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はじめに 
 

 

 本報告書は、文部科学省より事業委託を受けた「平成 27 年度『体験活動推進プロジ

ェクト』青少年の体験活動の評価・顕彰制度に関する調査研究」をまとめたものである。 

 「青少年体験活動奨励制度」は、14歳から 25歳までの青少年を対象に、様々な体験

活動へのチャレンジを奨励することを目的として平成25年度より始まった制度である。

これまでにないまったく新しい仕組みで、本年度で3年目の試行となった。青少年の継

続的で主体的な取り組みに対して、国が修了証＝アワードを一人一人の参加者に授与す

るとともに、国際的に評価の高い顕彰制度のアワードも同時に取得可能となるもので、

青少年のキャリア形成や、個性を生かした成長を後押しすることを目的としている。 

 また、事業の受託者である「一般社団法人教育支援人材認証協会(理事長・出口利定東

京学芸大学長、事務局・東京学芸大学内)」は、教育支援人材の育成と活用を図ることを

目的とした、東京学芸大学ならびに、教員養成・子ども系学科を有する22の国立、私立

大学、関連法人の集まりである。 

 社会総掛かりで、青少年の体験を奨励し、その評価・顕彰を進める取組を今後全国的

に普及させるため、ここで報告される本年度の調査研究の成果と課題が、次年度以降の

発展と展開に資するものとなれば幸いである。 

 

 

 

  

    平成28年3月31日 

一般社団法人 教育支援人材認証協会理事 

青少年体験活動奨励制度委員長 

松田 恵示 
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1. 青少年体験活動奨励制度について：意義（実施目的） 
 
 平成25年1月中央教育審議会答申「今後の青少年の体験活動の推進について」や「教

育改革国民会議報告・教育振興基本計画」などの提言から、さまざまな体験活動の充実

が必要とされている。これは、体験活動は「人づくり」が原点であるという認識の下に、

将来、社会を担う青少年に、人間的な成長に不可欠な体験活動を経験させるためには、

教育活動の一環として、体験活動の機会を意図的・計画的に創出することが求められて

いる。 

 青少年がさまざまな多くの人々と関わりを持ち、多様な体験を継続していくことは、

「主体性・責任感」「協働力・協調性」「変化への対応力・課題探求・解決力」などの

社会を生き抜く力の基盤的な能力を養うことに寄与するものである。これらは、他とつ

ながり、調和をもって、心豊かに生きていく上で重要な能力であり、今、社会で求めら

れている力でもある。 

 このことから、青少年が豊かに成長する上で必要とされる体験活動の内容を明確に示

して、多様な体験を積んだ青少年を育成する制度を構築することが望まれる。また、青

少年が体験活動を自らが企画し、継続することは困難とされることから、活動をサポー

トしてくれたり、助言をしてくれたりするアドバイザー的な人の役割が重要となる。そ

のため、そのようなアドバイザーの質と量の充実を図り、アドバイザーのより良い働き

が継続していけるような制度の構築を検討する必要がある。  

 以上のことをふまえ、青少年が体験活動を一定期間総合的に活動することを奨励・支

援することのできる持続可能な仕組みづくりの取組として「青少年体験活動奨励制度」

が試行されているのである。  

 そこで当該制度における調査・研究では、我が国の青少年の体験活動の機会を意図的・

計画的に創出し、様々な力を身につけた青少年が社会で評価されるように、先行する事

例を参考にしつつ、日本の実情に応じた評価・顕彰制度の創設とそのさらなる拡充に向

け、制度の試行実施と普及啓発について検討していくことを目的としている。とりわけ、

制度の試行実施の検証をベースに、日本の実情に応じた制度の構築と、持続可能な制度

のあり方に関しての調査・研究に力点を置いている。 

 この青少年体験活動奨励制度についての概要は、青少年(対象：14〜25 歳) の様々な

体験活動へのチャレンジを奨励するための仕組みで、文部科学省委託事業「体験活動推

進プロジェクト」として、青少年の支援のために本協会が受託をして制度設計を進めて

いるものである。それは「自然体験、運動体験、ボランティア体験、教養体験」の4領域

の体験活動を総合的に一定期間継続した実績に応じて、その達成を記念する修了書(ア

ワード)を文部科学省から青少年に授与をしている。また、海外留学や就職の際にも活

用できるよう、国際的な体験活動の評価顕彰制度である英国エデｲンバラ公国際アワード

の賞(ブロンズ)が同時取得できるものとしている（下図参照）。 

                        

１．青少年体験活動奨励制度について：意義（実施目的）
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(図：活動の流れ，活動内容) 

 

 以上のことをふまえ、本年度における調査研究の報告書は、以下のような課題につい

て検討し構成することとなった。本調査研究は、以降の事項にそって内容をまとめ、次

年度へ向けての提言をしてみたい。  

当該事項について考慮し、内容をまとめることで次年度に向けての提言とするもので

ある。 

 

● 我が国における青少年の体験活動に関する現状：「答申」及び実態調査の観点から 

○ 青少年の体験活動における現状と課題：「答申」から考える 

○ 青少年の体験活動に関する調査研究：実態調査も交えて 

 

● 高校生・大学生対象の体験活動奨励制度 

○ 参加者の活動について   

○ アドバイザー制度について 

○「＋BIZ（ビジネス）」体験の試行 
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●体験プロジェクト 小・中学生（ジュニア）版の策定と試行―2015－ 

○ 小中学生体験奨励制度の必要性＝「体験」を持たない成長のスタイル 

○ 体験」活動の概要 

○ 体験活動の具体的基準 

○ 体験活動の展開 

○ 小中学生・体験奨励制度（ジュニア版）参加者の意識調査 

 

● 今後の課題と提言：3年間の試行をふり返って 

○ 募集方法と認知・普及の在り方 

○ 活動要件と評価方法 

○ アドバイザーの育成と参加者との連携 

○ 制度を支えるための支援体制 

○ 各所連携について：学校・地域・他団体・公的機関、等 

○ 今後の展望：総括 

 

［松田 広］ 
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2. 我が国における青少年の体験活動に関する現状：「答申」及

び実態調査の観点から 
 

2.1 青少年の体験活動における現状と課題：「答申」から考える 
(※以下の内容は、「児童心理」臨時増刊No.1008、2015年8月号にて先行して掲載*) 

 

2.1.1 中教審の答申に見られる「体験活動の推進」 
 平成25年1月に、文部科学大臣の諮問に対して、中央教育審議会から「今後の青少年
の体験活動の推進について」と題した答申がなされた。ここでは、「今日の青少年をめ

ぐる状況について、全ての大人が危機感を共有するとともに、体験活動の重要性を認識

し、多様な体験活動を提供するためにできるところから早急に取り組んでいくことが求

められる」と述べられているとともに、「社会総ぐるみでこれからの社会を担う青少年

の『社会を生き抜く力』の養成に向けて具体的に行動していくことを期待したい」と締

めくくられている**。本項では、こうした国の教育行政の中で進められている「体験活

動の推進」という動きについて、いくつかの視点から検討してみたい。 
 そもそも体験活動については、学校教育法、社会教育法さらには、教育振興基本計画、

学習指導要領等においても規定がなされ、とりわけ社会の変化や子どもと子どもを取り

巻く環境の変化に応じての、直接体験の重要性が教育政策として強く謳われている。先

の答申では、こうした体験に着目する理由を、「体験活動の機会の創出」「社会経済の

変化と『社会を生き抜く力』」「体験活動を推進する社会的な仕組みの構築」の三点か

らまとめている。 
まず、体験活動の機会が社会環境の変化から青少年に保証されにくくなっており、一

方で「リスク」を恐れる大人の過剰な保護が、必要な体験活動を青少年から奪っている

のではないかと指摘する。また、子どものまわりの大人のあり方に応じて、青少年の間

に「体験格差」が生じているのではないかとの問題提起もなされている。続いて、身近

な生活変化の中でのいわゆる「ナナメの関係」の希薄化やそれにともなう人間関係能力

の低下に警鐘を鳴らすとともに、知識基盤社会という性格を持つ今後のグローバルな社

会にあって、他者と協働するコミュニケーション能力に代表される「社会を生き抜く力」

を身につけることの重要性が指摘されている。そして最後に、学力向上に比して一般的

にそれほど体験活動に関心が振り向けられていない現状を指摘するとともに、学校教育、

社会教育、家庭教育のさまざまな場面で、各種の取り組みや各種の民間団体を含んださ

まざまな組織や個人が、青少年の体験活動を推進するために連携をするとともに、既存

の活動も活性化させる必要があると締めくくっているわけである。 
 ここで、「体験活動」とされているものは、「体験を通じて何らかの学習が行われる

ことを目的として、体験する者に対して意図的・計画的に提供される体験」と定義づけ

られており、また「体験活動」をここでは「生活・文化体験活動」「自然体験活動」「社

会体験活動」の三つに分類している。 
こうした体験活動によって、答申では次のように、青少年に対する意義や教育効果を

期待している。 

                                            
* 松田恵示、体験活動と人間形成、「児童心理」臨時増刊No.1008、2015年8月号、金子書房、pp.116-121. 
** 中央教育審議会「今後の青少年の体験活動の推進について（答申）」2013. 

２．�我が国における青少年の体験活動に関する現状：「答申」
及び実態調査の観点から
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①「社会を生き抜く力」の養成 
②自然や人とのかかわり 
③規範意識・道徳心等の育成 
④学力と体験活動 
⑤勤労観・職業観の醸成 
⑥社会的・職業的自立に必要な力の育成 
⑦課題を抱える青少年への対応 

 また、発達段階での体験活動の重点を考えるにあたって、国立青少年教育振興機構の

報告書に基づき、図１を示している。             
 

【図１】 

                    
 
 こうして体験活動の推進のための理念をまとめたのち、まず、学校教育における体験

活動の推進について、推進のためのさまざまな教育活動との関わりや、教員の体験活動

に関する指導力の向上、さらには、大学の「ギャップ・イヤー」等における体験活動の

可能性について答申では述べている。そして、社会全体で体験活動の促進については、

体験活動に関する理解の促進や、学校・家庭・地域の連携の重要性、民間団体・民間企

業との連携、体験活動の評価・顕彰制度の必要性、そして体験活動の指導者養成につい

て指摘するとともに、青少年教育施設の役割や取り組みについて紹介をしているところ

である。そして最後に、東日本大震災を踏まえ、防災教育の観点やボランティア等の社

会貢献について触れるとともに、グローバル化に応じた国際交流の推進についてまとめ

ている。  
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  このように見てくると、「体験活動の推進」という教育行政動向では、子どもの成長

全般に対する体験活動の有用性を認め、まさに社会総がかりでその不足や変質を補うだ

けでなく、新しい時代に必要となる新しい力を育てるためにも、新しい体験をも青少年

に保証しようと取り組みを見定めていることがわかる。人間形成という言葉もとてつも

なく大きな言葉ではあるが、この意味では、「体験活動」は人間形成の主要なプロセス

であることが謳われているわけである。 

 

2.1.1 「考えること」と「感じること」 
 ところで、かつてイギリスの人類学者ジェームス・フレイザーが著した『金枝篇』*

という未開社会研究の大著に対して、「安楽椅子の人類学」と、特に実際に現地に入り

研究を積み重ねるフィールドワーカーたちから批判をなされたことがあった。フレイザ

ーの研究は、確かにイギリスで集めた膨大な資料に基づく研究であり、学術的には一定

の評価が与えられるものであったが、いわゆる、「耳学問」の域を脱しないのではない

かという反感からであった。このように、研究という、いわば「頭で考えて知見を使い

やすく整理する」ことに重点がおかれる行為でさえ、「現地に入る」という「体験」が

重要であることが強調されるのは、体験の意味を考えるには示唆的である。またこれは、

なにも学術研究といった世界に限らず、日常生活においても私たちの基礎的な感覚とし

てはよく共有されるところであろう。 

 「肌で感じる」という言葉があるように、言葉や映像といった形で記録されたり表象

化されたりする以外の「現実の持つ現実性」を理解する仕方は確かに私たちの生活では

よく大切にされることである。記録されたり表象化されたりしたものを、ここで「情報」

という言葉を使って言い換えておくとすれば、「現実」というものは、常に「情報」だ

けで伝えあったり、理解しあえるわけではない。例えば、見知らぬ他人の顔の特徴をど

れほど詳しく電話で聞いても、実際に当該の人を精確に見分けることなど難しい。とこ

ろが、一度その人に会えば、次に会うときに間違えることは少ないはずである。それは、

言葉にならないその人の雰囲気や顔の諸特性が、ある種の「感覚」のような形で記憶さ

れているからであろう。私たちは、このように取り出してやり取りのできる「情報」と

いうツール以外の何かを使って、日常生活を生きているといってもよい。 

 このように考えたときに、教育行政において体験が大切にされるのも、「情報化」が

進み、いわば「耳生活」で世界の多くを理解しがちな現代社会において、「情報」以外

のツールを駆使して、青少年が対象を理解したり、課題を解決しようとしたりする、状

況対応的な能力の重要性とそれを育てる場の保障ということが、求められるからなので

あろう。しかし、かといって「情報」の価値や意義がないわけではないから、その意味

ではよく誤解されることも多い「体験至上主義」が標榜されているわけでもないので、

答申では直接触れられてはいないが、むしろ「情報」と「体験」の相互性、言い換える

と「考えること」と「感じること」がいったりきたりする意味ある経験が、青少年を育

てるためにここで必要とされているものであろう。 

 社会学者の宮原浩二郎は、「考える」という言葉は、そもそも「感じて返る」＝「感

返る」ではないかと述べている。もちろん、「考える」の語源がそうであるということ

ではなく、「考える」ということと「感じる」ということを、「頭と体の往復作用」と

                                            
* J・G・フレイザー（著）、吉川信（訳）『初版 金枝篇』（上・下）、ちくま学芸文庫、2003. 
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して捉えようとした場合、このように「考える」ことが、その意味を私たちに豊かに与

えてくれるのではないかという指摘である*。 

 つまり、知識基盤社会と言われ、ますます情報化や国際化が進んでいくことからの社

会において、例えば、キーコンピテンシー論や21世紀型スキルの議論がなされるように、

「思考する力」の重要性はどんどん大きくなるばかりであることが予想されている。こ

のときに、「考える」という作業には、実は「感じる」ことが、つまり「体験」の質と

量が優先していなければならず、この種の「危機感」が答申には表されていると見てよ

いと思われる。 

またこの意味では、「感じること」と「考えること」の双方向性とは、そもそも「現

実」に対応するということ自体が、「情報を得る」→「計画を立てる」→「実行をする」

→「評価と修正を加える」という、単線的(リニア)なPDCAをイメージするだけでは心
もとなく、それぞれの段階においてさらに小さな「マイクロ・ループ」が数多くあり、

そうした全体を調整しつつ、総合的に進めていくという複線的(リニア)・複眼的な、そ

して基本的に「動的な過程」自体が問われるということを意味しているということなの

ではないか。だからこそ体験は、このような双方向性と総合性、そしてだからこその協

働性や主体性、さらには創造性を「直接性」という土俵においてそれらを育むことにな

るのであろう。 

 最後に触れておきたいことは、答申ではこれもまた明示されているわけではないが、

体験とは、何かのための手段として活動するのではなく、まずその場での活動が先行す

るという、いわば「目的のない活動」であるという点である。確かに、体験することで

の意義や教育的効果には、さまざまなものが認められるところである。しかし、それら

はすべて、そこでの意義や効果を直接的に得ようとしたものではなく、結果としていわ

ば「たまたま」身に付いたことである。むしろ、このように合理的な行動ではないとこ

ろに、体験活動の果たす豊かな役割があると言ってよい。このようないくつかの観点か

ら、国の「体験活動の推進」の意図するところを広げていく努力が、青少年の未来を見

通したときには、私たちにも求められていると考えてみたいところである。体験活動の

顕彰制度の開発という作業に携わりながら感じていることは、以上のようなことである。 

 ［松田恵示］ 

                                            
* 宮原浩二郎『ことばの臨床社会学』ナカニシヤ出版、1998. 
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2.2 青少年の体験活動に関する調査研究：実態調査も交えて 

2.2.1 体験活動奨励制度に関する調査研究について 

平成25年1月に中央教育審議会より提出された答申「今後の青少年の体験活動の推進

について*」では、かつての子ども達は、自然の中で数多くの仲間と遊び、地域における

生活を通し成長していく過程で、様々な自然体験・生活体験を日常的に積み重ねて成長

する機会に恵まれていたが、今の子どもたちをめぐる環境は、心や体を鍛えるための負

荷がかからないいわば「無重力状態」であり、青少年の健全育成にとって深刻な事態に

直面していると指摘されている。また、便利・快適・安全な現代社会においては、青少

年は全力を出す「スイッチ」を入れるチャンスを失っており、青少年の「生きる力」 を

育むためには、意識的に、目標を持って体験活動等にチャレンジする機会を創出する必

要があるとも述べられている。そして、リスクを恐れるあまり、周りの大人が子どもに

対して過保護になってしまい、青少年期に必要な体験活動の機会を奪っている面もある

とも言及されている。これは、少子化、メディアの普及や地域のつながりの希薄化とい

った地域社会の変化から、これまであった遊びや体験の場、異年齢でのかかわりを見る

機会が少なくなり、遊び方・かかわり方が継承されなくなっていることを危惧しての見

解であるといえよう。 

そこで、本調査研究は、青少年の体験活動の機会を意図的・計画的に創出し、さまざ

まな力を身につけた青少年が社会において評価をされるように、我が国の実情に応じた

評価・顕彰制度の創設をし、さらなる拡充に向けて、この制度の試行実施と普及啓発に

関わる調査・研究を進めた。具体的には下記の通りである。 

 

1) プロジェクトの主題 

 青少年が健やかに成長するために、どのような体験を積むことが必要なのか。自然体

験の不足は周知の通りだが、マクロにとらえると、間接体験の肥大と直接体験の矮小が

急速に進展している。それだけに、青少年が「人となる」のに必要とされる体験を洗い

出し、体験の構造を明確にすると同時に、多様な体験を積んだ青少年を推奨する制度を

構築した。その際、青少年の体験を指導・助言できる有意な人材の養成を考えた。 

 

2) プロジェクトの研究計画 

(1）体験領域の設定 

①自然体験、②運動・スポーツ、③奉仕活動、④科学・文化・芸術の4領域を想定。領

域そのものを検討すると同時に、活動領域の内容の精査をおこなった。 

(2）発達段階の視点を導入 

 上記(1）の領域の設定を踏まえ、青少年の発達段に即した「体験」を洗い出す作業を

行ない、①児童期、②中学生期、③高校生期、④大学生期ごとに必要とされる望ましい

                                            
* 文部科学省ホームページ（平成28年3月14日参照）： 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1330230.htm 
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体験の内容を精査した。 

(3）発達段階ごとの体験スタンダードの制定 

 青少年の発達段階に応じた「体験スタンダード」を確定し、「体験スタンダード」の作

成にあたっては「英国エデｲンバラ公国際アワード*」（以下、国際アワード）との整合性

を配慮した。 

(4）体験活動奨励制度の推進 

 体験スタンダードの設定をふまえ、体験活動奨励制度を推進した。国際アワードと連

携し、国際的な規模の体験活動に参画していくこととした。 

(5）体験活動指導者の養成 

 日本の場合、青少年の体験は学校を通して実施される事例が多い。同時に、地域にも

体験を重ねる機会が多い。また、家庭を通して体験を持つ場合も考えられた。そうした

意味では、体験活動の指導者は学校・地域・家庭を視野に入れて、青少年に個々の助言

を与えるソーシャルワーカー的な性格を持ったカウンセラーの要素が強い。本協会の「こ

ども支援士」の認証取得者への追加研修などで、体験活動指導者の養成を行なうのが現

実的な対応と考えられた。 

 

3) 研究内容 

 本研究では大きくは2つの研究対象にわけて研究を進めてきた。 

(1) 体験スタンダードの検討 

 青少年の体験を精査・検討し、体験スタンダードを提言することを目的とし、5～10名

程度で検討した。協会に関係する研究者の他、外部から多様な領域の専門家を招聘し、

作業部会と全体会とに分けて運用した。 

(2) 体験の調査 

①小学生、②中学生、③高校生、④大学生の発達段階に添って、体験の実態を明らか

にした。調査は現在の数値だけでは意味を捉えにくいので、時系列を追った調査や国際

比較調査も検討した。5～10名程度で検討をし、協会に関係する研究者の他、外部から社

会調査などに熟達した若手の研究者を招聘し、全体会とは別に、調査票作りの作業部会

の設置を検討した。 

 

4) 事務局 

 事務局は教育支援人材認証協会内に置くが、NPO法人東京学芸大こども未来研究所との

連携を密にし、こども未来研究所から多くの協力を得た。 

 

                                            
* 1956年にイギリスではじまった、青少年の体験活動に応じて賞(アワード) を授与する国際的な取り組み

で、世界中、約100カ国以上でこの制度を活用した取り組みが実施されている。この賞(アワード)の取得は、

欧米諸国では、就職や進学、奨学金獲得などの際にも評価されている。より詳細はホームページを参照のこ

と（http://www.intaward.jp/） 
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 以上のことから、青少年体験活動奨励制度の概要は、14歳〜25歳の青少年を対象に、

「自然体験，運動体験，ボランティア体験，教養体験」という4領域の体験活動につい

て、総合的に一定期間継続的に取り組むことで、「社会を生き抜く力」として必要となる

基礎的な能力を養うことができること、その達成に対して文部科学省が修了証書を授与

する制度としの普及へ向け進められているところである。さらには、本制度は国際的な

活用も視野に入れているため、国際的な体験活動の評価制度であるイギリス発祥の「国

際アワード」との連携が可能な仕組みとして、我が国の青少年体験活動奨励制度に参加

し、修了時に、「国際アワード」のブロンズ・アワードが取得できるような仕組みとして

の検討も含めた調査・研究としている。 

［松田広］ 

 

2.2.2 青少年の体験活動における実態調査 

(※以下の内容は、「児童心理」臨時増刊No.1008、2015年8月号にて先行して掲載*) 

1) 30年前にも「体験の低下」に危機感 
 「体験」とらえ方にもよるが、現在の子どもの「体験」の低下に危機感を抱く人は多い

のではないか。ただ、その場合、どういう領域の体験がどの程度低下しているのかが焦

点になる。しかし問題を明らかにするためには、過去のデータとの比較が必要となる。

筆者は、昭和57(1982)年に「中学生の生活体験調査」を実施している。そこで、82年調

査の項目の一部を活用して、平成26年(2014)年に、体験についての追跡調査を行うこと

にした。そうした比較を通して、32年の歳月の間に、子どもの体験がどう変容したのか

を確かめられると考えたからである。 

 調査結果を紹介する前に、昭和 57(1982)年頃の子ども事情にふれておこう。今から、

30年以上前だが、この時期にも、子どもの体験低下を危惧する声が強まっていた。昭和

57年の調査時点に中学生だった子どもは、昭和42年から45年に出生している。42年生

まれが 194万人、45年生まれが 193万人と、出生数多い「団塊ジュニア」世代である。

経済的には、バブルの到来(1986年から)を目前にした時期で、経済的な豊かさを背景に、

多くの子どもが、高学歴の取得を求めて、放課後、夜遅くまでの進学塾通いを始める。

「乱塾時代」の言葉が広まった時期でもある。家に戻った子どもが、つかの間の寛ぎを

テレビに求める。「8時だヨ！全員集合」と同時に、「欽ドン！良い子悪い子普通の子」

が人気を集め、「夜のヒットスタジオ」では、松田聖子の「赤いスイートピー」やあみ

んの「待つわ」などが流れていた。それと同時に、ファミコン(1983年7月)発売は翌年

だが、「ブロック崩し」や「ゲーム＆ウオッチ」などのゲーム機を手にする子も少なく

なった。 

 

2) 子どもが体験を重ねていた頃 
 学習塾通いの合間に、テレビを見たり、ゲームに興じる。そうした子どもの姿は、そ

                                            
* 深谷昌志、「体験を持つ」意味を考える、「児童心理」臨時増刊No.1008、2015年8月号、金子書房、pp.36-45. 
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れまでの子どもと異なるので、大人は、子どもの成長に危機感を抱いたのであろう。そ

れならば、それ以前の子どもたちはどんな生活を送っていたのか。 

 昭和の暮らしという言葉で「ALWAYS 三丁目の夕日」を連想する方も多いと思うが、同

作品は昭和33(1958)年の東京の下町を舞台に設定したという。夕方の街角には、遊び戯

れる子どもたちの声であふれ、男の子はメンコやビー玉、女の子は縄跳びなどで時間を

費やしていた。紙芝居屋さんが来るし、駄菓子屋への出入りもある。やがて、お母さん

の「ご飯だよ」の声に答えて、子どもたちが「カエルが鳴くからカエロ」と家路につく。

今になると、郷愁を誘うセピア色の世界の話である。 

 この時期、放課後の子どもは地域に群れて遊んでいた。異年齢の子が、ガキ大将に率

いられて群れを作り、メンコやビー玉に興じる。そうした子どもの遊ぶ群れを「ギャン

グ集団」、その年齢を「ギャング・エイジ」と呼ぶと、児童心理の入門書にも書かれてい

た。 

 ギャング集団は地域を舞台としているので、遊びを通して子どもたちはさまざまな体

験を重ねていた。そかし、昭和30年代後半、家庭にテレビが普及するにつれ、笛吹き男

の笛の音に誘われて子どもが姿を消した、ハーメルンの町のように、テレビに吸い込ま

れる感じで、夕方の街角から子どもの騒音が消えた。たしかに、紙芝居の「黄金バット」

が面白いといっても、テレビの「鉄腕アトム」の魅力には太刀打ちできそうもない。 

 

3) 自然体験の豊かな時代 

子どもの放課後のこうした変容を大きくとらえると、①昭和30年代までの「メンコや

ビー玉」の時代、②昭和40年代からの「テレビ時代」と、③平成以降のファミコン、そ

して、「ケータイとスマホの時代」という三世代が浮かんでくる。しかし、「メンコの時

代」まで遡ると、さらなる論考が必要となるので、ここでは、②「テレビ時代(1982年)」

と③「ケータイとスマホの時代(2014年)」とで、子どもの体験がどう変化しているのか

を検討することにしたい。 

 「体験」という言葉で連想するのは「自然体験」であろう。子どもの自然体験を調査

するにあたって、調査票では 8 項目を設定した。しかも、誌面の制約を考え、4 項目に

しぼって、経年比較の形で結果をまとめると、表1の通りとなる。 

表の中で印象的な「セミやトンボをとる」を例にとると、1982 年では、「数えきれな

いほどとった」が53.9%で、トンボをとるのが当たり前だった時代である。しかし、2014

年になると「生まれてから、トンボをとったこともない」子が28.4%と、3割に迫ってい

る。そして、表の中の下欄に示した「4 項目の平均」の欄から明らかなように、自然体

験を「一度も体験をしていない」割合は、1982年の 9.0%から 2014年の 25.1%へ増加し

ている。もっとも、どの地域にせよ、30年以上昔には、トンボもいたし、カエルも見か

けた感じがする。しかし、都市化が進むのにつれ、家の周りで、トンボを見かけなくな

った。そうだとすれば、子どもの自然体験が減少するのが当然という気持ちがする。 
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表1 自然体験の経年比較 (%) 

 

 
一度もない 2,3回ある 何回もある 数えきれない 

①草むしりをする 
1982 2.6 21.1 44.0 33.3 

2014 15.6 26.0 33.7 24.7 

②セミやトンボをと

る 

1982 5.2 13.5 27.4 53.9 

2014 28.4 29.9 25.0 16.6 

③夜、一人で夜道を

歩く 

1982 8.4 16.9 28.2 46.5 

2014 18.1 23.9 26.8 31.2 

④カエルにさわる 
1982 19.7 23.9 24.5 31.8 

2014 38.2 28.9 17.8 15.1 

4項目の平均 
1982 9.0 18.9 31.0 41.4 

2014 25.1 27.2 25.8 21.9 

 

4) 生活体験の減少 

 体験の中には、家庭の中で経験する領域もある。「生活体験」である。30 年の間に、

自然とのふれあいほどでないにしても、家庭生活も変化していよう。もっとも、「３C(カ

ラーテレビ、クーラー、カー)の時代」と叫ばれたのは1970年初めなので、1982年はポ

スト３Cとなる。したがって、家庭生活は現在と大きく変わっていない感じもする。 

 自然体験と同じに、生活体験についても 8 項目を調査したが、4 項目に絞って、結果

を示すと表2の通りとなる。 

 

表2 生活体験の経年比較 (%) 

 

 
一度もない 2,3回ある 何回もある 数えきれない 

①リンゴや梨の皮

をむく 

1982 4.9 19.0 33.8 42.3 

2014 17.2 37.9 27.4 17.6 

②家で雑巾の拭き掃

除をする 

1982 7.4 27.7 35.7 29.2 

2014 22.9 37.8 26.4 12.9 

③手でハンカチや下

着を洗う 

1982 15.7 33.7 25.9 24.7 

2014 33.2 32.2 21.2 13.4 

④家族の食器を一人

で洗う 

1982 17.9 27.4 30.2 24.5 

2014 23.7 34.5 26.3 15.4 

４項目の平均 
1982 11.5 27.0 31.4 30.1 

2014 24.3 35.6 25.3 14.8 

 

 表の中から、「リンゴや梨の皮をむく」を例にとると、「一度もしたことがない子」が
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4.9%(1982年)から17.2%(2014年)へ増加している。さらに、「4項目の平均」の欄が示す

ように、「生活体験の一度もない子」は、1982年の 11.5%から 2014年の 24.3%へと倍増

している。したがって、体験が減ったのは、自然体験だけでなく、生活体験の減少も著

しい。 

 

5) 男子の自然離れ、女子の家事離れ 

 都市化の進む状況を考えると、自然体験の低下はやむを得ないが、「生活体験」の「リ

ンゴや梨の皮をむく」は、小学高学年の子どもなら、できないようでは困る。それに、

たまには、「家族の食器を一人で洗う」ことがあっても良いのではないか。そう考えると、

生活体験の低下から、家庭で何もしようとしない現在の子どもの姿が浮かんでくる感じ

がする。 

結論を急ぐ前に、もう少し、調査結果を紹介しておこう。表3は、自然体験について

性差に着目した結果で、数値は、「2,3回以下」の割合を示している。1982年の場合、4

項目の平均が示すように、自然に接していない男子は18.6%(女子は37.0%)で、男の子な

ら、日常的に、「トンボをつかみ、カエルにさわっていた」時代である。しかし、2014

年、男子の自然とのふれあいのなさは、46.6%で、女子の58.7%と比べ、大きな開きが認

められなくなった。男子が自然離れをして、子どもの自然離れをして、子どもの自然離

れに性差が見られなくなった。 

 

表3 自然体験×性差・経年比較 (%) 

 

 

男  子 女  子 

1982 2014 1982 2014 

①草むしりをする 27.6 43.1 17.6 39.9 

②セミやトンボをとる 9.1 47.6 28.7 70.4 

③夜,一人で夜道を歩く 15.9 35.8 35.0 49.2 

④カエルにさわる 21.7 59.9 66.5 75.2 

４項目の平均 18.6 46.6 37.0 58.7 

                      「2,3回以下」の割合 

 

 それでは,生活体験を性差に関連させて経年比較をすると、どうなるのか、表4に示し

たように、1982年の場合、男子の54.5%と半数以上が手伝っていないが、女子の中で手

伝わない者は、21.4%にとどまる。女子が、当たり前のように、「リンゴや梨の皮をむき」、

「食器を洗っていた」のであろう。しかし、2014 年、男子の手伝わない割合は 1982 年

の約 2.3 倍の 50.2%に達する。したがって、男子は昔も今も手伝っていないが、女子が

手伝わなくなった。その分だけ、子どもの生活体験の低下が進んだという結論になる。

こうした考察を前述の「体験」の三時期に関連させてみよう。昭和30年代までの「①メ
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ンコの子」と比べると,1982 年の「②テレビの子」の体験は減少したのであろう。それ

でも、男の子は自然に接して、家事を手伝う女子の姿もあって、それなりに体験は充実

していた。しかし、32年後の2014年、「③スマホの子」は、男子の自然離れと女子の家

事離れが進み、自然体験も生活体験も積んでいない子どもが増加している。シンボリッ

クな指摘を試みるなら、現在、「トンボを掴んだこともなく、リンゴの皮をむいたことの

ない子ども」が育っている。 

 

表4 生活体験×性差・経年比較 (%) 

 

 

男  子 女  子 

1982 2014 1982 2014 

①リンゴや梨の皮をむく 35.5 63.6 11.4 45.6 

②家で雑巾の拭き掃除をする 45.2 64.3 24.74 51.8 

③手でハンカチや下着を洗う 67.2 76.2 30.7 55.7 

④家族の食器を一人で洗う 70.0 67.9 18.9 47.6 

4項目の平均 54.5 68.0 21.4 50.2 

                        「2.3回以下」の割合 

6) 自然体験の豊富な子は他の体験も豊富 

 子どもの体験低下はたしかだと思うが、現在の子どもの中にも、体験の貧困な子がい

る反面、体験の豊富な子どももいるのではないか。そうだとしたら、「体験の豊富さ」は

子どもの成長に、どのような意味を持つのだろか。 

 2014年調査では、文部科学省の青少年体験活動奨励制度の枠組みを踏まえ、質問項目

の中に、「自然体験」や「生活体験」の他に「体の不自由な高齢者を援助する」や「老人

ホームを訪問する」などの「ボランティア体験」と「一人で外国人と五分程度話す」な

どの「教養体験」を含めてみた。なお、調査にあたって、野外活動の好きな子は、野外

は好きだが、ボランティアや教養には無関心なのではという仮説も抱いていた。そこで、

体験領域間の関連をしらべてみた。具体的には、どの領域でもよいのだが、とりあえず、

「自然体験」を軸にして、体験量に応じて、子どもを「自然体験が多い」、「中間」、「少

ない」の三群に分けた。そして、この三群と「生活体験」や「ボランティア体験」、「教

養体験」の体験量とのたしかめてみた。 

 結果は表5の通りで、自然体験の豊富な子どもは、生活体験やボランティア体験、教

養体験も豊富だった。そして、表は割愛するが、生活体験やボランティア体験を軸にし

ても、同じ傾向が得られている。ということは、体験の豊富な行動的な子どもが領域を

超えて動き回っていることを意味する。しかし、それは同時に、行動をしない子が、自

分の部屋にこもりきりで、何の体験も積んでいないことを示唆している。 
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表5 体験領域間の関連×自然体験 (%) 

