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第１章 調査研究の概要 

 

１．調査研究の目的 

我が国の青少年の内向き志向が指摘される中にあって、自らの意思で日本を飛び出して

発展途上国での協力活動に取り組んだ青年海外協力隊・日系社会青年ボランティア１）の帰

国者（以後、「協力隊参加者」という。）を対象に、幼少時期の体験が青年海外協力隊等へ

の参加の意思決定にどのように影響しているかについて、調査・分析・考察を行う。 

また、当該対象者が現地での協力活動等を通じて感じた意識・行動等の変化を調査し、

帰国後の人生にどのような影響があったかを把握する。 

もって、今後の青少年教育と青年海外協力隊等の事業の充実に資することを目的とする。 

 

 

２．調査研究方法 

（１）調査対象 

平成７（1995）年度～平成 26（2014）年度の間、海外で任務にあたり、その後帰国

した長期派遣の協力隊参加者（約 23,000人）のうち、住所等が明らかな男女約 14,500

人を対象とした。 

（２）調査期間 

① 調査票の検討・策定 ：平成 30 年１月 

② 調査票の印刷・発送 ：平成 30 年３月 

③ 調査実施・調査票回収：平成 30 年４月～６月 

（３）調査方法 

   郵送法による質問紙調査 

（４）回収数と回収率 

送付数：14,509、有効回収数：4,763 名、回収率：32.8％ 

 

 

３．調査研究体制 

独立行政法人国立青少年教育振興機構青少年教育研究センター（以下「国立青少年教育

振興機構」という。）、独立行政法人国際協力機構青年海外協力隊事務局（以下「JICA 青年

海外協力隊事務局」という。）及び一般社団法人協力隊を育てる会（以下「協力隊を育てる

会」という。）の三機関が、調査研究の協力に関する基本事項について協定を締結し、以下

の役割分担のもと、調査研究を実施した。 

・国立青少年教育振興機構 ：調査研究計画の統括、調査票の印刷・発送・回収、

調査票の集計・分析、報告書執筆 

・JICA 青年海外協力隊事務局 ：調査対象者の抽出及び対象者名簿の作成 

・協力隊を育てる会 ：調査対象者の抽出及び対象者名簿の作成 

 

１）「日系社会青年ボランティア」は、2018 年に「日系社会青年海外協力隊」へ名称を変更し

た。  
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４．回答者の基本属性 

 

表１－１ 回答者の基本属性 

属性 人数 割合（％） 

全体 4763 （100.0） 

性別 
男性 1714 （36.0） 

女性 3004 （63.1） 

年代別 

20 代 210 （4.4） 

30 代 1961 （41.2） 

40 代 2108 （44.3） 

50 代 452 （9.5） 

派遣別 
青年海外協力隊 4595 （96.5） 

日系社会青年ボランティア 163 （3.4） 

派遣時期 

1995～1999 年 1038 （21.8） 

2000～2004 年 1141 （24.0） 

2005～2009 年 1223 （25.7） 

2010～2014 年 1361 （28.6） 

参加地域 

アジア 1321 （27.7） 

アフリカ 1404 （29.5） 

中南米 1311 （27.5） 

大洋州 400 （8.4） 

中東・欧州 309 （6.5） 

参加分野 

1.計画・行政 334 （7.0） 7.日本語（人的資源） 307 （6.4） 

2.公共・公益事業 134 （2.8） 8.教育（人的資源） 1618 （34.0） 

3.農林水産 507 （10.6） 9.スポーツ（人的資源） 206 （4.3） 

4.鉱工業 134 （2.8） 10.保健・医療 887 （18.6） 

5.エネルギー ５ （0.1） 11.社会福祉 152 （3.2） 

6.商業・観光 70 （1.5） 12.その他 218 （4.6） 

各質問項目の無回答は除いている。なお、報告書の年代別データ及び資料等単純集計表等では無回答を含めた割合

を示している。また 60 代以上は全体で 22 名（回収数全体の約 0.5％）であったため、年代別の分析対象には含め

ていない（全体の集計値には含まれている）。 

 

 

