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考察２ 

 

大学生の地域におけるボランティア活動を支援する視座 

～若者達が地域で活躍（ときめき）、学び成長をしていくために 社会教育行政ができること～ 

 

桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部 

客員教授 服部 英二 

 

１．はじめに 

今回の調査は、大学生等のボランティア活動の実態（実際の関わり方やニーズ、意識等） 

を把握し、今後のボランティア活動等の支援の在り方などを探る基礎資料を得るとの目的 

で行われたものである。実態調査の結果を概観すると、大学生の 37.5％が大学入学後に、

何らかのボランティア活動・社会貢献活動に参加したと答えている［p.4 参照］。この中に

は授業等で参加した活動も含まれているが、その中で自主的に参加した割合だけを取り出

してみても 30.7%となっている。また、活動日数を見てみると、自主的な参加に限っても 30

日以上の活動が 19.2％、そのうち 100 日以上が 8.4％となっている［p.10 参照］。 

 また、今後やってみたいボランティア活動については、まちづくりや子ども達を対象と

した活動などを中心に様々な分野に対して関心があるといった結果が得られた。 

 

今後やってみたい活動 割合 今後やってみたい活動 割合 

まちづくりのための活動 31.3％ スポーツに関した活動 23.4％ 

文化・芸術・学術に関係した活動 30.6% 就学前の子どもを対象とした活動 22.8％ 

小学生を対象とした活動 28.3％ 中学生・高校生を対象とした活動 21.6％ 

自然や環境を守るための活動 28.2％ 災害に関係した活動 21.1％ 

※ ２割以上の関心があった項目のみ抜粋。［p.10 より作成］ 

 
これらのデータを見る限り、現在、地域社会が直面している多様な課題に対して大学生

がボランティア活動等を通じて、その力を発揮するベースやニーズは大いにあるのではな

いかと心強く感じられる。 

 しかし一方、社会教育活動の観点からは危惧される結果も今回みられた。ボランティア

活動をしてみたい教育関係施設を尋ねたところ、社会教育施設の中では、図書館の割合は

34.1％とボランティア活動の場として比較的認知されているが、それ以外の社会教育施設

については、美術館・博物館（25.8％）、公民館（19.5％）となっており、学生にとっては

馴染みが薄い傾向にある。さらには、青少年教育施設に至っては 12.0％と衝撃的なデータ

が得られた［p.21 参照］。本来、若者達を対象としているはずの青少年教育施設でありなが

ら、肝心の多くの若者にとってボランティアとして活躍する場としてイメージされていな

い数値は何を物語るのであろうか。「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、対象者が日頃から青少年教育施設に関わりのある大学生がほとんどを占めると

いう条件の違いもあってか、全く異なる結果になっており、ニーズが全く無いわけでもな

さそうである［p.53 参照］。 



 
 