 生活体験 ボランティア 教養体験 

①自然体験多い 43.6 42.3 37.6 

②  〃 中間 24.2 22.6 25.3 

③  〃 少ない 10.3 7.5 13.9 

全体 25.8 24.0 25.7 

                「体験豊富な割合」いずれも.p＜0.001 

 

7) 体験量と自己像との関連 

 それでは、領域を超えて積極的に活動をしているのはどんな子どもなのか。結果の一

つとして、表6のような数値が得られている。ボランティア体験を例にとると、体験の

豊富な子どもは、「机の周りを整頓し」、「計画的に勉強し」、「(友との)約束を守る」など、

きちんとした生活習慣を送っている子どもだという。中学生の場合、授業や部活に追わ

れ、自分の時間をとりにくい。そうした中で、ボランティアなど、の活動に参加してい

る生徒は、時間をやりくりし、計画的に行動できる自主性に富むタイプなのであろう。 

 

表6 生活習慣×ボランティア体験 (%) 

 約束をきちん

と守る 
机の周りの整頓 計画的に勉強 

①ボランティア体験豊富 80.8 52.2 41.0 

②  〃    中間 78.9 48.7 35.8 

③  〃    少ない 64.9 33.3 28.7 

全体 74.8 45.3 37.3 

「いつも」＋「大体」している場合。「約束」、「机の周り」いずれも.p＜0.001，「計画」.p＜0.01 

 

このように、体験の豊富な生徒は、生活習慣がしっかりとしている上に、行動的なタ

イプなので、自分に自信を持っているのではないか。実際に、生徒に自己評価を尋ねた

結果では、表7が示すように、体験の豊富な子は、「友達が多く」、「行動力があり」、「や

る気があった」、「努力するタイプ」という自己像を抱いている。現在の子どもの自己肯

定感が低いと指摘されることが多いだけに、体験の豊富な生徒の自己像の明るさが印象

に残った。その他、体験の豊富な生徒は、体験の少ない生徒と比べ、①朝はやく起きる、

②テレビ視聴が短い、③部活動に熱心に参加している、④家事を積極的に手伝うなどの

傾向が得られた。大人の目から好ましいだけでなく、仲間からも信頼されている生徒で

ある。なお、学業成績も良いが、行動派なので、いわゆる学業がトップのガリ勉型では

ない印象を受けた。 
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表7 自己像×自然体験 (%) 

 やる気がある 友だちが多い 努力する方 行動力がある 4項目の平均 

①自然体験豊富 34.5 31.5 27.1 25.3 29.6 

②  〃 中間 18.5 21.8 15.4 11.4 16.8 

③  〃 少ない 13.4 15.3 12.2 9.4 12.6 

全体 21.2 22.5 17.5 14.5 18.9 

 表中の数値は「とてもそう」の場合 p＜0.001， 

 

8) ボランティア体験の重み 
 このように体験の豊富な生徒の自己像は明るいが、その中で、体験の領域に着目して

みると、自己像にもっとも強い影響を与えたのはボランティア体験だった。たしかに、

ボランティア活動は、学校や家庭の外の社会に出て、多様な人たちと協力しながら、定

期的に活動を続けていく。それだけに、生徒自身も多くの刺激を受けるのであろう。な

お、表8に揚げるように、ボランティア活動に参加している生徒は、自分の将来につい

て(数値は割愛するが)「人の役に立ち」、「新しい知識を必要とされる難しい仕事につき」、

「みんなから尊敬される人生を送れる」と信じている。自分の将来に希望を持つ子ども

でもある。 

 

表8 役に立つ仕事につけそうか×ボランティア体験 (%) 

 やる気がある 友だちが多い 努力する方 行動力がある 4項目の平均 

①自然体験豊富 34.5 31.5 27.1 25.3 29.6 

②  〃 中間 18.5 21.8 15.4 11.4 16.8 

③  〃 少ない 13.4 15.3 12.2 9.4 12.6 

全体 21.2 22.5 17.5 14.5 18.9 

p＜0.001 

  

このように豊富な「体験」を持つ生徒が、自分に自身を持ち、明るい未来像を抱いて

いる。それはよいのだが、そうした反面、放課後や休日に家にこもり、スマホ片手に、

テレビを見つめている生徒の姿がある。そうした生徒は外に出ないだけでなく、家の手

伝いもしない。その結果、自分に自身を持てず、未来も閉ざされているのを感じる。今

回の調査では、そうした引きこもり派の生徒は全体の 4 割に迫っている。そして、表 9

に示すように、ボランティア体験が「一度もない」生徒は7割に達する。 
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表9 ボランティア体験―老人ホーム訪問一度もない(%) 

 一度もない 一度だけ 2.3回 何回か 数えきれない 

①駅前や公園の掃除 70.4 10.9 12.9 4.0 1.8 

②老人ホームを訪問 67.7 13.2 12.9 3.6 2.6 

 

 率直な感想を述べるなら、調査に取り組む前、子どもの成長に「体験」がこれほどの

大きな関わりを持つとは思わなかった。それだけに、豊富な体験を持つ子を祝福したい

反面、そうした子どもの割合を、少しでも多くしたいと心から願った。子ども部屋にこ

もり気味な子は、思い切って、休日にでも、家の周りの老人ホームを訪れてはどうか。

これまでの自分と異なる自分に出会えるかもしれない、それが、体験の第一歩となる。 

［深谷昌志］ 
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3. 高校生・大学生対象の体験活動奨励制度 

 

3.1 参加者の活動について 

3.1.1 参加者の募集と動向 

1) 参加者の募集方法 

昨年度からの参加者の人数(量的)、全面的な拡充を見通して、本年度は昨年度提示数

の約3倍 の300名以上の修了者を目指すと共に、全国的な分布展開のありようや年齢層

等の各種要因に配慮した参加者の拡大を図るように努めてきた。特に青少年が体験活動

を開始し、継続・持続するためには、青少年とアドバイザーの関係性が極めて重要なっ

てくるため、アドバイザーを中心とした参加者募集をおこなった。また、学校教育関係

者からのアプローチも併せておこなった。具体的には、事務局にて作成したリーフレッ

トやチラシをアドバイザーへ配布し、アドバイザーより周辺の青少年へ参加の呼びかけ

を行う形式を中心とした。 

一般公募については、各ブランチおよび本協会の会員大学の学生を中心に募集をおこ

なった。その他、青少年が集まる地域の公共施設などにリーフレットやチラシを配付し

募集をおこなった。また、ホームページ掲載からも参加者を募った。  

 上記の方法で参加者募集をおこなった結果、今年度は 465名の参加者エントリーがあ

り、そのうち修了者が366名であったことからも一定の成果があったといえるであろう。

しかしながら、99名程度のリタイヤ者が出ていたことも現実であり、今後の課題として

示されたことも確かである。 

 

〔参加募集チラシ〕 

                          

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．高校生・大学生対象の体験活動奨励制度
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〔広報用リーフレット〕 

 

 

 

 

2) 参加者数と属性 

 前述の通り、本年度の参加者数は、各アドバイザーやブランチの活発な動きもあり、

465名のエントリーがあった。参加者数とその属性の分布は以下のとおりである。 
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〔平成27年度エントリー数(校種・職別)〕 

 

〔平成27年度エントリー数(性別)〕 

 

 

〔平成27年度ブランチ別エントリー数〕のグラフ提示 
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3) 成果と課題  

アドバイザーと学校教育関係者を通じた参加者の募集は、参加者 465名、修了者 366

名という数字をみても一定の成果があったことはいえであたろう。しかしながら、1 人

のアドバイザーがアドバイザーとしての役割を務めることのできる青少年の対象者数は

限られているため、アドバイザーを通じた参加者募集という方法をとった場合、同時に

アドバイザーの人数を拡大することが必然的に求められる。アドバイザー数も新規で 92 

名と拡大はしているが、今後の大幅な参加者の拡大を考えると、アドバイザーの人数拡

大は急務となってくる。ただしその際には、質を伴った拡大を意識する必要があるだろ

う。また、実際に活動をおこなっていたアドバイザーは大学関係者や学校教育関係者が

多く、周りに対象となる年齢の若者が多数いたため、活動者を見つけやすい環境にあっ

たからだと考えられる。 そのため、本年度の試行実施では、大学生の活動者や学校教育

関係者が多くなっている。そのような中で、 今後は参加者の一般公募の際のアドバイザ

ーとそのマッチング方法等が大きな課題としてあげられる。  

 

3) 体験活動の実施数動向 

 青少年を取り巻く環境や、青少年の実態に考慮して、体験活動の評価基準を設定した。 

その基準に従い、14歳 〜 25歳の青少年が主体的、継続的に体験活動を実施したかとい

う点について、評価委員会で修了者の活動について審査を行った。また、青少年の主体

的な体験活動を推奨しているからこそ、活動目標、活動内容はもちろんのこと、原則、

活動場所も参加者自身が探すことを推奨して活動を実施している。そのため、青少年が

主体的、継続的な体験活動を行えるよう、体験活動をサポートする参加者の手引き書を

作成、配布した。  

 

〔平成27年度修了者数(属性で)〕のグラフ提示 

 
〔平成27年度性別修了者数〕のグラフ提示 
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〔平成27年度ブランチ別修了者数〕のグラフ提示 

 
 

4) 参加者の体験活動実施のための支援  

 青少年向けの手引書を作成し、配布することで、青少年の体験活動のサポートを試み

た。さらに、紙媒体の手引き等では活動者のサポート情報を網羅しきれないため、WEB

上での活動サポートも試みた。青少年が活動場所を自身で探す際の助けとなるよう、本

協会のボランティア活動を行っている団体の集合体であるパスポートクラブ登録団体を

WEB上に掲載した。また、ボランティアセンターや自然体験活動を行っている団体などの

リンクを掲載することで、よりサポート力を高めた。さらに、体験活動の活動例や活動

記録bookの書き方例などを掲載することにより、青少年の活動サポートを web 上で試み

た。これらの取り組みは、青少年のサポートなるだけでなく、アドバイザーが青少年へ

アドバイスをするときなど、アドバイザーのサポートとしても意味のあるものであった。 
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〔平成27年度参加者の手引き〕 
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４領域の体験活動

自然体験活動 運動体験活動

奉仕体験活動教養体験活動

【内容】
●宿泊を伴う自然体験活動（冒険旅行）

【期間】
●本番：１泊２日
※事前準備および練習を行うこと
※1泊2日の宿泊やキャンプを実施し、

1日6時間、2日間で計12時間以上
活動すること
※事前準備を含め2泊3日以上でも可

【具体例】
●ご来光を見るための富士登山、固
有の自然に触れるための屋久島ト
レッキング等

【内容】
●運動やスポーツを行う体験活動
（心肺的・肉体的負荷のある活動）

【期間】
●週１時間以上×3ヶ月以上
※運動体験活動、文化教養体験活
動、奉仕体験活動の3領域の中で
1領域だけは6ヶ月以上

【具体例】
●フルマラソン完走を目指してマラソン
トレーニング、大会入賞を目指した
フットサルトレーニング等

【内容】
●自己を高めたり、趣味を深めたり
する体験活動（自己研鑽的な活動）

【期間】
●週1時間以上×3ヶ月以上
※運動体験活動、文化教養体験活
動、奉仕体験活動の3領域の中
で1領域だけは6ヶ月以上

【具体例】
●地域の書き初め展への出店を目指
した書道の練習、TOEIC800点を目
指した英語の学習等

【内容】
●ボラ

ン

テ ィアや奉仕を行う体験活動

【期間】
●週1時間以上×3ヶ月以上
※運動体験活動、文化教養体験活
動、奉仕体験活動の3領域の中で
1領域だけは6ヶ月以上

【具体例】
●子どもに学ぶ楽しさを知ってもらうこ
とを目指した小学校での

学
習支援、

地域美化を目指した清掃活動等

4

•上記は英国エディ

ン

ハ ラ゙ 公国際アワードブロンズアワードの取 得要件と 同程度の要件です。
英国エディ

ン
ハ ラ゙ 公国際アワードの

シ
ルバー

ま
たはゴールト ア゙ ワードの

取
得 を希望の方は、活動期間等が

上記表とは異なります。必ず英国エディ
ン

ハ ラ゙ 公国際アワードハン ト ブ゙ック にて確認してください。

活動者の心構えと参加者が行うこと

●自主的、自発的に活動を行うこと

●継続的に活動を行うこと

●活動を振り返ること

【第１段階（活動開始前）】
●アドハ

゙
イ

ザ
ー

に相談しながら、4領域の体験活動計画を
立てること

【第２段階（活動中）】
●計画に沿って4領域の体験活動を行うこと
●行った体験活動をレコードブックに記録すること
●アドハ

゙
イ

ザ
ー
に活動状況を報告、相談すること

●交流会や相談会に参加すること

【第３段階（活動修了後）】
●活動を振り返ること
●活動を修了した報告、申請をすること

体験活動奨励制度に参加する際の心構え

体験活動奨励制度に参加する青少年が行うこと

5

 

活動者の活動の流れ：英国エディンバラ公国際アワード申込書

7

英国エディンバラ公国際アワード 

登録申し込み用紙 

 

氏名                                           (英語表記)                                          

住所 〒                                                                                           

生年月日           年      月      日      年齢                        性別  ☐  男 ☐  女 

                                                                                                  

 

所属団体名(OAまたはユニット名)  一般社団法人 教育支援人材認証協会                              

住所 〒184-8501 東京都小金井市貫井北町４－１－１                                                

                                                                                                 

連絡先  042-３２９ ☐ ７６０５                   

                                                                                                  

 

☐  ブロンズ 

☐  シルバー 

☐  ゴールド    に参加申し込みをしたいと思います。以下の活動に興味があります: 

 

サービス                                                                                          
スキル                                                                                            
フィジカル・レクリエーション(体育レクリエーション)                                                 

アドベンチャラス・ジャーニー(冒険の旅)                                                             

レジデンシャル・プロジェクト(ゴールドのみ)                                                         

健康状態について詳細を述べてく ださい – 喘息、アレルギーなど                                       

                                                  

☐  私は上記の活動に取り組むことをここに記します。  

                                                                                                  

 

保護者の同意 
☐  私                                  は保護者として                                  が、  

上記のとおり英国エディンバラ公国際アワードに参加することに同意いたします。  

住所 〒                                                                                 

                                              電話番号                                            

 

アワードリーダー名                                                                                

住所 〒                                                                                           

電話番号                                        

 

OAまたはユニットまでこの申し込み用紙を提出してください。 
＊提出方法・提出先は担当のアワードリーダーの指示に従ってください。 

アドバイザーから体験活動記録BOOKを受け取る
※事務局からアドバ イザーへ体験活動記録BOOKを送付

●体験活動記録BOOKがアドバイザーの元に到着します
※直接活動者自身の元にではなく、担当しているアドバイザ ー に届きますので、アドバイザー
から受け取ってください

※「英国エディンバラ

公

国際アワード」のRecord bookと、「青少年体験活動奨励制度
(ジャ

パ
ンユ ースアワード)」の体験活動記録BOOKの２つがあります

※修了時にはどちらも提出が必要です
受け取った時に内容の確認をしましょう

②

活動者の活動の流れ

申込書を送付し、レコードブックが届いたら、
青少年体験活動奨励制度としての活動のスタートです。

体験活動を楽しみましょう！！

アドバイザーに相談しながら活動計画をたてる（体験活動記録BOOKへ必要事項を記入）

●青少年体験活動奨励制度の体験活動記録BOOKを活用しましょう

※簡単すぎず、難しすぎない、無理のない目標を立てましょう

③

8

４領域の体験活動を実施し、レコードブックに記録

●活動の確認をしてもらう人（活動確認者）を決めましょう

●活動確認者へ青少年体験活動奨励制度に参加していることを伝え、活動確認者として、
レコードブックへの署名、コメントの記載をしてもらえるよう依頼しましょう
※「英国エディンバラ

公
国際アワード」のRecord bookと、「青少年体験活動奨励制度

(ジャ
パ

ンユ ースアワード)」の体験活動記録BOOKの２つがあります

●4領域の活動を、目標・内容・計画にそって実施しましょう

●定期的に活動確認者に署名をもらいましょう

④

④⑤を繰り返し

●4領域の活動実施と体験活動記録BOOKの記入、アドバイザーへの報告相談を一定期間繰り返
しましょう

●活動者とアドバイザーは、できる限り（負担にならない程度）連絡を取り合いながら活動を進めま
しょう

●地域で交流会等が開催されていたら、参加して情報交換や新しいネットワークづくりをしてみま
しょう

修了報告書とレコードブックを提出

●活動修了報告をしましょう
【修了報告時提出物】
・体験活動記録BOOK
・英国エディンバラ公国際アワードRecord book
（・英国エディンバラ公国際アワード達成記録 体験活動記録BOOK 32－33ページ）

●提出物に記入漏れや間違いがないか、アドバイザーに確認してもらいましょう

活動者の活動の流れ

⑥

⑦

⑤

アドバイザーへ定期的に活動状況を報告し、アドバイスを受ける

●4領域の活動状況をアドバイザーに報告し、その活動が目標や計画とずれていないか、活動
への評価と今後の活動へのアドバイスをもらいましょう

●月に一度程度、体験活動記録BOOKにアドバイザーから署名をもらいましょう

※不安なことや質問など、遠慮なく相談しましょう

⑤

9

 

青少年体験活動奨励制度説明

【概要】

青少年体験活動奨励制度とは、青少年(対象 14～24 歳) の様々な体験活動へのチャレンジを奨励
するための仕組みで、文部科学省委託事業「体験活動推進プロジェクト」 として、青少年の支援の
ために本協会が受託をして制度設計を進めています。そして「自然体験、運動体験、ボ ランティア
体験、教養体験」の 4 領域の体験活動を総合的に一定期間継続した実績に応じて、その達成を記
念する修了証(アワード)を文部科学省から青少年に授与し ます。また、海外留学や就職の際にも
活用できるよう、国際的な体験活動の評価顕彰制度である英国エディンバラ公 国際アワードの賞
(ブロンズ)を同時に取得できま す 。

3

●4領域の体験活動の実施

●活動をレコードブックに記録
・活動記録BOOK
・英国エディ

ン

ハ ラ゙ 公国際アワードRecord book

●アドハ

゙
イ

ザーへ活動の報告と相談
（アドハ

゙
イ

ザ
ー

は評価とアドバ イス）

●上記3つの繰り返し

第１段階（活動前）

第２段階（活動中）

第３段階（活動修了後）

●参加希望者が参加申し込み

●活動目標と活動計画の作成

●レコードブックの記入と提出
・体験活動記録book
・英国エディ

ン

ハ ラ゙ 公国際アワードRecord book
（・英国エディンバラ

公
国 際アワード達成記録

活動記録book 32－33ページ）
●表彰

自然体験 運動体験 教養体験 奉仕体験

ーーーーーーーーーー制度の流れーーーーーーーーーー

2

4

•

4

4

5
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活動者の活動の流れ：体験活動記録BOOK
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７／１３ ７：００－７：１５ 家の前のそうじ １５分

７／１４ ７：３０－７：４５ 家の前のそうじ ３０分

７／１５ ウォーキング３０分（○○公園～家 往復 △メートル）

７ １３ ７ ２０

例�

例�

・その週の月�日（Mon）～日�日（Sun）を書く
・活動した日�・時間・内容・�計時間を書く

（�人の好みの書き�で�い）

・活動事前アン�ートをつかって
アドバイザーと�をし�う�

 
具体的な活動事例

大学生Aさんの場合

【活動目標】：洞窟探検やイグルーづくりを通して群馬県の自然に触れる
【活動期間】：1月18日〜1月20日
【活動内容】：
1日目 ・計画立てや計画の確認（練習日）
2日目 ・洞窟探検と洞窟内の実測と地図おこし

（洞窟内の地図を作成し管轄行政へ提出）
3日目 ・イグルーづくり

高校生Bさんの場合

【活動目標】：屋久島で固有の自然に触れる
【活動期間】：8月21日〜8月23日
【活動内容】：
1日目 ・キャンプ （テントの設営、飯盒炊爨等）
2日目 ・屋久島トレッキング

（縄文杉や紀元杉、ウィルソン株の鑑賞を含むトレッキング）
3日目 ・海の生き物の観察やウミガメの産卵の観察

自然体験活動の事例

12

ボランティア体験活動の事例

大学生Dさんの場合

【活動目標】：住んでいる、学校のある地域を安全で住みやすい町にする
【活動期間】：11月7日〜3月1日
【活動内容】：

・地域の防犯パトロールサークルの立ち上げ
・週1〜2回の地域パトロール（サークル内でチームをつくり、チームごとに当番制）
・サークル内で防

犯
パト ロール計画を立てる

・行政との打ち合わせ
（地域の要望を収集や行政と連携した学生防犯パトロールの 組織化）

高校生Eさんの場合

【活動目標】：学校がある地域の美化で地

域

に貢献す る
【活動期間】：10月17日〜3月19日
【活動内容】：

・ボラ
ン

テ ィア同好会での花 壇づ くり（花壇づくりや土づくり、花植え）
・週1〜3回の花壇の手入れ（雑草抜きや水やり等）
・花壇周辺及び学校周辺のゴミ拾い（学校から花壇までの道 の 清掃）
・駅から花壇までの道の清掃

 

具体的な活動事例

教養体験活動の事例

大学生Gさんの場合

【活動目標】：展覧会の開催（写真）
【活動期間】：9月4日〜3月15日
【活動内容】：

・写真技術向上のための自主学習（写真関連書籍の読書や実際の撮影）
・デザ

イ
ン 系のゼミへの参加（大学のデザイ ン 専攻ゼミへの自主的な参加）

・写真撮影活動（主に人物写真）
・展覧会開催のための計画
・展覧会開催のための打ち合わせ（展覧会を開催するグループでの打ち合わせ）
・展覧会の開催（グループ展）

高校生Hさんの場合

【活動目標】：書き初め大会への参加
【活動期間】：9月28日〜1月3日
【活動内容】：

・自主練習（1回1時間程度で数枚〜十数枚書く）
・書道関連書籍の読書
・昔通っていた書道教室の先生の指導を受ける（作品の添削等で指導を受ける）
・地域の書き初め大会への参加

13

運動体験活動の事例

大学生Jさんの場合

【活動目標】：東京マラソンでフルマラソン（42.195km）完走
【活動期間】：9月24日〜2月23日（週1〜3回の実施/時間は都度変更）
【活動内容】
・大学の陸上サークルの練習へ参加
・早朝または夜の自主ランニング（主に1時間のペースランニング）
・地域で開

催
さ れているマラソンスクールへの参加（講義＋1時間30分のランニンを

主とした活動）
・距離の短いマラソン大会への参加（10kmマラソン）

高校生Kさんの場合

【活動目標】：ボーリ ン グの全国大会出場
【活動期間】：11月18日〜2月23日（週1〜2回の実施/1回1時間30分程度）
【活動内容】：
・ボー

リ
ン グ場での自 主練習（ 平均1回3ゲーム）

・コーチの指導を受ける（プロボウラ ーのボウリングクリニックへの参加）
・地域のボー

リ
ン グ大会への参加

・筋力トレーニング（安定した投球のため）
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運営組織

●本部

一般社団法人教育支援人材認証協会

〒184‐8501 東京都小金井市貫井北町4－1－1 東京学芸大学内

TEL:042‐329‐7605 HP： http://www.jactes.or.jp
【事務局 】

一般社団法人教育支援人材認証協会 青少年体験活動奨励制度委員会 事務局

TEL&FAX:042‐329‐7605 （国立大学法人 東京学芸大学内）

E‐mail : info@jactes.or.jp
青少年体験活動奨励制度 HP http://www.japan‐youth‐award.net

Facebook https://www.facebook.com/seisyonen

●�ランチ事務局 �一般社団法人教育支援人材認証協会会員)

１�北海道�ランチ

札幌大学ｲﾝﾀｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ： SUICC
〒062‐8520札幌市豊平区西岡3条7丁目3‐13‐1

011‐852‐9138(TEL)
hokkaido@japan‐youth‐award.net     

２�東日本�ランチ

教育支援人材認証協会

〒184‐8501 東京都小金井市貫井北町4‐1‐1
042‐329‐7605(TEL&FAX)
info @japan‐youth‐award.net 

３�関西�ランチ

奈良教育大学 次世代教員養成センター
〒630‐8528  奈良市高畑町（※番地なし）

0742‐27‐9350(TEL&FAX)
kansai@japan‐youth‐award.net 

４�中国�国�ランチ

中国学園大学 地域連携センター

〒701‐0197  岡山市北区庭瀬83番地

086‐293‐2508(TEL&FAX)
chushikoku@japan‐youth‐award.net 

●参�
英国エディ

ン

ハ ラ゙ 公国際アワード ホームページ

http://www.intaward.org/ 英語版

http://www.intaward.jp/index.html 日本版

※本事業は、平成27年度 文部科学省委託事業「体験活動推進プロジェクト」です。
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5) 体験活動の内容  

 修了者 366名の具体的な体験活動の内容は以下の表の通りである  

 

〔平成27年度参加者の活動内容〕366 名分の掲示 
NO 活動分野 活動内容 目標 

1 

奉仕体験 子どもに関わるボランティア 子どもが楽しめる活動に取り組む 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 ピアノ練習 ピアノの上達を目指す 

運動体験 サイクリング 体力増進 

2 

奉仕体験 子どもに関わるボランティア 子どもが楽しめる活動に取り組む 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 手話検定 手話検定3級取得 

運動体験 サイクリング 体力増進 

3 

奉仕体験 子どもに関わるボランティア 子どもが楽しめる活動に取り組む 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 教養科目を勉強 教員になる為の自主的な勉強を行う 

運動体験 バドミントン 体力増進 

4 

奉仕体験 子どもに関わるボランティア 子どもが楽しめる活動に取り組む 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 教養科目を勉強 教員になる為の自主的な勉強を行う 

運動体験 ウォーキング 体力増進 

5 

奉仕体験 子どもに関わるボランティア 子どもが楽しめる活動に取り組む 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 手話検定 手話検定3級取得 

運動体験 ウォーキング 体力増進 

6 

奉仕体験 子どもに関わるボランティア 子どもが楽しめる活動に取り組む 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 教養科目を勉強 教員になる為の自主的な勉強を行う 

運動体験 ウォーキング 体力増進 

7 

奉仕体験 子どもに関わるボランティア 子どもが楽しめる活動に取り組む 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 教養科目を勉強 教員になる為の自主的な勉強を行う 

運動体験 ウォーキング 体力増進 

8 

奉仕体験 子どもに関わるボランティア 子どもが楽しめる活動に取り組む 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 教養科目を勉強 教員になる為の自主的な勉強を行う 

運動体験 サイクリング 体力増進 

9 

奉仕体験 学習支援ボランティア 特別支援学級で子どもの学習を支援する 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 英語検定 英語検定準2級取得 

運動体験 ウォーキング 体力増進 

10 

奉仕体験 岡山市成人式の実行 実行委員として企画／実施 

自然体験 ゴールドコーストでの自然体験 豪州ならではの自然に触れる 

教養体験 TOEICの試験を受ける、得点をアップさせる 650点 

運動体験 筋力トレーニング 有酸素運動をマスター 

11 

奉仕体験 地域美化奉仕 周辺の道路清掃 

自然体験 剣山キャンプ（ボーイスカウトキャンプ） 
二泊三日の剣山キャンプに参加し、四国山地縦走と自然活

動を行う。 

教養体験 英語検定２級 英検2級合格を目指す 

運動体験 テニス テニス部の活動を通じスキルアップを目指す 

12 奉仕体験 以前、利用していた学童への恩返し 毎週1時間、学童周辺を掃除 

自然体験 ニュージーランドでのホームステイ 異文化を学び、自然体験活動を行う。 

－ 27 －



教養体験 英語検定２級に向けて勉強する 英語検定の二級の合格 

運動体験 ファーストサーブの確率を上げる 日々の部活動の練習を頑張る 

13 奉仕体験 以前、利用していた学童への恩返し 毎週1時間、学童周辺を掃除 

自然体験 前島キャンプ場での自然体験 県内外の中高生達との自然体験交流 

教養体験 苦手科目の克服をする 数学・英語の基礎問題を完璧に解けるようにする 

運動体験 より強いサーブを打てるようにする 部活動を通じ、練習をがんばる。一勝を目指す。 

14 奉仕体験 地域美化を目指した清掃活動 活動後きれいになったと感じられるように清掃 

自然体験 サイクリングによって自然を感じる サイクリングで長距離を完走し自然体験を行う。 

教養体験 ギターの上達かつ音楽的感覚を身につける 3ヶ月内に新しい曲を5曲弾けるようにする 

運動体験 サッカーの技術向上と体力状況を目指す 足下のスキルを向上させる 

15 奉仕体験 子どもに関わるボランティア 子どもが楽しめる活動に取り組む 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 手話検定 手話検定3級取得 

運動体験 ウォーキング 体力増進 

16 奉仕体験 子どもに関わるボランティア 子どもが楽しめる活動に取り組む 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 読書 本を読む習慣をつける 

運動体験 ウォーキング 体力増進 

17 奉仕体験 子どもに関わるボランティア 子どもが楽しめる活動に取り組む 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 ドイツに関する勉強 ドイツ語やドイツの歴史について学ぶ 

運動体験 フットサル 体力増進 

18 奉仕体験 地域の活性化 地域の人や周りの人に役立つ 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 習い事等での技術を向上 検定等を取得 

運動体験 部活動等で記録に挑戦 身体を動かし健康的な生活を 

19 奉仕体験 地域の活性化 地域の人や周りの人に役立つ 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 習い事等での技術を向上 検定等を取得 

運動体験 部活動等で記録に挑戦 身体を動かし健康的な生活を 

20 奉仕体験 地域の活性化 地域の人や周りの人に役立つ 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 習い事等での技術を向上 検定等を取得 

運動体験 部活動等で記録に挑戦 身体を動かし健康的な生活を 

21 奉仕体験 地域の活性化 地域の人や周りの人に役立つ 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 習い事等での技術を向上 検定等を取得 

運動体験 部活動等で記録に挑戦 身体を動かし健康的な生活を 

22 奉仕体験 地域の活性化 地域の人や周りの人に役立つ 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 習い事等での技術を向上 検定等を取得 

運動体験 部活動等で記録に挑戦 身体を動かし健康的な生活を 

23 奉仕体験 地域の活性化 地域の人や周りの人に役立つ 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 習い事等での技術を向上 検定等を取得 

運動体験 部活動等で記録に挑戦 身体を動かし健康的な生活を 

24 奉仕体験 地域の活性化 地域の人や周りの人に役立つ 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 習い事等での技術を向上 検定等を取得 

運動体験 部活動等で記録に挑戦 身体を動かし健康的な生活を 

25 奉仕体験 地域の活性化 地域の人や周りの人に役立つ 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 習い事等での技術を向上 検定等を取得 
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運動体験 部活動等で記録に挑戦 身体を動かし健康的な生活を 

26 奉仕体験 地域の活性化 地域の人や周りの人に役立つ 

自然体験 キャンプ 野外キャンプで自然と触れ合う 

教養体験 習い事等での技術を向上 検定等を取得 

運動体験 部活動等で記録に挑戦 身体を動かし健康的な生活を 

27 奉仕体験 小学生が安全な街づくり スクールガード活動 

自然体験 多聞寺で自然を体感する 宿泊活動を通じ、様々な自然体験を行う。 

教養体験 難ランクの単語暗記（韓国語、中国語習得） 検定合格 

運動体験 体力維持と増進 嫌々運動をしない 

28 奉仕体験 社会奉仕活動をして地域貢献する 近所のゴミ拾いと草抜き 

自然体験 お寺に宿泊し、自然体験 お寺に宿泊体験し、歩き遍路による自然体験 

教養体験 ピアノコンクールに出場する 毎日、ピアノ練習を３時間する 

運動体験 健康増進を図る 体力促進の為のウォーキングと縄跳び 

29 奉仕体験 住み心地のいい町にする 雑草やゴミのない町 

自然体験 自然の中を歩く気持ちよさを感じる 自分にできることを増やす 

教養体験 ピティナ・ピアノステップに参加する 周に一時間以上練習をする 

運動体験 体力作りと健康のために肥満防止 一時間休まず，運動をする 

30 奉仕体験 地域のボランティア活動に参加する 清掃、福祉などに関わる 

自然体験 野外キャンプ 自然を体験する 

教養体験 英語の勉強 単語と熟語を覚える 

運動体験 筋肉をつける、ジョギングする 筋トレ 

31 奉仕体験 地域のボランティア活動に参加する 清掃、福祉などに関わる 

自然体験 野外キャンプ 自然を体験する 

教養体験 英語の勉強 単語と熟語を覚える 

運動体験 筋肉をつける 筋トレ 

32 奉仕体験 地域の里山保全 地域の里山の林道を完成させる 

自然体験 豊後高田市の自然環境について学ぶ 遠浅の海岸でのアクティビティを体験する 

教養体験 時事に関心を持つ ニュース時事能力検定3級の合格 

運動体験 運動不足の解消 遠投（硬式野球ボール）75ｍ以上 

33 奉仕体験 地域の里山保全 NBUの森の林道を完成する 

自然体験 豊後高田市の自然環境について学ぶ クヌギ林の整備を体験する 

教養体験 日本ニュース時事能力検定3級の合格 検定の合格に向けて時事への関心を高める 

運動体験 軟式球での遠投の距離を伸ばす 軟式球での遠投距離を45ｍにする 

34 奉仕体験 地域の里山保全 地域の里山の植生を増やす 

自然体験 豊後高田市の自然環境について学ぶ 遠浅の海岸でのアクティビティを体験する 

教養体験 ITパスポート取得に向けた勉強 ITパスポートの取得 

運動体験 運動不足解消、体力づくり 30分で20ｋｍ走れるようになる 

35 奉仕体験 地域の里山保全 活動の効率を上げる為の林道を完成させる 

自然体験 豊後大野市犬飼町の自然を体感する 特産品（甘太くん）の特徴を理解する 

教養体験 英語力の向上 英語テキストで70点以上を取る 

運動体験 筋持久力の向上 腕立て伏せ50回達成を目指す 

36 奉仕体験 地域の里山保全 樹木に関する知識を深める 

自然体験 豊後大野市犬飼町の自然を体感する 地元の農作物の収穫方法を理解する 

教養体験 福祉住環境コーディネーター2級の取得 建築に関する幅広い知識を身に着ける 

運動体験 持久力の向上 現在45分のランニングコースを35分で走る！ 

37 奉仕体験 地域の里山保全 樹木に関する知識を深める 

自然体験 豊後大野市犬飼町の自然を体感する 現地の収穫方法を理解する 

教養体験 宅地建物取引主任者資格試験合格 毎回過去問を解き、その復習もする 

運動体験 ３Ｐシュートの成功率を上げる 何本中何本という設定でシュート練習 

38 奉仕体験 地域の里山保全 樹木に関する知識を深める 

自然体験 豊後大野市犬飼町の自然を体感する 河津桜の生息環境を明らかにする 

教養体験 建築分野のパースのスキル向上 1時間で1パースを完成できるようになる 

運動体験 テニスの大会で優勝する 終盤体力作りのために週1回1時間以上のラリー 
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39 奉仕体験 地域の里山保全活動 樹木に関する知識を深める 

