
分析対象とした調査研究一覧 資料２

※赤字は現在の資質能力の変数を示し、青字は子供の頃の体験の変数を示している
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調
査
名

これから親となる若者の就労
観、結婚観、子育て観に関す
る調査研究

子どもの体験活動の実態に
関する調査研究

子どもの読書体験の実態とそ
の影響・効果に関する調査研
究

若者の結婚観・子育て観等に
関する調査

子供の頃の体験がはぐくむ力
とその成果に関する調査研究

青少年の体験活動等と自立
に関する実態調査（平成18年
度調査）

高校生の科学等に関する意
識調査報告書-日本・米国・中
国・韓国の比較-

子供の生活力に関する実態
調査

高校生の生活と意識に関する
調査報告書-日本・米国・中
国・韓国の比較-

高校生の勉強と生活に関する
意識調査報告書-日本・米国・
中国・韓国の比較-

青少年の体験活動等に関す
る実態調査（平成28年度調
査）

平成21年３月 平成22年10月 平成25年２月 平成29年３月 平成30年３月 平成20年３月 平成26年８月 平成27年５月 平成27年８月 平成29年３月 平成30年８月

成人 ①青少年　②成人 ①青少年　②成人 成人 成人 青少年 青少年 青少年 青少年 青少年 青少年

18〜29歳 ①小5・6、中2、高2　②20〜60代 ①中2、高2　②20〜60代 20〜30代 20〜60代 小４〜６・中２・高２ 高１〜３ 小4〜6、中2、高2 高１〜３ 高１〜３ 小４〜６・中２・高２

2,400人 ①5,674人　②5,000人 ①5,258人　②21,168人 4,000人 5,000人 18,485人 1,937人（日本） 17,282人 1,850人（日本） 2,015人（日本） 18,316人

ウェブ調査 ①郵送調査　②ウェブ調査 ①郵送調査　②ウェブ調査 ウェブ調査 ウェブ調査 郵送調査 郵送調査 郵送調査 郵送調査 郵送調査 郵送調査

〔将来に対する意識〕 〔体験の力〕 〔未来志向〕 〔願望〕 〔社会を生き抜く力〕 〔自立的行動習慣〕 〔科学や社会問題への関心〕 〔生活力〕 〔自己評価〕 〔学習方法〕 〔意識・考え方〕

・就労に対する意欲 【変】自尊感情 【変】職業意識 ・結婚願望 【変】へこたれない力 【変】自律性 【変】社会問題 【変】コミュニケーションスキル ・自主自立 ・得意なこと 【変】自己肯定感

・結婚に対する意欲 【変】共生感 【変】将来展望 ・子育て願望 【変】意欲 【変】積極性 【変】科学や技術 【変】礼儀・マナースキル ・自尊 〔学習や学校生活で大切なこと〕 【変】道徳観・正義感

・子どもの希望 【変】意欲・関心 【変】自己啓発 〔異性との関係〕 【変】コミュニケーション力 【変】協調性 【変】家事・暮らしスキル ・ネガティブ思考 ・学力重視 〔自立的行動習慣〕

〔子育てに対する考え〕 【変】規範意識 〔社会性〕 ・異性とのかかわり 【変】自己肯定感 〔将来に対する意識〕 【変】健康管理スキル ・現状満足 ・社交力重視 【変】自律性

・子どもとのコミュニケーション 【変】人間関係能力 【変】共生感 〔子供の存在に対する考え〕 〔意識・考え方〕 【変】家庭志向 【変】課題解決スキル 〔人生の目標〕 【変】積極性

・子どもに対するしつけ 【変】職業意識 【変】規範意識 【変】家族の継続 【変】道徳観 【変】自己肯定感 〔意識や考え〕 ・上昇志向 【変】協調性

〔社会に対する意識〕 【変】文化的作法・教養 【変】人間関係能力 【変】生きがい 【変】社会的達成志向 ・自分に対する意識 ・安定志向 ・興味関心

・社会問題への関心 〔自己肯定〕 〔地域のつながりに対する考え〕 〔職業に対する意識〕 ・学校生活に対する意識

・社会活動への関心 【変】自尊感情 【変】前向き 【変】やりがい志向 ・将来に対する意識

【変】充実感 【変】後ろ向き 【変】働きやすさ志向

〔その他〕

【変】意欲・関心

【変】文化的作法・教養

【変】市民性

【変】論理的思考

〔家族とのコミュニケーション〕 〔子供の頃の体験〕 〔子供の頃の体験〕 〔子供の頃の体験〕 〔家庭〕 〔自然の中での活動〕 〔自然や科学に関する学習〕 〔放課後や休日〕 〔正義感・思いやりのある行動〕 〔授業の形態〕 〔体験〕

・食事すること 【変】自然体験 【変】自然体験 【変】自然体験 【変】基本的生活習慣 ・山登りやハイキングなど 【変】調べ学習 ・マンガや雑誌を読むこと ・弱い者いじめをやめさせたこと ・教科書の内容を覚える授業 【変】自然体験

・スポーツ・自然の中で遊ぶこと 【変】動植物とのかかわり 【変】動植物とのかかわり 【変】動植物とのかかわり 【変】お手伝い ・海で泳いだりすること 【変】体験的学習 ・本を読むこと ・お年寄りを手助けしたこと ・グループで考えたりする授業 【変】生活体験

・ゲームやビデオを見たりすること 【変】友だちとの遊び 【変】友だちとの遊び 【変】友だちとの遊び 【変】家族行事 ・動物とふれあうこと 【変】実験的学習 ・テレビを見ること ・公園のゴミを拾ったこと ・個人で調べたりする授業 【変】お手伝い