５．「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」との比較 

上記調査は、我が国の青少年の自己肯定感が諸外国に比べ低いと指摘されていること

を踏まえ、体験活動と自己肯定感、今の青少年に求められるへこたれない力、意欲やコミ

ュニケーション力との関係などを検討し、これを高める体験活動の在り方を提案すること

を目的とし、国立青少年教育振興機構が実施した調査である。 
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表１－２ 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の概要 

調査対象 ：全国の20代～60代の男女 調査期間 ：平成28年10月４日（火）～10月６日（木） 

調査方法 ：ウェブアンケート調査 回収数 ：5,000人(各年代で1,000人、男女500人ずつ) 

抽

出

条

件 

平成22年国勢調査を参考にし、性、年齢ごとに、「回答者の既婚者・未婚者の割合」、「就労・未

就労の割合」、「回答者の居住する地域ブロック」及び「回答者の居住する都市規模」が実社会の

構成比と大幅に異ならないよう配慮した。 

なお、都市規模の分類は、平成28年4月１日時点での各市区町村の人口に応じて、｢指定都市及

び特別区｣、｢人口20万人以上の市｣、｢人口20万人未満の市及び町村」とした。 

地域ブロック及び地域・都市規模・年代・性別による回答者数の詳細は、「子供の頃の体験がはぐくむ力とその成

果に関する調査研究」報告書を参照のこと。報告書は国立青少年教育振興機構のホームページ内にある調査研究報

告書検索から全文の閲覧・ダウンロードが可能である（https://www.niye.go.jp/kenkyu_houkoku/）。 

 

本調査では、この一般成人を対象とした全国調査の質問項目を一部用いて比較を実施

することによって、協力隊参加者と一般成人との違いを明らかにした。比較した項目は以

下の（１）から（３）である。 

 

 

（１）社会を生き抜く資質・能力 

国立青少年教育振興機構は、過去に実施した研究結果から、「意欲」、「コミュニケーシ

ョン力」、「自己肯定感」に、「へこたれない力」を加え、この４つのカテゴリーを、社会

を生き抜く資質・能力と位置づけた。 

 

表１－３ 社会を生き抜く資質・能力の質問項目 

〔へこたれない力〕  

・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、時間をおけば元気にふるまえる 

〔意欲〕  

・分からないことはそのままにしないで調べる  

・いつも新しいことに挑戦している  

・人任せにせず何でも自分でやっている  

・人がやりたがらないことは自分から進んでやるように

している 

・常に目標を持って行動している  

〔コミュニケーション力〕  

・自分の意見や考えを言葉でうまく表現できる  

・自分の気持ちを表情やしぐさでうまく表現できる  

・初めて会った人とでもすぐに話ができる  

・人の気持ちや微妙な表情の変化を読み取れる  

・相手の立場に立って物事を考えられる  

〔自己肯定感〕  

・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  

各質問項目に対する回答を得点化（とても思う 4 点～まったく思わない 1 点）し、合計得点を項目数で除して算出

した平均値をもとに各区分の合成変数を作成した。合成変数の平均値 (M)及び標準偏差 (SD)を算出し、それらを基準

に「低群＜（M－SD÷２）≦中群≦（M＋SD÷２）＜高群」に分類した。  

 

 

（２）現在の価値観・人生観等に関わる項目 

 本調査では、現在の価値観・人生観等に関わる項目として以下の項目を用いた。 
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表１－４ 現在の価値観・人生観に関わる項目 

〔自己啓発〕資格を取得するための勉強／高い専門性を身につけるための勉強／幅広い教養を身につけるための

勉強 

〔道徳観〕叱るべき時はちゃんと叱れる親が良い／交通規則など社会のルールは守るべきだ／電車やバスに乗っ

たとき、お年寄りや身体の不自由な人には席をゆずるべきだ／大勢の人がいる場所ではお互いに気を遣うべきだ 

〔社会貢献意識〕あなたは、日頃、社会の一員として、何か社会のために役立ちたいと思っていますか  

〔ボランティア活動〕あなたは、過去５年間のうち、ボランティア活動に参加したことがありますか  

〔今の人生に対する充実感〕あなたは今の生活に対してどの程度充実感を感じていますか  

自己啓発及び道徳観については、区分を構成する項目に対する回答を得点化（〔自己啓発〕している 3 点・以前はし

ていたが、今はしていない 2 点・したことがない 1 点〔道徳観〕とても思う 4 点～まったく思わない 1 点）し、各

質問項目の合計得点を項目数で除して算出した平均値をもとに各区分の合成変数を作成した。合成変数の平均値 (M)