自然体験 豊後大野市犬飼町で自然を体感する 多くの生態系に触れる 

教養体験 ニュース検定に合格する 時事的ニュースを知り問題集を解く 

運動体験 剣道で方の練習 来年の四段に向けてできるようにする 

40 奉仕体験 犬飼町に若者を呼び込むイベントを実施 地域の魅力を活かした仕掛けを考案する 

自然体験 豊後大野市の自然を体感する 全員でゴール出来るよう気を配り完走 

教養体験 ＩＴパスポートの資格取得 過去問題集の正解率7割以上を目指す 

運動体験 公式戦または他校との試合で勝利する フリースローの決定率5割以上を目指す 

41 奉仕体験 犬飼町に若者を呼び込むイベントを実施 地域の魅力について調査する 

自然体験 豊後大野市の自然を体感する ジオパークを巡りルーツを探る 

教養体験 ITパスポート取得 過去問題集で8割以上取れるようにする 

運動体験 健康的な体づくり 体脂肪率を10％以下にする 

42 奉仕体験 地域の里山保全 安全に作業を進める為の林道の完成 

自然体験 豊後大野市犬飼町の自然を体感する 特産品（甘太くん）の特徴を理解する 

教養体験 数学に対する苦手意識の克服 数学テキスト70点を目指す 

運動体験 体力の向上 遠投60ｍ以上 

43 奉仕体験 地域の里山保全 地域の子供が安全に入れるような里山づくり 

自然体験 豊後高田市の自然環境について学ぶ クヌギ林の整備を体験する 

教養体験 航空整備士の幅広い知識を身につける 第二等航空整備士の学科試験合格 

運動体験 運動不足の解消 遠投（硬式野球ボール）55ｍ 

44 奉仕体験 犬飼町に若者を呼び込むイベントを実施 地域の魅力を伝えるマップを作成する 

自然体験 豊後大野市の自然を体感する ジオパークの魅力を肌で感じる 

教養体験 宅地建物取引士資格試験に合格する 3月までに過去問で8割解けるようにする 

運動体験 ソフトテニスの外部の試合で勝つ ファーストサーブの的中率を上げる 

45 奉仕体験 地域の清掃活動 八幡神社周辺の地域清掃活動 

自然体験 「子ども集団歩き遍路2015」への参加 お遍路に参加し、グループワーク・自然体験活動 

教養体験 英検準2級 英検準2級単語習得 

運動体験 バレーボール技術習得 毎週参加し、基礎から技術取得、ランニング等 

46 奉仕体験 犬飼町に若者を呼び込むイベントを実施する 現地での勉強会や体験活動に取り組む 

自然体験 豊後大野市の自然を体感する ペースを考えながら、完走出来るよう頑張る 

教養体験 福祉住環境コーディネーター合格 過去問題集の問題を解く（正解率70％以上） 

運動体験 ３曲踊れるようになる 動画を見て練習 

47 奉仕体験 地域の里山保全 地域の里山の林道を完成させる 

自然体験 豊後高田市の自然環境について学ぶ クヌギ林の保全活動を体験する 

教養体験 甲種危険物取扱者資格合格に向けた勉強 毎回テキスト4ページずつ勉強する 

運動体験 遠投の飛距離を伸ばす 遠投の飛距離を伸ばすために体力づくり 

48 奉仕体験 犬飼町に若者を呼び込むイベントを実施する 自分が理解し、地域の若者に分かりやすく伝える 

自然体験 豊後大野市の自然を体感する ジオパークの歴史を学び、完走する 

教養体験 韓国語ですらすらと会話できるようにする！ ハングル能力検定を取得する 

運動体験 ソフトテニスのボレーを確実にする 前衛のポジションを覚えるようにプレーする 

49 奉仕体験 自分の住む地域をきれいにする 地域のゴミ拾い、公園の除草作業をする 

自然体験 歩きお遍路、自然や子どもとふれあう 少人数でのグループワーク、自然体験活動を行う 

教養体験 英検2級合格、英語力を高める 英検2級合格 

運動体験 テニスのスキルを磨き、体力をつける テ毎週活動、雨天時は室内トレーニングを行う。 

50 奉仕体験 犬飼町に若者を呼び込むイベントを実施する 地域への理解を深める 

自然体験 豊後大野市の自然を体感する ジオパークを巡りルーツを探る 

教養体験 資格取得により、視野を広げる 危険物乙種４類取得 

運動体験 ソフトテニスの技術向上 ホームの矯正 

51 奉仕体験 清掃 人の役に立つ 

自然体験 御岳山の散策 景色を楽しみながら軽登山をする。 

教養体験 英語のレベルを少しでも上げる 毎日英語関係のものにふれる 

運動体験 ウォーキング・ストレッチ 基礎体力を上げる 

52 奉仕体験 「ありがとう」言ってもらえるように 掃除をする。 
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自然体験 藤野キャンプ場での３泊４日のキャンプ 気候の変化を体験、森林と昆虫の観察をする 

教養体験 サイクリングのための情報収集 地図を使った経路検索。自転車に詳しくなる。 

運動体験 水泳 ベストタイム向上 

53 奉仕体験 毎朝の清掃活動 ごみが落ちていない学校にする。 

自然体験 かたしな高原での３泊４日のキャンプ 高原の気候等の変化を体験、森林の観察をする 

教養体験 漢字を覚える 漢字テスト合格 

運動体験 バスケットボール シュート率上げる。体力アップ。 

54 奉仕体験 毎朝の清掃活動 ごみが落ちていない学校にする。 

自然体験 かたしな高原での３泊４日のキャンプ 高原の気候等の変化を体験、森林の観察をする 

教養体験 漢字を覚える 漢字テスト合格 

運動体験 バスケットボール シュート率上げる。体力アップ。 

55 奉仕体験 毎朝の清掃活動 ごみが落ちていない学校にする。 

自然体験 かたしな高原での３泊４日のキャンプ 高原の気候等の変化を体験、森林の観察をする 

教養体験 漢字を覚える 漢字テスト合格 

運動体験 バスケットボール シュート率上げる。体力アップ。 

56 奉仕体験 毎朝の清掃活動 ごみが落ちていない学校にする。 

自然体験 かたしな高原での３泊４日のキャンプ 高原の気候等の変化を体験、森林の観察をする 

教養体験 漢字を覚える 漢字テスト合格 

運動体験 バスケットボール シュート率上げる。体力アップ。 

57 奉仕体験 毎朝の清掃活動 ごみが落ちていない学校にする。 

自然体験 かたしな高原での３泊５日のキャンプ 高原の気候等の変化を体験、森林の観察 

教養体験 漢字を覚える 漢字テスト合格 

運動体験 バスケットボール シュート率上げる。体力アップ。 

58 奉仕体験 毎朝の清掃活動 ごみが落ちていない学校にする。 

自然体験 かたしな高原での３泊６日のキャンプ 高原の気候等の変化を体験、森林の観察 

教養体験 漢字を覚える 漢字テスト合格 

運動体験 バスケットボール シュート率上げる。体力アップ。 

59 奉仕体験 毎朝の清掃活動 ごみが落ちていない学校にする。 

自然体験 かたしな高原での３泊７日のキャンプ 高原の気候等の変化を体験、森林の観察 

教養体験 バスケットボールに関する戦術を知る。 練習方法を自分で考えられるようになる。 

運動体験 バスケットボール シュート率上げる。体力アップ。 

60 奉仕体験 毎朝の清掃活動 ごみが落ちていない学校にする。 

自然体験 かたしな高原での３泊８日のキャンプ 高原の気候等の変化を体験、森林の観察 

教養体験 バスケットボールに関する戦術を知る。 練習方法を自分で考えられるようになる。 

運動体験 バスケットボール シュート率上げる。体力アップ。 

61 奉仕体験 身近なゴミ拾い 身近な生活範囲のごみを拾いきれいにする。 

自然体験 かたしな高原での３泊８日のキャンプ 高原の気候等の変化を体験、森林の観察 

教養体験 一般教養（特に漢字）を覚える 漢字テスト合格。テスト勉強。ニュースを見る。 

運動体験 体力向上 バスケット、市民体育館のジムでトレーニング 

62 奉仕体験 広い心をもつ 自分にできること（特に掃除）を続ける。 

自然体験 かたしな高原での３泊８日のキャンプ 高原の気候等の変化を体験、森林の観察 

教養体験 お菓子作り いろいろなレシピを見る。実際に作ってみる。 

運動体験 体力向上 ウォーキング、バスケットボール、バドミントン 

63 奉仕体験 毎朝の清掃活動 ごみが落ちていないきれいな学校にする 

自然体験 かたしな高原での３泊８日のキャンプ 高原の気候等の変化を体験、森林の観察 

教養体験 バスケットボールに関する戦術を知る。 練習方法を自分で考えられるようになる。 

運動体験 バスケットボール シュート率上げる。体力アップ。 

64 奉仕体験 清掃活動  清掃活動 

自然体験 合宿企画 合宿企画 

教養体験 企画立案やプレゼンテーション 企画立案の手法やプレゼンの手法を身に付ける。 

運動体験 陸上競技 陸上競技 

65 奉仕体験 清掃活動 清掃活動 

自然体験 旅行企画 旅行企画 
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教養体験 読書 読書 

運動体験 通勤時 通勤時 

66 奉仕体験 高校生に、対話を通したキャリア支援 NPOカタリバヘへの参加 

自然体験 同年齢世代との交流、合宿の企画・運営 研究室の合宿 

教養体験 体育科教育の専門的知識を高める 自主ゼミナールの実施 

運動体験 健康維持、バスケットボール技術向上 バスケットボールのクラブチームに通う 

67 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 教材の研究 教材を作成する 

運動体験 バスケットボール シュート、パスを中心に練習する 

68 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 教材の研究 剣道の教材を作成する 

運動体験 剣道 剣道で精神力を鍛える 

69 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 跳躍競技に関する教材作成 魅力が伝わるような教材づくり 

運動体験 陸上競技 タイムを縮める 

70 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 教材の研究 教材を作成する 

運動体験 サッカー 技術を向上させる 

71 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 ネット型教材の研究 ネット型教材について調べる。開発する。 

運動体験 バレーボール 技術を向上させる 

72 奉仕体験 児童館サポートボランティア 子供たちが安全に遊べるように環境づくり 

自然体験 苗場スキー場にてスノーボード体験 都会では味わえない自然を感じる 

教養体験 読書 教師になるために必要不可欠な教養を育む 

運動体験 部活動（野球） 野球における技能向上、専門的知識スキルの向上 

73 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 教材の研究 教材を作成する 

運動体験 サッカー 技術を向上させる 

74 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 ゴール型教材の研究 教材を作成する 

運動体験 ハンドボール 変化に富んだプレーができるようになる 

75 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 教材の研究 球技の教材研究 

運動体験 バスケットボール シュート、パスを中心に練習する 

76 奉仕体験 新メンバーを中心にダンス、歌、芝居サポート 今まで学んできたことを全てメンバーに伝える。 

自然体験 北陸の寒い冬の中での農作業体験。 暖かい季節に向けての準備を整える。 

教養体験 TOEICの試験を受ける TOEICで600点以上とる。 

運動体験 正しい筋肉の付け方を学ぶ。 筋肉量、体脂肪のバランスを整える。 

77 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 ゴール型教材の研究 教材を作成する 

運動体験 バスケットボール シュート率の向上 

78 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 教材の研究 教材を作成する 
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運動体験 バスケットボール 効果的なパスについて考えながら練習 

79 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 教材の研究 教材を作成する 

運動体験 バスケットボール チームワークを大切にする 

80 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 教材の研究 ネット型教材について調べる。開発する。 

運動体験 バスケットボール シュート、パスを中心に練習する 

81 奉仕体験 一輪車教室のサポートボランティア 子どもが一輪車で楽しめるようサポートする 

自然体験 高校生の行事指導での遠泳 海で遠泳をし、自然の厳しさや雄大さに触れる 

教養体験 教材の研究 教材を作成する 

運動体験 一輪車 2016年夏の全国大会で優勝するために練習 

82 奉仕体験 部室の掃除 部員が過ごしやすい環境をつくる 

自然体験 ２泊３日のスキー合宿 スキー・スノーボードを滑れるようにする。 

教養体験 教員採用試験の勉強 教員採用試験に向けて勉強し、教養を増やす。 

運動体験 競泳 競泳の試合で全国大会の標準タイムを切る。 

83 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 陸上競技教材の研究 分かりやすい教材を作成する 

運動体験 陸上競技 走り幅跳びの距離を伸ばす 

84 奉仕体験 身の回りをクリーンに保つ 職場やその周辺の環境整備 

自然体験 自然を通しての地域活動 地方の自然や人とのつながりを学ぶ 

教養体験 コミュニティの作り方を学ぶ コミュニケーションを実践する 

運動体験 体力の向上 ランニングやサイクリング 

85 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 陸上教材の研究 教材を作成する 

運動体験 陸上競技 7種競技の技術を高める 

86 奉仕体験 学校内をきれいにするためのゴミ拾い 当たり前のようにごみを拾えるようにする。 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 料理ができるようにする。 レパートリーを増やし、手際よく作る 

運動体験 健康状態を維持する。 体を動かしたり、トレーニングしたりする。 

87 奉仕体験 小学校学習ボランティア 子ども達との接し方を学ぶ 

自然体験 箱根で自然体験 箱根で自然体験をする（自然散策） 

教養体験 語学力向上（英語） 英語検定で、検定合格をめざす 

運動体験 部活動（陸上競技）陸上トレーニング スピード持久力をつける 

88 奉仕体験 社会貢献事業を実施する ビブリオバトルを通して人の交流の場を作る 

自然体験 野外キャンプ、ハイキング 自然の中で生きる力を身に付ける 

教養体験 知識を身に付ける 書評をできるように本を読みこむ。 

運動体験 体力増強 1日30分以上のウォーキングを行う 

89 奉仕体験 社会貢献事業を実施する ビブリオバトルを通して、人の交流の場を作る 

自然体験 野外キャンプ、ハイキング 自然の中で生きる力を身に付ける 

教養体験 知識を身に付ける 書評をできるように本を読みこむ。 

運動体験 体力増強 1日30分以上のウォーキングを行う 

90 奉仕体験 社会貢献事業を実施する ビブリオバトルを通して交流の場を作る 

自然体験 野外キャンプ、ハイキング 自然の中で生きる力を身に付ける 

教養体験 知識を身に付ける 書評をできるように本を読みこむ。 

運動体験 体力増強 1日30分以上のウォーキングを行う 

91 奉仕体験 清掃活動 身の回りの清掃活動 

自然体験 野外活動 自然散策 

教養体験 英語力の向上 基礎を身に付ける 

運動体験 サイクリング 体力増進 
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92 奉仕体験 清掃活動 身の回りの清掃活動 

自然体験 野外活動 自然散策 

教養体験 社会人としての教養を身に付ける 定期的に新聞に目を通す 

運動体験 サイクリング 体力増進 

93 奉仕体験 清掃活動 身の回りの清掃活動 

自然体験 野外活動 自然散策 

教養体験 社会人としての教養を身に付ける 定期的に新聞に目を通す 

運動体験 サイクリング 体力増進 

94 奉仕体験 清掃活動 身の回りの清掃活動 

自然体験 野外活動 自然散策 

教養体験 英語力の向上 基礎を身に付ける 

運動体験 サイクリング 体力増進 

95 奉仕体験 中国語サポーターをする 希望者に中国語や中国文化を教える 

自然体験 冬の自然を体験し改めて自然の過酷さを知る 暖の取り方や寒さのしのぎ方を学ぶ 

教養体験 TOEIC TOEIC500点程度の力を身につける 

運動体験 筋力トレーニング 怪我する以前の筋力を身につける 

96 奉仕体験 地域の安全向上 パトロールを中心に見回り・啓蒙する 

自然体験 冬の自然を体験し改めて自然の過酷さを知る 暖の取り方や寒さのしのぎ方を学ぶ 

教養体験 英語と数学の力を上げる 基礎学力の向上 

運動体験 テニス 初めてのスポーツを通して、運動神経向上 

97 奉仕体験 掃除 身の回りの清掃活動 

自然体験 ハイキング、宿泊 自然を散策 

教養体験 教養を身に付ける 一般常識を勉強する 

運動体験 歩く（ウォーキング） 体力増進 

98 奉仕体験 掃除 身の回りの清掃活動 

自然体験 ハイキング、宿泊 自然を散策 

教養体験 教養を身に付ける 一般常識を勉強する 

運動体験 歩く（ウォーキング） 体力増進 

99 奉仕体験 掃除 身の回りの清掃活動 

自然体験 ハイキング、宿泊 自然を散策 

教養体験 教養を身に付ける 一般常識を勉強する 

運動体験 歩く（ウォーキング） 体力増進 

100 奉仕体験 板橋区との連携事業にボランティアで参加 地域に貢献する、ゴミ拾いする 

自然体験 自然体験活動 自然散策、自然とふれあう 

教養体験 三線を習う 一曲弾けるようにする 

運動体験 体力作り 週1回キャッチボールなどの球技を継続して行う 

101 奉仕体験 自分が住む街をキレイにする 毎朝犬の散歩をしながらゴミ拾い 

自然体験 自然体験活動 自然散策、自然とふれあう 

教養体験 正しい日本語が使えるようにする 日本語検定・声優検定合格 

運動体験 水泳 週に1hスイミングに通う 

102 奉仕体験 気持ちよく過ごせるようにする 駅から大学までのゴミ拾い 

自然体験 自然体験活動 自然散策、自然とふれあう 

教養体験 就活に必要な学力を取り戻す SPIの勉強 

運動体験 ストレッチ 毎日10分ストレッチ、筋肉を柔軟にする 

103 奉仕体験 地域の清掃活動 地域のゴミ拾いをしながら通う 

自然体験 自然体験活動 自然散策、自然とふれあう 

教養体験 日本語の学習 日本語検定2級合格を目指す 

運動体験 弓道 巣引き、筋力をつける 

104 奉仕体験 地域貢献 大学からアパートまでのゴミ拾いをする 

自然体験 自然体験活動 自然散策、自然とふれあう 

教養体験 ピアノ 新しい曲にチャレンジし弾けるようにする 

運動体験 柔軟体操 毎晩10分柔軟体操をする 

105 奉仕体験 住んでいる地域を大切にする、キレイにする 地域の人との交流を増やす 
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自然体験 地元の自然にふれる 自然の厳しさを知る、新潟県の自然を満喫する 

教養体験 日本語検定の勉強と語彙力向上 日本語検定3級合格 

運動体験 運動不足の解消 体力をつける 

106 奉仕体験 板橋区との連携事業にボランティアで参加 地域に貢献する 

自然体験 自然体験活動 自然散策 

教養体験 日本語の学習 日本語検定3級合格を目指す 

運動体験 ストレッチ、体力向上 毎日10分ストレッチ運動 

107 奉仕体験 地域貢献 廃棄自転車の処理、ゴミ拾い 

自然体験 自然体験活動 自然散策 

教養体験 風景写真を撮り、腕をあげる 毎日1枚季節感のある写真を撮る 

運動体験 筋トレ、ウォーキング ウォーキングや筋トレをする 

108 奉仕体験 地域をキレイに住みやすいところにする 大学からアパートまでのゴミ拾いをする 

自然体験 自然体験活動 静岡の自然にふれる 

教養体験 日本語の知識の向上 語彙力検定合格を目指す 

運動体験 バスケットボール 試合で最後まで走りきる 

109 奉仕体験 住んでいる地域を大切にする、キレイにする 地域の人との交流を増やす 

自然体験 自然体験活動 富士山を見る、散策する 

教養体験 知識を増やす 秘書検定、英語検定、天声人語を読む 

運動体験 日々の体力作り 技術の向上 

110 奉仕体験 地域講演 ゴミ拾い 

自然体験 自然体験活動 静岡の自然を散策する 

教養体験 日本語力を伸ばす 日本語検定合格を目指す 

運動体験 バドミントン 技に磨きをかける 

111 奉仕体験 総合グラウンド内清掃 感謝の気持ちを込めて清掃 

自然体験 熱海での1泊2日海、磯探索 砂浜に漂流しているものを探す 

教養体験 筆ペン習字 将来祝儀袋に書くときに美しく書けるようにする 

運動体験 陸上競技（走り幅跳び） 全日本インカレ出場 

112 奉仕体験 児童館／剣道道場少年指導 子どもに剣道を指導するボランティア 

自然体験 苗場スキー場にてスノーボード体験 都会では味わえない自然を感じる 

教養体験 読書 通学途中に知識を貯える 

運動体験 部活動（剣道） 技術を高める 

113 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 ラフティング 仲間と力を合わせる 

教養体験 読書 体育に関する本を読む 

運動体験 部活動（水泳） タイムを縮める 

114 奉仕体験 地域の活動に参加する ゴミ拾い 

自然体験 自然散策 植物の観察、山の観察 

教養体験 本を読む 知識を増やす 

運動体験 体力向上 走る、歩く、筋トレ 

115 奉仕体験 地域の活動に参加する ゴミ拾い 

自然体験 自然散策 植物の観察、山の観察 

教養体験 英語検定 合格する 

運動体験 体力向上 走る、歩く、筋トレ 

116 奉仕体験 地域の人の暮らしを支える 地域のボランティアに参加する 

自然体験 健康な生活 自然の日光を浴びる 

教養体験 活字を読む 本を読む 

運動体験 体を動かす 持久力と腹筋を復活させる 

117 奉仕体験 地域の人の暮らしを支える 地域のボランティアに参加する 

自然体験 健康な生活 自然の日光を浴びる 

教養体験 活字を読む 本を読む 

運動体験 体を動かす 持久力と腹筋を復活させる 

118 奉仕体験 地域の人の暮らしを支える 地域のボランティアに参加する 

自然体験 健康な生活 自然の日光を浴びる 
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教養体験 日本の現状を知る 新聞を読む 

運動体験 体を動かす 持久力と腹筋を復活させる 

119 奉仕体験 地域の人々の暮らしを考える 地域のボランティアに参加する 

自然体験 健康な生活 自然の日光を浴びる 

教養体験 日本の現状を知る 新聞を読む 

運動体験 ダイエットトレーニング ダイエットトレーニング３ｋｇ痩せる 

120 奉仕体験 地域の人の暮らしを支える 地域のボランティアに参加する 

自然体験 自然を身近に感じる 自然が豊かな場所に行く 

教養体験 世の中を知るため ニュースを見る 

運動体験 ダイエットトレーニング ダイエットトレーニング３ｋｇ痩せる 

121 奉仕体験 母への負担を減らすための手伝い 妹の世話をする 

自然体験 自然を身近に感じる 自然が豊かな場所に行く 

教養体験 世の中を知るため ニュースを見る 

運動体験 ダイエットトレーニング かわいい洋服を着るために5㎏やせる 

122 奉仕体験 地域の人の暮らしを支える 地域のボランティアに参加する 

自然体験 自然を身近に感じる 自然が豊かな場所に行く 

教養体験 日本の現状を知る 新聞を読む 

運動体験 健康な身体づくり ジョギング 

123 奉仕体験 地域の人の暮らしを支える 地域のボランティアに参加する 

自然体験 自然を身近に感じる 自然が豊かな場所に行く 

教養体験 日本の現状を知る 新聞を読む 

運動体験 体を動かす 持久力と腹筋を復活させる 

124 奉仕体験 地域の人の暮らしを支える 地域のボランティアに参加する 

自然体験 自然を身近に感じる 自然が豊かな場所に行く 

教養体験 世の中を知るため ニュースを見る 

運動体験 健康な身体づくり ジョギング 

125 奉仕体験 地域の人の暮らしを支える 地域のボランティアに参加する 

自然体験 健康な生活 自然の日光を浴びる 

教養体験 世の中を知るため ニュースを見る 

運動体験 健康な身体づくり ジョギング 

126 奉仕体験 地域の人の暮らしを支える 地域のボランティアに参加する 

自然体験 自然を身近に感じる 自然が豊かな場所に行く 

教養体験 一般教養を身に着ける 新聞を読む、本を読む 

運動体験 健康な身体づくり ジョギング 

127 奉仕体験 地域の人の暮らしを支える 地域のボランティアに参加する 

自然体験 健康な生活 自然の日光を浴びる 

教養体験 一般教養を身に着ける 新聞を読む 

運動体験 健康な身体づくり ジョギング 

128 奉仕体験 地域貢献 小学校ボランティア 

自然体験 宿泊 山登り、スキー 

教養体験 資格試験 簿記の勉強 

運動体験 体力作り トライアル参加 

129 奉仕体験 地域貢献 小学校ボランティア 

自然体験 宿泊 山登り、スキー 

教養体験 秘書検定 秘書検定3級 

運動体験 体力作り トライアル参加 

130 奉仕体験 地域貢献 小学校ボランティア 

自然体験 宿泊 雪山キャンプ 

教養体験 英語検定 3級をとる 

運動体験 体力作り トライアル参加 

131 奉仕体験 台東区内の地域清掃 施設整備等 清掃してきれいにする 

自然体験 野外で自然散策 植物や大地にふれる。観察する。 

教養体験 英語の学力向上 英語の勉強をする。単語を覚える。文法も覚える。 
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運動体験 ジョギング、体力向上 走る、歩く、筋トレする 

132 奉仕体験 地域の活動に参加する ゴミ拾い 

自然体験 自然散策 植物の観察、山の観察 

教養体験 秘書検定 秘書検定3級 

運動体験 球技 いろいろな球技に挑戦 

133 奉仕体験 地域の活動に参加する ゴミ拾い 

自然体験 自然散策 植物の観察、山の観察 

教養体験 英語検定 合格する 

運動体験 体力向上 走る、歩く、筋トレ 

134 奉仕体験 ゴミ拾い 地域を綺麗にする 

自然体験 冬の自然を体験し改めて自然の過酷さを知る 暖の取り方や寒さのしのぎ方を体験から学ぶ 

教養体験 簿記の勉強をする 簿記3級取得程度の力をつける 

運動体験 ランニング 体力向上 

135 奉仕体験 台東区地域貢献活動 台東区内の地域清掃 施設整備等 

自然体験 屋久島山岳体験 屋久島に生息する植物観察 

教養体験 軽音楽 ギター・ドラムレッスン 

運動体験 ヒップホップダンス レッスンを通じて３曲踊れるようにする 

136 奉仕体験 身近な生活のボランティア活動 楽しく生きがいもって生活できるように 

自然体験 初島キャンプ（1泊2日） キャンプや星空観察、自然体験等 

教養体験 英検2級合格 英検2級の取得 

運動体験 ランニング 健康管理のため 

137 奉仕体験 身近な生活のボランティア活動 毎日が充実して楽しく生きがいもつ 

自然体験 初島キャンプ（1泊2日） キャンプや星空観察、自然体験等 

教養体験 英検準２級合格 英検準2級の取得 

運動体験 ランニング 健康管理のため 

138 奉仕体験 知的障がい者音楽活動ボランティア 音楽活動のサポート 

自然体験 キャンプスキルアップ プレパーク・ボーイスカウトキャンプアシスト 

教養体験 リーダースキルアップ リーダーシップについて学ぶ 

運動体験 サイクリング 交通手段は自転車を利用し体力をつける 

139 奉仕体験 地域をキレイにする 自宅周辺のゴミ拾い 

自然体験 キャンプに参加する キャンプで自然にふれる 

教養体験 吹奏楽部の定期演奏会に向けて ユニフォニアムのパートをマスターする 

運動体験 クラシックバレエ発表会 柔軟体操に取り組む 

140 奉仕体験 ボランティアをして地元を知る 人と接する 

自然体験 キャンプを通して自然を散策する 自然を楽しむ、キャンプを楽しむ 

教養体験 知識を付ける 一ヶ月に３冊読む 

運動体験 体力向上 毎日続ける 

141 奉仕体験 子供の見守り 近所を見守る 

自然体験 キャンプを通して自然を散策する 自然を楽しむ、キャンプを楽しむ 

教養体験 読書 読む速度を上げる 

運動体験 体力増強 毎日続ける 

142 奉仕体験 図書室の整理、こどもと接する 子ども達と楽しむ（児童館）して地域に貢献 

自然体験 キャンプに参加する キャンプで自然にふれる 

教養体験 美術部員としてホールアートを完成させる 部員でよく話し合いながら活動する 

運動体験 室内レク部員として体力向上のために取り組む 毎週1時間レクリエーションに取り組む 

143 奉仕体験 知的障がい者音楽活動ボランティア 音楽活動のサポート 

自然体験 キャンプスキルアップ プレパーク・ボーイスカウトキャンプ 

教養体験 リーダースキルアップ リーダーシップについて学ぶ 

運動体験 サイクリング 交通手段は自転車を利用し体力をつける 

144 奉仕体験 地域を知り、地域に対する考えを深める 子供たちが楽しく過ごせるようサポートする。 

自然体験 水海道あすなろの里でキャンプを行う。 自然の中での危険を知り安全にゲームを楽しむ 

教養体験 レクレーションリーダー レクレーションをこどもたちに指導 

運動体験 サイクリング、ランニング 足立区内をなるべく交通機関を使わず移動する 
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145 奉仕体験 災害ボランティア 廃品の回収（災害備え）、被災地支援 

自然体験 キャンプと自然散策 山中湖や富士山の自然に触れる 

教養体験 武道における戦術を学ぶ 武道に関する本を読む 

運動体験 剣道 精神力を鍛える 

146 奉仕体験 公共施設の清掃 よさこいの練習時に利用する施設の清掃をする 

自然体験 地域団体の遠征企画 高知遠征の企画・運営 

教養体験 日本の伝統文化を知る よさこいの練習に参加 

運動体験 基礎体力の向上 よさこいの練習に参加 

147 奉仕体験 まちの魅力を伝える こがロケのライターとして協力する 

自然体験 自然を体感する オレゴン州の自然に触れる 

教養体験 TOEFL 毎日30分、英会話講座を受けて英語になれる 

運動体験 足腰を鍛える ジョギング練習 

148 奉仕体験 幼児の経験を豊かにする 幼児に向けてパネルシアターを行う 

自然体験 自然を体感する 千葉の海で潮の満ち引きを感じながら天体観測 

教養体験 ピアノを弾いて心を豊かに ピアノの練習 

運動体験 ヨガを通して健康な身体づくり ヨガを楽しむ 

149 奉仕体験 学習支援ボランティア 児童の学習を支援する 

自然体験 野外活動 自然を楽しむ、キャンプを楽しむ 

教養体験 日本の企業文化を知る 企業体験をする 

運動体験 健康管理 ウォーキングを通じた健康増進 

150 奉仕体験 公共施設の美化 公共施設の美化活動に参加し、街をきれいにする 

自然体験 北海道の特産品について学ぶ かぼちゃに着目し、その特長等を学ぶ 

教養体験 「遊び」の研究 「遊び」に関する本、論文等を読み研究 

運動体験 苦手な運動の能力向上 バレーボールの運動技術・能力を向上させる。 

151 奉仕体験 効率良く研究ができるよう、研究室の環境整備 清潔感を保つように心得る。 

自然体験 地域の学びを深める 箱根温泉・鎌倉の自然に宿泊 

教養体験 修士論文に向けて教養・知識をつける 週に１日２時間以上文献を読む 

運動体験 体力向上、技術の向上のためにサッカーを行う。 週に１日２時間以上サッカーを行う。 

152 奉仕体験 東京パラリンピックの支援 障害者のスポーツを楽しめる環境づくり 

自然体験 群馬県尾瀬の自然散策 街並みや自然を散策する 

教養体験 スペインで国際交流 スペイン語の勉強をする 

運動体験 剣道 強い精神力と高い技能を極める 

153 奉仕体験 身近な生活のボランティア活動 楽しく生きがいもって生活できるように 

自然体験 初島キャンプ（1泊2日） キャンプや星空観察、自然体験等 

教養体験 英検2級合格 英検2級の取得 

運動体験 ランニング 健康管理のため 

154 奉仕体験 地域ボランティアへ参加する 地域の清掃、催事などに参加して地域に貢献する 

自然体験 山林での散策と野外キャンプ 植物や動物などに触れる 

教養体験 社会人として必要なスキルを身に付ける 本や新聞を読んで社会情勢を知る。考える。 

運動体験 ウォーキング 1日30分のフォーキング 

155 奉仕体験 清掃 身の回りの清掃活動 

自然体験 野外キャンプ 自然散策や星空観察など 

教養体験 英語 英単語を１００個覚える 

運動体験 体力向上 ジョギング 

156 奉仕体験 支援が必要な子どもへの指導方法を知る 児童の指導補助へ入る 

自然体験 屋久島の自然についてまとめる 現地に向かい、島の各所(山、滝など)を巡る 

教養体験 留学へ行く資格を取るために、TOEIC650以上 1種間で文法１単元、単語200語 

運動体験 持久力をつける。１０㎞走れるようになる 1週間で100分のジョギングをする 

157 奉仕体験 学習支援ボランティア 児童の学習を支援する 

自然体験 キャンプ キャンプと自然散策 

教養体験 一般教養を身に付ける SPIテストの勉強 

運動体験 体力向上 ジョギング 

158 奉仕体験 広報ボランティア ボランティア団体の広報を手伝う 
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自然体験 キャンプ キャンプと自然散策 

