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考察１ 

 

大学に求められる役割について 

 

昭和女子大学総合教育センター特任教授 

コミュニティサービスラーニングセンター長 

 興 梠   寛 

 

１．ボランティアに秘められた力 

大学の教室で、学生と向かいあい、心の風景を想像するときがある。 

学生にとって学びとは何か。教員は何をなすべきか。ボランティアには、一人ひとりに

秘められた物語がある。コミュニティは、その物語を編む教室である。身近であれグロー

バル社会であれ、暮らしの“現実”であるとともに、社会課題を解決するための優しく、

そして厳しい学びのプラットホームなのである。 

 この調査で、学生が明確に指し示してくれたことがある。「学生ボランティアフォーラム」

参加者へのアンケート調査では、ボランティアに参加した動機は「自分の成長につながる

と思ったから」（73.3％）、「さまざまな人間と関わりたかったから」（63.1％）、「楽しそう

だったから」（58.2％）［p.42 参照］。 

 活動に参加してよかったことは、「ものの見方、考え方が広がった」（76.2％）、「楽しか

った」（72.0％）、「相手から感謝された」（59.5％）、「友人や知人が増えた」（59.0％［p.44

参照］）。 

 ボランティアの相談体制として重要な機関は、「大学」（47.9％）、「地域にある関連機関」

（17.5％）、「SNS やソーシャルメディア」（14.6％）［p.52 参照］。 

人が社会的人間として自己成長していくために欠かせない条件とは何か？ 

ジョン・デューイとともに、アメリカの大学教育におけるサービス・ラーニング理論に

大きな影響をあたえた、心理学者ジョージ・ハーバート・ミードは「さまざまな他者との

相互行為」（Interaction with others）であるという。 

さまざまな場で多様な人と直接に交わり、言葉の行為を交わしつつ、行為の交換をくり

返すことで、人は“他者”をわが心のなかに取り込む。そのことから、人は社会的自我を

形成し、社会的な人間として成長していく。 

では、若者はなぜ、ボランティアに違和感を持ち、自然に行動ができないのか。なぜ、

人とつながりや、助けあうことに抵抗を感じるのだろうか。その原因を探ると、“自己効力

感”の希薄さや、それにともなう“自己肯定感”の低さに要因があるのではないかと考える。 

“自己効力感”とは、“自分はやればできる”という自信のことをいう。自分と他者との

相互行為により、人や社会の役に立ち、感謝されるなどの、小さな成功体験の積み重ねが、

「自己効力感」を育んでいく。他人から批評されることへの恐れから逃げずに、自分の有

用感の高さを保ちつづける。そのプロセスを、アメリカの心理学者アルバート・バンドゥ

ーラは「誘導による修得」と意味づけている。 

ボランティア活動は、他者や社会から必要とされ、役に立つ存在だと認められるプロセ

スをとおして喜ばれ、認められるストーリー性を秘めている。そのプロセスを“自己効力

感の社会化“へのプロセスと意味づけたい。 
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２．学生ボランティアの歴史は大学が拓いた 

