（小学校低学年 r=.217**, 中学校 r= .218**, p< .01）も正の相関関係にある。

小中学校時の集団での遊びや学校外のスポーツクラブや少年団の活動も自己肯定感を高めるため

に有効と考えられる。 
その他、相関分析から言えることは、以下の通りである。中学校時の学校外の文化系の習い事も自

己肯定感への効果や（中学校 r=.239**, p<.01）、中学校時の運動部活動への参加は、へこたれない力

(r=.202** p<.01)と自己肯定感(r=212**,p<.01)の双方共に正の相関関係にあり、効果が期待できる。 

(1) 近所の人に褒められたこと 

(2) 近所の人に注意されたこと 

(3) 近所の人に遊んでもらったり、教えてもらったこと 
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表 6-3-3. 各測定値の基礎統計量 

 
 

表 6-3-4(1). 各測定値間の相関係数 

 
※表頭の番号は表側の番号を示している。 

平均 標準偏差 最大値 最小値

1.1公園や広場で友達と外遊び（小学校低学年） 2.39 0.670 3 1

1.2公園や広場で友達と外遊び（小学校高学年） 2.35 0.662 3 1

1.3公園や広場で友達と外遊び（中学校） 1.78 0.691 3 1

2.1友達の家や自宅で友達と室内遊び（小学校低学年） 2.00 0.636 3 1

2.2友達の家や自宅で友達と室内遊び（小学校高学年） 2.02 0.601 3 1

2.3友達の家や自宅で友達と室内遊び（中学校） 1.78 0.626 3 1

3.1一人でテレビをみたりテレビゲーム（小学校低学年） 1.71 0.734 3 1

3.2一人でテレビをみたりテレビゲーム（小学校高学年） 1.84 0.731 3 1

3.3一人でテレビをみたりテレビゲーム（中学校） 1.94 0.734 3 1

4.1学習塾で勉強したこと（小学校低学年） 1.26 0.544 3 1

4.2学習塾で勉強したこと（小学校高学年） 1.46 0.642 3 1

4.3学習塾で勉強したこと （中学校） 1.64 0.681 3 1

5.1スポーツクラブや少年団で活動 （小学校低学年） 1.31 0.588 3 1

5.2スポーツクラブや少年団で活動 （小学校高学年） 1.46 0.667 3 1

5.3スポーツクラブや少年団で活動（中学校） 1.48 0.740 3 1

6.1学校外の文化系の習い（音楽等）（小学校低学年） 1.54 0.648 3 1

6.2学校外の文化系の習い（音楽等）（小学校高学年） 1.64 0.658 3 1

6.3学校外の文化系の習い（音楽等）（中学校） 1.46 0.648 3 1

7.  学校の運動系部活動で活動したこと（中学校） 2.00 0.882 3 1

8.  学校の文化系部活動で活動したこと（中学校） 1.57 0.740 3 1

9.  近所の人に褒められたこと 1.81 0.726 3 1

10. 近所の人に注意されたこと 1.60 0.667 3 1

11. 近所の人に遊んでもらったり、教えてもらったこと 1.72 0.712 3 1

12. へこたれない力 13.40 3.478 20 5

13. 自己肯定感 11.93 3.370 20 5

1 .1 1 .2 1 .3 2 .1 2 .2 2 .3 3 .1 3 .2 3 .3
1.1公園や広場で友達と外遊び（小学校低学年） 1
1.2公園や広場で友達と外遊び（小学校高学年） .734** 1
1.3公園や広場で友達と外遊び（中学校） .302** .448** 1
2.1友達の家や自宅で友達と室内遊び（小学校低学年） .451** .352** .217** 1
2.2友達の家や自宅で友達と室内遊び（小学校高学年） .396** .447** .286** .769** 1
2.3友達の家や自宅で友達と室内遊び（中学校） .225** .289** .531* .419** .546** 1
3.1一人でテレビをみたりテレビゲーム（小学校低学年） .015 -.016 .056 .271** .242** .201** 1
3.2一人でテレビをみたりテレビゲーム（小学校高学年） .001 -.009 .041 .254** .265** .211** .818** 1
3.3一人でテレビをみたりテレビゲーム（中学校） .035 .029 .034 .215** .254** .233** .653** .774** 1
4.1学習塾で勉強したこと（小学校低学年） .048 .031 .203** .221** .199 .249** .270** .217** .177
4.2学習塾で勉強したこと（小学校高学年） .079 .070 .149 .225** .2.5** .216** .221** .207** .173
4.3学習塾で勉強したこと （中学校） .112 .121 .184 .212** .218** .271** .183 .196 .185