教養体験 クラリネットの演奏 クラリネットの技術を高める 

運動体験 体操、ウォーキング ウォーキング 

159 奉仕体験 清掃活動 身近な場所のごみを拾い 

自然体験 キャンプ 自然散策 

教養体験 一般教養を身に付ける SPIテストの勉強 

運動体験 体力を向上させる ウォーキングを楽しむ 

160 奉仕体験 活動領域の環境改善・整頓 環境を整備する 

自然体験 アウトドア活動 自然に触れて感性を豊に 

教養体験 感性・スキルを身に付ける 関心ある領域を広げる 

運動体験 アルティメット 日本代表を目指す 

161 奉仕体験 清掃活動 町内のゴミ拾い 

自然体験 自然観察 流星群を観察する 

教養体験 クイズ研究 クイズ技能の向上 

運動体験 身体を鍛える ランニング 

162 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 自然散策 

教養体験 教材の研究 教材を作成する 

運動体験 少林寺 形作り 

163 奉仕体験 サッカー支援ボランティア 児童にサッカーの楽しさを教える 

自然体験 キャンプ 自然の中で生活を体験する 

教養体験 ストレッチの研究 ストレッチについて 

運動体験 サッカー 体力の向上 

164 奉仕体験 小学校の保健室ボランティア 子どもをサポートする 

自然体験 長野での宿泊を伴った星空観察 その土地の文化や自然を知り、星空観察を楽しむ 

教養体験 教員免許取得に向けた自主学習 苦手科目の克服 

運動体験 基礎体力の向上 1週間のうち最低30分は有酸素運動を取り入れる 

165 奉仕体験 小学校保健室のボランティア 子どもが元気に学校生活を送れるように支援 

自然体験 長野での宿泊を伴った星空観察 自然にふれ、感性を高める 

教養体験 教員免許取得のための自主学習 学力向上 

運動体験 基礎体力の向上 有酸素運動 

166 奉仕体験 小学校保健室でのサポートボランティア 子どもたちが健康な学校生活を送れるよう支援 

自然体験 長野での冬の自然体験・星空観測 長野県の自然を、野外体験を通して体感する 

教養体験 教員免許取得のための自主学習 各分野の基礎を身に着け、苦手分野を克服する 

運動体験 基礎体力の向上 日頃からの運動を習慣化する 

167 奉仕体験 日本赤十字社のボランティア、地域の清掃 献血協力を呼びかける。清掃する。 

自然体験 二泊三日のスキー 自然に触れながら体を動かす 

教養体験 自主的学習 じぶんの学力向上のため 

運動体験 家から駅までの徒歩 毎週続けて行う 

168 奉仕体験 皆の笑顔を見る 子供と遊ぶ、掃除 

自然体験 宿泊 山登り、スキー 

教養体験 秘書検定 秘書検定3級 

運動体験 ダンスの練習 体力を上げる 

169 奉仕体験 地域貢献 小学校ボランティア 

自然体験 宿泊 雪山キャンプ 

教養体験 数学検定 準2級取得 

運動体験 体力作り トライアル参加 

170 奉仕体験 皆の笑顔を見る 子供と遊ぶ 

自然体験 宿泊 山登り、スキー 

教養体験 資格を沢山取る 資格取得 

運動体験 体力作り ダンスの練習 

171 奉仕体験 地域貢献 小学校ボランティア 

自然体験 宿泊 山登り 
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教養体験 ライフケアカラー検定 2級取得 

運動体験 体力作り ダンスの練習 

172 奉仕体験 地域貢献 役にたつことをする 

自然体験 宿泊 山登り、スキー 

教養体験 検定取得 勉強する 

運動体験 ダンス 体力をつける 

173 奉仕体験 地域貢献 ゴミを拾う 

自然体験 宿泊 山登り 

教養体験 英語の勉強 英検の取得に向けて勉強する 

運動体験 体力作り ダンスの練習 

174 奉仕体験 中学校でのスチューデントサポーター 子どもたちとコミュニケーションをとる 

自然体験 登山・ハイキング 自然に触れる 

教養体験 基礎学力を高める 苦手な英語と数学の理解を深める 

運動体験 基礎体力をつける バレーボールでのパフォーマンスに磨きをかける 

175 奉仕体験 地域の清掃活動 地域が少しでも綺麗になるようにゴミ拾い 

自然体験 スノーボード合宿&キャンプ 自然のものをつかってキャンプをする 

教養体験 教員採用試験 教員採用試験合格 

運動体験 テニスの練習 テニス技術の向上 

176 奉仕体験 小学校のピアサポーター 児童の授業をサポート、遅れがある子の指導 

自然体験 山中湖散策予定 歩いて散策し自然を身近に感じる 

教養体験 SPI 就職にむけて基礎学力向上 

運動体験 ウォーキング 基礎体力向上、マラソンにもチャレンジしたい 

177 奉仕体験 小学校の保健室ボランティア 子供とかかわることで児童理解や対応方法を学ぶ 

自然体験 別所温泉での自然体験 自然散策や工作体験を行う 

教養体験 基礎学力向上のための自主学習 週一回90分の講座出席・自主学習 

運動体験 ウォーキング 体力向上 

178 奉仕体験 小学校の学校支援 児童が安全に楽しい学校生活が送れるように支援 

自然体験 高野山の登山 植物や動物など自然の観察をする 

教養体験 数学の学力を高める SPIテストの数学の分野の満点を目指す 

運動体験 体力向上 マラソン大会完走 

179 奉仕体験 学校、学習支援 常に児童を見て、判断できるようにする 

自然体験 １泊２日のスノーボード体験 動植物を発見しながらスノボの技術を身につける 

教養体験 基礎学力の向上 大学が用意したテキスト２冊を解ききる 

運動体験 ダンスを踊りきるための体力の向上 体力向上、筋肉トレーニングを行う 

180 奉仕体験 子どもたちの学習を支援する 子どもとの信頼関係を築く 

自然体験 スノーボードの上達 自然と触れ合う 

教養体験 基礎学力を身につける 学力向上 

運動体験 運動習慣の確立 日常の歩数の増加 

181 奉仕体験 放課後学習室のボランティア 子どもに勉強を教える、一緒に遊ぶ 

自然体験 長野県で一泊二日 諏訪湖やお寺を巡り、自然に触れ合う 

教養体験 基礎学力をつける 教員採用試験の過去問を6割正答する 

運動体験 ウォーキング、ストレッチ、ランニング 運動する機会を週に1時間設ける 

182 奉仕体験 地域を気持ちよく過ごせるようにする。 毎日10分地域のための活動をする。 

自然体験 日本文化について学ぶ（予定） 京都で郷土料理や着物を体験する。 

教養体験 教員採用試験のための学力向上。 学校法規の講座受講と自主学習。 

運動体験 高尾山を一定のペースで登りきる。 週に一度は1日1万歩以上歩く。 

183 奉仕体験 児童の様子や接し方をみて学ぶ 児童との距離感をつかむ 

自然体験 おばあちゃんの家に泊まり歴史を学ぶ 埼玉古墳やお城について学ぶ 

教養体験 採用試験に向けて苦手をなくす 苦手なものをなくす 

運動体験 試合ができるようになる しっかり打てるように一週間に一回練習する 

184 奉仕体験 相談室スチューデントサポートボランティア 児童が毎日相談室に登校できるようサポート 

自然体験 スキー体験 雪山の自然や動物の足跡などを観察する 

教養体験 教員採用試験にむけて、一般教養を勉強する 英・国・数の講座に参加し、学力を向上させる 
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運動体験 ウォーキング 週1回1時間ウォーキング、運動不足を改善する 

185 奉仕体験 学校の雰囲気を体験しておく 週一で相談室に入り、子どものサポートをする 

自然体験 日光で2泊3日の自然体験や歴史に触れる 日光で寺社を巡ったりする 

教養体験 試験に必要な知識を学習する 週一で一般教養の範囲のものを学習する 

運動体験 体力向上のため 週一で一時間は走るか歩く 

186 奉仕体験 地域と大学内のゴミ拾いと草むしり 綺麗な環境で生活できるようにする。 

自然体験 京都に1泊2日で歴史的建造物を観光 歴史的建造物を見て歴史に触れる 

教養体験 古文と英語の復習をする 苦手教科の克服 

運動体験 ストレッチ、部活(テニス) 体を柔らかくして怪我をしにくくする 

187 奉仕体験 地域の清掃 地域の人が気持ちよく生活できるようにサポート 

自然体験 雪山で2泊3日のスノーボード 雪を思う存分楽しむ。 

教養体験 勉強全般。 基礎力を上げる 

運動体験 ウォーキング、サイクリング 少しずつ運動する 

188 奉仕体験 放課後デイサービスのサポートボランティア 子どもたちが安心して安全に遊べるよう援助する 

自然体験 1泊2日で長野の雪山の自然を知る スキーやスノボーで雪山で遊ぶ 

教養体験 基礎学力、基礎知識をつける 苦手教科克服のため毎日2時間勉強する 

運動体験 体力をつけ、疲れにくい体をつくる 毎週1時間は意識してウォーキングをする 

189 奉仕体験 新座市適応指導教室ではボランティア 適応指導教室の実態を知る 

自然体験 箱根の自然散策 自然に作られた地形などを学ぶ 

教養体験 教員採用試験 東京都教員採用試験合格 

運動体験 ウォーキング 体力向上 

190 奉仕体験 学校支援 学校の実情を理解し、先生方の手助けをする 

自然体験 高尾山で登山 山に登って自然と触れ合う 

教養体験 養護教諭に関する知識を身につける 一般教養や専門教養等の知識を身につける 

運動体験 体力づくり 毎週1時間以上運動する 

191 奉仕体験 小学校の学習サポートボランティア 発達段階を踏まえ、分かりやすい言葉を使う。 

自然体験 軽い登山をする 歩きながら都会との空気の違いを感じる 

教養体験 養護教諭の採用試験 採用試験合格 

運動体験 ウォーキング、自転車、テニス 体力向上、睡眠をよくする 

192 奉仕体験 快適な街づくりに貢献する ごみを拾う 

自然体験 天体観測 星座を見つけたり、星の動きを観測したりする 

教養体験 教員採用試験に合格する 資料を整理し、確認テストを行う 

運動体験 体力向上 駅まで歩く 

193 奉仕体験 小学校の教育サポート 子どもと勉強への距離感を縮める 

自然体験 秩父の山での3泊4日のキャンプ 自然に関わる中でなかまの仲を深める 

教養体験 教職課程センターの講座 教養を身につける 

運動体験 ボランティア先まで歩いていく 体力向上 

194 奉仕体験 近所の清掃活動 歩くときに気持ちよく思ってもらえるよう活動 

自然体験 日光市にて一泊二日の寺社めぐりと散策 歴史を学び、自然の中で過ごすのかを学ぶ。 

教養体験 英語の学力向上 英語検定2級の取得 

運動体験 基礎体力の向上 開始当初よりも持久力を向上させる 

195 奉仕体験 さわやか相談室での学級復帰を目的とした支援 毎週さわやか相談室に通い子供の変化に気がつく 

自然体験 スノーボード 雪山の危険を学ぶ 

教養体験 基礎学力を身につける 苦手な数学の克服 

運動体験 毎週稽古をする 試合で勝てるようにする 

196 奉仕体験 スチューデントサポーター(中学校の相談室) 中学生の相談を聞く、勉強の支援 

自然体験 日光2泊3日でお寺などの名所巡り予定 名所から日本文化を学ぶ 

教養体験 書道 書道で３段以上取得 

運動体験 体力向上 日常に運動をとりいれる 

197 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 中学校における陸上競技支援 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 教材の研究 教材を作成する 

運動体験 ハードル タイムを縮める 
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198 奉仕体験 指導者としてスカウトたちの活動を支援する 進級に向けて活動を支援する。 

自然体験 自然にあるものを使って野営する 木や竹を使って寝床を使って一泊過ごす 

教養体験 野外技術についての知識を深める。 野外章・炊事章ハンドブックから内容を理解する 

運動体験 体力をつける ランニングで下半身、素振りで上半身を鍛える 

199 奉仕体験 地域の活動に参加する ゴミ拾い 

自然体験 自然散策 植物の観察、山の観察 

教養体験 本を読む 知識を増やす 

運動体験 体力向上 走る、歩く、筋トレ 

200 奉仕体験 ビーバー隊が楽しめる活動を考える 新しいゲームを２つ考える 

自然体験 心地よく天体観測をする 簡易ベットを作る。暖を取る、ＢＧＭを探す 

教養体験 ＩＴパスポート取得 試験で600点以上取る 

運動体験 持久力・体力を付ける ＲＳ100㎞を完歩し、体力を維持する。 

201 奉仕体験 ボーイスカウト・ローバー隊活動 ボーイ隊活動等のサポート 

自然体験 ボーイ隊キャンプ ボーイ隊の活動支援 

教養体験 救急医療について 日赤救急法等資格取得 

運動体験 サイクリング 体力増進 

202 奉仕体験 地域貢献 小学校ボランティア 

自然体験 宿泊をしながら自然散策 山登り、スキー 

教養体験 英語の勉強 単語を覚える 

運動体験 体力作り トライアル参加 

203 奉仕体験 地域貢献 小学校ボランティア 

自然体験 宿泊をしながら自然散策 山登り、スキー 

教養体験 英語の勉強 新しい曲にチャレンジする 

運動体験 体力作り トライアル参加 

204 奉仕体験 地域に対する理解を深める 地域活動に参加する 

自然体験 キャンプ 自然散策 

教養体験 英語を勉強する 文法を勉強する、単語を覚える 

運動体験 体力を向上させる ウォーキングを楽しむ 

205 奉仕体験 整理整頓 自分の身の回りの環境を整える 

自然体験 自然散策と歴史巡り 歴史、自然、文化を巡る 

教養体験 英語力の向上 リスニング力を鍛える 

運動体験 バスケットボール シュート率をアップさせる 

206 奉仕体験 整理整頓 自分の身の回りの環境を整える 

自然体験 自然散策と歴史巡り 歴史、自然、文化を巡る 

教養体験 英語力の向上 リスニング力を鍛える 

運動体験 ウォーキング 快適に歩く 

207 奉仕体験 整理整頓 自分の身の回りの環境を整える 

自然体験 自然散策と歴史巡り 歴史、自然、文化を巡る 

教養体験 英語力の向上 リスニング力を鍛える 

運動体験 バスケットボール シュート率をアップさせる 

208 奉仕体験 整理整頓 自分の身の回りの環境を整える 

自然体験 自然散策と歴史巡り 歴史、自然、文化を巡る 

教養体験 英語力の向上 リスニング力を鍛える 

運動体験 陸上 より速く走る 

209 奉仕体験 整理整頓 自分の身の回りの環境を整える 

自然体験 自然散策と歴史巡り 歴史、自然、文化を巡る 

教養体験 英語力の向上 リスニング力を鍛える 

運動体験 ウォーキング 快適に歩く 

210 奉仕体験 児童生徒の放課後時間を有意義にする 子ども達が楽しくかつ安全に遊べる支援 

自然体験 スキーを通じて自然の大きさを学ぶ 怪我の内容に万全の準備をして活動する 

教養体験 漢検2級を取得する 漢検の参考書を使い学ぶ 

運動体験 運動技能の向上と健康維持を図る 体調を整え、スポーツに取り組む 

211 奉仕体験 身の回りの環境を整える 地域のゴミ拾い 
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自然体験 スキー 自然にふれる 

教養体験 韓国語を話せるようになる ハングル語検定準2級 

運動体験 体力の向上とサッカーの上達 後半／毎日10分間の筋トレ&ストレッチ 

212 奉仕体験 学園祭をよりよいものにし来場者を楽しませる スポンサーとのやりとり、宣伝活動、後輩の育成 

自然体験 スノーボードを通じて自然に触れる スノーボードを楽しむ 

教養体験 英語の学力を向上させる TOEIC700の点数をあげる 

運動体験 ユニホックの上達 積極的に活動に参加する。キーパーをやってみる。 

213 奉仕体験 観光支援ボランティア 観光する人に対応する 

自然体験 観光名所をめぐる 歴史や自然を見る 

教養体験 本を読む 観光について学ぶ 

運動体験 ウォーキング 10000歩を歩く 

214 奉仕体験 自分の街をきれいにする 毎日10分間家の周辺のゴミ拾い 

自然体験 自然にふれ安全な自然との触れ合い方を学ぶ 怪我をせずに終える 

教養体験 言語の知識を増やす 中国語の継続的な勉強と英検2級を目指す 

運動体験 身体の健康強化 ソフトテニスと自主トレ 

215 奉仕体験 観光支援ボランティア 観光する人に対応する 

自然体験 観光名所をめぐる 歴史や自然を見る 

教養体験 本を読む 観光について学ぶ 

運動体験 ウォーキング 10000歩を歩く 

216 奉仕体験 観光支援ボランティア 観光する人に対応する 

自然体験 観光名所をめぐる 歴史や自然を見る 

教養体験 本を読む 観光について学ぶ 

運動体験 ウォーキング 10000歩を歩く 

217 奉仕体験 観光支援ボランティア 観光する人に対応する 

自然体験 観光名所をめぐる 歴史や自然を見る 

教養体験 本を読む 観光について学ぶ 

運動体験 ウォーキング 10000歩を歩く 

218 奉仕体験 観光支援ボランティア 観光する人に対応する 

自然体験 観光名所をめぐる 歴史や自然を見る 

教養体験 本を読む 観光について学ぶ 

運動体験 ウォーキング 10000歩を歩く 

219 奉仕体験 学習支援ボランティア 児童の学習支援 

自然体験 野外活動 キャンプ 

教養体験 教養を学ぶ 本を読む 

運動体験 身体を鍛える 筋肉トレーニング 

220 奉仕体験 放課後の学習支援ボランティア 学校で子どもの放課後学習を支援する 

自然体験 野外活動 野外活動で互いに協力し合う 

教養体験 教材の研究 教材を作成する 

運動体験 バレーボール サーブ練習を中心にする 

221 奉仕体験 住みやすい街をつくる 地域活動に参加する 

自然体験 日本の歴史について学ぶ 歴史的名所を訪れる（仙台） 

教養体験 スポーツ観戦についての見識を深める １週間で１冊を読む 

運動体験 サッカーのパフォーマンスを向上させる 土・日にサッカーの練習をする 

222 奉仕体験 整理整頓 自分の身の回りの環境を整える 

自然体験 自然散策と歴史巡り 歴史、自然、文化を巡る 

教養体験 英語力の向上 リスニング力を鍛える 

運動体験 バスケットボール シュート率をアップさせる 

223 奉仕体験 整理整頓 自分の身の回りの環境を整える 

自然体験 自然散策と歴史巡り 歴史、自然、文化を巡る 

教養体験 英語力の向上 リスニング力を鍛える 

運動体験 陸上 より速く走る 

224 奉仕体験 スカウト指導奉仕 地位社会奉仕 

自然体験 雪中キャンプ 冬季活動の確立 
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教養体験 資格修得 社会福祉士・介護福祉士 

運動体験 自転車活動 体力増進 

225 奉仕体験 子どもとのよりよい関わり方を考える スポーツ塾、学習塾に参加する（原則週１） 

自然体験 高校生のスキー指導、自然との共生 高校の冬季スクーリングに指導者として参加 

教養体験 教員採用試験突破のために必要な知識をつける 教職教養の問題集を１冊終わらせる 

運動体験 ヨガとストレッチを通して精神と身体を整える 毎日30分、ヨガかストレッチをする 

226 奉仕体験 コミュニケーション能力を上げる 子どもや先生に自分から関わる 

自然体験 高校生のスキー指導、自然との共生 高校の冬季スクーリングに指導者として参加 

教養体験 教員採用試験、大学院入試に向けての学習 数学と英語の問題集を各１冊終わらせる 

運動体験 運動不足の解消 週に３回１時間以上歩く 

227 奉仕体験 ボランティアを通じて人の笑顔に触れる スポーツ塾、学習塾に参加する（原則週１） 

自然体験 高校生のスキー指導、自然との共生 高校冬季スクーリングに指導者として参加 

教養体験 教員採用試験突破のために必要な知識をつける 教職教養の問題集を１冊終わらせる 

運動体験 運動を通して自分の身体を大切にする ヨガのさまざまなポーズを覚え、身体をほぐす 

228 奉仕体験 子どもとのよりよい関わり方を考える スポーツ塾、学習塾に参加する（原則週１） 

自然体験 高校生のスキー指導、自然との共生 高校冬季スクーリングに指導者として参加 

教養体験 教員採用試験突破のために必要な知識をつける 教職教養の問題集を１冊終わらせる 

運動体験 剣道を通して心身を鍛える 月３回は道場へ行き、剣道の稽古をする。 

229 奉仕体験 子どもとのよりよい関わり方について考える 所属する教会での土曜学校に毎週参加する 

自然体験 高校生のスキー指導と自然との共生 高校冬季スクーリングに指導者として参加 

教養体験 教員採用試験突破のために必要な知識をつける 教職教養の問題集を１冊終わらせる 

運動体験 運動不足の解消 週に３回１時間以上歩く 

230 奉仕体験 子どもたちを喜ばせるため スポーツ塾、学習塾に参加する（原則週１） 

自然体験 高校生のスキー指導、自然との共生 高校冬季スクーリングに指導者として参加 

教養体験 教員採用試験のため古文を読めるようにする 大学受験用の問題集を２冊終わらせる 

運動体験 体重を５kg減らす 軟式野球と自主トレーニングによって５kg減量 

231 奉仕体験 子どもたちを楽しませる スポーツ塾、学習塾に参加する（原則週１） 

自然体験 田舎の暮らしを学ぶ 茨城の廃校で宿泊、生活する 

教養体験 漢字検定２級に合格する 問題集を１冊３回繰り返す 

運動体験 体重を５kg減らす 毎日自宅近隣をウォーキングして５kg減量 

232 奉仕体験 地域やの人たちに楽しく過ごしてもらう 1週間に1回、地域の人たちと接する活動をする 

自然体験 北海道ならではの自然を活かした協働作業 スケートリンク作り 

教養体験 自分の知識の幅を広げる 1週間に1時間以上のさまざまな分野の勉強 

運動体験 ぶれない力強いからだをつくる 1週間に1回以上、筋力トレーニング 

233 奉仕体験 就職への視野を広げる 毎週1回、大学や地域のための活動をする 

自然体験 北海道ならではの自然を活かした協働作業 スケートリンク作り 

教養体験 モータースポーツへの知識を深める 読書やWEBを利用してその発祥や歴史を探る 

運動体験 陸上のレース後半のスピードとフォーム維持 各種目10～15Ｋｇアップする 

234 奉仕体験 地域の人たちが楽しく過ごす環境づくり 1週間に1回、地域の人たちと接する活動をする 

自然体験 冬季合宿 アイススケートリンクを作る 

教養体験 幅広教養を磨く 知識を増やすために新聞を読む 

運動体験 ウォーキング 楽しみながら街を歩く 

235 奉仕体験 地域周辺のゴミ拾い 住みやすい街にする 

自然体験 冬季合宿 アイススケートリンクを作る 

教養体験 就職活動に向けた勉強 本を読む、問題集を勉強する 

運動体験 ウォーキング 楽しみながら街を歩く 

236 奉仕体験 地域貢献 チャレンジド塾へ行く 

自然体験 冬季合宿 アイススケートリンクを作る 

教養体験 就職に役立つ教養を身につける 資格の勉強をする 

運動体験 来年の大会でのタイムを更新する ウエイトTRでスピードを上げる 

237 奉仕体験 地域周辺のゴミ拾い 住みやすい街にする 

自然体験 スケートリンクを造る 水を撒き凍らせる 

教養体験 漢検2級合格 1日に1時間の漢字勉強 
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運動体験 マラソン大会へ出場する為の走り込み 長距離に慣れる 

238 奉仕体験 高齢者の方の役に立つ またはその他 高齢など者施設での諸活動 

自然体験 冬季合宿 アイススケートリンクを作る 

教養体験 漢字力向上 漢字検定2級合格 

運動体験 飛距離向上のためのウェイトトレーニング ベンチプレス70ｋｇ上げる 

239 奉仕体験 地域貢献またはその他 後輩の陸上競技指導など 

自然体験 冬季合宿 アイススケートリンクを作る 

教養体験 漢字力向上 漢字検定2級合格 

運動体験 下腹部強化のための筋力向上 腹筋を8つに割る 

240 奉仕体験 大学構内のゴミ拾い 良い環境づくりのため 

自然体験 スケートリンクづくり 快適にスケートできる環境 

教養体験 教員採用試験のための取組 全教科の得点差をなくす 

運動体験 ウェイト・筋力トレーニング ベンチプレス50㎏以上、腹筋を重点的に鍛える 

241 奉仕体験 大学構内のゴミ拾い 良い環境づくりのため 

自然体験 スケートリンクづくり 快適にスケートできる環境 

教養体験 手話の勉強 特別支援教育課程教員を目指す 

運動体験 体幹・筋力トレーニング カーリング、陸上競技向上のため 

242 奉仕体験 自宅周辺のゴミ拾い・雪かき 自宅周辺の清潔さを保つ 

自然体験 スケートリンク作り 北海道ならではの冬の自然を体験する。 

教養体験 英語検定の為の勉強 語学向上の為 

運動体験 体幹・ストレッチ・マッサージ 怪我の予防とパフォーマンスの向上 

243 奉仕体験 住宅周辺のゴミ拾い ゴミ拾い 

自然体験 スケートリンク作り 北海道ならではの冬の自然を体験する。 

教養体験 陸上におけるトレーニング知識の向上 スポーツに関する本を読む 

運動体験 ウエイトトレーニング ウエイトトレーニングのMAXため行う。 

244 奉仕体験 人のためになることをする。 キャンパス内・周辺のゴミ拾いを継続して行なう。 

自然体験 冬の寒さの中で、地道な作業をやりとげる スケートリンク作りをする 

教養体験 海外で困らないための英語力を身に付ける。 英検3級に合格する。 

運動体験 陸上競技（100m、200m）のタイムを上げる。 体幹をぶれずにキープできるようになる。 

245 奉仕体験 人のためになることをする。 キャンパス内・周辺のゴミ拾いを継続して行なう。 

自然体験 スケートリンク作り 北海道ならではの冬の自然を体験する。 

教養体験 大学2年次に専攻変更し英語専攻に入るため。 英検準2級に合格する。 

運動体験 陸上競技（100m）を思い切り走る力を付ける。 怪我（肉離れ）を直す、回復する。 

246 奉仕体験 自分が奉仕活動を見直し今後を考える。 陸上部員の活動を支援し目標達成を共有する。 

自然体験 冬の寒さの中で、地道な作業をやりとげる スケートリンク作りをする 

教養体験 陸上競技の知識を高める。 陸上競技指導法・コーチングの勉強 

運動体験 決めたことをやり遂げる。徒歩での通学。 大学と自宅の通学路を徒歩にする。 

247 奉仕体験 教職アクションプログラムを使いやすくする 年度末までに部屋の書籍を使いやすいよう並べる 

自然体験 スキー指導、自然共生 高校冬季スクーリングに指導者として参加 

教養体験 教員採用試験に合格する 教職教養の問題集を１冊終わらせる 

運動体験 体重を3kg減量 毎日自宅近隣をウォーキングし３kg減量 

248 奉仕体験 地域の人々が心地よく暮らせるよつにする 枯葉やゴミを拾い、道を綺麗に清掃する 

自然体験 冬の寒さの中で、地道な作業をやりとげる スケートリンク作りをする 

教養体験 身体構造の知識を深めて、体をよく知る 筋肉、神経、骨などを中心に学ぶ 

運動体験 部活・試合をできるよう努める 体幹を鍛えることを中心とした筋トレ 

249 奉仕体験 街をキレイにする ゴミを拾う、清掃する 

自然体験 冬の寒さの中で、地道な作業をやりとげる スケートリンク作りをする 

教養体験 健康に関する知識を得る 身体に関する本を読む 

運動体験 健康な身体づくり ウォーキング、有酸素運動 

250 奉仕体験 地域の人々が心地よく暮らせるよつにする 枯葉やゴミを拾い、道を綺麗に清掃する 

自然体験 辛い事をみんなと協力して行う スケートリンクをつくる 

教養体験 英語を勉強する 英字新聞を読む、理解する 

運動体験 ストレッチ ストレッチを欠かさないように行う 
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251 奉仕体験 通学路のゴミ拾い きれいな町づくりを目指して 

自然体験 辛い事をみんなと協力して行う スケートリンクをつくる 

教養体験 英語力を上げる 毎週１本洋画を見る 

運動体験 柔軟性の向上 週に１時間ストレッチ 

252 奉仕体験 小学生の学校生活の支援 小学校で人形劇等を行うサークルの活動に参加 

自然体験 キャンプ 防災キャンプ 

教養体験 簿記資格の取得（予定） 簿記試験に向けた自己学習を行う（予定） 

運動体験 マラソン大会への参加（予定） 週に数回のランニングを行う（予定） 

253 奉仕体験 受験生の学力向上 数・英２科目の教材作成 

自然体験 キャンプ 防災キャンプ 

教養体験 ワインエキスパート資格取得 来夏にある試験に向けた自己学習を行う 

運動体験 身体と心の健康の維持 ヨガとジムでのトレーニング 

254 奉仕体験 保育ボランティアでいろいろな子どもと接する 週に1度、子どもに関わるボランティアをする 

自然体験 林間スキー スキーに参加する 

教養体験 ピアノのスキルアップを目指す 週に1度、ピアノ教室に通う 

運動体験 ヨガを習得する 週に1度、ジムに通う 

255 奉仕体験 保育ボランティアでいろいろな子どもと接する 週に1度、保育ボランティアに参加 

自然体験 ハイキング 上高地ハイキング 

教養体験 春の韓国留学のためにスキルアップする 週に1度、韓国語を学ぶ 

運動体験 体力をつける 週に1度、ウォーキングをする 

256 奉仕体験 子どもとコミュニケーションをとる 週に1度、子どもと関わる機会を多くとる 

自然体験 歴史的な土地探索 スキーに参加する 

教養体験 ピアノで弾き歌いだできるようになる 週に1度、やさしい弾き歌いの本を 

運動体験 子どもたちと遊ぶ体力をつける 週に1度、体操などで体を動かす 

257 奉仕体験 地域の美化に貢献する。 毎日１０分掃除をする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 基礎学力を身につける 教養を身につける 

運動体験 筋力を付ける 筋肉トレーニング 

258 奉仕体験 地域の美化に貢献する。 毎日１０分掃除をする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 身体に関する教養。 身体についての本を読む。 

運動体験 引退後の健康、体重維持。 週１回の運動をする。（ＪＯＧ、ウエイト等） 

259 奉仕体験 自分の住んでいる地域への貢献。 土曜日、日曜日８～９時、商店街の清掃。 

自然体験 冬の雪山に触れる。 ゲレンデの植物を探す。ボードを行う。 

教養体験 読解力をつける。 天声人語を読んで100文字以内にまとめる。 

運動体験 美容と健康維持のため。 体重の-６kgの減量 

260 奉仕体験 地域をキレイにする 身の回りの清掃活動 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 読解力と集中力を身につける。 天声人語書き写しノートをする。 

運動体験 引退後の健康、体重維持。 週１回の運動をする。（ＪＯＧ、ウエイト等） 

261 奉仕体験 地域をキレイにする 身の回りの清掃活動 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 教員になる為の教養と知識を高める。 教員になる為に勉強をする。 

運動体験 体力トレーニング 筋肉トレーニング 

262 奉仕体験 地域をキレイにする 身の回りの清掃活動 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 スポーツ分野の本を読む。 １か月に３冊本を読む。 

運動体験 引退後の健康、体重維持。 週１回の運動をする。（ＪＯＧ、ウエイト等） 

263 奉仕体験 地域に貢献する。 学校周辺を綺麗にする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 スポーツ分野の本を読む。 １か月に３冊本を読む。 

運動体験 体力トレーニング 筋肉トレーニング 

264 奉仕体験 ゼミ室を気持ちよく過ごせるようにする。 毎日１５分ゼミ室の整理・清掃をする。 
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自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 来年の教員採用試験に向けて勉強をする。 神戸市教員採用試験の過去問題で６割とる。 

運動体験 引退後の健康、体重維持。 週１回の運動をする。（ＪＯＧ、ウエイト等） 

265 奉仕体験 大学周辺のゴミを拾う。 週２回、３０分でゴミを拾う。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 健康運動実践指導者の資格をとる。 週１日、１時間問題集を解く。 

運動体験 春のリーグに向けて体力、筋力を上げる。 シャトルラン８０回、腕立て２５回２セット 

266 奉仕体験 地域の美化に貢献する。 毎日１０分掃除をする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 スポーツ分野の本を読む。 １か月に３冊本を読む。 

運動体験 引退後の健康、体重維持。 週１回の運動をする。（ＪＯＧ、ウエイト等） 

267 奉仕体験 グランドをきれいにする。 グランドのごみ、落ち葉をなくす。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 ソフトボールのルールを知る。 ソフトボールについて１００％理解する。 

運動体験 試合でのピッチング能力を高める。 体幹キープを正しいフォームで２分間 

268 奉仕体験 地域に貢献する。 学校周辺を綺麗にする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 将来に繋がる。 ADIの資格を取る。 

運動体験 チームにバッティングで貢献する。 試合で打率３割。 

269 奉仕体験 登下校を気持ち良くしてもらえるようする。 週４回１５分の学校周辺の掃除を行う。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 健康・体力づくりの勉強をして将来に活かす。 健康運動実践指導者の資格をとる。 

運動体験 スイングフォームを改善する。 スイングフォームの飛距離を５m伸ばす。 

270 奉仕体験 気持ちの良い環境作りに貢献する。 １日３０分（水、金週２回）の地域の清掃活動。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 読解力、文章力をつける。 天声人語の要約を短い時間で出来るようにする。 

運動体験 チームに貢献する。 鋭い打球をセンター方向中心に打ち返す。 

271 奉仕体験 先生や学生が過ごしやすい環境作りをする。 大学周辺を掃除する。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 将来の選択肢を広げる。 ADI試験に合格する。 