及び標準偏差 (SD)を算出し、それらを基準に「低群＜（M－SD÷２）≦中群≦（M＋SD÷２）＜高群」に分類した。  

 

 

（３）子供の頃の体験等に関する項目 

 本調査では、子供の頃の体験等に関する項目として以下の項目を用いた。 

 

表１－５ 子供の頃の体験に関する項目 

時期 〔カテゴリー〕と質問内容 

〔
小
学
校
高
学
年
〕
、
〔
中
学
校
〕
そ
れ
ぞ
れ 

〔家庭での体験〕 

・〔基本的生活習慣〕家で「おはようございます」「いただきます」「いってきます」「ただいま」「おやす

みなさい」といったあいさつをすること／自分のふとんの上げ下ろしやベッドを整頓したこ

と／朝、人に起こされないで自分で起きたこと／夜更かしをして、遅くまで起きていたこと 

・〔お手伝い〕買い物の手伝いをしたこと／料理（準備や後片づけを含む）の手伝いをしたこと／家の中

の掃除やごみ出しの手伝いをしたこと／洗濯（とりこむ・たたむを含む）の手伝いをしたこと 

・〔家族行事〕家族の誕生日を祝ったこと／家族で季節の行事（クリスマス、節分等）をしたこと／家族で旅

行に行ったこと／家族でスポーツしたり自然の中で遊んだりしたこと 

〔学校外での体験〕公園や広場で友だちと外遊びをしたこと／友達の家や自宅で友だちと室内遊びをし

たこと／一人でテレビをみたり、テレビゲームをして遊んだこと／学習塾で勉強したこと／学校外のス

ポーツクラブや少年団で活動したこと／学校外の文化系の習い事（音楽、書道、茶道等）に通ったこと  

〔学習意欲〕居眠りやおしゃべりをせず、まじめに授業を受けていたこと／宿題を忘れずにやっていた

こと／予習や復習をやっていたこと 

〔
小
学
校
〕 

〔外遊び〕ボールを使った遊び（サッカー、野球、ドッジボール等）／遊具を使った遊び（ブランコ、

すべり台、うんてい等）／集団での外遊び（おにごっこ、かくれんぼ、缶蹴り等）／自然の中で

の遊び（虫取り、木登り、川遊び等）／ごっこ遊び（ままごと、ヒーローごっこ等）／昔遊び（竹

馬、コマ回し、あやとり等）／乗り物遊び（一輪車、スケートボード、ローラーブレード等）  

〔遊びの熱中度〕遊びに夢中で時間がすぐ過ぎてしまうと感じたこと／遊び疲れて、夜いつの間にか眠っ

てしまったこと／新しい遊びを考えたこと 

〔
小
学
校
に
通
う
前
〕

か
ら
〔
中
学
校
〕 

〔家族との愛情・絆〕家族で一緒にいることが楽しいと感じたこと／家族の一員として役に立っている

と感じたこと／家族からの愛情を感じたこと 

〔人間関係〕親に褒められたこと／親に厳しく叱られたこと／先生に褒められたこと／先生に厳しく叱

られたこと／友だちに褒められたこと／友だちに注意されたこと／近所の人に褒められた

こと／近所の人に注意されたこと 

子供の頃の人間関係以外は、区分を構成する項目に対する回答を得点化 (何度もある 3 点～ほとんどない１点等 )し、

各質問項目の合計得点を項目数で除して算出した平均値をもとに各区分の合成変数を作成した。合成変数の平均値

(M)及び標準偏差(SD)を算出し、それらを基準に「低群＜（M－SD÷２）≦中群≦（M＋SD÷２）＜高群」に分類

した。なお、「夜更かしをして、遅くまで起きていたこと」は、「何度もある１点～ほとんどない３点」としている。  