5.1スポーツクラブや少年団で活動 （小学校低学年） .094 .072 .252** .226** .212** .272** .266** .215** .161
5.2スポーツクラブや少年団で活動 （小学校高学年） .131 .137 .244** .206** .209** .256** .205** .184 .140
5.3スポーツクラブや少年団で活動（中学校） .109 .144 .272** .166 .167 .247** .137 .117 .091
6.1学校外の文化系の習い（音楽等）（小学校低学年） .103 .057 .114 .241** .209** .192 .202** .168 .134
6.2学校外の文化系の習い（音楽等）（小学校高学年） .112 .097 .129 .237** .233** .214** .167 .105 .140
6.3学校外の文化系の習い（音楽等）（中学校） .070 .067 .213** .215** .213** .268** .145 .137 .130
7.  学校の運動系部活動で活動したこと（中学校） .192 .227** .198 .125 .148 .167 .068 .056 .047
8.  学校の文化系部活動で活動したこと（中学校） .072 .050 .123 .159 .148 .176 .083 .078 .078
9.  近所の人に褒められたこと .218** .193 .202** .214** .212** .209** .059 .051 .043
10. 近所の人に注意されたこと .179 .191 .267** .178 .195 .244** .120 .104 .107
11. 近所の人に遊んでもらったり、教えてもらったこと .231** .234** .272** .210** .216** .239** .036 .029 .029
12. へこたれない力 .285** .283** .232** 0.186 .185 .180 .000 -.020 -.018
13. 自己肯定感 .244** .258** .276** .207** .212** .223** .025 -.009 -.022

129



 
 

表 6-3-4(2). 各測定値間の相関係数 

 

※表頭の番号は表側の番号を示している。 

表 6-3-4(3). 各測定値間の相関係数 

 
※表頭の番号は表側の番号を示している。 

 

（２）地域の人々とのふれあいとへこたれない力、自己肯定感との関連 

さらに、地域の人々との関わりについてみると、近所の人に褒められること（へこたれない力

r=.366**、自己肯定感 r=.388**, p<.01）、注意されること（へこたれない力 r=.250**、自己肯定感

r=.260**, p<.01）、遊んでもらったり、教えてもらうこと（へこたれない力 r=.311**、自己肯定感

r=.342**, p<.01）は、いずれもへこたれない力や自己肯定感と正の相関関係にある。子供期に地域

の人々とふれあう環境の中で、様々な経験をしながら成長することは、へこたれない力や自己肯定

感を高める上で重要な役割を果たすことが改めて浮かび上がった。 
（３）へこたれない力の規定要因分析 

以上の分析を踏まえて、ここではへこたれない力を従属変数とし、放課後の活動や地域の人々と

のふれあいに関する項目を説明変数とする重回帰分析を行った。表 6-3-5 は、従属変数をへこたれ

ない力とし、表 6-3-4 の表側に示す放課後や休日の活動、及び地域住民とのふれあいの計 23 項目

を説明変数とする重回帰分析の結果である。放課後の活動は、(1)公園や広場で友達と外遊びをした

こと、(2)友達の家や自宅で友達と室内遊びをしたこと、(3)一人でテレビをみたり、テレビゲームを

して遊んだこと、(4)学習塾で勉強したこと、(5)学校外のスポーツクラブや少年団で活動したこと、

(6)学校外の文化系の習い事（音楽、書道、茶道等）に通ったことの計６種の活動を①小学校低学年

（１～３年時）、②小学校高学年（４～６年時）、③中学生の３つの時期についてデータを収集して

いる。説明変数はステップワイズ法により選択を行った。その結果、表 6-3-5 に示す９つの変数が

析出された。 

4 .1 4 .2 4 .3 5 .1 5 .2 5 .3 6 .1 6 .2 6 .3
4.1学習塾で勉強したこと（小学校低学年） 1
4.2学習塾で勉強したこと（小学校高学年） .641** 1
4.3学習塾で勉強したこと （中学校） .410** .559** 1
5.1スポーツクラブや少年団で活動 （小学校低学年） .503** .365** .310** 1
5.2スポーツクラブや少年団で活動 （小学校高学年） .373** .315** .297** .710** 1
5.3スポーツクラブや少年団で活動（中学校） .303** .254** .269** .467** .572** 1
6.1学校外の文化系の習い（音楽等）（小学校低学年） .393** .345** .309** .405** .311** .212** 1