運動体験 投手として必要な体力をつける。 ・立ち幅跳びの記録を２m３０㎝に上げる 

272 奉仕体験 社会貢献。 １日２０分の通学路の清掃活動。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 流暢な英語を話す。 英会話レッスンを受ける 

運動体験 体力向上。 軽度の競歩→高強度の競歩→ランニング。 

273 奉仕体験 住民が住みやすいようキレイにする。 月、火、木曜日２０分ずつ清掃する。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 より多くの日本語の習得に役立てる。 漢字ドリル７０点以上取る。 

運動体験 チームに貢献する。 ５つの球種でストライク立８割以上にする。 

274 奉仕体験 大学に来る人が心地よく過ごせる。 大学を綺麗にする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 語彙、文章力をつける。 天声人語書き写しノートを使って身につける。 

運動体験 チームに貢献する。 熊野オープンで出塁数を上げ点につなげる。 

275 奉仕体験 大学を利用するみんなの為に、清掃をする。 1日15分週4回（月、火、木、金）に清掃活動 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 将来に繋げる。 手話を学び、１００単語を覚える。 

運動体験 打撃に必要な体力をつける。 飛距離を５m伸ばす。 

276 奉仕体験 チームメイトの過ごしやすい環境をつくる。 週に３回２０分間グラウンドの清掃をする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 パソコンを使いこなせるようにする。 毎週水曜日に１時間タイピングの練習をする。 

運動体験 自身の身体能力を上げる。 ５０m走のタイムを７’００以内にする。 

277 奉仕体験 自分たちが使うグラウンドを綺麗に保つため。 月・水・金20分間感謝の心を持ちグラウンド清掃。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 
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教養体験 スポーツ分野の視野、世界を広げる。 １か月に３冊本を読む。 

運動体験 攻守で安定する。 スイングスピードを上げて飛距離を伸ばす。 

278 奉仕体験 学内にいる人を良い気分にさせる。 校内の清掃を行う。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 読解力を身につける。 天声人語書き移しをする。 

運動体験 試合でバッターを抑える。 球速を上げる。 

279 奉仕体験 全員が気持ち良く過ごせる学校にする。 月曜と木曜に30分ずつ学校周り１周掃除をする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 スポーツカウンセリングの知識を身につける。 スポーツカウンセリングの知識を得る。。 

運動体験 セカンドで盗塁をアウトに出来るようにする。 セカンド送球を投げられるようにする。 

280 奉仕体験 みんながいい気持ちになるようにする。 週３回ゴミ、落ち葉を拾う。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 構成力をつける。 天声人語を書き写す。 

運動体験 ピッチャーとして体力をつける。 シャトルランで５３回→７０回いく。 

281 奉仕体験 チームの為にキレイにする。 ゴミ拾いをする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 語彙力、文集力、集中力を身につける。 天声人語を書き写す。 

運動体験 ソフトボール選手としての体作り。 体重を75kgから70kg、体脂肪を30から20にする。 

282 奉仕体験 大学をきれいにする。 ゴミ拾いをする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 読書習慣をつけ、知識をつける。 週に１回、スポーツに関する本を読む。 

運動体験 体力、技術を向上させる。 スクワットを95kg上げる。 

283 奉仕体験 大学をきれいにする ゴミを拾う 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 本を読む、読解力を身に付ける 週に１回、スポーツに関する本を読む。 

運動体験 体力作り シャトルラン 

284 奉仕体験 地域・大学を綺麗にする。 週３回清掃活動を行う。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 読む・書く力をつける。 週２回行う。 

運動体験 技術の向上。 基礎を硬め、試合で守備率１００％を目指す。 

285 奉仕体験 チームのための心地よい環境づくり 清掃 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 教養を身に付ける、知識を蓄える 本を読む習慣をつける 

運動体験 技術の向上。 基礎固め 

286 奉仕体験 チームが気持ちよくなるような環境づくり。 月～金の空き時間に週３回１日２０分間の清掃。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 ソフトボールの動きの知識を高める。 １ヵ月に２冊の本を読む。 

運動体験 打撃向上。 下半身強化の筋力UP（スクワット８０㎏以上） 

287 奉仕体験 チームの為にきれいにし、居心地よくする。 部室の周りをきれいにする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 教員になる為の教養と知識を高める。 教員になる為に勉強をする。 

運動体験 体力向上。 シャトルラン現在７２→６か月後８２回 

288 奉仕体験 地域に貢献する。 清掃活動を行う。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 うまく字を書く 天声人語を書き写す。 

運動体験 バッティング技術の向上。 熊野オープンで3割以上打つ。 

289 奉仕体験 明るい学校作り。 週に３回明るい学校作りを行う。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 将来ハワイに行った時に役立つ為。 ハワイの観光スポットを知る。 

運動体験 ソフトボールの技術向上の為、足を速くする。 ５０m走８’０をきる。 

290 奉仕体験 明るい学校作りをする。 週に３回学校の為に働く。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 強化ポイント・メンタル・考え方を学ぶ。 週２回必ずスポーツの本を読む。 
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運動体験 アスリート体型になる。 骨格筋量を３０.４kg→３３.５kgにする。 

291 奉仕体験 住みやすい地域にする。 学校・地域を綺麗にする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 就職する為の計算力をつける。 日商簿記検定３級合格。 

運動体験 ピッチャーとしての能力をアップする。 球速を９８㎞/ｈにする。 

292 奉仕体験 明るい学校作りをする。 週に３回明るい学校作りを行う。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 将来必要な漢字の知識を高める。 週に２回漢字の勉強を行う。 

運動体験 キャッチャーに適した体力作り。 スクワットを今より+１０kg持ち上げる 

293 奉仕体験 地域の美化に貢献する。 毎日１０分掃除をする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 語彙力、読解力、文章力を身につける。 天声人語の書き写しをする。 

運動体験 ウエイトトレーニングで足筋をつける。 ５０m８秒台をきる。 

294 奉仕体験 チームのためにグラウンドを綺麗にする。 落ち葉を拾う。 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 韓国の文化を知る 韓国語を学ぶ 

運動体験 バッティング技術の向上。 熊野オープンで3割以上打つ。 

295 奉仕体験 大学をきれいにする。 週２回３０分の清掃活動をする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 読解力と集中力を身につける。 天声人語書き写しノートをする。 

運動体験 試合に出たい。 守備率８０％以上。 

296 奉仕体験 学校内を綺麗にする。 挨拶運動、掃除をする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 読解力、語彙力、文章力をつける。 天声人語の書き写しをする。 

運動体験 試合で走る。 ２.９３から２.７５にする。 

297 奉仕体験 綺麗な大学にする。 大学内や、大学周辺の清掃活動を行う。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 日本以外の文化について知る。 ハングル文字を学び読み書きできるようになる。 

運動体験 膝の怪我から復帰し、通常練習に参加する。 持久力をつける。バーベルで10回3セット。 

298 奉仕体験 チームのためにグラウンドを綺麗にする。 落ち葉を拾う。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 試合のスコアを完璧に書けるようにする。 スコアの書き方を勉強する、試合を観て書く。 

運動体験 健康の為。 体重を３キロ減らす。 

299 奉仕体験 大学内や大学の外を綺麗にする。 ゴミを拾う。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 語彙力 集中力をつける。 天声人語書き写しノートをする。 

運動体験 投手として強い体にする。 体力UP ４４→＋１０  筋力UP。 

300 奉仕体験 気持ちよくグラウンドを使えるようにする。 グラウンドの清掃。（綺麗にする） 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 将来ハワイに行った時に役立つ為。 ハワイの観光スポットを知る。 

運動体験 ウエイトトレーニングを行う。 体脂肪率を２０％にする。 

301 奉仕体験 地域に貢献する。 駅から大学までの１５分間清掃をする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 語彙力、文章力を身につける。 天声人語をする。 

運動体験 技術向上の為。 体脂肪率を２４％にする。 

302 奉仕体験 気持ちよく使えるような大学にする。 大学内の清掃活動 週２ ３０分行う。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 語彙力・読解力を身に付ける。 天声人語の要約を短い時間でできるようにする。 

運動体験 試合に出るために守備力を上げる。 試合でプレー成立率１００％。 

303 奉仕体験 大学の清掃活動をする。 １日３０分週に２回大学内の清掃をする。 

自然体験 自然体験を通して、チーム力を上げる 野外活動センターで自主的・主体的に活動をする 

教養体験 語彙力、読解力、文章力を身につける。 天声人語の書き写しノートを行う。 

運動体験 試合に出る為に安定した守備力をつける。 熊野の大会でプレー成立８０％以上。 
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304 奉仕体験 相手が必要とする奉仕活動を行う 困っている人に積極的に関わっていく 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 ニュースなどを理解する １日１回新聞に目を通す 

運動体験 体重を夏と同様に戻し、筋肉量を10％増やす ＷＴを行う 

305 奉仕体験 聴覚障碍者の授業をサポート 授業に同伴し授業内容を効率良く的確に伝える。 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 ＡＤＩの仮検定合格 ADIの指導・技術練習 

運動体験 記録向上の為、ストライドを伸ばす 動作分析でストライドを2.20mで走る 

306 奉仕体験 大学内や大学の外を綺麗にする。 ゴミを拾う。 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 英語力をつける 英単語を１００個覚える 

運動体験 体力をつけ、疲れにくい体をつくる トレーニング 

307 奉仕体験 学校の環境をよくする（福祉活動） 週に１回清掃 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 語彙力・読解力を身に付ける。 天声人語の要約を短い時間でできるようにする。 

運動体験 筋力をつける トレーニング 

308 奉仕体験 より綺麗な地域づくり ごみ一つ落ちていない通学路や校内 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 しっかりと理解し、将来に役立たせる 韓国語を自然に話せ書けるようになる 

運動体験 軽い走りにつなげることが出来るようにする 3㎏体重を減らす 

309 奉仕体験 指導力、コミュニケーション、福祉活動を行う コミュニケーション能力、指導力を上げる 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 教員採用試験の教材を使って試験勉強をする 教材を一日一ページ行う 

運動体験 試合に向けて、陸上選手として理想の体型する ＷＴ種目記録向上、ジョギングを20分行う 

310 奉仕体験 環境を綺麗に保つ ごみを拾い、整理整頓を行う 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 読みやすい字を書けるようにする 字の練習ドリルを１冊行う 

運動体験 競技力向上の為に、筋力アップ 走りにつながるハイクリーンの記録向上 55ｋｇ 

311 奉仕体験 陸上競技部に貢献するために毎日清掃を行う 陸上競技部部室の清掃 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 上手な文章表現を習得する為に本を読む 月２冊以上本を読む 

運動体験 ウエイトトレーニングのMAX更新 ハイクリーン105㎏、スクワット220㎏上げる 

312 奉仕体験 陸上倉庫の整理整頓をする。 ガンバエンジョイパークに参加する 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 外国人と英語で会話できるようにする 英単語を１００個覚える 

運動体験 全国を体験したい為 記録を更新し、ベストを出す 

313 奉仕体験 社会での福祉活動や子ども達と触れ合う 積極的に地域社会と関わりを持つ 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 公務員試験対策を行う 公務員講座や自主勉強を行う 

運動体験 自己ベストを出す為に筋力を上げる 3種目を上げる 

314 奉仕体験 学校の環境をよくする（福祉活動） 週に１回清掃 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 様々な分野での教養を増やす 1ヶ月で1冊の本を読む 

運動体験 競技力を向上の為に筋力アップ ＷＴ ハイクリーン100㎏、ベンチプレス100㎏ 

315 奉仕体験 陸上倉庫の整理整頓をする。 ガンバエンジョイパークに参加する 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 様々な分野での教養を増やす 1ヶ月で1冊の本を読む 

運動体験 競技力を向上させる 自己記録の更新 

316 奉仕体験 学校を綺麗にする 学校中を周って落ちているゴミを拾う（奉仕活動） 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 ボキャブラリー増加、文章理解力アップ 1ヶ月で1冊の本を読む 

運動体験 競技力の向上 立五段跳で15ｍ50以上跳ぶ 

317 奉仕体験 大学内の清掃、より良い大学生活を送るため 部室やオールウェザーの清掃活動をする 
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自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 漢字検定3級ドリル、ゼミの平均点数を上げる 毎日１ページは必ず行う 

運動体験 今より跳べるようになる 自己分析をする、体幹をする 

318 奉仕体験 大学生活を有意義に過ごすため清掃活動を行う 大学内のゴミ拾い、掃除を行う 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 漢字を見直し正しく覚える 漢字検定3級の字種・字体・読みなどを身に着ける 

運動体験 競技力の向上 自己分析、ＷＴ（クリーン50㎏）、体幹補強 

319 奉仕体験 母校の高校で陸上競技指導をする 週に１回母校へ行く 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 ピアノ上達、ブルクミュラーを終わらせる 1週間毎日１５分以上弾く 

運動体験 筋力の向上、体重は+2㎏まで筋力で増やす 週に２回ジムに通う 

320 奉仕体験 大学グラウンドの清掃 清掃活動 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 ゼミの漢字テストの平均を上げる 漢検２級のドリルを購入する 

運動体験 体脂肪を落とし、体を動かしやすくする 練習時に毎回ジョギング10分、体幹トレーニング 

321 奉仕体験 活動しやすくするために身の周りを綺麗にする 地域貢献の為、地域の清掃活動を行う 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 一般教養を身に着ける 教員採用試験の問題を70点以上とれるようにする 

運動体験 ウエイトトレーニングの記録更新 ベンチプレス85㎏×5回、スクワット210㎏×5回 

322 奉仕体験 清掃活動 毎日30分間、清掃を行い学校の環境をよくする 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 陸上の起源を理解する 陸上競技の起源を理解する 

運動体験 筋力トレーニングをする 週2回30分の筋力トレーニング 

323 奉仕体験 校内にいる人が過ごしやすい環境づくりをする 週１回30分教室の掃除と30分オールウェザー掃除 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 単位を取得し、保育士になる為にピアノの練習 ソナチネ終わらせる 

運動体験 試合に向けて-2%体脂肪率を減らす 週4回腹筋のトレーニング、ジョギングを5分間 

324 奉仕体験 地域の美化を実現させるため 地域のゴミを拾い綺麗にする 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 様々な場面でしっかり使えるようにする為 ワードを使いこなせるようにする 

運動体験 正しいフォームで速く走るため ＷＴ ベンチプレス65㎏上げる 

325 奉仕体験 気持ちよく活動出来るように部室を綺麗にする 空き時間を使い奉仕活動をする 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 読解力を身につける為、月１冊本を読む 月1冊必ず本を読む 

運動体験 ウエイトトレーニングなどのCT記録更新 ベンチプレス90㎏、ハイクリーン80㎏上げる 

326 奉仕体験 清掃活動を通して地域の人と交流を深めていく ボランティアで人との交流、清掃活動 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 ピアノのエリーゼのためにを弾けるようになる ベートーヴェンの曲を賠譜に弾く 

運動体験 ウエイト種目のベスト更新 ベンチプレス、スクワット、ハイクリーン上げる 

327 奉仕体験 コミュニケーション能力、教養を高める ボランティア活動に参加、毎週家の掃除 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 語学力の習得として中国語で日常会話 中国語を習う 

運動体験 体づくりとしてＷＴのMAXを10㎏アップ MAX65㎏から75㎏に上げる 

328 奉仕体験 タータンや校内の掃除を行う 週に１．２回清掃活動行う 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 漢字検定３級を受ける 毎日漢字を書いたり、読んだりする 

運動体験 陸上競技のパフォーマンス力を上げる ＷＴハイクリーン50㎏、ベンチプレス50㎏上げる 

329 奉仕体験 清掃活動 週に１回オールウェザーの周りのゴミ拾いをする 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 ピアノ上達 ブルクミュラーのNO.25を終わらせる 

運動体験 陸上選手として理想の体型になる 週4回5分間ジョギング 

330 奉仕体験 大学内の清潔を保つ 部室や倉庫・グラウンドを週2回掃除する 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 
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教養体験 テキストを使って勉強する 漢検準2級のテキストで合格点をとる 

運動体験 筋力を上げてパフォーマンスを向上させる為 ＷＴ ハイクリーンを50㎏ 

331 奉仕体験 清掃活動 週に１回オールウェザーの周りのゴミ拾いをする 

自然体験 キャンプ レクリエーション活動体験キャンプに参加する 

教養体験 漢字検定３級を受ける 毎日漢字を書いたり、読んだりする 

運動体験 陸上選手として理想の体型になる 週４回５分間ジョギング 

332 奉仕体験 子どもが遊びやすい公園にする 毎週１時間公園のゴミを拾う。草を抜く。 

自然体験 普段できないことを体験する 自然に触れる 

教養体験 大学受験のため データベース（単語帳）を丸々一冊覚える 

運動体験 学校生活を活発に過ごすため 大会に出て良い結果を出したい。 

333 奉仕体験 様々な人と関わり自分の視野を広げる 近所の子どもたちと運動したり勉強したりする 

自然体験 自然とふれあう楽しさや新たな発見をする 琵琶湖一周サイクリングを行う 

教養体験 留学や将来の夢に向けて英語の力を身につける 週に３時間の英語学習をする 

運動体験 体を動かすことで体力と精神力を鍛える １週間に20km以上、月間100km以上のランニング 

334 奉仕体験 自給自足 畑仕事の手伝い 

自然体験 サイクリングで自然散策 サイクリング、自然を肌で感じる 

教養体験 社会の出来事を知る 新聞を毎日読む 

運動体験 身体を強くする ランニングを週5回以上行う 

335 奉仕体験 学校清掃 週に１度学校周辺・グラウンドをきれいにする 

自然体験 2泊3日の自然体験 川遊び、海辺の体験、キャンプ、自炊 

教養体験 語彙力の向上 週に2度読書をする 

運動体験 部活動 部活動(ハンドボール部） 

336 奉仕体験 家周辺の清掃 週に1度家の周辺清掃をする 

自然体験 キャンプ 自然に触れながらキャンプに行く 

教養体験 学力向上 週に1度英語のリスニングをする 

運動体験 テニス フォームを整える 

337 奉仕体験 将来のための経験 母の働く病院でボランティア 

自然体験 キャンプ 自然に触れながらキャンプに行く 

教養体験 英検2級の取得 英検2級に向けた学習 

運動体験 健康づくり 毎日のストレッチ 

338 奉仕体験 草抜き・グラウンドの整備 週に１度学校周辺・グラウンドをきれいにする 

自然体験 2泊3日の自然体験 川遊び、海辺の体験、キャンプ、自炊 

教養体験 TOEICの勉強 ４５０点を目指すために週に２度勉強する 

運動体験 部活動 部活動(ハンドボール部） 

339 奉仕体験 学校周りの掃除 週に１度学校周辺・グラウンドをきれいにする 

自然体験 2泊3日の自然体験 川遊び、海辺の体験、キャンプ、自炊 

教養体験 英語力の向上 英検2級のための勉強 

運動体験 部活動 部活動(ハンドボール部） 

340 奉仕体験 学校清掃 週に１度学校周辺・グラウンドをきれいにする 

自然体験 2泊3日の自然体験 川遊び、海辺の体験、キャンプ、自炊 

教養体験 英検2級の取得 週に3度英検合格に向けての勉強 

運動体験 部活動 部活動(ハンドボール部） 

341 奉仕体験 学校清掃 週に１度学校周辺・グラウンドをきれいにする 

自然体験 2泊3日の自然体験 川遊び、海辺の体験、キャンプ、自炊 

教養体験 英検2級の取得 週に3度英検合格に向けての勉強 

運動体験 部活動 部活動(ハンドボール部） 

342 奉仕体験 学校の掃除 週に１度学校周辺・グラウンドをきれいにする 

自然体験 2泊3日の自然体験 川遊び、海辺の体験、キャンプ、自炊 

教養体験 英検準1級取得 英検準1級向けての勉強 

運動体験 部活動 部活動(ハンドボール部） 

343 奉仕体験 学校清掃 週に１度学校周辺・グラウンドをきれいにする 

自然体験 2泊3日の自然体験 川遊び、海辺の体験、キャンプ、自炊 

教養体験 英検への勉強 英検への勉強 
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運動体験 部活動 部活動(ハンドボール部） 

344 奉仕体験 家周辺の清掃 週に1度家の周辺清掃をする 

自然体験 海外での自然体験 カナダ1泊2日のキャンプ 

教養体験 学力向上 週に1度英語のリスニングをする 

運動体験 体力作り 徒歩・自転車での通学をする 

345 奉仕体験 学校の掃除 週に１度学校周辺・グラウンドをきれいにする 

自然体験 2泊3日の自然体験 川遊び、海辺の体験、キャンプ、自炊 

教養体験 学力向上 英検に向けての勉強 

運動体験 部活動 部活動(ハンドボール部） 

346 奉仕体験 部活をやりやすくするため 週に１度学校周辺・グラウンドをきれいにする 

自然体験 2泊3日の自然体験 川遊び、海辺の体験、キャンプ、自炊 

教養体験 英検 英検2級の勉強 

運動体験 部活動 部活動(ハンドボール部） 

347 奉仕体験 学習支援ボランティア 週に1時間以上勉強を教える 

自然体験 キャンプに参加する 自然の中で人をまとめる 

教養体験 言葉の表現力の獲得 週に2時間読書をする 

運動体験 体力を鍛える 気分転換、ランニング 

348 奉仕体験 地域のボランティア活動 児童ボランティア 

自然体験 野外活動 動植物の観察 

教養体験 教養を身に付ける 時事問題 

運動体験 体力を強化する ジョギング 

349 奉仕体験 地域のボランティア活動 児童ボランティア 

自然体験 野外活動 動植物の観察 

教養体験 英語の読解力 長文を読む 

運動体験 バスケットボール チームワークを重視しながら、技術を上げる 

350 奉仕体験 地域のボランティア活動 児童ボランティア 

自然体験 野外活動 動植物の観察 

教養体験 教養を身に付ける 時事問題 

運動体験 体力を強化する ジョギング 

351 奉仕体験 ボーイスカウトの活動支援 下級生の活動を支える 

自然体験 ボーイ隊キャンプ キャンプに参加して統率力を鍛える 

教養体験 サバイバルの知識を身に付ける サバイバルに関する本を読む 

運動体験 ジョギングで健康増進 ジョギングを実施する 

352 奉仕体験 子どもたち運動向上を手伝う 母校やアルバイト先で子供たちに運動を指導する 

自然体験 海外の自然を楽しむ 海外の自然を散策する 

教養体験 いろいろな社会の場面に適用できるようになる 趣味の時間を増やし、経験を増やす 

運動体験 筋力をアップし、パフォーマンスへの向上 毎日、運動するように心がける。 

353 奉仕体験 野迫川村復興ボランティア 復興に関するボランティアに携わる 

自然体験 インドを巡る インドの自然や歴史に触れる 

教養体験 ヒンドゥー語を学ぶ 会話ができるようになる 

運動体験 バスケットボール チームワークを重視する 

354 奉仕体験 学習支援ボランティア 子どもの学習支援 

自然体験 キャンプ 自然散策 

教養体験 教材作り 子どもの勉強を助ける 

運動体験 ランニング コツコツと挑戦する 

355 奉仕体験 学習支援ボランティア 子どもの学習支援 

自然体験 キャンプ 自然散策 

教養体験 教材作り 子どもの勉強を助ける 

運動体験 ウォーキング コツコツと挑戦する 

356 奉仕体験 害獣駆除ボランティア 害獣から街を守る 

自然体験 キャンプ 野生動物の観察 

教養体験 狩猟免許 狩猟免許を取得するための勉強 

運動体験 山道を歩く 険しい道を歩くコツをつかむ 
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357 奉仕体験 子どもの心身と共の健康を育成する この体験を通して、社会貢献をする 

自然体験 キャンプをするのに必要な知識と実践を行う アイスブレーキングを人前でできるようになる 

教養体験 ピアノが弾けるようになる 毎週１回ピアノ教室に通う 

運動体験 教師になる上で必要な体力を身に付けるため 毎週１回水泳教室に通う 

358 奉仕体験 老人ホームでの活動 高齢者と接する 

自然体験 今までに自分の知らない知識や経験を得る 琵琶湖一周サイクリングを行う 

教養体験 その踊りの役になりきる（日本舞踊） 一段落目まで完成 

運動体験 精神力を高める （ランニング） 1.5キロを4分50秒切る 

359 奉仕体験 人と関わることで自己の成長を目指す 子ども達と体を動かしたり勉強を教えたりする 

自然体験 今までに自分の知らない知識や経験を得ること 琵琶湖一周サイクリングを行う 

教養体験 基礎知識を身につけるため 漢字検定２級合格を目指した週１時間以上の勉強 

運動体験 体力向上と健康維持を目指した体づくりの継続 １週間に20km以上、月間100km以上のランニング 

360 奉仕体験 学校清掃 週に１度学校周辺・グラウンドをきれいにする 

自然体験 2泊3日の自然体験 川遊び、海辺の体験、キャンプ、自炊 

教養体験 英検2級取得 週に2度塾へ通い、週に5度英単語勉強を行う 

運動体験 ハンドボールの試合で勝利する 部活動(ハンドボール部） 

361 奉仕体験 学習支援ボランティア 子どもに学習方法を教える 

自然体験 キャンプと自然散策 山中湖や富士山の自然に触れる 

教養体験 就職活動に向けての勉強 SPIの勉強、基礎的な勉強 

運動体験 剣道 強い精神力と高い技能を極める 

362 奉仕体験 剣道を始めたい子どもに剣道の魅力を伝える 子どもに剣道の楽しさを教える 

自然体験 キャンプと自然散策 山中湖や富士山の自然に触れる 

教養体験 英語の読解力を高める 文法や構文の勉強、長文の勉強 

運動体験 剣道 強い精神力と高い技能を極める 

363 奉仕体験 剣道を始めたい子どもに剣道の魅力を伝える 子どもに剣道の楽しさを教える 

自然体験 キャンプと自然散策 山中湖や富士山の自然に触れる 

教養体験 大学受験のための勉強 英語と数学の問題を勉強する 

運動体験 剣道 強い精神力と高い技能を極める 

364 奉仕体験 剣道を始めたい子どもに剣道の魅力を伝える 子どもに剣道の楽しさを教える 

自然体験 キャンプと自然散策 山中湖や富士山の自然に触れる 

教養体験 英語の読解力を高める 文法や構文の勉強、長文の勉強 

運動体験 剣道 強い精神力と高い技能を極める 

365 奉仕体験 剣道を始めたい子どもに剣道の魅力を伝える 子どもに剣道の楽しさを教える 

自然体験 キャンプと自然散策 山中湖や富士山の自然に触れる 

教養体験 好きな本を見つけて読む 好きな本を探す、読む、好きになる 

運動体験 剣道 強い精神力と高い技能を極める 

366 奉仕体験 地域のボランティア活動に参加 ゴミ拾い、清掃活動 

自然体験 自然散策 野外キャンプ、植物の観察 

教養体験 社会で起きている問題 本、新聞、テレビを見る 

運動体験 いろいろなスポーツにチャレンジする スポーツの楽しさを知る 

 

［松田広］ 

3.1.2「体験活動記録 BOOK」の作成とその効果 

1) 体験活動記録BOOK」製品化の経緯と目的 

 「体験活動記録BOOK」（以下、記録BOOK）は参加者の自主的、継続的な活動を支援す

る一つの道具である。参加者は記録BOOKの冒頭に自ら設定した「目的」と「目標」を記

し、続くページに日々の活動を記録していく。記録BOOKが活動したことを証明する資料

となり、活動の軌跡となる。 

 昨年度までは、協会事務局が作成したフォーマットデータを協会HPに掲載し、各自が
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ダウンロードして使用する方法を取っていた。しかし本年度は、この記録BOOKを手帳制

作のプロの力を借りて、改良を加え、手帳として製品にすることを試みた。その理由は

二点ある。 

 第一にもし今後、青少年体験活動奨励制度の記録BOOKが市販されていて、全国各地の

本屋や文房具屋で手に取ったり買い求めたりすることが出来るならば、その宣伝効果は

高く、また簡単にあるいは興味本位で活動を始めることができる。 

 第二に、質の高い記録BOOKはアドバイザーにとっても助けとなる。過去2年間にわた

る本制度受託事業の研究開発の経験から、アドバイザーがどのような問い掛けをすれば、

参加者の関心や意欲を引き出すことにつながるかが分かってきた。その要点を記録BOOK

に反映させておけば、記録BOOKを媒体に、未経験のアドバイザーでも参加者に効果的な

指導助言を行うことができると考えた。 

 

2) 手帳製作会社とのタイアップ 

 以上の通り次年度以降の本格施行を念頭におき、本年度は手帳製作のプロである株式

会社NOLTYプランナーズ（以下、ノルティ）と提携し、記録BOOKの製品化を試みた。ノ

ルティは、NOLTY スコラシリーズという「手帳を活用して自ら学び、考え、行動する力

とコミュにてニケーション力を育む」手帳およびプログラム開発を行ってきた実績があ

る。記録BOOKに不可欠な目標の書き方や日々の活動の記録に関してノウハウがあるため、

ノルティを提携先として選定した。 

 

3) 記録BOOKの構成 

 記録BOOKの構成は次の通りである。 

 表紙 

 各領域における活動目的・活動目標の記入欄 

 青少年体験活動奨励制度の解説 

 体験活動BOOKの使い方 

 領域ごとの記入欄（活動事前アンケート・活動目的・目標・ステップ目標・活動

の振り返り・アドバイザー確認欄・週単位で活動を記録する欄・週単位の振り返り） 

 英国エディンバラアワードの達成記録欄 

 全活動の振り返り 

 全体を通しての感想記入欄 

 裏表紙 

 

4) 記録BOOKに施した工夫 

 記録BOOKに施した工夫は一貫して、参加者自身が主体的に自発的に体験活動に挑戦で

きるようにするためのサポートである。具体的には次の通りである。 

 記録BOOKの前半に青少年体験活動奨励制度の解説を加えた。解説のページをしっかり
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読み込む事によって、これから始める各領域の体験を参加者自身で意味付けすることが

可能となる。また記録BOOKの末尾には、活動終了後に記入する「全体の振り返り」およ

び「全体の感想」の欄を加えた。これらは昨年度の記録BOOKにはなかったページである。 

 単なるやりっ放しの体験ではなく、参加者の生活や人生において価値ある体験へと意

味付けられるよう、解説のページと活動全体を振り返るページを設けた。 

 また参加者自身が活動の主体者となり自ら考えて自ら立てた目標に即して自発的に行

動するための支援として、事前アンケート・ステップ目標・週単位の振り返り欄を設け

た。活動事前アンケートは、参加者が活動内容や活動目的を考え出す手立てとした。ス

テップ目標は、最終的な活動目標に到達するために、1ヶ月目、2ヶ月目と徐々に目標に

近づいていくイメージで段階的に設定する小さな目標のことである。そして週毎の振り

返り欄は、その時点での現状と到達目標（活動目標やステップ目標）とを照らし合わせ

て、目標達成のために次週以降どのような取り組みが必要かを考えるきっかけとなるよ

う設定した。 

 さらに昨年度の課題を踏まえて、本年度は「記録BOOKの使い方(書き方) 」を提示し

た。具体的な記入例も明示したことにより、参加者はそれを参考に、活動目標を定めた

り、活動内容の記入を容易に行うことができるようになったと考えられる。 

 

5) 記録BOOKの効果と課題 

 本年度は新たに製品化した記録BOOKによって、青少年の主体性・能動的な体験活動の

後押しを試みた。その成果の一つとして、当初参加者465名のうち366名の参加者が修

了することができた。 

 

 参加者の声によると、記録BOOKの記入欄に従い体験を記録する作業を通じて、自身の

活動を省察する機会を得ていたことが分かる。また目に見える軌跡として記録が残るこ

とは、参加者に満足感を与えていた。一方で、アドバイザーの助言がなければ、単なる

活動記録に留まり、振り返りに活かせない状況であったことも明らかになった。 

 このことから、省察を促す工夫を施した記録BOOKではあるが、実際には、活用の際に、

各アドバイザーがその点を理解し、意識した指導助言を行うことが重要であることが確

認できた。なお参加者の声は次の通りであった。 

 

 記録することによって自身の活動を客観的に振り返ることが出来た。 

 記録ブックに記すことによって、活動が形に残るのは嬉しい。 

 アドバイザーが意識して助言しないと、単に活動した事実のみを記録するのみにな

ってしまい、振り返りに活かせない状況になってしまう。 

 

［川野麻衣子］ 
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3.1.3 参加者の審査・評価及び表彰式 

1) 参加者の審査 

青少年の体験活動を審査、評価するための評価委員会を開催した。評価委員会では、

下記の体験活動の基準をもとに、評価委員が366名の修了者の「体験活動の期間」「体験

活動の目標」「体験活動の内容」について評価を行った。 評価は、「主体的な活動かどう

か」「継続的な活動かどうか」「規定期間をクリアしているか どうか」を中心に行われ

た。修了申請者 366名は、若干の差し戻しはあったが、差し戻し 後の再提出によって、

課題となった点をクリアすることができ、全員が修了し、表彰されることとなった。  

≪活動の期間≫ 

自然体験活動 1泊2日以上  

運動体験活動 3ヶ月(12 週)以上(※) ※ 運動、ボランティア、教養の 3 

領域のうち 1 領域は、6ヶ月(24 

週)以上 
ボランティア体験活動 3ヶ月(12 週)以上(※) 

教養体験活動 3ヶ月(12 週)以上(※) 

 

<活動条件>  

自然体験活動 
・事前準備や事前練習を必ず行う  

・宿泊を伴う活動(1泊2日以上) 

 をすること (1日6時間以上)  
4領域すべて

の活動を行う

こと  
運動体験活動 ・ 1週間に1時間以上の頻度で活動を行うこと 

  (1時間を数日に分割してもよい)  

・ 3ヶ月(12週)以上継続的に行うこと (3領域

のうち1領域は6ヶ月以上継続  

   的に行う)  

ボランティア体験活動 

教養体験活動 

 

≪手続き≫ 

自然体験活動  制度参加時に必要事項を記入した申し込み用紙を提出すること  

※20 歳未満は保護者の同意が必要 

 各領域の活動を確認したというコーチ(活動を確認する第三者) 

の署名が活動記録BOOK に記載されていること(またはそれに準

ずる記録と署名)  