70 

 社会教育施設では、ボランティアが活躍できるプログラムの提供や場づくり、広報活動

など様々な支援が一般的に行われている。しかし、若者達にボランティア活動の場として

必ずしも認知されておらず、社会教育施設と若者達との間に仮にバリアがあるとするなら

ば、どこに課題があるのだろうか。 
本稿では、現代の若者達にとってボランティア活動がどのような意義を有し、それらを

支援する立場からは、特に何に留意して置く必要があるのか、また地域の社会教育活動が

大学生にとって、その活躍の場として魅力あるものとなるには、どんな点に留意しておく

べきなのかを探って見たいと考える。 
 
２．大学生のボランティアを支援することの社会教育活動上の位置づけ 

 社会教育行政の視点から、大学生のボランティア活動を支援するということは、大きく

二つの意義があると考えられる。 

一つ目は、何より大学生自身がボランティア活動を通じて、自己の成長を図ってもらう

ことを教育的に支援していくことである。それは、若者達の全人的な成長を促し支援する

という教育的な観点から、現代の若者に欠けがちな実践的・体験的な活動の場の一つとし

てボランティア活動を奨励していくことである。また、若者の成長の糧ともなる社会参加

体験の機会を意図的に創り出し、社会や他者と積極的に関わってもらうこと、すなわち、

若者が自立した市民として育っていくために必要とされる教育機会を提供することである。

それは社会人としての準備教育の一つに大学生のボランティア活動を位置づけ、社会教育

活動の中でも、その支援を展開するものである。 

もう一つは、大学生を含む若者自身が地域社会の一員、担い手としてボランティア活動

を通じて、その力を発揮できるように支援していくという視点である。これはどちらかと

いうと、若者も一人の地域住民・地域のボランティア活動の実践者として、その力を十分

発揮できるように、その学習支援を行なうものである。したがって、大学生に地域の社会

教育活動の担い手、主役としての役割を期待するものと捉えられる。 

もちろん両者は必ずしも相対立するものではない。しかし、あえて区分してみたのは、

地域社会における大学生のボランティア活動を支援することは、単に若者自身の成長にと

って教育的意義があるというばかりではなく、社会教育活動の中で若者の力が発揮される

ようになることにも重要な意味がある。なぜなら若者のボランティア活動は地域を活性化

し私達が暮らす社会を駆動させていく上で大きな役割を担うからである。特に今日、人口

減と高齢化が進み、若者の姿が見えない過疎に喘ぐ多くの地域社会にとっては若者が社会

教育活動に関わることは、文字どおり地域が蘇り生き返ることでもある。（注１） 

なお、こうした観点に立って、画期的とも言える青少年教育施策が既に今から約 35 年前

の 1983 年に文部省から打ち出されている。参考までに当時の「青少年社会参加促進事業」

の予算要求資料を少し抜粋してみたい。そこには、次のように記されている。 

「青少年の人格形成を助けるとともに、青少年の創意とエネルギーを生かして、我が国

が将来にわたって活力ある社会を築いていくための具体的施策として、高校生等のボラン

ティア活動を促進する必要がある。」（注２） 

若者のボランティア活動を支援することは、若者自身の成長に寄与する教育的な意義が

重要なことは言うまでもないが、若者達を専ら教育活動の受け手として受動的に捉えては

ならない。それでは極端に言えばお膳立ての弊害が生じかねない。若者達の地域における
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ボランティア活動を支援することは、様々な配慮は必要になろうが成人と同様にその自主・

自律的な活動を基点にすべきだと考える。それには、大学生であってもボランティア活動

を通じた地域活動の実践者・学習者としての役割を踏まえた視点やそれに基づくサポート

が社会教育活動には求められることを先ず押えて置きたい。 
 
３．若者にとってボランティア活動の教育的な意義 

 では、そもそも若者にとってボランティア活動は、なぜその成長にとって教育的に意味

があるのか。これについても二つの視点から考えてみたい。ドイツ語の「なぜ」には、二つ

の意義があると言われる。一つは、何のために（Wozu）という目的を表わす言葉である。も

う一つは、どういう仕組みやプロセス、どういった理由で効果（Warum）があるのかの視点

である。ボランティア活動が教育的な意義があるとするなら、それは何のためにと問われ

れば、あえて簡潔に言えば、若者を自立した市民として育てていくために意味があるから

である。または、文部科学省が掲げる「生きる力」を若者達に育むためであり、若者達の全

人的な成長発達を促していくために大切だからである。 

 一方、どういう点で教育的に効果があるのかと考えれば、特に今日、若者達が青少年期

の成長発達の過程において、社会との関係が希薄であったり、かつては日常的に得られた

様々な体験的な活動の機会が得にくくなっている現状にあって、若者がボランティア活動

を行うことは、社会や様々な人々と関わり、実践的な直接体験ができる豊かな体験活動の

場として大きな意義があるからである。この二つも必ずしも切り離せないことかもしれな

いが、どのような理由から特に現代の若者にとってボランティア活動が必要になっている

かを分析していくためには、区分を試みて考察してみることも一つと考える。 

 

（１）社会貢献活動は「社会を知る」「自分をみつめる」「学びを深める」うえで効果的 

一般的にボランティア活動・社会貢献活動は、具体的にどのような点で教育的な意義が

あると捉えられているか。ボランティア活動の普及実践に永年携ってきた本研究委員会の

座長である興梠 寛氏は、ボランティア活動の持つ潜在的な教育力に着目し、その教育的な

意義を大きく次のような 3 つの観点から取りまとめ整理している。（注３） 

一つ目は、他者や社会に関わることを通して、地域社会の課題や世界のグローバル社会

で起こっている諸問題等に直接触れることができ、社会に対する関心が高まり、社会への

理解が促される「社会問題への理解（Understanding Social Issues）」に役立つという観

点である。 

二つ目は、ボランティア活動を通して自らの生き方を見つめ直すことができ、「自己への

探究（Personal Insight）」につながるのではないかとの教育効果である。 

三つ目は、習得したスキルや学校で学んだ学習成果などを社会に還元活用し、さらなる

学習を深めていくという「学習成果の応用（Application of Skills）」に関するものである。 

つまり、これら三つは平易な言葉で表すと、「社会を知る」「自分をみつめる」「学びを活

かし、深める」といった教育効果と捉えることができ、それらは相互に関連しているもの

の大学生が社会貢献活動を行う際に得られる教育効果を端的に表していると考えられる。 

 