6.2学校外の文化系の習い（音楽等）（小学校高学年） .335** .343** .324** .329** .304** .239** .726** 1

6.3学校外の文化系の習い（音楽等）（中学校） .374** .334** .349** .375** .320** .342** .539** .636** 1

7.  学校の運動系部活動で活動したこと（中学校） .095 .087 .132 .209** .279** .323** .117 .127 .097

8.  学校の文化系部活動で活動したこと（中学校） .229** .196 .176 .181 .129 .143 .239** .253** .334**

9.  近所の人に褒められたこと .171 .151 .160 .203** .204** .192 .209** .213** .218**

10. 近所の人に注意されたこと .206** .184 .191 .257** .232** .230** .158 .158 .190

11. 近所の人に遊んでもらったり、教えてもらったこと .183 .161 .168 .237** .220** .214** .165 .175 .201**

12. へこたれない力 .084 .107 .123 .133 .148 .170 .126 .144 .159

13. 自己肯定感 .172 .171 .163 .217** .199 .218** .179 .190 .239**

7 8 9 10 11 12 13
7.  学校の運動系部活動で活動したこと（中学校） 1
8.  学校の文化系部活動で活動したこと（中学校） -.188 1
9.  近所の人に褒められたこと .176 .137 1
10. 近所の人に注意されたこと .174 .090 .515** 1
11. 近所の人に遊んでもらったり、教えてもらったこと .184 .117 .568** .583** 1
12. へこたれない力 .202** .118 .366** .250** .311** 1
13. 自己肯定感 .212** .149 .388** .260** .342** .721** 1
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重決定係数(R2)は.216 であり、モデルは１％未満で有意な値（df=9, F=152.995, p <.001）であっ

た。説明変数として取り上げられた変数間の相関係数は表 6-3-4 に示すようにいずれも中程度以下

が多いこと、さらに説明変数として析出した変数の VIF はいずれも５を超えるものはないことか

ら、多重共線性の問題はないと考えられる。 
   表 6-3-5 の重回帰分析の結果によれば、へこたれない力には小学校低学年～中学校の公園や広場

での友達との外遊び(x1～x3)や、中学校時代の運動系・文化系の部活動(x4～x5)、学校外の文化系

の習い事(x7)などがいずれもプラスの影響力を有している。さらに近所の人に褒められたり(x8)、
遊んでもらったり、教えてもらう(x9)という経験は、へこたれない力を高める効果が期待できる。

他方、中学生時代に放課後に一人でテレビやテレビゲームを行う(x6)といった活動は、へこたれな

い力にマイナスの影響を及ぼす関係にある。 
   規定力の大きさという観点でみると、最も強い規定力を有するのは近所の人に褒められること

(x8)であり、次いで第２位は小学校低学年の友達との外遊び、第３位は中学校時の運動系部活動へ

の参加であった。 
 

表 6-3-5 へこたれない力の規定要因－重回帰分析結果― 

 標準化係数 β VIF 

x1:公園や広場で友達と外遊び（小学校低学年） .110*** 2.22 

x2:公園や広場で友達と外遊び（小学校高学年） .084*** 2.49 

x3:公園や広場で友達と外遊び（中学校） .055*** 1.36 

x4:運動系部活動（中学校） .106*** 1.18 

x5:文化系部活動（中学校） .068** 1.23 

x6:一人でテレビ・テレビゲーム（中学校） -.054*** 1.02 

x7:学校外の文化系の習い事（音楽、書道、茶道等）に通った（中学校） .040*** 1.23 

x8:近所の人に褒められたこと（就学前～中学校） .232*** 1.53 

x9 近所の人に遊んでもらったり、教えてもらったこと（就学前～中学校） .085*** 1.56 

** p < .01 ***p < .001 

（４）自己肯定感の規定要因分析 

表 6-3-6 は、へこたれない力の規定要因分析と同様に自己肯定感を従属変数とし、小学校から中

学校時代の放課後や休日の活動、及び地域住民とのふれあいの計 23 項目を説明変数とする重回帰

分析の結果である。説明変数は同じくステップワイズ法により選択を行った。その結果、表 6-3-6
に示す 12 の変数が析出された。 
重決定係数(R2)は.252 であり、モデルは１％未満で有意な値（df=12, F=140.133, p <.001）であ