 活動の総合的な評価として、体験活動の基準が満たされて

いることを確認したというアドバイザーの署名が活動記録BOOK

に記載されていること(またはそれに準ずる記録と署名)  

 必要事項を記入した修了申請書に、内容の間違いがないことを

確認したというアドバイザーの署名が記載されていること  

 修了申請書と活動記録BOOK(または準ずる記録)が提  出され

ていること  

運動体験活動 

ボランティア体験活動 

教養体験活動 

 

≪各領域の目的≫ 

自然体験活動 

日常生活とは異なる生活環境である自然の中での宿泊活動という

豊かな体験を通して、見聞を広め,自然や文化などに親しむととも

に,生命と自然を尊重する精神を養い、人間関係などの集団生 活

の在り方や公衆道徳といった内面に根ざした道徳性を身につける
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ことを目的とする。  

運動体験活動 

運動に関しての健康・安全を理解し、計画的・継続的に運動を実

践するとともに、その運動の楽しさや達成感を味わおうとする主 

体性・公正・協力・責任、運動の技能・知識、それらを運動実践 に

活用するなどの思考力・判断力を育み、自尊心を高めることを 目

的とする。  

ボランティア体験活動 

他者やコミュニティに奉仕することを通じて、一人一人が、健や 

かに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人とし

ての自己を確立し、他者とコミュニティに対して役立つサービス

を提供する方法を学ぶことを目的とする。  

教養体験活動 

基礎的な知識・技能の習得や、習得した知識・技能の活用などに

主体的に取り組み、自ら考え、判断し、表現することにより、様々

な問題に積極的に対応し、解決する力を養うとともに、自己を高

めたり、深めたりすることを目的とする。  

 

≪活動目標≫ 

自然体験活動 
 日常生活とは異なる豊かな自然や文化に触れる。  

 山や川、動植物などに触れるなど、生命や自然を尊重する精神

を養う。  

運動体験活動  運動技能向上・体力向上・健康増進  

ボランティア体験活動 
 家族以外の他者やコミュニティへの奉仕 

  地域活動や子育て支援など、社会とのかかわりや奉仕の方法を

学ぶ  

教養体験活動 
 自己研鑽  

 知識や理解を深めたり、技術を習得したり高めたりする。  

 

≪活動内容≫ 

自然体験活動 
 日常生活とは異なる豊かな自然や文化に触れる活動を行う 

 山や川、動植物などに触れるなど、生命や自然を尊重する精神

を養う活動を行う。  

運動体験活動 
 運動技能向上・体力向上・健康増進のための活動を行う 

 スポーツやフィットネスなど、心肺的・肉体的負荷のある活動

を行う 

ボランティア体験活動 
 家族以外の他者やコミュニティへの奉仕のための活動を行う 

 地域活動や子育て支援など、社会とのかかわりや奉仕の方法を

学ぶ活動を行う。  

教養体験活動 
 自己研鑽のための活動を行う 

 知識学習や技能習得など、知識や理解を深めたり、技術を高め

たりする活動を行う。  

 

≪条件≫ 

自然体験活動  自分なりの目標を立てて活動を行うこと  

 目標にそった計画を立てて活動を行うこと 

 自主的、自発的に活動を行うこと 運動体験活動 
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ボランティア体験活動 (※主体的な活動ではない学校教育課程内での活動は含まない)  

 4領域すべての活動を行うこと  
教養体験活動 

 

2) 評価基準の検証 

 上述で記載した体験活動の基準をもとに体験活動の評価を行った結果、 体験活動の目

標と内容については、青少年が申し込みをし、体験活動を計画した段階での評価、審査

が必要となる可能性もある。現在ではアドバイザーにその判断を委ねる形で青少年は体

験活動を開始し、継続する。そして、体験活動をすべて修了した時点で修了報告を提出

し、評価委員会での評価、審査を行う。これは、参加している青少年が、主体的に体験

活動を行ったにも関わらず、体験活動を修了し報告した時点で不可の評価を受けてしま

う可能性を秘めている。アドバイザーの質を高めることと、仕組みや体験活動の基準を

再検討することの両面を課題として、今後の検討が必要となるだろう。  

 

3) 表彰式の開催 

 2016年3月15日(火)に平成27年度青少年体験活動奨励制度修了者の表彰式を文部科 学

省にて開催した。6ヶ月の活動を自ら計画し、目標を立て、実施し、省察・記録するとい

う一連の活動を実施してきた参加者たちは、昨年同様とても晴れやかな顔で修了証を受

け取っていた。参加者の中からブランチである東京学芸大学の麻生氏と立命館大学の和

田氏が活動報告をおこなった。麻生氏はオーストラリアの短期留学におけるボタニカル

ガーデンでの活動と、マリンスポーツを通じての仲間とともに大自然の中での体験を「自

然体験」として発表した。一方、和田氏も柔道指導を通じての教えることの難しさや新

たな価値への創造として、「精力善用・自他共栄」の認識などについてふれ、自分が得

たこと感じたことなどを報告した。また、各ブランチでも同様に表彰式が開催され、そ

れぞれの地域で活動を修了した青少年に修了証が授与された。各ブランチの表彰式でも、

活動を無事修了した青少年達の表情が生き生きしているように見えた。授賞式は厳かな

雰囲気ではあったが、修了証を受け取った際の表情は達成感に満ちていた。  

 
 

【実施会場】文部科学省  

◎人数:92名(活動者:63名/アドバイザー・その他:29名)  

15:00 写真撮影(全体集合) 

15:05 局長挨拶: 有松 育子(文部科学省 生涯学習政策局 局長) 

15:10 修了証授与:有松 育子(文部科学省 生涯学習政策局 局長)   
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15:35 講話「青少年への期待と青少年体験活動奨励制度のこれから」 

      :松田恵示(青少年体験活動奨励制度委員会委員長) 

15:45 修了者の成果報告プレゼンテーション:麻生 実来(東京学芸大学1年)  

                    :和田 菜摘 (立命館大学3年)  

15:59 閉会の挨拶:鉃矢悦朗(青少年体験活動奨励制度委員会副委員長) 

 

表彰式 終了  

 

16:00 移動・休憩  

16:10 交流会  

16:35 交流会閉会の挨拶：八田珠穂(アドバイザー) 

 

 
 

 

4) 参加者の成果発表  

 表彰式で2名の参加者が本年度の活動について活動報告を行った。それぞれが特色の

ある体験活動内容について発表を行った。活動の内容こそ違えど、それぞれがやりがい

を感じながら体験活動を行っていたことがうかがえた。  
［松田広］ 
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3.1.4 参加者の声（事後） 

 まずは本年度の参加者のアンケートとインタビューより、参加者の声を一部抜粋して

紹介する。 
 
 家族から最近「イキイキ」しているねと言われた 
 このような体験活動の企画はとても有意義だと感じた 
 活動目標を設定し継続できたことは、自信になった、今後も続けたい 
 継続することの難しさを感じた 
 活動は大変だったが、達成感の方が大きかった 
 初めは、何をすればいいのか、何がダメなのかが分からなかった 
 この制度は良いのですが、知名度が低いように思えた 
 当初は継続できるかが不安であったが、修了できた 
 活動自体は頑張ったが、振り返る時間がなかった 
 助言、アドバイスが良かった 
 この活動に挑戦したことで、大学生活に意味を持たせることができた 
 条件(基準)がもう少し易しい方が参加する者にとっては助かります 
 この青少年参加機会が、読書に勤しむきっかけにつながった 

 

 上記のコメントは一部ではあるが、このことから体験活動を修了したことで、達成感

や成就感あるいは継続力などを認識でき、「自信がついた」「大学生活に活気が出た」

など肯定的な感想が比較的に多く示されている。また、アドバイザーとの連携やコンタ

クトの重要性、さらには、青少年体験活動奨励制度の普及啓発活動や広報の大切さが顕

著に示されたことも確かである。 

 

［松田 広］ 
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3.2 アドバイザー制度について 

3.2.1 アドバイザーの募集と育成 

1) アドバイザーの募集方法 

 教育支援人材認証協会のホームページにアドバイザー講習会の案内情報を

掲載すると共に、教育支援人材認証取得者向けの会員メーリングリスト（こ

どもパートナー、サポーター、支援士が対象）でもアドバイザー募集情報を

配信した。 

 また協会本部ならびに各ブランチを通じて近隣の行政機関（特に生涯学習

課等）に協力を仰ぎ、公共施設（特に社会教育施設）にチラシを配布し館内

掲示をお願いしたり、社会教育委員に募集情報を案内するといった方法も採

った。 

 結果、本年度は新規に 92名のアドバイザー資格取得者が誕生し、昨年度ま

での既得者と併せて本年度は 230 名のアドバイザーがアドバイザーとしての

役割を遂行した。 

 

2) アドバイザーの研修会の開催 

 平成 27年度に開催したアドバイザー養成講座は、次の通りである。一見し

て分かるとおり、平成 27年度は、英国エディンバラ公国際アワードのアワー

ドリーダー養成講座と、青少年体験活動奨励制度のアドバイザー養成講座を

セットで開催してきた。つまり、受講者は、同日開催の 2 つの講座を受講す

ることで双方のアドバイザーとなることができる。しかし、開催者側の都合

からは、この 2つの講座は講師要件が異なるため日程調整が困難であった。 

 

アドバイザー研修会開催一覧 

開催日時 開催内容 場所 参加人数 

7月 11日(土) 

9:00-13:00 

英国エディンバ

ラ公国際アワー

ド アワードリ

ーダー講習 

東京学芸大学コ

ミュニティーセ

ンター 

20名参加（大学職員

5名、中高学校職員 5

名、地域参加者 10

名）24～75歳 

7月 11日(土) 

14:00-17:00 

青少年体験活動

奨励制度 アド

バイザー講座 

東京学芸大学コ

ミュニティーセ

ンター 

23 名参（大学職員 5

名、中高学校職員 5

名、地域参加者 13

名）24～75歳 

7月 19日(日) 

9:00-13:00 

「英国エディン

バラ公国際アワ

ード」研修会 

奈良教育大学 

次世代教員養成

センター１号

10名（ボーイスカウ

ト 5 名、一般 5 名、

奈良教育大学 1名） 
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7月 19日(日) 

14:00-18:00 

「青少年体験活

動奨励制度」ア

ドバイザー講座 

館・大会議室兼

教室 
10名（ボーイスカウ

ト 5 名、一般 5 名、

奈良教育大学 1名） 

7 月 20 日（月・
祝） 

9:00-13:30 

「英国エディン

バラ公国際アワ

ード」アワード

リーダー研修会 中国学園大学 

1号館 1101教室 

10名（ボーイスカウ

ト 1 名、一般 5 名、

中国学園大学 4名）、

他聴講者 5名 

7 月 20 日（月・
祝） 

14:00-17:00 

「青少年体験活

動奨励制度」ア

ドバイザー講座 

8 名（ボーイスカウ

ト 1 名、一般 2 名、

中国学園大学 5 名）

他聴講者 4名 

8月 7日（金） 

9：00-13：00 

「英国エディン

バラ公国際アワ

ード」アワード

リーダー研修会 
札幌大学 

6号館 6504教室 

 

17名（一般 3名、札

幌大学学生 10名、札

幌大学教職員 4名） 

8月 7日（金） 

14：00-17：00 

「青少年体験活

動奨励制度」ア

ドバイザー講座 

17名（一般 3名、札

幌大学学生 10名、札

幌大学教職員 4名） 

 

3) アドバイザー研修会の共通教材の開発 

 先述の通り、青少年体験活動奨励制度を拡充していくためには、それに先

行してアドバイザー養成が必須である。そのため、全国各地でアドバイザー

養成講座を開催できるようにすることが必要である。そうした観点からする

と、青少年体験活動奨励制度のアドバイザー養成講座を開催しやすい方法を

作り出す必要がある。この点については、本年度実施した一部の講座内容は、

共通のＤＶＤを視聴したり、共通するスライドを教材としたりして講義を行

った。こうしたアドバイザー養成講座のノウハウの蓄積および試行ができた

ことは、来年度以降につながる大きな成果であると考えられる。 

［中田周作］ 

 

3.2.2 アドバイザーと参加者の連携 

 参加者が活動を完遂するには、アドバイザーとの適切な連携が不可欠とな

る。上述した「参加者の声（事後）」を分析すると、参加者が主体的に目標

を定め、体験活動をスタートさせ、青少年のモチベーションが継続的に体験

活動に取り組んでいけることは、参加者とアドバイザーとのコンタクトの頻

度や、アドバイスの要点などが微妙に左右してくることがうかがえた。 

 また本年度、課題となったのはアドバイザーと参加者の連携よりもアドバ

イザーと事務局との連携である。アドバイザーは本制度の専門家ではない。

一般市民が善意でアドバイザーとなり本制度支えている。そのため、参加者
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のアドバイスにあたる際に制度の詳細について事務局に確認をとる必要が出

てくる。その際、事務局には迅速な対応が求められる。 

［中田周作/松田広］ 

 

3.2.3 アドバイザーの声（事後） 

 まずは、本年度のアドバイザーのアンケートとインタビューより、アドバ

イザーの声を一部抜粋して紹介する。 

 

 アドバイザー講座の早期の開催をしてほしい 

 他のアドバイザーとの情報交換の場の設定をお願いできれば 

 日本版とエデインバラの用語の統一をしてほしい 

 アドバイザーの負担軽減をお願いしたい(責任、長期間) 

 アドバイザー以外の方の支援協力が大きいと感じた 

 アドバイザー力量が必要(匙加減等) 

 「記録BOOK」の確認作業に時間がとられる 

 長期休暇中(夏休み)に、自然体験が可能になるようにスタートしたい 

    

 上記したことは、アドバイザーと活動参加者との連携やそこでの役割など

についてまとめたものではあるが、青少年参加者とアドバイザーの良好な関

係が充実した体験活動の実施につながることから、アドバイザーの存在が極

めて重要であることが分かった。この青少年体験活動奨励制度が3年目の終了

となり、アドバイザーの存在やアドバイスの必要性、あるいは、アドバイザ

ーの一人一人にかかるウエイトの大きなことが浮き彫りとなり、アドバイザ

ーの負担軽減に関することの検討も必要である。 

 それから、日本版とエデンバラの用語統一については委員会で検討される

ことが望まれる。また、青少年体験活動の早期スタート時期については、調

整次第で可能であろう。いずれにしても、今後の青少年体験活動奨励制度の

普及啓発、運営においてアドバイザーの充実を考えることが重要なことが顕

著に示されたことも確かである。 

［松田広］ 
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3.3「+BIZ（ビジネス）」体験の試行 
3.3.1 はじめに 
 平成25年1月の中央教育審議会答申「今後の青少年の体験活動の推進について」や「教

育改革国民会議報告・教育振興基本計画」などの提言から、さまざまな体験活動の充実

が必要とされている。これは、体験活動は「人づくり」が原点であるという認識の下に、

将来、社会を担う青少年に、人間的な成長に不可欠な体験活動を経験させるためには、

教育活動の一環として、体験活動の機会を意図的・計画的に創出することが求められて

いる。 

 このような背景のなか、文部科学省より受託した「平成27年度体験活動推進プロジェ

クト「青少年の体験活動の評価・顕彰制度に関する調査研究」」では、前年度の調査を

踏まえ引き続き、下記の+BIZワーキングがけん引役となって+BIZを進めた。+BIZでは、

ビジネスに近い実際に抱える問題を解決するための体験プログラムを実施した。 

 

【+BIZワーキング】 

鉄矢悦朗 （東京学芸大学 教授） 

新城健一 （株式会社HORBAL（ホオバル）取締役） 

駒谷誠  （株式会社イニシャル代表取締役） 

金子嘉宏  （非特別営利法人東京学芸大こども未来研究所 理事） 

島田直樹 （株式会社電通 アソシエイトスーパーバイザー） 

番田清美 （能率産業大学 准教授） 

 

 また、このプログラムは、本制度を持続可能な制度とするにあたって、青少年のモチ

ベーションを上げる仕組みづくりや外部の企業や団体からの協力や協賛を得るための仕

組みとしても、検討がなされた。青少年のモチベーションを上げる仕組みとしては、知

識を蓄える座学だけでなく、フィールドワークなど実体験に基づく試行錯誤プロセスが

重要としている。一見、失敗と思えることに対しても「なぜ、失敗だったのか」「どう

したら上手くいくのか」というような課題発見および解決の方法をチームで考えて、各

チームにはビジネスコーチとして現場で活躍している企業の方に担っていただき、社会

に出る前にビジネスの現場を体験できる内容とした。外部の協力や協賛を得るための仕

組みとしては、企業（特に、地方の中小企業）が求める優秀な人材とのアクセスポイン

トとなることや、ビジネスコーチとして本制度にご協力いただく若手社員のリーダーシ

ップ体験となることも目論んだ。以上を、教養体験のなかでも特別な「＋BIZ」とした。 

 

3.3.2 +BIZのプログラムと実施内容 
1）実施概要 

 +BIZの実施概要については、以下の通りである。 

 

(1) 大学生や大学院生を対象とした全5回（1回3時間）のビジネス体験教室を開催する。 

(2) この講座では、座学に加えて「テストビジネス」をハイブリット形式で行うものと

する。特に体験を重視するものとする。 

(3) テストビジネスは、実際の商品・サービスを協賛企業・団体から提供してもらい、
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その商品・サービスの開発、マーケティング、販路拡大等を企画立案するものとす

る。例えば、ネット・マーケティング、リレーションシップ・マーケティング、実

際の営業活動、イベント開催や広報活動などを想定している。各チームには、資料

や広告の作成、アンケートやヒアリングの調査費用として、2万 5千円の予算を与

える。 

(4) 受講生は、各大学から募集するものとする。異なる大学のメンバーや専攻が異なる

メンバーでチームを構成し、テストビジネスを行う。所属する大学や異なる専門性

を有するメンバーでチームを構成することによって、それぞれの能力が発揮できる

場をつくる。 

(5) チームは、1チーム3名～5名として、合計3チームを編成する。 

(6) チームには、協賛企業の若手社員がリーダーとして付き添い、チームの指導・誘導

を行う。 

(7) 講座回数は、全5回として、進行は講師が行うものとする。 

(8) 青少年体験活動の教養体験の一部分であるものとする。 

 

2）教育目標 

 教育目標は、以下の通りである。 

 

(1) 受講生の目標は、大学生や大学院生に、ビジネス体験を通して、社会で活躍するた

めに必要な知識、思考、スキルを身につけてもらうことである。 

(2) 協賛企業の目標は、協賛企業とりわけ若手社員がビジネスコーチとして、今後、企

業内で必要とされるリーダーシップやマネジメントの基礎を学んでもらう。 

 

3）講師の選定 

 講師は、+BIZ の企画を担ってきたことから、鉄矢悦朗氏（東京学芸大学教授）、新城

健一氏（株式会社 HORBAL（ホオバル）取締役）、駒谷誠氏（株式会社イニシャル代表取

締役）が担当した。 

 

4）受講生の募集 

 受講生の募集は、3チーム×3人の合計 9名以上を集められるよう、アドバイザーか

ら活動者に対する声かけを行った。またその他に、亜細亜大学、国立音楽大学、白梅学

園大学、白百合女子大学、津田塾大学、電気通信大学、千葉大学、東京学芸大学、東京

外国語大学、東京経済大学、東京女子体育大学、東京農工大学、一橋大学、法政大学、

武蔵野大学、武蔵野美術大学の就職担当者や教員にポスター掲示やチラシ配布を依頼し

た（図1）。また、一部の大学においては説明会も開催した。 

 8 月の夏休み期間中から募集をかけたこともあって、当初は受講生を募集することに

苦戦した。そうしたなかでも、アドバイザーや教員による声かけを行い、10名の千葉大
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学と東京学芸大学から 10名の受講生を集め、3人×2チーム、4人×1チームを編成す

ることができた。 

 

図1 チラシおよびポスター 

（出所：教育支援人材認証協会「+BIZ体験ポスター」） 

 

5）協賛企業の選定 

 協賛企業は、青少年体験活動奨励制度に対して理解を示し、青少年がビジネス体験を

する上でふさわしい企業を選定することとした。公園管理会社、出版会社、保険会社、

精密機器メーカーに対して趣旨を説明し、最終的には、「公益財団法人 東京都公園協会」

にお願いすることとなった。東京都公園協会は、東京都が所管する公園や霊園などの管

理を行う企業である。身近な公園をテーマに、受講生がビジネス体験を行う場を設けて

いただくこととした。 

 

6）ビジネス体験のテーマ 

講師と東京都公園協会が話し合いを重ね、受講生にとって答えを導き出すことが難し

く、かつ、東京都公園協会にとっても意義のあるテーマを設定した。そのテーマとは、

「神代植物公園（有料区域）の暦年入園者数を2020年までに80万人にするための事業

提案を作成」することである。神代植物公園は、東京都が設置する有料の公園（一部無

料区域もある）であり、その管理・運営を東京都公園協会が担っている。その公園の入

場者数を、季節要因や予算制約を加味しながら、入場者数を80万人に増やすためのビジ

ネス・プランを提案することがテーマである。 
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7）開催スケジュールおよび場所 

 開催にあたっては、東京都公園協会、講師、事務局が打ち合わせを行い、実施日や内

容について検討した。 

場所は、全回を神代植物公園（東京都調布市）の会議室で開催した。実施日は、2015

年10月28日（水）、11月11日（水）、11月25日（水）、12月16日（水）、1月13日（水）

の全 5回として、毎回の時間帯を 15時～18時とした。なお、詳細なスケジュールにつ

いては、表1に示す通りである。 

表1 各講座の内容 

（出所：教育支援人材認証協会「+BIZ」資料より抜粋） 

日時・タイトル �� ��  � �

 

内容 講師予定 時間�� 

Day－１ 
10 月 28日（水） 
※企業参加必須 

『オリエンテーション�� と�� アイディアの出し方』�� 

�� 

【講義】本講座の概要説明、学んでほしいこと�� �� 

【講義】企業からのニーズオリエンテーション�� 

�� �

�
 
�
�

 
�

�
 企業について、企業の理念等�� 

【講義】商品企画・リサーチについて�� 

リサーチの仕方、課題の見つけ方、アイディアの作り方�� 

【Work】チーム分け、チームビルディング、テーマ決め�� 

【宿題】個々人でテーマに関してアイディアを 30個だす。�� 

 
 
鉃矢 
企業コーチ 

 

新城 
 
鉄矢 
 

�� 

�� 

30分�� 

30分�� 

�� 

60分�� 

�� 

30分�� 

�� 

Day－２ 
11月 11日（水） 

『アイディアの出し方・深め方』�� 

�� 

【Work】チームで宿題の共有と発表に向けて�� 

【Work】プレゼンテーション（公開ツッコミ）�� 

アイディアの絞り込み（30→10案）、価値観の設定�� 

アイディアの絞り方、ファクター、ミッション設定�� 

【講義】実証・検証方法、プレゼン準備の方法�� 

【宿題】価値観に沿って、1案に絞る。�� 

�� �

�
 

�
�

 
�

�
 中間プレゼンの準備。�� 

 
 
新城 
 
 
 
新城 

�� 

�� 

40分�� 

�� 

100分�� 

�� 

30分�� 

Day－３ 
11月 25日（水） 
 

『中間プレゼンテーションと今後の実践計画』�� 

�� 

【Work】中間プレゼン（各チーム 10分×5）�� 

※プレゼン後、学生とコーチは審査員を回り講評を得る。�� 

※審査員＝ワーキングメンバー＋α�� 

�� 

【講義】フィードバックとプレゼンテーションの方法�� 

（人を動かす）�� 

【宿題】実証、検証 

 
 
 
 
 
 
駒谷 

�� 

�� 

50分�� 

80分�� 

�� 

�� 

40分�� 

Day－４ 
12月 16日（水） 

『プロジェクトの精査とジャンプアップ』�� 

�� 

【講義】プロの商品企画�� 

�� �

�
 
�
�

 
��

 学んだことを社会で実際に活かすには�� 

【Work】実施の振り返り＋フィードバック�� 

【Work】Work内容の全体へのシェア�� 

【宿題】検証をふまえジャンプアップ�� 

 
 
新城 
 
 

�� 

�� 

50分�� 

�� 

80分�� 

40分�� 

Day－５ 
 1月 13 日（水） 
 

『最終プレゼンテーション』+今後に向けて�� 

�� 

【Work】チームごとに最終調整�� 

【Work】最終プレゼンテーション（各チーム 10分×5）�� 

※協賛企業のコーチの上司を審査員とする。�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

ワーキング�� 

メンバー�� 

公園協会�� 

�� 

�� 

20分�� 

80分�� 

�� 

�� 

�� 

   

Day  

10 28  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Day  

11 11  

 

 

 

 

Day  

11 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

Day  

12 16  

 

 

 

Day  

1 13  
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3.3.3 アンケートおよびヒアリング調査からの検討 

 +BIZは、受講生にとってどのようなメリットがあったのだろうか。また一方で、どの

ような課題があったのだろうか。このことについて、受講生に対して行ったアンケート

調査およびヒアリング調査の結果を基に明らかにしてみよう。 

図2に示したのは、+BIZの講座内容についてアンケート結果である。これは、「おおい

にそうである」（10点）、「そうである」（8点）、「そうでない」（6点）、「まった

くそうでない」（4点）として、アンケートの提出があった7名分の回答から平均値を算

出したものである。 

 これによると、講座の内容についてはおおむね満足していることがわかる。一方、「講

座の時期は適切でしたか」（7.14点）、「チームでの議論は活発に行われましたか」（7.43

点）、「講座回数（全5回）は適切でしたか」（8.00点）は、他の項目よりも平均値が下

回っていることがわかる。 

 

 

 

図2 +BIZの講座内容に対する評価 

（出所：教育支援人材認証協会「+BIZアンケート」より作成） 

 

 図3に示したのは、講座を通じて得られた結果である。これも、講座の内容と同様に、

アンケートの提出があった7名分の回答を平均化したものである。 

 これによると、「プレゼンテーションの知識を身に付けることができましたか」（7.71）、

「ビジネスマナーを身につけることはできましたか」（8.00）、「目上の人に対する接

し方を身に付けることができまいたか」（8.00）は、他の項目よりも平均値が下回って

いることがわかる。 

 受講生に対するアンケートの結果をみると、受講生は内容および成果について、おお

むね満足しているといえる。しかしながら、数値からは見えない項目もある。そこで、

受講生に対するヒアリング調査を行い、表2に示すような意見、感想、要望を得ることが

できた。 

9.71 

9.14 

9.43 

8.29 

9.71 
7.43 

8.86 

8.00 

8.86 

7.14 

8.29 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

講師による講義の内容に興味を

もつことができましたか。

講師による講義の内容を理解す

ることはできましたか。

講師の教え方はわかりやすく工

夫されていましたか。

講師によるチームに対するフォ

ローは適切でしたか。

企業コーチによるチームに対す

るフォローは適切でしたか。

チームでの議論は活発に行われ

ましたか。
チームの人数は適切でしたか。

講座回数（全5回）は適切でした

か。

講座時間（1回あたり3時間）は適

切でしたか。

講座の時期は適切でしたか。

あなたは、この講座に積極的に

取り組みましたか。
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図3 +BIZの成果に対する評価 

（出所：教育支援人材認証協会「+BIZアンケート」より作成） 

 

表2 +BIZに対する意見、感想、要望 

・時間、お金、労力などの負担が大きかった。常に綱渡りのような状態が続いた。 

事前に、これが分かっていれば、イメージしながら動けたかもしれない。 

・ビジネス体験だと聞いていたが、インターンシップだった。 

・時間の制約は大きかった。夏休みや春休みなどに開催してほしいと思う。だだし、時間に追

われることもひとつの勉強だったと思う。仮に、夏休みに実施していても、時間に追われて

いたと思う。時間をうまく作ったり、日程を調整したりすることも勉強だと感じた。 

・企業コーチ（東京都公園協会の職員）の方は、ロジカルに物事を考えており、すごいと思っ

た。親身に相談にのってくださったこともうれしかった。社会に出たときの自分の憧れ・目

標になった。 

・当初想像していた内容と違った。プレゼンテーションの勉強だと思ったら、内容がもっと濃

いものだった。想像していた内容と違っていたが、良い意味で期待通りではなかったので、

参考になった。 

・チーム内での意見が不活発であった。もっとたくさん議論をしたかった。自分からもっと積

極的に意見を言えればよかった。 

・チームが本格的になったのは、第3回の中間報告以降だった。慣れるまで少し時間があった方

がよかったかもしれないが、短時間だからよかったかもしれない。 

・講座以外で時間を割かなければならず、時間を確保するのがたいへんだった。 

・いろいろなことを学び、自分の能力が向上した。今後に生かしたい。 

 

（出所：教育支援人材認証協会「+BIZヒアリング調査」より作成） 

 

3.3.4 成果と課題 

これらの結果から、企業の現場を通じたビジネス体験を行うことで、受講生が今後社

会で活躍する上で必要な知識、思考力、スキルを身に付けることができたと考えられる。

8.29 
7.71 

9.14 

8.00 

8.00 8.57 

9.71 

8.86 

8.86 

8.57 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

企画立案の知識を身に付けることができました

か。

プレゼンテーションの知識を身に付けることがで

きましたか。

チームワークを身に付けることができましたか。

目上の人に対する接し方を身に付けることがで

きましたか。

ビジネスマナーを身に付けることはできました

か。

公園の管理・運営に対して興味をもつことがで

きましたか。

この講座は大学の授業では学ぶことができない

内容だと思いますか。

この講座は今後のキャリア形成に役立つと思い

ますか。

この講座は当初思っていたものより充実してい

ましたか。

この講座は総合的に見て満足できるものでした

か。
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その意味において、本講座は受講生のチャレンジ精神の育成や企画立案の能力育成など

の成果を得ることができた。 

しかし、今後における青少年体験活動の一環として+BIZ体験講座を継続的に実施する

ことの可否については課題が残されている。それは第一に、このようなビジネス体験の

場は、企業、自治体、NPO、大学などが実施するインターンシップに代表されるように、

現代の日本社会のなかに、こうした場が多く設置されていることである。第二に、この

内容を企業等が実施するインターンシップと差別化することが難しいことである。そし

て第三に、本年度は試行として実施したが、次年度以降に協賛企業を募った場合、人員

や費用の関係から協賛企業がどの程度集まるかについて、想定することが困難である。 

以上のことから、+BIZそのものは望ましい内容であるが、青少年体験活動の一環とし

て実施することは難しいと考える。 

 

［唐澤克樹／鉄矢悦朗］ 
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4. 体験プロジェクト・小・中学生（ジュニア）版の策定と実施 

―2015－ 
 

4.1小中学生体験奨励制度の必要性＝「体験」を持たない成長のスタイル 

1) 情報化社会の功罪 

現在の青少年を象徴するのは、スマホや携帯電話などの電子メディアとの接触であろ

う。スマホの操作は簡単だ。単純な操作で、時間を超え、場所を越え、誰とでもコミュ

ニケーションを取れる。これまで、友だちと会おうと思うと、合う場所を決めることが

必要になるし、夜遅くは連絡を取れない。しかし、スマホは、時間の制約や場所の限定

を超越して友だちとコンタクトすることを可能にした。さらに、メールをうまく使えば、

費用的に安くてすむ。加えて、多様な情報を瞬時に入手できる。 

そうした便利なメディアに囲まれていると、自分の部屋で、いくつかのメディアを操

作して、ゆったとくつろぐのが至福の時となる。一人でいることが快適だし、自分流に

生きている気持ちがする。そうなると、部屋から外へ出て、人とふれあうことが億劫に

なりやすい。そう考えると、「ひきこもり」は現代の子どもが陥りやすい心の状況のよう

に思われてくる。 

スマホに対する批判や懸念ばかりが目につくが、批判は批判にとどまり、青少年のス

マホとの接触が減少する気配はない。それだけに、子どもの成長にとって電子メディア

社会の到来が何をもたらすのか。功罪両面から電子メディアの問題を捉える態度が必要

となる。 

(1) 情報や知識の増大と直接体験の矮小化 

電子メディアに接しているだけで、瞬間に多くの情報を獲得できる。たしかに、知識

が飛躍的に拡大するのはたしかだ。テレビは地球上で起きている出来事を瞬時に伝えて

くれるので、子どもでも情報を入手できる。子どもの知識はかつての子どもよりはるか

に増大している。 

その反面、映像は間接体験なので、生の体験に欠ける子どもが育つ。しかも、間接体

験のみを重ね、生の体験を持たないと、バーチャル・レアリティ－（仮想現実）の世界

をリアル（現実）と思い込む可能性が生まれる。たしかに、行ったことがなくともハワ

イのワイキキ・ビーチやパリのシャンゼリーゼ通りを誰も連想できる。それだけに、情

報化社会では、皮肉なことに、昔ながらの生の体験を子どもに重ねさせることが重要に

なる 

(2) 人間関係の広がりとひきこもり 

電子メールを利用すれば、地域や年齢を越え、多くの未知の人と接触するのが可能に

なる。子どもでも、おとなのチャットに加われるし、遠く離れた地域の人との交流も可

能だ。 

４．�体験プロジェクト�小・中学生（ジュニア）版の策定と試行
―2015－
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その反面、深夜に一人でテレビゲームをする行為に象徴されるような、引きこもり的

で非社会的な子どもが育つことも反面の事実である。子ども部屋に一人でいるのに慣れ

ているので、友だちと教室にいるだけでプレッシャーになる。そして、教室内のささい

なことでも、争いの元になる。現在の子どもは、友だちと遊んだ経験に乏しいので、友

だちとの付き合い方が分からない。最近のいじめや授業の荒れなどの背景に、そうした

人間関係の未成熟さが見られる。それだけに、子どもたちに人間関係の体験をいかに積

ませるのかが重要に思える。 

(3) 自尊感情の高まりと自信喪失 

10代の青少年でも、パソコンを操れば、成人と全く同じように、海外などの未知の情

報を入手できるし、海外に友を持つことも可能だ。そうした体験を重ねていれば、自分

に自信を持てる。これは、電子メディア時代のもたらした効用であろう。 

そうした半面、メディアに溺れる生徒が多いのもたしかであろう。部屋の中で夜遅く

まで、パソコンのゲームに興じる。朝は眠いし、学校の授業にも関心を持てず、ぼんや

りと日中を過ごす。そうなると、駄目な自分という気分が強まり、自信喪失気味となる。 

もちろん、メディアの伝える情報の中には、質的に問題の多いものも含まれている。

しかし、俗悪といわれる情報に接してもおぼれず、多様な情報の渦の中から、自分で判

断して、適切な情報を集め、活用していく。そして、自分らしさを形成する。メディア・

リテラシーとよばれるそうした情報を取捨選択する力を育てることが重要になろう。 

 