（２）現代の大学生にとってのボランティア活動・社会貢献活動の具体的な効用 

ボランティア活動などを含む社会貢献活動は、現代の学生自身にとっては、社会の変化
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の中で日常的には中々得られにくくなった直接体験や社会参加体験など豊かな体験活動の

機会や場を補完し、多様な人々と触れ合う場を提供する教育プログラムとして大きな役割

が期待される。こうしたことを踏まえ、現代の大学生にとっての社会貢献活動の具体的な

役割や効用を、改めてまとめてみると次のとおりとなる。（注４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、これらの教育効果はあくまで一般的なものであって、個々人が何に感銘を受け、

何を学びとるかはみな違ってくるのかもしれない。なぜなら何のためにボランティア活動

を行うかは、一人ひとりが主体的に考え、自分自身で継続して問い続けていくべきものだ

からである。さらにボランティア活動等に様々な教育効果が期待されるにしても、若者達

が実際に活動に携わっていく中では、各々の想いや動機も異なり、活動を行う場所等も多

種多様であることなどにより、その効果もむしろ各々異なるものだからである。 

 
４ 社会教育活動の観点から、若者のボランティア活動を支援する視座 

 若者にとって、ボランティア活動が持つ教育効果について掘り下げてみたが、社会教育

活動の観点からは、冒頭でも触れたように若者のボランティア活動を単に社会人への準備

教育としてのみ捉えるだけでは、その全体像を明らかにし得ないと考える。 

そこで、若者のボランティア活動を支援する上での基本的な視座を探るために、若者に

とって地域におけるボランティア活動が社会教育活動の場における学習活動とどのような

関連があるかについて、次に検討してみたい。 

 

（１）学習活動として位置づけられるボランティア活動の性格から、若者を支援する視座 

 ボランティア活動が若者にとって教育的な意義があるのであれば、それは若者の側から

見ると、ボランティア活動は「生涯にわたる学習活動」の一つとなっているということで

ある。したがって、ボランティア活動と生涯学習との関連について先ず見てみよう。国の

答申を見ると「生涯学習は、学校や社会の中で意図的、組織的な学習活動として行われる

だけではなく、人々のスポーツ活動、文化活動、趣味、レクレーション活動、ボランティア

活動の中でも行われるものである」とされ、学習活動はボランティア活動など能動的な学

習も含めて幅広く捉えられていることが分かる（中央教育審議会答申「生涯学習の基盤整

備について」1990（平成 2）年）。 

また、その具体的な位置づけについては、次のように３つの関連が指摘されている。 

「一つ目は、ボランティア活動そのものが自己開発、自己実現につながる生涯学習となる

という視点である。二つ目は、ボランティア活動を行うために必要な知識・技術を習得す

【大学生にとって 実践的な体験活動の場としての 社会貢献活動】 

① 社会の課題を知る（社会の課題を「自分ゴト」として捉えられる。幅広い視野を獲得する） 

② 実際の社会に触れる（コミュニケーション力が身につく。社会性が体得できる） 

③ 他者と触れ合う（異なる世代、異質で多様な人々との交流が図られる） 

④ 社会の中での役割を学ぶ（連帯感を醸成し、社会の一員としての意識が育まれる） 

⑤ 自分自身との対話ができる（他者等を通し自分をみつめる。自己への探究が促進される） 

⑥ 深く学ぶことができる（学びと実践を往還させることでさらに学習が深まる） 

⑦ 進路を考えるのに役立つ（自分自身の将来や進路選択に影響を及ぼし、寄与し得る） 
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るための学習としての生涯学習があり、学習の成果を活かし、深める実践としてボランテ