「大人は言葉の実践者でなくてはならない」 

世界の大学を訪れて「知識の人道的活用」を訴えた、コミュニティサービスラーニング

（Community Service Learning）の創始者といえる、イギリスのアレック・ディクソン（Alec 

Dickson）の言葉である。 

経済のグローバル化が浸透するなかで、世界に新自由主義が台頭し、ミーイズム（自己

中心主義）が人びとの心を揺さぶっている。地域社会であれグローバル社会であれ、人び

との誰もが夢をあきらめず、価値ある人間として敬意をもって受け入れられ、個人の尊厳

をいかに確保できるか。世界中の政府が内向きになるなかで、大学はいったいどのような

“言葉の実践者”でなくてはならないのか。その姿をしっかりと凝視しているのは、大学

キャンパスの住人である学生ではないのか。それが、学生と向かいあってきた教員として

の実感である。 

日本の大学が地球環境を守り、貧富の格差を克服し、人権侵害をなくし、争いの要因を

断つために“人間の安全保障”に向かう倫理性の高い教育や研究に立ち向かうことこそ、

“知の実践者”である大学の役割である。 

日本の大学において、学生のボランティア活動の支援が共通の問題意識となったのは

1995 年１月 17 日に発生した阪神淡路大震災である。大災害は若者たちの“ボランティア

衝動”を覚醒させることは、すでに 1923 年、関東大震災で青年団とともに被災者の救援活

動にあたった東京帝国大学他の学生の行動や、大正デモクラシーを背景に全国に広がった

学生セツルメントの歴史が史実として物語っている。 

学生が地域社会の諸問題に眼を向け、課題解決のために貢献し実践的に学ぶ社会的環境

は、やがて軍部独裁政権の誕生により厳しく制限され戦争突入のなかに埋没していった。

1938 年に制定された国家総動員法による「学徒勤労動員」や、戦場に赴く「学徒動員」に

よる“強制された「奉仕」”は、けっして繰り返してはならない歴史の教訓である。 

第 2 次世界大戦の終結とともに、学生ボランティアは荒廃した戦後社会の復興と再生に

立ち向かっていく。戦争から解放された社会のなかで、多様な社会活動のスキルを蓄積し

た青少年団体は学生たちに多様なボランティアに活動プログラムを提供した。 

その動きは、国内や海外において若者たちがボランティア活動を展開する社会的環境づ

くりへと実を結んでいく。全国的な青少年団体のネットワークによって 1963 年に設立さ

れた日本青年奉仕団推進協議会は、1965 年に政府による開発途上国支援機関として誕生し

た青年海外協力隊（JOCV）の設立や、1967 年に国内や海外における若者たちのボランティ

ア活動を推進する民間機関である社団法人日本青年奉仕協会（JYVA）の設立へと実を結ん

だ。特記すべきは、日本青年奉仕協会設立の中心人物には、第７代早稲田大学総長・大浜

信泉（設立時・会長）や、第 17 代東京大学総長・茅誠司（設立時・副会長）が名を連ねて

いることである。 

 

３．1960 年代は学生ボランティアの萌芽期 

日本青年奉仕協会は、1967 年に全国の学生が大学の夏休みや春休みを活用して組織的に

ボランティア活動を行う「社会開発青年奉仕隊」（約１か月間にわたり集団で離島や過疎・

過密都市で教育・環境・福祉問題に取り組む）を募集し派遣した。また、1979 年には「１
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年間ボランティア計画」（VOLUNTEER365）をスタートさせ、2009 年の協会解散までに 1,300

人を超える 18 歳から 30 歳までの学生等の若者を国内各地 240 か所に派遣した。 

派遣先は、多様な社会問題を意識した、消滅村落の基層文化の記録、民衆史博物館、ア

イヌ文化の記録保存、水俣公害被害者支援、ホスピス医療、子どもの冒険遊び場づくり、

不登校の生徒への寄り添い、障がい者の自立生活支援、過疎地・離島の振興、地方交響楽

団の支援愛隣地区の日雇い労働者支援、外国難民一時滞在施設支援、民間ボランティアセ

ンターなどに取り組む非営利組織を支援するなど、当時の社会開発の“中心課題”ではな

く、むしろ“周縁課題”を強く意識したものだった。 

この「１年間のボランティア計画」は、アジア地域８か国の大学等との連携や、日本と

イギリスとの「ギャップイヤー・ボランティア」（Gap Year Volunteer）交流プログラムへ

と広がっていった。 

学生ボランティア自身が先導的な役割を果たし、1965 年設立された民間ボランティア活

動推進機関「大阪ボランティア協会」は、日本におけるボランティアセンターの草分け的

組織である。また、いち早く「ボランティアコーディネーター」の専門的役割の重要性を

提言した先駆性的役割にも注目する必要がある。 

このような民間の手によるボランティアセンターは、その後に京都府、兵庫県、静岡県、

高知県、宮崎県、秋田県、岩手県、北海道、東京都世田谷区や豊島区など、全国各地で誕

生していった。そのような地域課題に取り組む民間ボランティア協会を学生ボランティア

がささえた役割は大きい。 

第２次世界大戦後の 1920 年に誕生したサービス・シビル・インターナショナル（SCI）

は、廃墟と化したヨーロッパの国や地域に国籍・人種や政治信条を超えて学生たちが集い、

共同生活をとおしてボランティア活動を行う「ワークキャンプ」を誕生させた先駆的ボラ

ンティア組織である。ワークキャンプは、日本では 1950 年頃に SCI によって紹介（1964

年に SCI 日本支部を開設）されたが、1960 年から 70 年代において学生の共感の輪を広げ、

日本青年奉仕協会をはじめ多様な団体によって全国各地で開催された。また、国連・ユネ

スコが提唱したこともあり、世界中で学生の国際ワークキャンプ運動が広がった。 

第２次世界大戦後の学生ボランティア活動の環境づくりは、民間組織によるプログラム

の開拓と、学生自身の主導によってすすめられてきたといえる。 

 