2) 小中学生の時期に「基礎的な体験」を 

 青少年の置かれている状況はそれぞれの社会により異なる。小中学生の場合、欧米の

学校は狭義の教育に活動分野を限定しており、放課後の活動は本人の自主性に委ねられ

ている部分が多い。それに対し、日本の小中学生は、放課後の多くの時間を学校の部活

動に費やしている。それに加え、学習塾や地域の水泳やサッカーなどの運動クラブ、英

語や音楽のレッスンなどに籍を置く小中学生も多い。 

 そうした意味では、日本の小中学生は学校的な特性を持つ体験の場に恵まれている。

その反面、小中学生自身が自主的に活動に参加する機会に乏しく、自主性が育ちにくい。

それと同時に、「してもらう」のに慣れ、自分から誰かのために「つくす」、そして、社

会に役立つ行動をとる姿勢に乏しい印象も受ける。さらに、都市に住む小中学生の場合、

自然と触れ合う機会を持てないままに成長しているのも気になる。 

平成26年に実施した本協会の調査結果によると、「生まれてからトンボにふれたこと

がない」中学生は58％に達するし、「カエルにふれたことがない」者も68％である。周

囲から自然が消えているから、自然体験の減少はやむを得ないとしても、「リンゴや梨の

皮をむいたことがない」中学生は 55％で、生活体験の低下も著しい。さらに、「老人ホ

ームを訪ね、お年寄りの世話をした」子は18％にとどまる。 

こうした状況を踏まえると、「（直接）体験の不足」は現在の青少年の成長が抱えるも

っとも大きな課題であることが分かる。そして、電子メディア社会では、①生の体験を
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積ませる、②友だち付きあいを大事にして、人間関係を育てる、③情報を取捨選択する

能力を育成することが課題となる。 

本協会では、文科省の支援を得て、高校生や大学生を対象とする体験奨励制度を試行

してきた。しかし、高校生に体験を勧めるためには、子ども時代にきちんとした「体験」

を持つことが前提となる。本プロジェクトは、小中学生にバランスのとれた体験を積ま

せ、自分に自信を持ち、行動力のある子どもの育成を目指している。そこで、小学4年

生から体験活動を始め、小学生は小学校区、中学生は中学校区の周辺で体験を積む。そ

して、高校生は県レベル、そして、大学生は国レベルにというように行動半径を拡大し

つつ、体験の量と質を広げつつ成長する形が望ましい。換言するなら、小学生を体験へ

の「入門段階」とし、中学生は体験への「基礎段階」として捉え、高校生を「発展段階」

と考える。そして、大学生を「完成段階」として扱い、小学生から大学生へかけて、豊

かな体験を身につけさせるシステムの体系化を構想している。 

 

4.2「体験」活動の概要 

1)「体験」を支える4条件 

 アメリカの教育学者・ジョン・デューイは「経験主義の教育」を提唱したことで知ら

れる。著書「経験と教育」（講談社学術文庫、2004 年）の中で、デューイは、子どもが

成長するために何でも経験すればよいのでなく、「善き経験」を積むことが大事だと指摘

している。 

 本プロジェクトでも、小中学生がどういう体験を積めばよいのか、判断の基準となる

条件を提示しておく必要があろう。 

(1) 自分で計画した体験であること 

 なんとなく偶然に良い体験をすることがある。しかし、本プロジェクトでは、小中学

生が自分で事前に計画して行動に移した行為を体験と呼びたい。もちろん、事前の計画

と実際の体験との間にギャップがあることも多いと思うが、そうしたギャップを大事に

したい。 

(2) 五感に訴える体験であること 

 体験の中でも、目で見る、耳で聞く、手で触れる、匂いをかぐなど、小中学生の5感

に訴える体験を大事にしたい。自分で体を動かす、さまざまな人にふれるなど、生の体

験を通して五感で感じることが体験の基本であろう。 

(3) 小中学生の良き成長を促す体験であること 

 体験は積めば良いうということではない。現在、体験を積んでいることが、小中学生

のその後の成長の土台となる。そうした良き成長を促す体験を大事にしたい。それだけ

に、体験についての取捨選択が重要になる。 

(4) 活動の継続を期待できる体験であること 

 体験活動一時的なものでなく、その後も体験を継続し、心身ともの成長を促すもので
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あって欲しい。したがって、体験の終了時に一応のまとめを行うが、その後の体験の継

続を期待できることを大事にしたい。 

 したがって、本プロジェクトは、青少年の健やかな成長を促す体験のきっかけを与え

るものであって、体験の連続性を大事にしたい。そうした観点で、後述するように、3

級から1級への体験の積み重ねを奨励している。 

 

2) 体験活動を通して、レジリエンスを育てよう 

 青少年も、友だちと不和になった、成績が下がった、両親の仲がよくない、部活で補

欠になったなど、落ち込む体験を持っていよう。そうした時、１時的に落ち込むのは仕

方がないにしても、そこから立ち直る力が必要であろう。積雪下の竹のように、へこた

れることなく、しなやかに立ち直る。そうした復元する力をレジエンスという。レジリ

エンスは行動を通して身につくといわれる。本体験活動を通して、小中学生は、自分で

決めたことを計画的に行動する。そうした体験は、子どもに自信を与え、レジリエンス

を育てると考えられる。逆境にあっても、はねのける力、子どものレジリエンスを、本

体験活動を通して育てたいと考えている。 

 

3) 体験の構造＝軸は「ボランティア体験」と「自然体験」 

 本プロジェクトは、小中学生にバランスをとれた体験を積ませ、心身ともに健やかな

青年の育成を目標としている。本計画に先行して実施されている高校生や大学生の体験

活動では、体験の領域として、「①ボランティア体験」、「②教養体験」、「③運動体験」、

「④自然体験」の4領域を設定した 

日本の小中学生の場合、4領域の内、「③運動体験」は学校の部活や地域のスポーツク

ラブなどを通して体験できるし、「②文化体験」も接近しやすい環境が整っている。 

そうした中で、日本の小中学生は「①ボランティア体験」を持たない者が多い。それ

だけに、本プロジェクトを通して、小中学生にボランティア体験を通して社会に役立つ

経験を持たせたいと願っている。また、「自然体験」について、日本の小中学生は、修学

旅行に加え、家族旅行やグループ旅行などのくつろぎの旅に参加する機会が多い。しか

し、自分で目標を設定した自然とふれあう旅を、自分の責任で続ける体験を持つ機会が

少ない。特に、都市圏に住む小中学生はむろん、地方に住む小中学生も、自然体験を持

たないままに成長している。それだけに、本プロジェクトを小中学生が自然に親しむ機

会にしたい。 

そう考えると、高校生・大学生の体験の４領域の内、「①ボランティア体験」と「④自

然体験」の２領域は日本の小中学生の成長に欠けがちな体験で、本プロジェクトでは、2

つの体験を重視したいと考えている。 

なお、「②文化体験」と「③運動体験」は、どちらかの選択を基本とするが、アドバイ

サーの判断により、総合教科的に両体験を組み合わせて体験化することは可能である。 
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4)「（子どもの）自主性」と「（アドバイサーの）配慮」とのバランス 

 小中学生は、親や教師から保護された状況で成長している。それだけに、欧米の子ど

もと比べると、大人への依存が強いといわれる。そうした状況を踏まえ、本体験活動の

展開にあたって、子どもの自主性を伸ばしたいと考えている。大人の目に幼く思えても、

すぐに否定するのでなく、変更を促す助言を試みて欲しい。そして、子どもが自分で考

え、行動したという気持ちを持てるようになればと願っている。 

 そうした反面、ボランティア体験の場の確保は、小中学生の力だけでは困難と思われ

るので、アドバイサー（役割は後述）には、行先についての事前の折衝などをお願いし

たい。また、自然体験についても、可能なら、アドバイサーの同行を求めたいが、後述

するユース・アドバイサーなどが参加する場合でも、安全面などの事前の配慮をお願い

したい。 

 

5) 体験プロジェクトの骨子 

(1) 対象学年＝小４以上。 

 体験奨励制度では体験行動を基本に据えるので、参加できる学年は、自分の行動に責

任を持てるようになる小学４年生以上とする。また、小学生と中学生とは行動範囲が異

なるので、「小学生版」と「中学生版」の2種類の体験基準を設定することにした。 

(2)「計画作り」と「体験活動」、「体験のまとめ」を一体として 

 小中学生の場合、体験そのものも大事だが、それ以上に、事前の計画作りと事後のま

とめの作業が大きな意味を持つ。そこで、体験活動だけでなく、①体験を進めるにあた

っての事前の「計画作り」と②「体験活動」そのもの、③体験活動後の「体験のまとめ」

作業を一本化してとらえたいと考えている。 

まず、計画を立てるためには、「体験活動の説明を受け理解し、自分の計画を考え、そ

して、情報を集めて、計画を決める」のステップが考えられるので、事前の準備に、2

週間（例えば、週1を2回、あるいは、まとめて長めの一回）位かかることを予定して

いる。 

また、体験活動終了後も、体験活動をまとめ、今後の体験を進めるため課題を考える

ことが必要であろう。そうした事後のまとめに2週間程度（短時間の2回、または、長

時間1回などの会の持ち方は、アドバイサーに任せたい）を予定している。 

(3) 活動期間＝事前の計画作り（2週）＋小学生８週・中学生 10週＋事後のまとめ（2

週）＝小学生12週以内・中学生14週以内 

 小中学生は、学校の1週間の日程に合わせて生活している。そこで、小中学生の体験

の設計にあたり、１週間を基準として、小学生は8週、中学生は10週を体験の期間とす

ることにした。そして、事前の計画作りと事後のまとめは、それぞれの状況により、柔

軟の対応して欲しいが、一応の基準として、それぞれに2週間を要するとして、小学生

は、「事前の計画作り・2週間＋体験8週＋事後のまとめ・２週」の12週の活動となる。

また、中学生は「事前の計画作り・2週間＋体験 10週＋事後のまとめ・２週」の 14週
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の活動となる。 

(4) 活動は学期を単位に 

小中学生の場合、学期を基本とした生活を送っている。そこで、新学期が落ち着く 5

月末頃から体験活動への参加募集を行なう。そして、①７月上旬か、②９月中旬頃の時

期に、適宜に事前の打ち合わせを行いたい。7 月に事前の打ち合わせを行えば、夏休み

を活用できるが、9月に事前内合わせを行う場合は、10月から体験活動を開始し、12月

末に活動を終了するのが望ましい。しかし。活動記録の最終の提出日は2月末とするの

で、年度を超えての活動も可能である。したがって、基本的には、学年暦の2学期が活

動の準備期、夏休みを含めて2学期が活動期、3学期を活動の整理期と考えたい。 

(5) 体験の継続性＝銅・銀・金の3段階 

 体験にとって、継続性が重要であろう。したがって、初年度は3ヵ月程度の活動にし

ても、次年度以降に体験を続ける連続性を大事にしたい。そう考えて、初年度の活動修

了者「銅賞」とし、次年度に継続して体験をした者に「銀賞」、3年次修了者に「金賞」

の認証を与える。その際、小中は一貫として捉えるので、小5で「銅賞」、小6で「銀賞」、

中1で「金賞」の取得が可能である。なお、体験活動の内容は、「自然体験」を除くと、

銅賞と銀賞も、同じレベルの活動でよいこととする。また、高校以降との関連について

は、今後、検討を進めたいと考えている。 

 

6) アドバイサーの役割と研修 

(1) アドバイサーの重要性 

 体験をするのは小中学生本人なので、どんな体験をするかは本人の自主性を尊重した

い。しかし、高校生や大学生などと比べ、小中学生は自分の判断で行動する機会が少な

いので、小中学生の計画作りを①助言する、あるいは、②体験の進行状況をチェックし、

③励ますなどを行う「アドバイサー」の存在が大事になる。 

具体的には、アドバイサーが体験活動に参加する小中学生を集め、体験計画の作成に

助言を与えると同時に、活動開始前に事務局に活動開始の連絡を行う。そして、活動の

展開にあたって、確認や助言を行う。その後、参加者が活動を終了し、基準を充たすと

判断できた場合、事務局に認証の申請を行うこととする。なお、アドバイサーが一人で

一人の子どもを支援する形も考えられるが、複数の小中学生が参加する方が活動は活発

になると思われるので、小グル―プでの体験を奨励したい。その際、複数のアドバーサ

ーが、チーフを決め、相互に協力する形も考えられるが、アドバイサーが複数の協力者

を依頼する場合もありうる。 

(2) アドバイサーとしての適性 

 アドバイサーは小中学生の体験を助言する人なので、小中学生と接点を持つことがア

ドバイサーの望ましい条件となる。学級の担任や部活の顧問などの学校の教員の他にも、

放課後子ども教室や放課後児童クラブの指導員、プレー・パークの指導者、ＰＴＡや地

域の子ども会の世話人、地域のスポーツ施設の指導者などがアドバイサーの候補者とな
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る。 

(3) アドバイサー研修 

アドバイサーは子どもに助言・指導する立場の人なので、本協会として、人物を社会

的に保障する責任が生じる。そこで、アドバーサーには、本協会の主催するアドバィサ

ー講座を受講することを条件にしたい。 

 研修は①「子ども理解」１時間、②「体験と子どもの成長」１時間の講義と③「本体

験活動について」説明と質疑応答１時間半の３時間半程度の講義とする。その際、研修

は協会から講師を派遣する出前的な研修も開催も可能と考えている。なお、研修受講者

は、研修を受講するにあたり、活動歴などの簡単な履歴書を提出するものとする。 

(4) アドバイサー研修の免除 

 小中学生の体験奨励制度の場合、日常的に小中学生に接している人がアドバイサーと

し参加する事例が多い。そうした人の場合、子ども理解や子どもの接し方などは習得し

ているので、本活動の趣旨を理解しているという前提に立って、アドバイサー研修を免

除することとする。具体的には、小中学校の教員、放課後児童クラブの保育者、放課後

子ども教室の指導者など、公的な職に従事している者や民間であっても子どもの指導に

携わっている者は、本協会の設定したアドバイサー申請書を提出し、審査の後、条件を

充たしている者には、本部からアドバイサー委嘱状を送付する。委嘱状を受領後、体験

活動に取り組んで欲しい。 

また、本協会の「こども支援士」の認証取得者が、小中学生の体験活動にアドバーサ

ーとして参加することを歓迎したい。こども支援士の資格取得者は、アドバイサー研修

以上の内容を受講しているので、アドバイサー研修への出席を免除することとする。希

望者はアドバイサー申請書を提出して欲しい。 

(5) 推薦指定図書の選定について 

本体験活動の構築にあたり、体験の意味を理解してもらうためのアドイバザー研修の

必要性を感じていた。しかし、アドバイサー希望者は全国に点在しているだけでなく、

日常の勤務で多忙なので、どこかで研修会を持ち、参加していただくのに困難が多いと

考えた。そこで、申請によるアドバイサー委嘱の形を考えた。しかし、体験についての

総合的な理解を持つことは大事なので、推薦指定図書を選定し、体験活動の展開にあた

って、指定図書に目を通して欲しいと思っている。 

 平成 27年度は、「『体験』がもたらす子どもの成長」（「児童心理」2015年８月・臨時

増刊号・1280円）を指定図書として推薦したい。同図書には、文科省担当者の事業説明

や本体験活動に関わった多くの専門家の考察、あるいは、先行する高校生や大学生の体

験記録も収録されており、一冊で体験活動の研究動向なども概観できる構成になってい

る。 

(6) ユース・アドバイサーについて 

 小中学の体験活動の展開にあたり、大學生や高校生が小中学生と活動を共にする制度

をユース・アドバイサーとして構築したい。具体的には、以下の2タイプを想定してい
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る。 

① 大学生や高校生で体験活動に参加し、文科省から表彰を受けた者。表彰を受けた者
は、アドバイサーの指導を受けつつ、ユース・アドバイサーとして、小中学生の体

験に係れることとする。 

② こどもサポーターやこどもパートナーの資格取得者。資格取得者で小中学生の体験
をともにしたい者はアドバイサーから体験制度についての指導（1 時間程度）を受

けた後、アドバイサーの指導を受けつつ、ユース・アドバイサーとして、小中学生

の体験に係れることとする。 

(7) 情報を共有するサイトの立ち上げ 

 体験プロジェクトの展開にあたって、アドバイサー間の情報共有が必要となる。それ

だけに、ネットなどを使い、相談用のサイトを立ち上げる必要があろう。将来的にはア

ドバーサーを構成員とする連絡協議会の設置を予定している。 

 

4.3 体験活動の具体的な基準 

1) 若干のメモ 

(1) 学校段階と体験活動 

本体験活動は小中学生を対象としている。高校生や大学生と比べ、小中学生は行動範

囲が狭く、行動の時間も制約されている。したがって、基準の制定にあたり、年齢に合

った条件を設定する必要がある。特に、小学生の行動範囲は校区内に限られるし、中学

生も学校の拘束時間が長く、行動範囲も中学校区に限られているので、そうした事情を

配慮し、高校生などの基準より、かなり短めに設定した。そして、体験の過程そのもの

を大事にしたいと考えた。 

(2) 学校教育との関係 

 小中学生は学校と密接して毎日を送っているので、学校を通して、さまざまな体験を

重ねている。それだけに、本プロジェクトの体験と学校での体験とが混同されやすい。

そこで、基本的な考え方として、学校の正規の教育活動は本プロジェクトの対象外とす

る。換言するなら、学校の場を利用する場合であっても、正規の教育活動の範囲外の体

験は本プロジェクトの対象とすることができる。具体例をあげるなら、修学旅行や遠足

は本プロジェクトの対象外だが、部活動や放課後の活動の多くは体験の対象内と考えら

れる。 

(3) 体験の展開にあたって 

 小中学生の体験活動では、①ボランティア体験と②運動体験か学習体験かのどちらか

を中心に体験を積み、それに、③自然体験を組み込む形を考えている。その際、「ボラン

ティア体験」について、小中学生が体験先を探すことに期待したいが、小中学生の場合、

アドバイサーが社会福祉団体などの支援を求める場合が多いと思われる。また、自然活

動についても、地元の自然愛好家などの協力を求めることも必要となろう。 
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なお、将来的には、「青少年ボランティアサイト」を作り、全国の青少年がどこからで

もボランティア先を見出だせる体制を構築できればと考えている。 

 

2) 小学生の体験活動の基準 

 

表１ 小学生の体験活動の基準 

領域 基準 具体例 

1 ボランティア体験 

（必修） 

① 週１で１時間または隔
週2時間程度 
② 8週で8時間程度。 

○駅前の花壇作り 
○学校の校内清掃 
○地域での清掃活動 

2 学習体験 

（2,3のいずれかを選択） 

① 週 1で 0.5時間、また
は隔週で1時間程度、 
② 8週で4時間程度。 

○英会話のスクールに入る 
○ピアノや絵画教室で学ぶ 
○冊数を決めて、読書 

3 運動体験 

（2,3のいずれかを選択） 

① 週１で 0.5 時間または
隔週で1時間程度 
② 8週で4時間程度 

○学校のバレー部に在籍 
○地元のサッカークラブに所属 
○地元の水泳プールで泳ぐ 

4-1 自然体験 

［3級レベル］ 

（必修） 

（数名の友人と）、3時間程
度の体験を2回が望ましい
が、6時間程度の体験1回
でも可とする。但し、家族
旅行や修学旅行を除く。 

○校区の自然を調べる 
○校区の文化遺産を散策 
○仲間と近くの山に登る 
（＊成人の同行者が必要） 

4-2 自然体験 

［2級・1級レベル］ 

（必修） 

（数名の友人と）、4時間程
度の体験を2回が望ましい
が、７時間程度の活動1回
でも可とする。また、銅レ
ベルの体験に参加でも可。 

○隣接する自然を散策 
○隣接校区の文化遺産を散策 
○仲間と近くの山や川の散策 
（＊成人の同行が必要） 

   備考：アドバイザーの判断で、「2学習体験」と「3運動体験」とをミックスして

「総合科のように、8時間の活動とすることは可能である。 

 

■小学生版の留意事項 

(1) 子どもの自主性を尊重 

 小学生の場合、体験そのものより、①自分で目標を設定し、②体験のための計画を考

える過程を大事にしたい。そうした意味で、子どもの自主性の尊重に配慮して欲しい、 

(2) 体験することが大事 

 小学生の場合、どういう体験をするかという質はあまり問題でなく、継続的に体験す

ること自体を大事に考えたい。したがって、体験をしていること自体を評価して欲しい。 

(3) 個人よりも、小グループで 

 小学生の体験は、一人で行動するより、小グループを作っての活動の方が持続しやす

い。地域や学級などを単位に、いくつかの活動ついては、共同で体験する形を勧めたい

と思う。 
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3) 中学生の体験基準 

 

表2 中学生の体験基準（基礎段階） 

領域 基準 具体例 

1 ボランティア体験 

（必修） 

① 週１・１時間、または、
隔週２時間程度 
② 10週で、10時間程度 

 高齢者のデイケア援助 
 保育園のサポート 
 地域での清掃活動 

2 学習体験 

（2,3のいずれかを選択） 

①週１で0.5時間。または、
隔週1時間程度 
② 10週で5時間程度 

 英会話のスクールに入る 
 楽器を弾けるようになる 
 学校の理科クラブに加入 

3 運動体験 

（2,3のいずれかを選択） 

① 週１・0.5時間。または、
隔週1時間程度 
② 10週で5時間程度 

 学校のバレー部に在籍 
 地元のサッカークラブに所属 
 地元の水泳プールで泳ぐ 

4-1 自然体験 

［銅賞レベル］ 

（必修） 

（数名の友と）、4時間程度
の体験を 2 回が望ましい
が、7時間程度の体験1回
でも可とする。但し、家族
旅行や修学旅行を除く。 

 地域の自然を散策 
 地域の文化遺産を散策 
 仲間と川の源流を探る 
（＊成人の同行者が必要） 

4-2 自然体験  

［銀賞・金賞レベル］ 

（必修） 

（数名の友と）、5時間程度
の行動を２回が望ましい
が、8時間程度の活動1回
でも可とする。また、銅レ
ベルの体験に参加でも可。 

 隣接する地域の自然を散策 
 隣接地域の文化遺産を散策 
 仲間と近くの山に登る 
（＊成人の同行が必要） 

    備考：アドバイザーの判断で、「2学習体験」と「3運動体験」とをミックスし

て「総合科のように、5時間の活動とすることは可能である。 

 

    

■中学生版の留意事項 

(1) 部活やサークルを単位とする体験活動の場合 

 中学生の場合、部活やサークルを単位とする体験活動が多くなると考えられる。その

際、それ以外の領域の活動を大事にしてほしい。 

(2) ボランティア先の確保に全力を 

 中学生だけでは、ボランティア先の確保は困難と思われるので、ボランティア先につ

いては、アドバイサーが十分な打ち合わせを行って欲しい。また、自然体験については、

安全面への配慮を留意して欲しい 

備考 

 体験活動を日常的に展開していきたいので、近い将来、体験をポイント制とし、ポイン

ト額に応じて、取得のできる形が望ましいと考えられるが、今後の課題としておきたい。 

 

4.4 体験活動の展開 

1) 体験活動の取り組み 

 2015年の体験奨励制度は、試行期間なので、各委員が個人的なルートを頼って参加者
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を募集することにした。その際、①学校関係、②放課後関係の諸団体や組織、③地域や

PTAなどの個人にアプローチをした。 

(1) 学校関係。 

 学校関係の協力者は本活動の趣旨は十分に理解してくれた。しかし、①学年の途中で

新しい事業を組みにくい、②管理職からはこれ以上教員に負担をかけられない、③放課

後の問題は学校が主体になりにくいなどの難色が出された。しかし、子どもの問題に関

心のある教師が理解のある管理職の支援を得る形で、体験活動を実施することができた、

なお、小学校は学級単位、中学校は部活動の形をとることが多かった。 

(2) 放課後関係の諸団体や組織 

 いくつかの放課後子ども教室や放課後児童クラブ、あるいは、子ども支援士などに参

加の呼びかけを行った。しかし、大阪のベテランの野外活動指導者の主催する活動の場

を除くと、参加を得ることができなかった。参加者の範囲をいかに拡大していくのかが、

今後の課題となろう。 

 

2) 体験活動の具体例 

 そうした中にあって、本活動に興味をもった4つの小学校、3つの中学校、1つの野外

活動団体、1名の個人（高大体験活動のアドバイザー）の協力を得て、小学生82名、中

学生30名、合計112名の参加者を募ることができた。そのうち、活動を達成することが

できたのは、小学生55名、中学生30名、合計85名であった。 

 表3は、参加した児童・生徒のうち、活動を達成した者の活動内容を示している。こ

れをみると、奉仕活動は学校や自宅の周辺の清掃活動、学習体験は英語の勉強や読書、

運動体験はバスケットボールや陸上、自然体験は動植物や河川の観察が多いことがわか

る。一方、リタイアした者は小学生27名であった。リタイアした者の理由は、「他の行

事や習いごとがあった」「体調不良」「誰かと一緒にやりたかった」であった。しかしリ

タイアした者のなかには、「今回は続かなかったが再挑戦したい」という意欲的な者もい

た。 

 

表3 体験活動の具体例 

NO 学年 活動分野 活動内容 目標 

1 小5 

奉仕体験 学校の校庭をきれいにする 校庭の掃き掃除 

学習体験もしく

は運動体験 

土浦ジョイフルアスレチッ

クくらぶでテニスをする 
テニス 

自然体験 
木を調べたり木を使って遊

ぶ 

木を調べたり思いっきり遊

ぶ 

2 小5 
奉仕体験 学校の校庭をきれいにする 学校の掃き掃除 

学習体験もしく 茎崎運動公園で短距離走の 陸上 
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は運動体験 練習 

自然体験 
森の中で歩きながら木を観

察する 
ウォーキング、木を観察 

3 小5 

奉仕体験 学校の校庭をきれいにする 学校の掃き掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
家で本を読む 読書 

自然体験 

どんな木があるのか調べ

る、木でたくさん遊ぶ 

 

木を調べたり遊ぶ 

4 小6 

奉仕体験 中庭をきれいにする 学校の掃き掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
がんばって続ける 空手 

自然体験 
高崎自然の家でどんな木が

あるか調べる 
木の観察 

5 小6 

奉仕体験 学校の校庭をきれいにする 学校の掃き掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
家で本をたくさん読む 読書 

自然体験 
高崎自然の家でどんな木が

あるか調べる 
木の観察 

6 小5 

奉仕体験 公園をきれいにする ゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 

シュートが入るように練習

する 
バスケットボール 

自然体験 東金青年の家でキャンプ 東金青年の家でキャンプ 

7 小5 

奉仕体験 
みどりヶ丘公園をきれにす

る 
ゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 
速く走れるように練習する 陸上 

自然体験 
子どもキャンプに楽しく参

加する 
子どもキャンプ 

8 小5 

奉仕体験 
みどりヶ丘公園をきれにす

る 
ゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 

試合に勝ちたいので練習す

る 
バスケットボール 

自然体験 
子どもキャンプに楽しく参

加する 
子どもキャンプ 

9 小5 奉仕体験 公園・あさひ保育園 ゴミ拾い・保育園の手伝い 
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学習体験もしく

は運動体験 

季美の森小・大綱アリーナ

で練習 
バドミントン 

自然体験 

初めて火をおこすことにチ

ャレンジ 

 

火おこし体験 

10 小5 

奉仕体験 
老人ホームでお年寄りのお

手伝い 
老人ホーム手伝い 

学習体験もしく

は運動体験 
試合にたくさんでる サッカー 

自然体験 
宮谷八幡・正法寺をめぐる 

 
文化財めぐり 

11 小5 

奉仕体験 
十日会の手伝い・木の花幼

稚園手伝い 

近所の幼稚園や町内会の手

伝い 

学習体験もしく

は運動体験 
幼稚園でピアノをひく ピアノ 

自然体験 自然とふれあう 
小中池公園・昭和の森へ行

く 

12 小5 

奉仕体験 木の花幼稚園手伝い 近所の幼稚園の手伝い 

学習体験もしく

は運動体験 
ピアノ教室で練習 ピアノ 

自然体験 山登り 小中池公園・昭和の森 

13 小5 

奉仕体験 木の花幼稚園手伝い 木の花幼稚園手伝い 

学習体験もしく

は運動体験 
泳ぐ距離を伸ばす 水泳 

自然体験 ハイキング 東金青年の家でハイキング 

14 小5 

奉仕体験 小さなこどもとふれあう 緑が丘保育園でお手伝い 

学習体験もしく

は運動体験 
きれいに踊る バレエ 

自然体験 
東金青年の家で昔のように

火をおこす 
火おこし体験 

15 小5 

奉仕体験 家の周りをキレイにする 住んでいる地域のゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 
考えて動く サッカー 

自然体験 
活動センターの木や植物を

調べる、木を使って遊ぶ 
自然散策 

16 小5 奉仕体験 家の周りをキレイにする 住んでいる地域のゴミ拾い 
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学習体験もしく

は運動体験 
試合で勝つ、がんばる 野球 

自然体験 
活動センターの木や植物を

調べる、木を使って遊ぶ 
自然散策 

17 小5 

奉仕体験 家の周りをキレイにする 住んでいる地域のゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 
長距離のタイムを縮める 陸上 

自然体験 
活動センターの木や植物を

調べる、木を使って遊ぶ 
自然散策 

18 小5 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
校庭でランニング ランニング 

自然体験 
自然のなかにある植物を調

べる 
植物を調べる 

19 小5 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
木についての本を読む 本を読む 

自然体験 
学校周辺にどんな木がある

か調べる 
木を調べる 

20 小5 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
木についての本を読む 本を読む 

自然体験 
学校周辺にどんな木がある

か調べる 
木を調べる 

21 小5 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 

シュートを入るように練習

する、がんばる 
バスケットボール 

自然体験 
学校周辺にどんな植物があ

るか調べる 
草や植物を調べる 

22 小5 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 

パスをうまくなるようにす

る 
バスケットボール 

自然体験 
学校周辺にどんな植物があ

るか調べる 
草や植物を調べる 

23 小5 
奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく 校庭でランニング ランニング 
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は運動体験 

自然体験 
学校周辺にどんな植物があ

るか調べる 
草や植物を調べる 

24 小5 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
本を読んで感想を書く 読書感想文 

自然体験 木や植物を調べる 森の観察 

25 小5 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
本を読んで感想を書く 読書感想文 

自然体験 木や植物を調べる 森の観察 

26 小5 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
校庭でランニング ランニング 

自然体験 木や植物を調べる 森の観察 

27 小5 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
校庭でランニング ランニング 

自然体験 木や植物を調べる 森の観察 

28 小5 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
校庭でランニング ランニング 

自然体験 木や植物を調べる 森の観察 

29 小5 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
いろいろな本を読む 読書 

自然体験 川の生き物を調べる 川を調べる 

30 小5 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 

読める漢字を増やす、書け

る漢字を増やす 
漢字の勉強 

自然体験 
学校周辺の木や植物を調べ

る 
植物を調べる 

31 小5 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
本を読んで感想を書く 読書感想文 

自然体験 木や植物を調べる 森の観察 
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32 小5 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
本を読んで感想を書く 読書感想文 

自然体験 木や植物を調べる 森の観察 

33 小6 

奉仕体験 家の周りをキレイにする 住んでいる地域のゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 
試合で勝つ、がんばる 野球 

自然体験 
活動センターの木や植物を

調べる、木を使って遊ぶ 
自然散策 

34 小6 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
チームワークを大切にする バスケットボール 

自然体験 学校の近くの花を観察する 花を調べる 

35 小6 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
チームワークを大切にする バスケットボール 

自然体験 学校の近くの花を観察する 花を調べる 

36 小6 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 

読めるようになる、書ける

ようになる 
漢字の勉強 

自然体験 学校の近くの花を観察する 花を調べる 

37 小6 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 

読めるようになる、書ける

ようになる 
漢字の勉強 

自然体験 植物の観察 植物の観察 

38 小6 

奉仕体験 通学路や学校をきれにする ゴミ拾い、掃除 

学習体験もしく

は運動体験 
本をたくさん読む 読書 

自然体験 植物の観察 植物の観察 

39 小6 

奉仕体験 学校や家の近くのゴミ拾い 学区内のゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 
学校の周りを走る 外遊び 

自然体験 
公園にどんな植物があるか

探す 
自然探し 

40 小6 
奉仕体験 学校や家の近くのゴミ拾い ゴミ拾い 

学習体験もしく 学校の周りを走る 外遊び 
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は運動体験 

自然体験 川の石を調べる 川の石観察 

41 小6 

奉仕体験 
学校や家の近くのゴミを拾

う 
ゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 
学校の校庭で毎日縄跳び 縄跳び 

自然体験 
公園にどんな植物があるか

探す 
自然探し 

42 小6 

奉仕体験 
学校や家の近くのゴミを拾

う 
ゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 
街を歩く 地区の散歩 

自然体験 広瀬川 広瀬川の観察 

43 小6 

奉仕体験 エサや水をあげる 生き物の世話 

学習体験もしく

は運動体験 
毎日縄跳びをする 縄跳び 

自然体験 
公園の植物の色や変化を調

べる 
季節の自然観察 

44 小6 

奉仕体験 
学校や家の近くのゴミを拾

う 
ゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 
学校の周りを走る 外遊び 

自然体験 広瀬川で化石を探す 広瀬川で化石探し 

45 小6 

奉仕体験 
毎日元気に挨拶ができるよ

うにがんばる 
校門で挨拶 

学習体験もしく

は運動体験 
校庭で遊ぶ 外遊び 

自然体験 広瀬川など 広瀬川で植物や石の観察 

46 小6 

奉仕体験 
学校、地域のゴミ拾いをす

る 
学区内のゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 
校庭を走る ランニング 

自然体験 植物の観察と写真撮影 植物の観察 

47 小6 
奉仕体験 

学校、地域のゴミ拾いをす

る 
学区内のゴミ拾い 

学習体験もしく 校庭を走る ランニング 
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は運動体験 

自然体験 川にある自然を調べる 広瀬川の自然散策 

48 小6 

奉仕体験 学校や家の近く ゴミ・落ち葉拾い 

学習体験もしく

は運動体験 
いろいろな運動をする 校庭で運動 

自然体験 
青葉城公園にはどんな植物

があるか調べる 
青葉城址の散歩 

49 小6 

奉仕体験 
学校や家の近くのゴミを拾

う、きれいにする 
学区内のゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 
いろいろな飛び方に挑戦 縄跳び 