ィア活動があるという視点である。そして、三つ目は、人々の生涯学習を支援するボラン

ティア活動によって、生涯学習の振興が一層図られるという視点である。」（生涯学習審議

会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」1992（平成 4）年） 

地域の社会教育活動で若者のボランティア活動を支援推進するには、先ずこうした観点

を踏まえた対応が求められる。補足する必要もないが、例えば、スポーツ教室を主宰して

いる NPO の活動に参加して、子供にサッカーを教えるボランティア活動をしたとしよう。

子供達から慕われ、自分なりにうまく指導できたことで達成感等が得られる。また団体の

指導者から感謝されることで、自分が役に立ったといった自己有用感も生まれるかもしれ

ない。ボランティア活動そのものが喜びとなり、自己実現が図られるのである。二つ目の

視点は、子供達を指導する以上、「無知の善意は許されない」ので、安全のために子供の発

達上の特性やリスク管理等について予め学習をする。つまりボランティア活動に入る前に

準備のため事前学習を行う。また逆に活動を終われば、子供達との接し方はどのようであ

ったか等を振り返り、自分のスキルや知識、対応等を再確認し、さらにそれらを深めるた

めの学習活動を展開したりもすることだろう。若者のボランティア活動を支援するには、

このような循環的な学習プロセスを大切にしたサポートが求められる。 

さらには、ボランティア活動が、現代の若者にとって生涯にわたる能動的実践的な学習

活動として捉えられるならば、人々が地域における学習活動を展開する際に留意しておく

べき要件も満たしておくのも効果的と言えるであろう。 

 

（２）学習活動に必要な 3 要素（①興味・関心②良き導き手③仲間の存在、継続の大切さ） 

社会教育活動の場における学習活動にとって高い学習効果が上がる要件としては一般的

に３つの要素が挙げられる。一つ目は、「興味・関心があること」、すなわち「好きこそ、も

のの上手なれ」である。興味・関心があることには人は意欲的におのずと取組むことがで

きる。動機づけが明確であれば、より自発性・主体性も発揮しやすいということである。

そのためには、若者達の興味関心を踏まえた多様なニーズに応えられる様々なボランティ

アのメニューの提示が重要となる。ただし、活動プログラムやメニューは、あくまで一歩

を踏み出してもらうための参考例でそれが固定化され、それ以外のボランティア活動はお

断りといった対応では本末転倒である。若者達の自主性を尊重しつつ、パターン化されな

い魅力的なボランティア活動を発想力の豊かな若者と一緒に開発していくことで、さらに

地域の社会教育活動はパワーアップしていくということを肝に銘じて置きたい。 

二つ目は、学習活動にとって大切なことは「一流の指導者、助言者、導き手に恵まれる

こと」である。ボランティア活動を通して目指してみたいモデルや意味ある他者に出会え

ることは、若者達にとって大きな飛躍への一歩である。また、若者のボランティア活動は

社会的な未熟さも内包しているのが通例である。その意味で、社会教育活動における指導

者・コーディネーター役の大切さを改めて強調して置きたい。 

三つ目は、「仲間の存在」である。コンパルソリーでない自発的な学習活動には、互いに

励まし合い、ある時には切磋琢磨する仲間がとても重要である。こうした条件があれば、

学習活動に継続性が生まれ、さらに継続することによって学習活動はより効果が高まり、

スキルや技も上達するのが一般的である。ボランティア同士が相互に交流できる機会や場

づくり、ボランティアフォーラム等のサポートはその意味でも若者のボランティア活動を
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支え、効果あらしめる上で大きな役割を果たす。 

 