った。説明変数として取り上げられた変数間の VIF はいずれも５を超えるものはないことから、多

重共線性の問題はないと考えられる。 
分析の結果、友達との外遊びは、へこたれない力と同様に、自己肯定感を高めるプラスの効果の

期待できる要因であることが明らかとなった。小学校低学年から中学校まで３つの時期の友達との

外遊び(x1～x3)が析出された。小学校低学年時には、友達との室内遊び(x6)や、学校外のスポーツ

クラブや少年団での活動(x5)も友達との外遊びと同様に有効である。また、小学校高学年時に、学

習塾で勉強したこと(x4)も自己肯定感を高めることにつながっている。 
 

131



 
 

表 6-2-6 自己肯定感の規定要因－重回帰分析結果― 

 標準化係数 β VIF 

x1:公園や広場で友達と外遊び（小学校低学年） .041* 2.43 

x2:公園や広場で友達と外遊び（小学校高学年） .073*** 2.52 

x3:公園や広場で友達と外遊び（中学校） .092*** 1.39 

x4:学習塾で勉強したこと（小学校高学年） .041** 1.26 

x5:学校外のスポーツクラブや少年団で活動したこと（小学校低学年） .042** 1.38 

x6:友達の家や自宅で友達と室内遊びをしたこと（小学校低学年） .031* 1.42 

x7:運動系部活動（中学校） .103*** 1.21 

x8:文化系部活動（中学校） .066** 1.24 

x9:一人でテレビ・テレビゲーム（中学校） -.083*** 1.08 

x10:学校外の文化系の習い事（音楽、書道、茶道等）に通った（中学校） .085*** 1.37 

x11:近所の人に褒められたこと（就学前～中学校） .229*** 1.54 

x12 近所の人に遊んでもらったり、教えてもらったこと（就学前～中学校） .096*** 1.58 

* p < .05 ** p < .01 ***p < .001 

 
中学校の時期には、運動系部活動(x7)や、文化系部活動(x8)などの学校内での活動や、学校外での

文化系の習い事（x10）もプラスの影響を及ぼす。他方、一人でテレビやテレビゲームを中学校時

に放課後行う場合、それらの生徒は自己肯定感を低くする関係にあり、へこたれない力の分析と同

様の結果となった。これらの遊びを子供のみで行うことは、へこたれない力の育成と同様に、自己

肯定感を育む上でも望ましくないと言える。 
他方、近所の人に褒められたり(x11)、一緒に遊んでもらったり、教えてもらったこと(x12)のある

経験は、へこたれない力と同様に自己肯定感も高める効果の期待できる活動である。近所の人との

ふれあう経験は、人格形成に強い影響を及ぼしている。 
規定力の強さという観点でみると、自己肯定感に最も強い規定力を有するのはへこたれない力の

分析結果と同様に近所の人に褒められたこと（x11）であった。次いで第２位は中学校時の運動系

部活動であり、第３位は近所の人に遊んでもらったり、教えてもらったこととなった。自己肯定感

は、放課後の活動や地域の人々とのふれあいに関する体験に強く規定されることが明らかになった。 
 

４．考察－まとめに変えて－ 

ここでの分析結果を踏まえると、児童生徒の放課後や休日の活動をいかに充実させるかが、改めて

極めて重要な課題であることが分かる。へこたれない力、自己肯定感の規定要因分析の結果をみると、

いずれも友達との外遊びや、中学校時の部活動や学校外の文化系の習い事などの規定力が認められた。

小学校から中学校時代の友達との外遊びは、友人同士の直接のやり取りが不可欠である。さらに、中

学校の部活動や、学校外の文化系の習い事となると、友人同士の付き合いの他それぞれの活動の指導

者とのやり取りが必要となる。子供はそれらの活動を通じて、友人や指導者とふれあいを経験し、さ

らに様々な成功や失敗の体験を通じて「何事にも前向きに取り組むことができる」とか「難しいこと

でも、努力をすればやり遂げられる」といった意識を持ち、「厳しく叱られてもくじけない」といった

耐性を備える人間になると考えられる。その結果、実際に様々な活動に取り組める自分に対して自己
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肯定感も高まると考えられる。本分析の結果より、へこたれない力や自己肯定感を育成するためには、