〔生活習慣〕 【変】地域活動 【変】地域活動 【変】地域活動 【変】家族との愛情・絆 ・テントに泊まったりすること ・パソコンを使うこと 〔自然体験活動〕 ・いろいろな教材を使う授業 【変】生活習慣

・家事の手伝いをすること 【変】家族行事 【変】家族行事 【変】家族行事 〔放課後や休日〕 ・雪の中での活動 ・ゲームをすること ・農作業を体験したこと ・タブレットなどを活用する授業 〔学校以外の体験活動〕

・規則正しい生活をすること 【変】家事・手伝い 【変】家事・手伝い 【変】家事・手伝い ・公園等での外遊び 〔自然観察〕 ・授業や塾以外に勉強すること ・虫を捕ったりしたこと ・生徒によく発言させる授業 ・山登りやハイキングなど

・嫌なことでもがまんすること 〔読書〕 ・家での室内遊び ・生物を捕まえること 〔家庭〕 ・アウトドア活動をしたこと ・見学や体験をする授業 ・海で泳いだりすること

・自分の事は自分ですること 【変】読書活動 ・一人でゲームをしたこと ・植物や岩石を観察すること ・お手伝い【変】 〔家庭での活動〕 ・問題集でたくさん練習する授業 ・動物とふれあうこと

・人にあいさつやお礼をすること ・塾で勉強 ・バードウォッチング 〔保護者〕 ・お墓参りをしたこと 〔ICT(情報通信技術)の活用〕 ・テントに泊まったりすること

・人を思いやること ・スポーツクラブ・少年団 ・星や雲の観察 【変】「体験支援」的なかかわり ・家事を手伝ったこと ・文章ソフトを使うこと ・雪の中での活動

〔親とのかかわり〕 ・習い事 ・山菜採りなどの採取 【変】「生活指導」的なかかわり ・表計算ソフトを使うこと ・生物を捕まえること

・勉強を見てもらうこと ・外遊び（集団遊び等） 〔採取・加工活動〕 【変】「叱咤激励」的なかかわり ・プレゼンソフトを使うこと ・植物や岩石を観察すること

・働いている姿を見ること 【変】遊びの熱中度 ・魚を釣ったりすること 〔家族〕 ・ブログやホームページを作成 ・星や雲の観察

・叱られること 〔学校〕 ・自然の材料を使った工作 ・その日の出来事などを話すこと ・簡単なプログラミング ・山菜採りなどの採取

〔学校〕 ・生徒会等の役員 ・ジャム作りなどの食品加工 ・悩みを聞いてもらうこと ・ネットで調べたりすること ・魚を釣ったりすること

・学業（授業、宿題、試験など） ・体育祭等の実行委員 〔栽培等活動〕 ・叱られたりすること ・ネットでニュースをみること ・自然の材料を使った工作

・クラブ活動や部活動 ・委員会の委員 ・植林・間伐・下草刈りなど ・ほめられること ・アプリを使って勉強すること ・植林・間伐・下草刈りなど

・その他の活動 ・部活動の部長、役員 ・米や野菜を育てたりすること 〔友達とのかかわり〕 ・メールで先生に質問すること ・米や野菜を育てたりすること

〔放課後や休日〕 ・職場体験 ・野菜や果物などの収穫 ・けんかをすること ・講義や授業の動画をみること ・放課後にスポーツすること

・自然の中で遊ぶこと ・運動系部活動 ・家畜の世話をすること ・放課後や休日に遊ぶこと ・ネットにある練習問題を解くこと ・地域の清掃活動に参加する

・後援や広場で遊ぶこと ・文化系部活動 〔生活習慣に関すること〕 ・ネット上で質問すること ・地域のイベントに参加する

・繁華街で遊ぶこと 【変】学習意欲 【変】生活習慣 〔授業中の態度〕 〔友達とのかかわり〕

・テレビを見たり、ゲームをすること 〔人間関係〕 【変】両親とのコミュニケーション ・きちんとノートをとる ・けんかをすること

・インターネットをすること 【変】親とのかかわり 【変】不規則習慣 ・居眠りをする ・放課後や休日に遊ぶこと

・携帯電話を使うこと 【変】先生とのかかわり 【変】人との摩擦・葛藤 ・スマホを使う 〔近所の人とのかかわり〕

・学習塾や習い事に通うこと 【変】友だちとのかかわり 〔子育てについての意識〕 ・勉強以外の本を読む ・ほめられたり、叱られること

・アルバイトをすること 【変】近所の人とのかかわり 【変】自律・協調性重視 ・ボーッとしている 〔保護者とのかかわり〕

・地域の青少年団体で活動 【変】積極性重視 ・積極的に発言する ・その日の出来事を話すこと

・農業や林業、漁業の体験 【変】生活習慣重視 ・先生の話をよく聞く ・悩みを聞いてもらうこと

・外国人との交流 【変】あいさつ重視 ・グループワークに参加する ・叱られたりすること

・同年代の仲間と共同生活 〔勉強に対する姿勢〕 ・ほめられること

・社会貢献活動 ・出された宿題をきちんとする 〔保護者の子育て〕

・地域の行事に参加すること ・予習、復習をする 【変】子供へのしつけ

〔友達とのかかわり〕 ・自分から勉強する

・友だちとの遊び ・テレビを見ながら勉強する

・スマホを操作しながら勉強
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子どもの頃の体験と現在の資質能力 現在の体験と資質能力
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