（３）ボランティア活動が持っている特質によって若者が学べること、それに必要な要素 

さらに、若者がボランティア活動を通じて「何を、どのように学ぶこと」で、その学習効

果が上がるかについて、他の学習活動には見られない特徴を探るために、ボランティア活

動を基礎づける固有の４つの特質に再度立ち返って、検証してみたい。 

① 自発性の観点から⇒ボランティア活動のように、自由な意思で自発的・主体的にもの

ごとに関わる実践的な活動を通して、若者達は、他に依存するのではなく、自分の意思で

物事を捉え、自ら課題を見つけ考え、行動していける「自立的な態度や方法」「課題探究力・

課題解決力」などをより身に付けることができる。 

② 無償性の観点から⇒経済至上主義的な考え方が広く蔓延しつつある現代社会の中で、

基本的には無償のボランティア活動に参画することで必ずしも金銭や経済行為に直接換算

されない普遍的な価値観や社会に必要とされる円滑な人間関係の在りようの大切さ（例え

ば、社会的な繋がり「ネットワーク」や絆、相互の信頼関係に基づく協力・協調の考え方、

人間が人間であるための共生の文化、社会関係資本「ソーシャルキャピタル」、相互扶助、

お互いさま・互酬性の規範等）に気づくことができる。また無償で見返りを求めない基本

的には「手弁当の活動」だからこそ、市場原理に巻き込まれた価値観や事象に依存せずに、

自立（インデペンデント・独立）し、自由（フリー）・自律的な立場で他者や事物と関わり、

自分自身で考え判断し、行動できる余地が広がるものと考える。（注５） 

③ 公共性の観点から⇒社会に貢献するボランティア活動を通じて、一人ひとりが社会的

な役割を実感し、「社会の一員としての責務や責任、権利」などを観念的なものではなく、

実践を通じて考え、学ぶ機会を得ることができる。また、社会生活を営む上で必要とされ

る社会性を体得するとともに、他者とのコミュニケーション力などを磨くことができる。 

④ 先駆性の観点から⇒人々の関心が薄い社会的な課題や、政治・行政がともすると見落

としがちな生活課題、グローバルで国際的な課題等に、民が主体で他に先駆けて創造的か

つ柔軟に機動的なカタチで取り組まれているボランティア活動や NPO 活動等に参画し関わ

ったりすることで、過去の常識等に捉われない考え方や未知の分野に挑戦していく力等を

育むことができる。また、これから起こり得るであろうリスクを予測し、準備し解決して

いく「イノベーション的な」思考方法や習慣を身に付けることもできると思われる。 

 

こうした活動の特質を踏まえて、若者達のボランティア活動を支援するためには、どの

ようなことが必要であろうか。私は、次のような 4 つの視座は欠かせないと考える。それ

は、若者達の自発的なボランタリーな精神を尊重し、①自主性・自発性を基点にしつつ、

②若者自身の自立・自律性に配慮して、③社会の最前線で若者達がその役割を発揮できる

ようにサポートすること、さらには、④若者の持つ清新さや創造性を発揮できるような場

の設定などに努めることが特に大切であると考える。 

さらに補足すれば、①活動面では、その自発性・主体的な関わりがきちんと担保できる

ようにすること、②無償・手弁当だからこそ得られる喜び、人間関係の機微や在りようが

伝わるような活動の提示、活動に際して若者達の自立（独立）・自律的な活動が行えるよう

な配慮、③多様な社会課題等に触れられる場や機会の提供、若者達が必要とされていると

いう実感が持てる場、若者の力が発揮できる「要場所づくり」（単なる居場所ではなく、そ
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こに「役割」がある）、若者の適性を踏まえたプログラムの工夫、④若者の可能性を信じ、

若者達が持つ柔軟な既存の常識等に捉われない思考や感性を尊重（リスぺクト）し、その

力や可能性等を引き出すコーディネート機能などが重要になってくるものと思われる。 

 

（４）若者の地域におけるボランティア活動を活性化する上で、大切な「環境醸成」 

地域において、若者達のボランティア活動を支援していく取組としては、一般的に活動

プログラムや活動場所の提供、情報提供などが行われている。 

今回の実態調査では、調査事項を焦点化した関係等で、特に調査項目に挙げられていな

いが、「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社会教育施設等にお

いてボランティアがさらに活躍するには、どのような取組が必要かを大学生に聞いている。

その結果を見ると、①参加しやすいプログラムの提供(71％)、②広報活動や情報提供

(65.5％)が占め、③集まれる場所や活動資材等の便宜（37.9％）、④相談に応じてくれるコ

ーディネーターの配置（36.9％）、⑤ボランティアに対する研修会の実施（32.1％）の順と

なっている［p.53 参照］。 

 しかし、こうした個々の取組を行う前提となる若者へのアプローチの視点や地域の社会 

教育活動を推進する上で留意して置くべき要素や条件があるに違いない。 

社会教育法の第３条では、社会教育行政を進めていく上での国や地方公共団体の任務と

して、「社会教育の奨励に必要な施設の設置や運営、集会の開催、資料の作製等を例示しつ

つ、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化

的教養を高め得るような環境を醸成するよう努めなければならない。」と明記している。 

 若者が地域でのボランティア活動を通じて学び合い、一人ひとりが成長を遂げていくに

は、それに必要な教育文化環境を醸成していくことが肝要である。喩えは、相応しくない

かもしれないが、いいお酒が醸成されるには、いいお米と清らかな水、一流の杜氏が大切

である。さらに、その上で一定の条件や酵素、温度管理等が適切になされ、麹・酵母が働

き、全てが互いに影響し合い、時を経て、その風土に根差した美味しいお酒が出来上がる。 

若者にとって社会教育活動を魅力あるものとするには、初心に立ち返って社会教育法の

「環境醸成」の意味を、もう一度振り返って見ることも必要ではなかろうか。 

 