放課後や学校外の多様な学びが極めて重要だと言える。 

地域の人々とのふれあいが、へこたれない力や自己肯定感に共に強い規定力を有することは着目す

べき結果の一つである。近所の大人に褒められたり、遊んでもらったり、いろいろなことを教えても

らうという経験は、子供と教師や保護者などとの関係が縦の関係であるのに対し、いわゆる斜めの関

係の人間関係に基づく経験だと言われる。そうした地域の人々とのふれあいは、へこたれない力や自

己肯定感といった人格形成上、極めて重要な力を培う体験となる。地域の連帯感が希薄化していると

言われる現代において、国の教育政策としても推進しようとする学校、家庭、地域の連携による教育

の推進の重要性が、本分析においても改めて示された。 
他方、放課後に一人でテレビやテレビゲームを行う遊びがへこたれない力と自己肯定感共にマイナ

ス要因として析出されたことも重要な知見である。一人でテレビやテレビゲームを行う遊びは、外遊

びのように対人コミュニケーションを必要としない。さらに、自分の好みのゲームだけを、バーチャ

ルな空間で長時間にわたり行うという特徴がある。直接的な対人コミュニケーションを必要としない

それらの遊びの繰り返しは、直接的な対人コミュニケーションを不可欠とする外遊びなどを避け、さ

らに日常の生活行動においても対人コミュニケーションから逃げる傾向を強めることに繋がるのか

も知れない。放課後に子供一人、あるいは子供のみで放置して、テレビやテレビゲームなどの遊びを

行わせることがいかに危険なものかが、本分析によって改めて検証されたと言えよう。 

今後の日本の子育て環境を改善するために求められる事項は多いが、児童生徒のための放課後活動

や地域の人々とのつながりという観点に絞ってみれば、本分析結果を踏まえて言えることは以下の通

りである。 

第一に小学生から中学生にかけての友達との外遊びは極めて重要であり、学校内外での様々な遊び

を通した活動の一層の充実を図る必要がある。その一方で、第二に一人でテレビやテレビゲームを行

うといった活動は、へこたれない力にも自己肯定感に共にマイナスに働くことが明らかであることか

ら、児童生徒を放課後に一人や子供のみで過ごさせる時間を出来るだけ少なくするような対策が必要

である。第三に学校内の活動の他、学習塾（小学校高学年）や学校外の文化系習い事（中学校）の活

動は、へこたれない力や自己肯定感を高める効果の期待できる活動である。そうした体験を通じた学

びの機会は、現状では所得水準の高い世帯の児童生徒は取り組める可能性が高いが、所得水準の低い

世帯の児童生徒の取り組める可能性が限られる傾向がある。今後の教育施策においては、児童生徒の

置かれる世帯の所得水準に関わりなく、どの子供も学校外の多様な学びの経験が得られるように学校

や社会教育施設等を場とする放課後支援のさらなる整備・充実が必要と言えよう。 
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考察４．学校教育における体験活動を捉える視点 〜本調査結果と新学習指導要領を踏まえて〜 
 

文教大学人間科学部 准教授 青山 鉄兵 

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 

 

１．はじめに 

 2016（平成 28）年 12 月に、中央教育審議会「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及び必要な方策等について」（以下、中教審答申という）が答申され、次期

学習指導要領の改訂に向けた基本的な方向性が示された。そこでは、「社会に開かれた教育課程」とい

う目標に向けて、「カリキュラム・マネジメント」や「アクティブ・ラーニング」といったキーワード

が提示されており、今後の学校における体験活動を考える上でも、重要な視点を提示するものと考え

られる。本稿では、本調査の結果に加えて、次期学習指導要領に向けた動向も踏まえながら、主に小・

中学校における体験活動の推進における基本的な論点の整理と若干の考察を行うこととしたい※6-1。 

 

２．学校教育における体験活動の類型 

  学校教育における体験活動について、教育課程における位置付けおよび実施形態に注目すると、以

下の 4 つのタイプに整理することができる。 
第 1 のタイプは、各教科における体験活動である。教科における体験活動は、主として、各教科の

学習を充実させるための学習方法の一形態として位置付けられる。現行の学習指導要領においても、

「確かな学力」の育成に向けた言語活動や体験活動が重視されるなど、各教科における学習が、さま

ざまな活動を通じて、知識や技術の習得にとどまることのないような配慮がなされているが、今回の

中教審答申で示された「アクティブ・ラーニング（主体的・対話的で深い学び）」の観点は、体験を通

じて各教科の学習を充実させるための取り組みをより一層進めようとするものといえる（アクティ

ブ・ラーニングを広義に捉えれば、体験を通じた全ての学習を包含するものとも言えるが、本稿では

特に教科での学習との関連に注目する）。 
第 2 のタイプは、自然体験活動や集団宿泊活動、職場体験活動など、教科外の特別活動、総合的な

学習の時間および道徳（特別の教科）を中心に、主に学校外で組織的・計画的に実施される体験活動

プログラムである。こうしたプログラムでは、各教科の学習との関連も考慮されるが、「豊かな心」や

「人間性」、「課題解決能力」などのより総合的な資質・能力を育むことがより中心的な目標とされる

ことが多い。これまで、青少年の体験活動の推進に関する議論では、集団宿泊活動や職場体験・奉仕

体験などのプログラム開発や、青少年教育施設・団体等との連携のあり方など、こうした体験活動プ

ログラムをどのように充実させるか、といった点に主たる関心が寄せられてきた。 
第 3 のタイプは、学級活動や児童・生徒会活動、クラブ活動や学校行事など、主として教科外の特