４．大学に求められるボランティア推進と政策提言 

1970 年代に入ると、政府の教育政策のなかで、ボランティア活動は生涯学習推進政策と

ともに注目されるようになっていった。 

1971 年に文部科学省社会教育審議会は「急激な社会構造の変化に対処する社会教育の在

り方」（答申）で青少年から高齢者に至る社会奉仕活動の推進を提言。学校教育においては、

2002 年に中央教育審議会が「青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等について」（答申）

では、児童・生徒や学生がボランティア活動に取り組むことの重要性が強調された。 

とくに、大学等の高等教育機関においては、2005 年に中央教育審議会が答申した「我が

国の高等教育の将来像」や、2008 年に中央教育審議会が答申した「学士課程教育の構築に

向けて」のなかで、「学習の動機付けを図りつつ、双方向型の学習を展開するため、講義そ

のものを魅力あるものにするとともに、体験活動を含む多様な教育方法を積極的に取り入
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れる」ことの必要性を提唱している。また、学生の学びのための動機づけとともに、社会

が要請する人材像に応える人材育成の教育方法として、1980 年代からアメリカの大学で急

速に広がった教科教授法である「サービス・ラーニング」（Service Learning）の高等教育

機関での有効性に注目が集まることになった。 

2012 年の中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向け て」

では、「従来のような知識の伝達・注入を中心とした授業から、教員と学生が意思疎通を図

りつつ、一緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成長する場を創り、学

生が 主体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修（アクティブ・ラーニング）へ

の転換が必要」、「学生の主体的な学修を促す質の高い学士課程教育を進めることが求めら

れる。学生は主体的な学修の体験を重ねてこそ、生涯学び続ける力を修得できる」ことが

強調された。 

 

５．ボランティアの潜在的教育力の新たな開拓 

大学教育がカリキュラムにボランティア活動の理論的、実践的学びを導入していく動

きに拍車をかけたのは、文部科学省が 2003 年度から 2007 年度まで全国の大学を対象に実

施した「特色ある大学教育支援プログラム」（特色 GP の採択）」である。 

また、2004 年度から実施した「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」（現代 GP）、

2008 年度から実施した「質の高い大学教育推進プログラム」（教育 GP）などの諸施策が

“追い風”となって、ボランティア活動等の社会貢献活動を取り入れた教育プログラム

や、大学に「ボランティアセンター」「サービス・ラーニング・センター」等、教員の教

育活動や学生の学びを支援するセンターを設立するモデルが多数採択されていった。 

文部科学省の外郭団体、財団法人内外学生センターは、その動きに先駆けて 1998 年に

「学生のボランティア活動に関する調査」（全国の 98 大学・10,000 人対象）を発表。同時

に全国の大学関係者を対象に研修セミナーを開催し、学生や教職員向けのガイドブックを

発行するなどの支援を行った。 

内外学生センターは、その後の組織統合によって設立された新組織、独立行政法人日本

学生支援機構に引き継がれ、2006 年には第二次調査報告書「学生ボランティア活動に関す

る調査報告書」を発表し、ボランティア動機の“自己と社会との双方向性”を指摘した。

同機構はさらに 2009 年に「大学等におけるボランティア活動の推進と環境に関する調査

報告書」を発表し、調査した 1,212 校のなかで 320 の大学がボランティア関係科目を開講

し、869 科目に及ぶことを報告している。 

また、1995 年に発生した阪神淡路大震災で活動した関西の学生たちによって 1996 年に

設立した、特定非営利活動法人ユースビジョン（設立時の名称は「きょうと学生ボランテ

ィアセンター」）が全国 1,153 大学を対象に行った調査によれば、2016 年に 155 大学（キ

ャンパス）がボランティアセンター等を開設していると回答している。 

2000 年代に入ると、日本においても大学教育への「サービス・ラーニング」（Service 

Learning）の導入に関心を持つ研究者や大学が広がりはじめる。アメリカの大学で発達し

た教科教授法「サービス・ラーニング」は、全米ネットワーク「キャンパス・コンパクト」

（Campus Compact）によれば、現在 1,100 を超える大学によって取り組まれ、その教育理

念は研究者によって多様な視点から概念化されている。 
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「サービス・ラーニング」とは、①自己との対話を重ねながら他者や社会から必要と

される自分を発見し、生きることの意味や喜びを発見する「自己への探究」（Personal 

Insight）。②身近な地域社会やグローバル社会の問題について実践をとおして課題解決

的に学び、市民としての自覚と責任意識を育む「社会課題」の理解（Understanding 

Social Issues）。③知識や技術などの学習成果を社会課題の解決のために役立て、学ぶ

ことの意味や喜びを発見し、それをより創造的な学びに発展させる「学習成果の応用」

（Application of Skills）の３つの教育的要素によって概念化することができる。 

日本の大学が、人間としての普遍的、全体的、調和的な完成をめざす創造的な教養を培

うリベラル・アーツを深化させるためにも、ボランティアのもつ潜在的教育力にさらに注

目していくことを期待したい。 

 