今回の実態調査では、大学生がボランティア活動に参加した動機について、「自分の成長

につながる」（45.4％）、「様々な人と関わりたかったから」（28.5％）、「楽しそうだったか

ら」（26.7％）、「関心のある分野や社会問題の現場を見たかったから」（26.2％）と答えた

割合が高いという結果が得られた［p.11 参照］。 

また、活動に参加してよかったことについてみると、「楽しかった」（41.6％）、「ものの

見方、考え方が広がった」（40.5％）「相手から感謝された」（38.9％）、（「達成感や満足感

が得られた」（32.3％）が比較的高い傾向を示している［p.12 参照］。 

これらのデータからは、大学生が地域社会の中で様々な人々と出会いつつ、社会の最前

線の場に触れながら、自分達が持つ力を発揮することで、人に頼られる喜びを実感し自分

達の活動が役立つ手ごたえを体得している姿が読み取れ、ボランティア活動は今日の若者

達にとって大きな意義を有するものと解される。 

であるならば、若者達がボランティア活動を通じて、地域社会の中で、新たな出会いに

ワクワクと心ときめかせ活躍することできるような場づくり、さらに、その成長が促され
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るような環境をどのように醸成しコーディネートしていくかは、まさに社会教育関係者の

腕の見せどころである。 

 そうした理由から、本稿では若者を対象にしたボランティアの支援プログラムや情報の

提供等の個々の取組を行う上で基盤となる視点や要素、条件の洗い出しを私なりに試みて

みたつもりである。 

 

５．結びに 

現在、地域社会は疲弊化し、地球規模においても様々な課題が山積みしている中、社会

教育活動はこうした社会課題に対して何を成し得るだろうか。また、実態として若者達と

の接点も中々見出しにくい社会教育施設は、若者達へのアプローチの糸口をどこに求めた

らいいのだろうか。進学率の上昇の結果、高校には若者の 98.8％が進み、大学・短大等へ

は 57.9％が進む現状にあっては（注６）、先ずこうした機関との連携を急ぐ必要があるが、

連携が叫ばれている割には、あまり進んでいない実態も見られる。 

しかしながら、現在、大学等の高等教育機関に対しても市場原理の導入が強く求められ、

グローバル化し変化する社会の中で、大学等は学生の教育活動における質の保証をどのよ

うにしていくかが問われるなど様々な課題を抱えている。一方、文部科学省は平成 29・30

年に改訂された学習指導要領において、子供や若者が生涯にわたって学び続けられるよう

にする観点から、アクティブ・ラーニングを提唱し、「主体的な学び・対話的な学び・深い

学び」をテーマに掲げ、「社会に開かれた教育課程」を標榜し、学校等に対して、その授業

改善に取り組むよう改革を進めている。 

主役となるべき若者達の現状に目を転ずれば、経済がグローバル化し、インターネット

等の普及のおかげで、地球規模で様々な情報へのアクセスも可能な社会が生まれていなが

らも若者達は益々孤立化を深め、疎外感を感じ将来への展望や希望を抱けない状態にある

者も少なからずいると言われている。このことについて村上龍は、その小説『希望の国の

エクソダス』の中で、主人公の中学生に「この国には何でもある。本当にいろいろなもの

があります。だが、希望だけがない」と語らせている。(注７) 

 

 しかし、そうした状況にある現代だからこそ、学校教育のアプローチとは異なる特徴を

持つボランティア活動を通じた地域での学習活動は一層大きな意味を持つ。 

現在、開かれた教育活動を目指すことが求められる学校機関と地域の社会教育活動が

各々の強みを活かしながら、連携し協働する機はまさに熟しているのではなかろうか。 

さらに今回の調査からは、ボランティア活動・社会貢献活動に参加している大学生ほど、

〈へこたれない力〉や〈意欲〉、〈コミュニ―ケーション力〉、〈自己肯定感〉の 4 つの指標

の数値得点が高いという知見も得られている［p.33 参照］。 

こうしたことからも、若者のボランティア活動を通じた地域における学習活動の意義は

もっと注目される必要がある。若者の真の成長を願う大人社会や教育関係者は、今一度、

地域におけるボランティア活動を通じた学習活動の重要性を再評価すべきであると考える。 

 