別活動に位置付けられる、学校内で日常的に児童・生徒によって取り組まれる諸活動である。また、

教育課程外の活動ではあるが、中学校のおける部活動も、実質的にはこのタイプに近い性格を持って

いるといえよう。従来、こうした活動は、体験活動という観点からはあまり議論されてこなかったが、

そこでの活動には体験を通じた学習の機会が多く含まれており、学校における体験活動の一形態とし

て積極的に捉えなおしていくことが重要であろう。 
 

 

 

※6-1 本稿は、2017（平成 29）年 3 月に次期学習指導要領が公示される以前の状況を踏まえて書かれたものである。 
次期学習指導要領の具体的な内容と体験活動との関連については、今後の検討課題としたい。 
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第 4 のタイプは、教員や友人との関わりや遊びなど、教育課程には位置付かないものの学校を場と

する日常的な体験である。こうした体験の多くは、教育的な意図のもとで組織化された体験活動とは

いえないものであるが、児童・生徒の人間形成においては重要な意味を持つものであると考えられる。 
 

３．学校教育における体験活動のさらなる充実に向けて 

  本節では、本調査結果と政策動向を踏まえて、ここまで見てきた学校教育における体験活動 4つの

タイプごとに今後の体験活動のあり方について検討することとしたい。 

（１）各教科における体験活動 

   上述の中教審答申において、今後の授業改善のキーワードとして位置付けられているのが、「ア

クティブ・ラーニング（主体的・対話的で深い学び）」の視点である。答申の中で、「アクティブ・

ラーニング」は、「子供たちが、学習内容を人生や社会の在り方と結びつけて深く理解し、これから

の時代に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続けたりすること」がで

きるようになるために、子供たちが「どのように学ぶか」という学びの質を重視した改善を図って

いくための視点であるとされ、具体的には、①学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成

の方向性と関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次に

つなげる「主体的な学び」、②子供同士の協働・教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛か

りに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」、③習得・活用・探求という学

びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付

けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、

思いや考えを基に想像したりすることに向かう「深い学び」、の 3 つの要素を含むような学習であ

るとされる。 
こうした「アクティブ・ラーニング」と体験活動の関係を考える上では、答申の中でも触れられ

ている通り、①知識の一方的な教授にとどまらない能動的な学習を目指す授業実践はこれまでも数

多く展開されてきており、アクティブ・ラーニングという発想はこれまでと異なる新しい方向性を

示すものではないこと、②「アクティブ・ラーニング」は「地域や他者に対して具体的に働きかけ

たり、対話したりして身近な問題を解決すること」といった特定の方法や指導の形態を指すもので

はないこと、③「アクティブ・ラーニング」における「アクティブ」は必ずしも学習が「活動的」

であることのみを意味するわけではなく、活動的ではない形態の学習も含むものであること、とい

った点を踏まえておく必要があろう。 
その上で、アクティブ・ラーニングの目指す学習の多くが、そのプロセスのうちに、体験的な要

素を含むものであることもまた明らかである。そこでは、〈知識に関する学習〉と〈体験を通じた学

習〉とをそれぞれ別のものとして捉えるのではなく、各教科の中で（さらに教科横断的な視点から）、

両者を一体的・統合的に捉えることが求められると言える。 
体験活動の推進という視点から教科におけるアクティブ・ラーニングについて考えると、第1に、

これまでは主として教科外で展開されてきた自然体験活動や集団宿泊活動などの体験活動プログ

ラムの中に、教科における学習の要素を組み込み、両者を連動させながら展開することが重要にな

る。従来から、長期の宿泊体験活動などの中で、教室で学んだことを実際に体験したり、教室での

学習をするための導入として体験活動を位置づける取り組みもなされている。こうした複数の教科

等を連動させつつ、〈知識に関する学習〉と〈体験を通じた学習〉を統合的に展開していくためにも、

学習指導要領の改訂のもう 1 つの柱である「カリキュラム・マネジメント」の視点が重要な意味を
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もつことになる。 
第 2 に、こうしたアクティブ・ラーニングを展開する上では、いわゆる「参加・体験型学習」の