６．私が変わる、社会は変わる 

社会学者の暉峻淑子はいう。 

「日本の学校も社会も、職業のためのスキルを高めることには大きな関心を払うように

なった。しかし、その反面、社会人としてのシティズンシップを育てることについては、

あまり関心がない。シティズンシップとはまさに社会人として必要な教養と行動力なのだ。

それなしに民主主義は維持できないのに、若者たちは社会人になるとはどういうことか、

漠然とした不安を抱いたまま社会に出る。社会人としてシティズンシップを持つには、個

人が自己の価値に目覚め、自尊感情を持つことが前提になるが、『自分が悪い』から職につ

けないのだと思っているうちは社会人意識も育たない」（『社会人としての生き方』岩波新

書,2012） 

日本財団が、インド、インドネシア、韓国、ベトナム、中国、イギリス、アメリカ、ド

イツと日本の９か国の若者（2019 年に各国 1,000 人の 17 歳から 18 歳を対象）に尋ねた調

査では、「自分で国や社会を変えられると思う」と答えた割合は、日本が 18.3％で調査国

中の最下位だった。また、「自分を大人」「責任ある社会の一員」と答えた若者は、約 30％

から 40％で、他の国と比べて３分の１。「将来に夢をもっている」「国に解決したい社会課

題がある」と答えた若者は、他国に比べて 30％近く低かった。「自分で国や社会を変えら

れると思う」と思う若者は５人に１人で、最も低い韓国と比べても半数以下。国の将来像

に関して「良くなる」と思う若者は、トップの中国（96.2％）の 10 分の１で最も低かった。 

2019 年 7 月に行われた参議院議員選挙の投票率は全体が 48.80％だったが、20 代の若者

は 30.96％だった。18 歳、19 歳を合わせた投票率も 3 割台前半で極端に低かった。また、

2017 年の衆議院議員選挙では、20 代（25 歳以上）の候補者は、わずか２％で、30 代は 11％

にすぎなかった。 

2000 年代に入ってイギリスの教育界で注目された、「コミュニケーション、探求心、参

加意識、責任ある行動」ついて学び「見識ある市民」（Informed Citizen）を育てることを

目的とした「市民教育」（Citizenship Education）は、ボランティア活動の持つ潜在的教

育力を多様な視点から分析している。とくに教育において、①個人の自尊意識と教養をし

っかりと高める、②社会の状況を的確に判断する力を養う、③良き社会人として、人間関

係を築く力を育む、④生涯をとおして社会参加を有意義におくることができる力を培い、

失敗を恐れずに自ら行動し、積極的に他者と交わり、社会を変える主体的な行動力（ボラ
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ンタリズム）を獲得するという目標は、日本の大学教育に共通する課題である。 

大学キャンパスは、教職員と学生とのコミュニケーションを深めるために世代によって

原体験が異なる。世代によって異なる情報ツールやメディアや関心のある情報内容と量も

異なり、ますます相互理解と対話が難しくなっている。多様化する社会において、世代間

の断絶を超え、ともに共有できる価値観や問題意識とは何かを探り世代を超えた価値意識

を共有するために、学生とコミュニティとの橋渡しをしてくれる市民社会の“中間支援機

能”としての期待は大きい。 

ボランティア活動は、自分たちの社会は自分たちでつくるという、市民としての自立性

を意識化するための一歩である。その一方で、市場・競争・管理社会の原理から脱出して、

自己肯定観を育み、自分らしさを再発見し、自分と社会とのかかわりを再認識するための

有効な自己実現の手段でもある。 

大学においては、学生が学びをより深め、修得した学びとスキルを社会課題の解決のた

めに応用しながら創造力を培い、社会の主体としての自覚と責任意識を育む授業カリキュ

ラムの開発が期待される。そのためには、より多彩なカリキュラムの開発研究や、熟練し

たコーディネーターを配置し、キャンパスライフにおける自己を探求するための活動メニ

ューの選択肢が多様であればあるほど、学生の主体性を育んでいく。 

ボランティア活動の“相互行為”が社会集団の対立と分断を超え、世代間の相互理解と

対話をすすめ、成熟した民主主義を育み、学生の新たな可能性を再発見する希望への扉と

なることを願っている。 