最後に、「ボランティア活動を通じた学習活動」は、「なぜ」現代の若者にとって意味が

あるのかを問い直してみよう。（注８）答えは人それぞれであろうが、取りまとめに代えて、

私が考える 3 つの可能性を掲げ、本稿を閉じることとしたい。 



 
 

77 

ボランティア活動を通じた地域における学習活動は、 

① 真の総合的な学力を身に付けるうえで大いに役立つ。過去の知識の蓄積だけではな

く、不確実性な将来に対処し得る「未来のための学習」の基礎を学ぶことができる。 

② しがらみや社会の偏見、私たちを取り巻く見えない壁に捉われず、自分の頭でもの

ごとを捉え、考え、行動していける「自立・自由であるための学習」として効果的

である。特に主体的・自律的に行動していける態度やスキル・智慧を身に付け、磨

くことができる。 

③ 将来への『希望』が見出しにくい現代の社会にあって、若者が他者と関わり共に希

望を紡ぎ合い、この社会の中で皆が共に生きることを学ぶ「閉塞感を打ち破るため

の連帯・協働のための学習」として、いっそう重要な役割を果たすに違いない。 

   （注９） 

 

（注１）地域社会の過疎の問題は、都市の漂流し孤立化に益々拍車をかける日本全体の課題でもあり、 

「グローカル」という造語にみられるように、地球規模や世界の問題ともつながっている課題である。 

（注２）社会教育局青少年教育課「青少年参加促進事業」『文部時報』文部省大臣官房編集 第 1285 号

（特集『青少年の社会参加』）1984,ｐ.46 ほか参照。青少年参加促進事業は、関係の補助金等の整理

統合や事業の組換え等により、昭和 60（1985）年に地方生涯学習振興費補助金に一元化されている。

また、その間に事業実施に当たっての補助要項や運用の記載方法等も変更されている。なお、本事業

が、青少年を地域社会の一員として明確に位置づけていること、高校生に焦点を絞ってその政策展開

を試みたことは、35 年経った今でも色褪せないし、むしろ民法改正で成人年齢が 2022 年から満 18 歳

に引下げられる中では、とても意味深いと考える。 

（注３）興梠寛『希望への力 地球市民社会の「ボランティア学」』光生館、2003 年、p.160.日本ボラン

ティア社会研究所ボランティア学習事典編集委員会編『ボランティア学習事典 まあるい地球のボラ

ンティア・キーワード』春風社、2003,p.195.興梠氏はボランティア活動を取り入れた社会貢献型の体

験学習を「ボランティア学習」として位置づけ、その潜在的な教育力などを考察し、論じている。 

（注４）田中暢子ほか編『実践で学ぶ！学生の社会貢献―スポーツとボランティアでつながる』成文堂、

2018,p.16. 

（注５）有償ボランティアと言う言葉があるが基本は対価を自ら求めないことであり、手弁当が原則で

ある。費用負担は実費（交通費、食事代、材料費等）程度に留めるべきである。対価という果実を認め

てしまうと、ともするとボランティア活動が手段に陥ってしまうリスクを生む。また対価により、活動

自体に優劣が生じてしまうと、ボランティア活動本来の公平性や平等性が阻害される恐れもある。 

無償で対価が伴わないことで、よりボランティアの自立・独立性が確保され、活動面の自由や自律性

が高まるものと考える。 

（注６）進学率は平成 30 年度学校基本調査による。ただし、大学・短大に加えて、高等専門学校、専門

学校も含めた高等教育機関への進学率は 81.5％となっている。 

（注７）村上龍『希望の国のエクソダス』文春文庫（文藝春秋社）2002,p.314. 

（注８）ドイツ語のなぜ「Wozu」に関連した用語には Warum の他に、「Wofuer」もある。 

（注９）玄田有史『希望のつくり方』岩波新書、2010,p.41 ほか。玄田有史氏によると、「希望とは、行

動によって何かを実現しようとする気持ち」とのこと、すなわち、「気持ち」「何か」「実現」「行動」

⇒希望とし、これに「お互い」の視点が加わると、「Social Hope is a Wish for Something to Come 

True by Action Each Other」と述べている。 