方法論が有効であると考えられる。これまで「参加・体験型学習」を展開してきたさまざまな機関・

団体と連携した授業展開を進めるとともに、教員の養成・研修のプロセスの中に「参加・体験型学

習」の方法論を習得する機会を組み込んでいくことが重要になると考えられる。一方で、いわゆる

「ファシリテーション」といった発想が、しばしば形式的・技術的に理解されがちであり、結果と

して、働きかけの手段であったはずのプログラムや手法が目的化してしまいがちである点には注意

が必要であろう。このことに関連して、近年では、パッケージ化・マニュアル化された体験活動プ

ログラムが普及しているが、こうした状況には、「参加・体験型学習」の方法論を学校教育への導入

をしやすくするという面と、安易な使用によって手法の自己目的化を招きやすくするという面の双

方があることに留意する必要がある。 

（２）学校外での組織化された体験活動プログラム 

   学校外での組織化された体験活動プログラムについて、本調査では、小学校および中学校での「企

業や商店等での職場体験」の有無について質問しており、40 代では「やったことがある」割合が

8.2%であったのに対し、20 代では 51.8％となっているなど、40 代から 20 代にかけて若い世代ほ

ど「やったことがある」割合が高くなる傾向が見られた（p.51）。職場体験を始めとする、組織化さ

れた体験活動プログラムが、教育現場の中で拡充されてきた状況を示すデータであるといえる。 
本調査では、家庭や地域における体験の状況についても調査をしているが、こうした体験は、都

市化や情報化、少子化等の環境の変化によって、かつてのように「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）体験させるもの」へと変化してきている。結果として、幅広

い体験をする機会に恵まれた子供と、そうではない子供との間に体験の「格差」が拡大しやすい状

況が生じていることも指摘されている。さまざまな体験の機会を全ての子供に「格差」なく提供で

きることが、学校教育の特性であると考えれば、学校教育には、自然体験活動や集団宿泊活動、職

場体験活動など、家庭や地域では体験することが難しい活動の機会を積極的に提供していくことが

より一層求められよう。 
こうした学校外での体験活動プログラムを推進する上では、従来から指摘されてきたとおり、第

1 に、実施体制をどのように構築していくかが課題となる。近年、教員の労働環境の改善が大きな

教育政策の課題となっている現状を踏まえれば、ただでさえ負担の大きい体験活動プログラムを教

員のみで運営していくことには限界があろう。家庭や地域との連携に加えて、青少年教育施設や青

少年教育団体など、体験活動に関する専門性を有する機関・団体と連携した実施方法を検討してい

くことが重要である。 
第 2 の課題として、授業時間数をいかに確保するか、という問題がある。次期学習指導要領では、

小学校 3,4 年生の外国語活動および小学校 5,6 年生の外国語で現行よりも授業時間数が増加してお

り、まとまった体験活動プログラムの実施にあたっては、これまで以上に授業時間数の確保が課題

になると考えられる。すでにみたような教科における学習との連動や、土曜授業の活用などが求め

られるところであろう。 
第 3 の課題として、体験活動プログラムの実施にあたって、教育性や計画性をどこまで強調する

か、という問題が挙げられる。そもそも、体験活動とは「体験そのもの」とは異なり、教育的な意

図のもとに「体験が組織化されたプログラム」である。しかし、「遊び」や「交流」を通じた体験活

動においては、指導者にとっては教育的な意図にもとづく活動であっても、子供にとっては学習の
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ための活動であるとは意識されていないことも多いため、教育的な文脈に位置づかない「すきま」

があることが、体験をより充実したものにするといった面もある。 
今回の学習指導要領の改訂にあたっては、教育課程の編成・実施・評価における学校単位での

PDCA サイクルの重要性が指摘されるなど、教育課程全体をより計画的かつ目的合理的に改善して

いこうとする方向性が見られるが、学校教育における体験活動の推進においては、いかに教育的な

プログラムを計画的に提供するか、といった観点だけでなく、教育的な意図にもとづきながらも、

いかに「教育っぽくない」要素を残しておけるか、といった観点にも配慮が必要であろう。体験活

動プログラムを、学校教員以外の多くの機関・団体等との連携し、多様な指導者・支援者とともに

実施することは、こうした観点からも意味を持つものであるといえる。 
（３）学校内での日常的な児童・生徒活動 

   本調査では、学校での体験として、小学校および中学校の時期に、「児童会・生徒会の役員」「体

育祭や文化祭の実行委員」「委員会の委員（保健、美化、図書等）」「部活動の部長や役員」をやった

ことがあるかどうかについて質問しており、こうした委員や役員を経験しているほど、「へこたれ

ない力」「意欲」「コミュニケーション能力」「自己肯定感」などの資質・能力が高い傾向が見られた

（p.63, p.71, p.79, p.87）。 
こうした傾向が見られる背景には、すでに高い資質を持っている児童・生徒ほど、こうした役割

につきやすいということを考慮する必要があるものの、こうした役割を担うことが、人間形成上さ

まざまな意味を持つことも経験的に知られているところである。 
また、中教審答申においても、現代的な諸課題に対応するために必要な力として「主権者として

求められる力」が挙げられているように、選挙権年齢の引き下げなどを受けて、学級活動や学校行

事などの中での自治に関わる体験は、委員や役員になるかどうかにかかわらず、重要性を増してい

ると言える。 
これまで、学校における体験活動の推進においては、自然体験活動や集団宿泊活動などの非日常

的な場面での体験活動に関心が寄せられる一方、こうした日常的な活動の中での体験については、

体験活動の文脈では論じられないことが多かった。しかし、両者は同じ目的のために行われるもの

であることに加え、こうした活動は、異年齢の交流を含むことが多いこと、活動に継続性があるこ

と、活動の中での変化が日常生活の中に還元されやすいこと、などの点で非日常的な場面での体験

とは異なる意義を持つものと考えられる。中学校の部活動などについては、教員の負担軽減の観点

から、地域との連携・協働して実施されることが増えていくと考えられるが、体験活動の推進とい

う観点から、こうした活動における体験を通じた学びやその支援のあり方について検討していくこ

とが重要になろう。 
（４）学校を場とする日常的な体験 

   学校における組織化されない日常的な体験について、本調査では、「先生に褒められたこと」「先

生に叱られたこと」「先生に悩みを聞いてもらったりしたこと」などの教員との関係に関する質問

をしている。世代別では、「褒められたこと」および「悩みを聞いてもらったこと」については、特

に 40 代から 20 代にかけて、若い世代ほど体験した割合が高くなっていたり、「叱られたこと」で

は 60 代から 30 代にかけて若い世代ほど体験した割合が高くなっていたりする傾向が見られる

（p.55）。 
こうした教員と子供の関わり方の変化は、学校における日常的な体験の変化としても捉えられる

ものである。さらに、こうした日常的な人間関係は、これまで見てきたような教育課程上の体験活
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動を行う際には、子供たちの体験の質に影響を与える活動の土台にもなる。同時に、日常的な人間

関係そのものが変化しやすい非日常的な体験活動プログラムにおいては、こうした日常的な人間関

係自体が、体験活動を通じて変化を促す対象にもなる。日常の生活を離れて参加することが多い青

少年教育団体等の主催する集団宿泊活動と異なり、学校での体験活動を考える場合には、こうした

日常的な人間関係を踏まえて活動を展開していくことが重要になる。

４．おわりに〜「体験の質」の探求に向けて〜 

以上、学校教育における体験活動を 4 つのタイプに整理した上で、それぞれについての今後の推進

方策について検討してきた。

 新しい学習指導要領においては、アクティブ・ラーニングというキーワードに象徴されるように、

「何を学ぶか」だけでなく「どのように学ぶか」を重視し、「学びの質」を高めていく方向性が目指さ

れている。

こうした視点は、体験活動の文脈でも重要な意味をもつものである。体験活動においても、従来か

ら、「何をするか」よりも「何のためにするか」や「どのようにするか」が重要であることが繰り返し

指摘されながらも、学校における集団宿泊体験の企画等においては「何をするか」といった点から企

画がなされているケースも少なくない。

本調査では、青少年の体験の量的把握に焦点を当ててきた従来の調査が「何をしたか」は把握でき

ても、「どのようにしたか」などの「体験の質」については把握がしにくかった点を踏まえ、調査項目

の選定や集計・分析の段階においては、子供の頃の体験の質的側面をどのように捉えるかが課題とさ

れてきた。質問紙調査において「体験の質」を把握するのは、もとより容易なことではないが、今後

も調査方法を改善しながら、こうした試みが継続的になされていくことが重要であろう。

「何をするか」にとどまらない「体験の質」への注目は、「体験活動のカリキュラム化」といった文

脈では見落とされやすい視点の 1 つであると言える。本稿を終えるにあたり、より制度化されやすい

学校教育における体験活動においてこそ、こうした「体験の質」への注目が重要な意味をもつもので

あることを確認しておきたい。
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