自然体験 公園で植物を調べる 季節の植物集め 

50 小6 

奉仕体験 学校や家の近くのゴミ拾い 学区内のゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 
速く走る ランニング 

自然体験 
広瀬川の散歩をしながら植

物を調べる 
広瀬川散歩 

51 小6 

奉仕体験 学校や家の近くのゴミ拾い 学区内のゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 
素振りの練習 野球 

自然体験 広瀬川 川の生き物調査 

52 小6 

奉仕体験 
登校するときに学校や家の

近くのゴミ拾い 
ゴミ拾い登校 

学習体験もしく

は運動体験 
速く走る ランニング 

自然体験 青葉山に登る 青葉山 

53 小6 

奉仕体験 学校や家の近くのゴミ拾い 学区内のゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 
校庭で運動（１０周） 校庭を走る 

自然体験 河川敷の植物を調べる 河原の散歩 

54 小6 

奉仕体験 学校や家の近くのゴミ拾い 学区内のゴミ拾い 

学習体験もしく

は運動体験 
学校の校庭で走る ランニング 

自然体験 公園で生き物を調べる 生き物探し 

55 小6 
奉仕体験 学校や家の近く あいさつ・ゴミ拾い 

学習体験もしく 速く走る ランニング 
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は運動体験 

自然体験 
どのような石があるのか調

べる 
川の石観察 

56 中1 

奉仕体験 校舎の中や外のゴミを拾う 校内外の美化活動 

学習体験もしく

は運動体験 

剣道の基本動作を身に付け

る 
剣道 

自然体験 
植物の観察をして生態を知

る 
植物観察 

57 中1 

奉仕体験 植物が育つようにがんばる 園芸ボランティア 

学習体験もしく

は運動体験 
英検5級合格 英語の勉強 

自然体験 
植物の観察をして生態を知

る 
植物観察 

58 中1 

奉仕体験 
校舎内・校舎外・王子街道

のそうじ 
校内外の美化活動 

学習体験もしく

は運動体験 
英検5級合格 英語の勉強 

自然体験 
植物の観察をして生態を知

る 
植物観察 

59 中1 

奉仕体験 校舎内・校舎外のゴミ拾い 校内外の美化活動 

学習体験もしく

は運動体験 
英検5級合格 英語の勉強 

自然体験 
植物の観察をして生態を知

る 
植物観察 

60 中1 

奉仕体験 
校舎内・校舎外・王子街道

のそうじ 
外美化活動 

学習体験もしく

は運動体験 
英検5級合格 英語の勉強 

自然体験 
植物の観察をして生態を知

る 
植物観察 

61 中1 

奉仕体験 校舎内・校舎外のゴミ拾い 校内外の美化活動 

学習体験もしく

は運動体験 
校庭・遠征試合 サッカー 

自然体験 
植物の観察をして生態を知

る 
植物観察 

62 中1 奉仕体験 校舎内・外のゴミ拾い 校内外の美化活動 
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学習体験もしく

は運動体験 
校庭・遠征試合 サッカー 

自然体験 
植物の観察をして生態を知

る 
植物観察 

63 中1 

奉仕体験 学校周辺のゴミ拾い 清掃活動 

学習体験もしく

は運動体験 
たくさんの本を読む 読書 

自然体験 
公園や河川の植物を観察す

る 
植物や生物の観察 

64 中1 

奉仕体験 学校周辺のゴミ拾い 清掃活動 

学習体験もしく

は運動体験 
英検の勉強 英語 

自然体験 
公園や河川の植物を観察す

る 
植物や生物の観察 

65 中1 

奉仕体験 学校周辺のゴミ拾い 清掃活動 

学習体験もしく

は運動体験 
英検の勉強 英語 

自然体験 
公園や河川の植物を観察す

る 
植物や生物の観察 

66 中1 

奉仕体験 学校周辺のゴミ拾い 清掃活動 

学習体験もしく

は運動体験 

試合に出る、勝つ、練習す

る 
バスケットボール 

自然体験 
公園や河川の植物を観察す

る 
植物や生物の観察 

67 中1 

奉仕体験 学校周辺のゴミ拾い 清掃活動 

学習体験もしく

は運動体験 

練習をする、チームワーク

をよくする 
バレーボール 

自然体験 
公園や河川の植物を観察す

る 
植物や生物の観察 

68 中2 

奉仕体験 校舎内・外のゴミ拾い 校内外の美化活動 

学習体験もしく

は運動体験 
校庭・遠征試合 サッカーと体力づくり 

自然体験 
植物の観察をして生態を知

る 
植物観察 

69 中2 
奉仕体験 校舎内・外のゴミ拾い 校内外の美化活動 

学習体験もしく 基本動作を身に付けてきれ 華道 
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は運動体験 いにふるまう 

自然体験 
植物の観察をして生態を知

る 
植物観察 

70 中2 

奉仕体験 校舎内・校舎外のゴミ拾い 校内外の美化活動 

学習体験もしく

は運動体験 
英検4級を目指す 英語の勉強 

自然体験 
植物の観察をして生態を知

る 
植物観察 

71 中2 

奉仕体験 校舎内・外のゴミ拾い 校内外の美化活動 

学習体験もしく

は運動体験 

難しい曲を弾けるようにす

る 
ピアノ 

自然体験 
植物の観察をして生態を知

る 
植物観察 

72 中2 

奉仕体験 校舎内・校舎外のゴミ拾い 
校内外美化活動エコキャッ

プ 

学習体験もしく

は運動体験 

きれいな絵がかけるように

する 
絵画 

自然体験 
植物の観察をして生態を知

る 
植物観察 

73 中2 

奉仕体験 校舎内・校舎外のゴミ拾い 
校内外美化活動エコキャッ

プ 

学習体験もしく

は運動体験 
英検4級合格 英語の勉強 

自然体験 
植物の観察をして生態を知

る 
植物観察 

74 中2 

奉仕体験 校舎内・校舎外のゴミ拾い 校内外美化活動 

学習体験もしく

は運動体験 
自宅 英検４級 

自然体験 
植物の観察をして生態を知

る 
植物観察 

75 中2 

奉仕体験 校舎内・校舎外のゴミ拾い 校内外美化活動 

学習体験もしく

は運動体験 

英会話のスピーチができる

ようになる 
英会話 

自然体験 
植物の観察をして生態を知

る 
植物観察 

76 中2 奉仕体験 学校周辺や通学路をきれい 学内外の清掃活動 
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にする 

学習体験もしく

は運動体験 

英検の 4級の勉強をして合

格を目指す 
英検合格 

自然体験 
自然のなかで、植物、動物、

昆虫を調べる 
森の中の観察 

77 中2 

奉仕体験 
学校周辺や通学路をきれい

にする 
学内外の清掃活動 

学習体験もしく

は運動体験 
サーブが入る確率を増やす バレーボール 

自然体験 
自然のなかで、植物、動物、

昆虫を調べる 
森の中の観察 

78 中2 

奉仕体験 
学校周辺や通学路をきれい

にする 
学内外の清掃活動 

学習体験もしく

は運動体験 
本をたくさん読む 読書 

自然体験 
自然のなかで、植物、動物、

昆虫を調べる 
森の中の観察 

79 中2 

奉仕体験 
学校周辺や通学路をきれい

にする 
学内外の清掃活動 

学習体験もしく

は運動体験 

英検の 4級の勉強をして合

格を目指す 
英検合格 

自然体験 
自然のなかで、植物、動物、

昆虫を調べる 
森の中の観察 

80 中2 

奉仕体験 
祖父母の家の作業所で収穫

や出荷を手伝う 
農作業のお手伝い 

学習体験もしく

は運動体験 

レスリングの練習をして試

合に多く出られるようにす

る 

レスリング 

自然体験 自然散策やキャンプ 志賀町の自然を楽しむ 

81 中2 

奉仕体験 学校周辺のゴミ拾い 清掃活動 

学習体験もしく

は運動体験 

練習をする、チームワーク

をよくする 
バレーボール 

自然体験 
公園や河川の植物を観察す

る 
植物や生物の観察 

82 中2 
奉仕体験 学校周辺のゴミ拾い 清掃活動 

学習体験もしく 試合に出る、勝つ、練習す バスケットボール 
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は運動体験 る 

自然体験 
公園や河川の植物を観察す

る 
植物や生物の観察 

83 中2 

奉仕体験 学校周辺のゴミ拾い 清掃活動 

学習体験もしく

は運動体験 
英検の勉強 英語 

自然体験 公園や河川の植物を観察 植物や生物の観察 

84 中2 

奉仕体験 学校周辺のゴミ拾い 清掃活動 

学習体験もしく

は運動体験 
試合で勝つ サッカー 

自然体験 公園や河川の植物を観察 植物や生物の観察 

85 中2 

奉仕体験 学校周辺のゴミ拾い 清掃活動 

学習体験もしく

は運動体験 
本を読む習慣をつける 読書 

自然体験 公園や河川の植物を観察 植物や生物の観察 

 

－ 94 －



 

 

4.5. 小中学生・体験奨励制度（ジュニア版）参加者の意識調査 

1) 調査目的と調査のデザイン 

 体験奨励制度の概要については別に示した既定の通りだが、体験奨励制度は参加者に

どのような意味を持つのか。そこで、体験奨励制度の開始に先立って、アドバイサーに

事前の調査票を送り、参加者に記入を求めた。調査票は参加者の基本的な属性や体験の

有無、自己評価などから構成されていた。その後、参加者は体験活動を開始した。体験

活動の終了後、事後調査票をアドバイサーに送付し、参加者が記入後、本部に回収する

形を取った。 

なお、2月20日時点で、本集計を始めたので、その段階で、体験奨励制度を修了した

小学生59名、中学生28名、計87名が本調査のサンプル数である。本年は試行の初年度

なので、予定されていた参加者の80名を越えてはいるが、サンプル数が少なく、精密な

分析になじまないので、単純集計を基本に概要を紹介することにしたい。 

 

2) 事前調査から 

(1) 参加者のプロフィール 

 体験奨励制度への参加者のプロを示すと、表1の通りとなる。「とても」と「かなり」

を加算した「小計」の欄が示すように、「体が丈夫な方」が81.6％、「学校へ来るのが楽

しみ」が78.1％、「友だちが多い」が66.6％など、全体として、健康で、友も多く、自

己像が明るい児童・生徒である。 

 

表4 参加者のプロフィール （％） 

１ 朝起きた時、元気か 
尺度 とても かなり 小計 あまり まったく 

％ 24.1 42.5 66.6 29.9 3.4 

２ 朝起きた時、お腹が

すいているか 

尺度 とても かなり 小計 あまり まったく 

％ 25.3 39.1 64.4 34.5 1.1 

３ 体が丈夫な方か 
尺度 とても かなり 小計 あまり まったく 

％ 39.1 42.5 81.6 17.2 1.1 

４ 家にいる時は楽し

いか 

尺度 とても かなり 小計 あまり まったく 

％ 57.5 31.0 88.8 9.2 2.3 

５ 学校へ来るのが楽

しみか 

尺度 とても かなり 小計 あまり まったく 

％ 37.9 40.2 78.1 16.1 5.7 

６ 友だちが多いか 
尺度 とても かなり 小計 あまり まったく 

％ 24.1 42.5 66.6 29.9 3.4 

７ 勉強が得意か 
尺度 とても かなり 小計 あまり まったく 

％ 8.0 40.2 48.2 36.8 14.9 
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 就寝の時刻は、表2の通りで、23時までが83.4％で、体験参加者の多くが規則正しい

生活を送っているように見える。また、テレビ視聴の長さも、表 3 に掲げる通りで、1

時間半以内が 39.1％、2時間までが 65.6％で、「ながら視聴」が少ない印象を受ける。

なお、参考までに、「児童心理調査」（「日本の子ども」・2015年3月に所収）の数値を掲

載してあるが、数値は大きく変わらないものの、本サンプルの方が、テレビ視聴時間が

やや短い印象を受ける。 

 

        表5 寝る時刻（％） 

尺度 20時 21時 22時 23時 24時 遅く 

％ 3.4 20.7 36.7 23.0 10.7 5.5 

（積算） 3.4 24.1 60.8 83.8 94.5 100.0 

 

       表６ テレビの視聴時間（％） 

尺度 1時間 1.5時間 2時間 3時間 4時間 
5時間

以上 

％ 24.2 14.9 26.5 14.9 9.2 10.3 

（積算） 24.2 39.1 65.6 80.5 89.7 100.0 

J調査 25.1 11.1 22.8 21.3 10.1 9.6 

（積算） 25.1 36.2 59.0 80.3 90.4 100.0 

J調査＝「日本の子ども」・「児童心理」、2015.3月号。 

小6、1439名、2014年9月調査 

 

 スマホは、現在の子どもを考える際の大事な視点になりつつあるが、基本的にスマホは

高校生から大学生にかけての若者の問題であろう。実際に、表4の通りに、スマホもケー

タイも持たない者が 47.1％と半数に迫っている。将来はともあれ、現在の小中学生にと

って、スマホは友だち間で共有しているメディアではないという印象を受ける。念のため、

スマホの利用時間を尋ねてみると、表5の通りに、1時間以内が44.8％と、半数に迫って

いる。スマホを持ってはいるが、節度のある利用をしている子が多い印象を受ける。なお、

J調査の結果と比べても、1時間以内の者が、本調査が44.8％、J調査が36.2％で、本調

査の参加者の内、スマホ利用時間が短い者が8.6％とほぼ1割多い。したがって、スマホ

を持ってはいるが節度のある利用を心掛けているという結果が得られている。 

 

表7 スマホやケータイの所持 （％） 
尺度 両方を所持 ケータイ所持 スマホ所持 両方ともない 
％ 9.2 20.7 23.0 47.1 

J調査 6.5 28.4 21.5 43.6 
   J調査＝「児童心理調査」 
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     表8 スマホやケータイの使用時間 （％） 
尺度 1時間 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間以上 
％ 44.8 15.4 22.2 2.1 6.6 0.0 8.9 

（積算） 44.8 60.2 82.4 84.5 91.1 91.1 100.0 
J調査 36.2 22.8 18.2 3.2 7.9 2.2 9.5 
（積算） 36.2 59.0 77.2 80.4 88.3 90.5 100.0 

 

(2) 体験の程度やリレジリエンス 

 現在の子どもは直接体験に欠けるといわれる。本体験活動奨励制度も、子どもたちに

健全な体験を積んでもらうのを目的としているが、表6に示した通り、「⑤セミやトンボ

をとる」体験をほとんど持たない者が 51.7％の通りに半数を超える。また、「⑥蛙にさ

わる」も 50.5％である。そうした自然体験の少なさだけでなく、「①老人ホームを訪ね

た」ことがほとんどないが86.2％、「③駅前や公園の掃除をする」も62.0％と、ボラン

ティア的な活動をほとんどしていないのも目につく。 

 

表9 諸領域の体験（％） 

 一度も

ない 

2.3回

ある 

2.3回以

下・小計 

4.5回

ある 

何回も

ある 

①老人ホームを訪ねる 71.3 14.9 86.2 6.9 6.9 

②魚の切り身や干物を焼く 56.3 26.4 82.7 4.6 12.7 

③駅前や公園の掃除をする 33.3 28.7 62.0 17.2 20.7 

④たき火をする 23.4 33.7 57.1 10.5 32.4 

⑤セミやトンボをとる 27.6 24.1 51.7 3.4 44.8 

⑥蛙にさわる 24.1 26.4 50.5 9.2 40.2 

⑦生きた魚をつかむ 14.9 33.3 48.2 10.3 41.4 

⑧リンゴや梨の皮をむく 22.9 25.3 48.2 11.5 50.3 

⑨電車などで年寄りに席を譲る 17.2 29.9 47.1 17.2 35.6 

⑩一人でご飯を炊く 19.5 26.4 45.9 10.3 43.7 

⑪けんかをして、人を叩く 19.5 25.3 44.8 11.5 37.7 

⑫家族の食器を一人で洗う 12.8 23.3 36.1 15.1 48.8 

⑬赤ちゃんをおんぶする 13.8 19.5 33.3 16.1 50.6 

⑭洗濯物を干す 6.9 21.8 28.7 20.7 50.6 

⑮草むしりをする 4.6 16.1 20.7 4.6 74.7 

 

 冒頭でもふれたように、本調査では、体験活動を開始する前に調査票の記入を求め、

体験活動の終了後、同じ項目について、調査を実施して、事前・事後との比較を意図し

ている。表5の体験についても、同じ項目を使って、事前・事後との比較を試みるが、
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それとは別に、子どもたちの自己評価がどう変わるのかについても検討したいと思った。 

 特に、日本の子どもの自分に自信を持てないといわれる。そこで、今回は自己像の中

でも、リジリエンス（立ち直る力）に着目して、体験の前後で、リジリエンスがどう変

化するのかも調べたいとと思った、 

 具体的なリジリエンスの項目は表7の通りだが、事前調査の結果によると、「①大人に

なってやりたい仕事」が「とても」あるが 73.6％、「②毎日楽しいことが沢山ある」の

「小計」が85.7％、さらに、「③私は明るく元気な子です」が85.1％など、自己像の高

さが目についた。さらに、「④私を好きな友だちが沢山いる」も 85.1％である。全体と

して、明るく前向きな自己像を持つ子が多く、アメリカなどで調査をする時に見かける

意欲的な子どもと同じ印象を受けた。 

 アドバイサーからの誘いを受け、自分から体験活動への参加を希望した子どもである

から、意欲的で前向きの子どもなのであろう。今回は試行段階での体験奨励制度の取り

組みなので、なおのこと、アドバイサーも含めて、意欲的な指導者と子どもが参加する

形になったのであろう。 

 

表10 レジリエンス（自己回復力）項目（％） 

 とても わりと 小計 あまり 全く 

①大人になってやりたい仕事がある 73.6 11.5 85.1 8.0 6.9 

②毎日楽しいことが沢山ある 48.3 41.4 85.7 8.0 2.3 

③私は明るく元気な子です 57.5 27.6 85.1 12.6 2.3 

④私を好きな友だちが沢山いる 24.1 61.0 85.1 13.8 1.1 

⑤私は辛いことを我慢できる 47.2 33.3 80.5 14.9 4.6 

⑥将来、良いことが沢山待っている 51.8 28.7 80.5 11.5 8.0 

⑦私は人の役に立てる 35.6 43.8 79.4 17.2 3.4 

⑧落ち込んでも立ち直れる 40.2 35.6 75.8 18.4 5.8 

⑨私は自分のことが好きだ 39.2 26.4 65.6 21.8 12.6 

⑩落ち込んでいても、元気になれる 28.7 35.7 64.4 28.7 6.9 

⑪私にはいくつもの良い所がある 24.1 39.2 63.3 31.0 5.7 

⑫友ができることは大抵できる 23.0 40.2 63.2 29.9 6.9 

⑬自分が正しいと思うことはやる 18.4 35.6 54.0 36.8 9.2 

 

3) 事後調査から 

(1) 参加者のプロフィールの変化 

 体験奨励制度は、小学生は8週、中学生は10週間にわたって展開される。もちろん、

事前の打ち合わせや事後のまとめもあるので、3か月前後の活動となる。短いといえば、

期間が短く、この期間で、子どもは変わらないようにも思う。そうした反面、印象の深
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い体験を持てば、2ヵ月強の期間でも、子どもは変わるようにも考えられる。 

 表8は、参加者の基本的なプロフィールを事前調査と対比させて示したものだ。変化

の程度を分かりやすく示したのが表 9である。「友だちの多さ」は、もともと 66.6％と

「そう思う」者が多いが、事後になると、数値が91.9％へ増加している。体験奨励制度

の参加は個人かもしれないが、アドバイサーの指導のもと、グループで展開している。

それだけに、体験活動を通して、友だちが増えたのであろう。また、「3 学校へ来るの

が楽しみ」も78.1％から89.1％へ増加している。今回の小中学生体験奨励制度は、1地

点を除き、学校で展開された。それだけに、学校で体験奨励制度が実施されると、学校

が体験の場となり、学校へ行く楽しみが増加するのであろう。こうした数値を見ると、

体験奨励制度は子どもの心身の発達に大きく役立っている感じがする。 

 

表11 参加者のプロフィール（事前との比較）（％） 

１ 朝起きた時、元気

か 

尺度  とても かなり 小計 あまり まったく 

％ 
事前 24.1 42.5 66.6 29.9 3.4 

事後 32.4 39.2 71.6 24.3 4.1 

２ 体が丈夫な方か 尺度  とても かなり 小計 あまり まったく 

％ 
事前 39.1 42.5 81.6 17.2 1.1 

事後 44.6 37.8 82.4 16.2 1.4 

３ 学校へ来るのが

楽しみか 

尺度  とても かなり 小計 あまり まったく 

％ 
事前 37.9 40.2 78.1 16.1 5.7 

事後 48.6 40.5 89.1 8.1 2.8 

４ 友だちが多いか 尺度  とても かなり 小計 あまり まったく 

％ 
事前 24.1 42.5 66.6 29.9 3.4 

事後 43.2 48.7 91.9 8.1 0.0 

５ 勉強が得意か 尺度  とても かなり 小計 あまり まったく 

％ 
事前 8.0 40.2 48.2 36.8 14.9 

事後 14.9 39.2 54.1 39.2 6.7 

 

       表12 自己評価の変化（％） 

 事前 事後 事後―事前 

４ 友だちが多いか 66.6 91.9 25.3 

３ 学校へ来るのが楽しみか 78.1 89.1 11.0 

５ 勉強が得意か 48.2 54.1 5.9 

１ 朝起きた時、元気か 66.6 71.6 5.0 

２ 体が丈夫な方か 81.6 82.4 0.8 

      「とても」＋「かなり」の小計の数値 
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(2) 体験活動への評価 

 それでは、参加者はどういう気持ちで、体験活動に参加していたのか。「体験の楽しさ」

の結果を表10に示した。そして、表11に「体験をしてよかったか」の評価を掲げた。

表10と11とを一つにまとめたのが表12である。この表は「とてもそう」の割合をまと

めたものだが、全体として、体験活動は楽しかったし、参加してよかったという声が多

い、そうした体験の中で、「とても楽しいし、参加してとてもよかった」のが「運動体験」

である。そして、「自然体験」は楽しさに欠けるが、参加してよかったと思う。また、「ボ

ランィティア体験」はほどほどに楽しかったし、参加してまあよかったという評価であ

る。さらに、「学習体験」も参加して「とてもよかった」という声が6割に達する。そう

した意味では、体験活動は参加者から「楽しかったし。参加してよかった」という評価

を得たように思われる。体験活動を指導して下さったアドバイサーのご努力に感謝した

いと思う。 

 

     表13 体験の楽しさ（％） 

 とても かなり あまり 全く 

①ボランティア体験 58.6 30.0 8.6 2.8 

②学習体験 48.7 45.9 4.1 1.3 

③運動体験 62.7 35.6 1.7 0.0 

④自然体験 43.2 43.2 10.8 2.8 

 

表14 体験をしてよかったか（％） 

 とても かなり あまり 全く 

①ボランティア体験 64.3 28.6 4.3 2.8 

②学習体験 57.1 37.1 2.9 2.9 

③運動体験 74.0 20.3 4.1 1.6 

④自然体験 71.6 21.7 6.7 0.0 

 

表15 体験の「楽しさ」と「良かったか」（％） 

 楽しい 良かった 

③運動体験 62.7 74.0 

④自然体験 43.2 71.6 

①ボランティア体験 58.6 64.3 

②学習体験 48.7 57.1 

   「とても」の割合 

 

 

－ 100 －



 

 

(3) 諸体験の変化 

 すでにふれたように体験奨励制度の期間は3か月弱で、大きな体験を重ねるにしては

期間が短い。それでも、体験奨励制度は子どもにとって、日常生活とは離れた異質の活

動の連続であろう、そこで、体験について事前調査と事後調査とを比較すると、表 13

のような結果が得られる。 

 表13を分かりやすくまとめたのが、表14である。15項目を概算すると、表の下欄の

ように3.5％の微増にとどまる。特に、「⑤セミやトンボをとる」（マイナス1.0％）のよ

うな自然体験はほとんど変化していない。体験活動が短期間なので、自然とのふれあい

が増したとは言えないのであろう。 

しかし、全体を大きくつかむと、2つの変化が分かってくる。一つは、「③駅前や公園

の掃除をする」（プラス12.7％）や「⑨電車などで年寄りに席を譲る」（プラス5.2％）

などのように、ボランティア活動の関連する領域については体験量が増回している。そ

れと同時に、「⑩一人でご飯を炊く」（プラス 13.0％）や「⑧リンゴや梨の皮をむく」

（11.7％）のような家庭内の手伝い領域でも体験率が増加している。家庭の外で体験活

動をしている内に、家庭でも、体を動かすようになったのであろうか。 

 

 

表16 諸領域の体験 ―事前調査との比較―（％） 

 

 
一度も

ない 

2.3回

ある 

 

2.3回以

下・小計 

4.5回

ある 

何回も

ある 

①老人ホームを訪ねる 
事前 71.3 14.9 86.2 6.9 6.9 

事後 62.2 28.4 90.6 5.4 4.0 

②魚の切り身や干物を焼く 
事前 56.3 26.4 82.7 4.6 12.7 

事後 55.4 20.3 75.7 13.7 10.6 

③駅前や公園の掃除をする 
事前 33.3 28.7 62.0 17.2 20.7 

事後 23.3 26.0 49.3 20.6 50.1 

④たき火をする 
事前 23.4 33.7 57.1 10.5 32.4 

事後 13.5 43.2 56.7 12.2 31.1 

⑤セミやトンボをとる 
事前 27.6 24.1 51.7 3.4 44.8 

事後 20.3 32.4 52.7 13.5 33.8 

⑥蛙にさわる 
事前 24.1 26.4 50.5 9.2 40.2 

事後 31.1 28.4 59.5 6.8 33.7 

⑦生きた魚をつかむ 
事前 14.9 33.3 48.2 10.3 41.4 

事後 17.6 32.4 50.0 10.8 39.2 

⑧リンゴや梨の皮をむく 事前 22.9 25.3 48.2 11.5 50.3 
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事後 10.8 25.7 36.5 10.8 52.7 

⑨電車で年寄りに席を譲る 
事前 17.2 29.9 47.1 17.2 35.6 

事後 20.3 21.6 41.9 27.0 31.1 

⑩一人でご飯を炊く 
事前 19.5 26.4 45.9 10.3 43.7 

事後 11.0 21.9 32.9 13.6 53.5 

⑪けんかをして、人を叩く 
事前 19.5 25.3 44.8 11.5 37.7 

事後 13.7 42.5 56.2 9.6 34.2 

⑫家族の食器を一人で洗う 
事前 12.8 23.3 36.1 15.1 48.8 

事後 10.8 14.9 25.7 8.1 66.2 

⑬赤ちゃんをおんぶする 
事前 13.8 19.5 33.3 16.1 50.6 

事後 17.8 32.9 50.7 5.5 43.8 

⑭洗濯物を干す 
事前 6.9 21.8 28.7 20.7 50.6 

事後 6.8 13.5 20.3 13.5 66.2 

⑮草むしりをする 
事前 4.6 16.1 20.7 4.6 74.7 

事後 17.6 6.8 24.4 0.0 75.6 

 

       表17 諸体験の事前・事後比較（％） 

 事前調

査 

事後調

査 

差 

（事後―事前） 
変化 

⑩一人でご飯を炊く 54.1 67.1 13.0 プラス 

③駅前や公園の掃除をする 38.0 50.7 12.7 プラス 

⑬赤ちゃんをおんぶする 36.7 49.3 12.6 プラス 

⑧リンゴや梨の皮をむく 51.8 63.5 11.7 プラス 

⑫家族の食器を一人で洗う 63.9 74.3 10.4 プラス 

⑭洗濯物を干す 71.3 79.7 8.4 プラス 

②魚の切り身や干物を焼く 17.3 24.3 7.0 プラス 

⑨電車などで年寄りに席を譲る 52.9 58.1 5.2 プラス 

④たき火をする 42.9 43.3 0.4 変わらず 

⑤セミやトンボをとる 48.3 47.3 ― 1.0 変わらず 

⑦生きた魚をつかむ 51.8 50.0 ― 1.8 変わらず 

⑮草むしりをする 79.3 75.6 ― 3.7 変わらず 

①老人ホームを訪ねる 13.8 9.4 ― 4.4 変わらず 

⑥蛙にさわる 49.5 40.5 ― 9.0 マイナス 

⑪けんかをして、人を叩く 55.2 43.8 ―11.4 マイナス 

  15項目の平均 48.5 52.0 3.5 微増 

                                「4.5回以上ある」の割合 
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(4) レジリエンスの変化 

 最後に、参加者のレジリエンス（自己回復力）の変化をたしかめると表15の通りとな

る。これを分かりやすくまとめたのが表16である。表の下欄のように、全体として3.5％

と僅かではあるが、数値が高まっている。そうした中で、「⑩落ち込んでいても、元気に

なれる」（プラス15.0％）と「②毎日楽しいことが沢山ある」（11.6％）、「⑨私は自分の

ことが好きだ」（10.8％）などの項目は10％以上の伸びを示している。 

 体験活動を展開していく過程で、活動を楽しいと思い、元気にもなる。そして、自分

も頑張れるのだと感じるようになった。参加者のそうした変化を考えると、期間が短く

とも、体験活動が子どものレジリエンスを高めているのが明らかとなったように思われ

る。 

なお、表16によれば、「⑫友ができることは大抵できる」だけは11.2％と数値が低下

している。体験を通して、友と親しくなった。そうした過程で、自分のできないことを

簡単にしてしまう友の存在を知る。あるいは、ふだんでは見えない友のよさに気づく。

友だち関係が深みを増していく過程の変化なのであろう。 

 

表18 レジリエンス（自己回復力）項目（％） 

  とても わりと 小計 あまり 全く 

①大人になってやりたい仕事があ

る 

事前 73.6 11.5 85.1 8.0 6.9 

事後 63.0 24.7 87.7 5.5 6.8 

②毎日楽しいことが沢山ある 
事前 48.3 41.4 85.7 8.0 2.3 

事後 64.4 32.9 97.3 2.7 0.0 

③私は明るく元気な子です 
事前 57.5 27.6 85.1 12.6 2.3 

事後 50.7 34.2 84.9 12.3 2.8 

④私を好きだと思ってくれている

友だちが沢山いる 

事前 24.1 61.0 85.1 13.8 1.1 

事後 34.2 54.8 89.0 11.0 0.0 

⑤私は辛いことを我慢できる 
事前 47.2 33.3 80.5 14.9 4.6 

事後 45.2 32.9 78.1 19.2 2.7 

⑥将来、良いことが沢山待ってい

る 

事前 51.8 28.7 80.5 11.5 8.0 

事後 56.2 23.3 79.5 16.4  

⑦私は人の役に立てる 
事前 35.6 43.8 79.4 17.2 3.4 

事後 31.5 46.6 78.1 20.5 1.4 

⑧落ち込んでも立ち直れる 
事前 40.2 35.6 75.8 18.4 5.8 

事後 43.8 35.6 79.4 16.4 4.2 

⑨私は自分のことが好きだ 
事前 39.2 26.4 65.6 21.8 12.6 

事後 36.1 40.3 76.4 16.7 6.9 

⑩落ち込んでいても、元気になれ 事前 28.7 35.7 64.4 28.7 6.9 
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る 事後 43.8 35.6 79.4 16.4 4.2 

⑪私にはいくつもの良い所がある 
事前 24.1 39.2 63.3 31.0 5.7 

事後 23.3 45.2 68.5 28.0 3.5 

⑫友ができることは大抵できる 
事前 23.0 40.2 63.2 29.9 6.9 

事後 17.8 34.2 52.0 42.5 5.5 

⑬自分が正しいと思うことはやる 
事前 18.4 35.6 54.0 36.8 9.2 

事後 19.2 39.7 58.9 37.0 4.1 

 

 表19 レジリエンス（自己回復力）－事前と事後の比較（変化順）（％） 

 事前 事後 差 変化 

⑩落ち込んでいても、元気になれる 64.4 79.4 15.0 プラス 

②毎日楽しいことが沢山ある 85.7 97.3 11.6 プラス 

⑨私は自分のことが好きだ 65.6 76.4 10.8 プラス 

⑪私にはいくつもの良い所がある 63.3 68.5 5.2 プラス 

⑬自分が正しいと思うことはやる 54.0 58.0 4.0 微増 

④私を好きな友だちが沢山いる 85.1 89.0 3.9 微増 

⑧落ち込んでも立ち直れる 75.8 79.4 3.6 微増 

①大人になってやりたい仕事がある 85.1 87.7 2.6 微増 

⑦私は人の役に立てる 79.4 78.1 1.3 微増 

⑥将来、良いことが沢山待っている 80.5 79.5 1.0 微増 

③私は明るく元気な子です 85.1 84.9 －0.2 微減 

⑤私は辛いことを我慢できる 80.5 78.1 ―2.4 微減 

⑫友ができることは大抵できる 63.2 52.0 ―11.2 マイナス 

    13項目の平均 74.1 77.6 3.5 微増 

 

 最後に、「来年も参加したいか」の結果を示した。「ぜひ」の43.2％を含めて、86.4％

と、ほぼ9割が来年の参加を希望している。そうした意味では、体験奨励制度は参加者

に満足感を与えることができ、制度として参加者からの支持を得ることができたと考え

ている。 

 

       表20 来年も参加したいか（％） 

 ぜひ できたら あまり 全く 

小学生 41.5 39.6 15.1 3.8 

中学生 47.6 52.4 0.0 0.0 

全体 43.2 43.2 10.8 2.4 
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4) まとめに代えて 

 これまでの結果を要約すると、以下の通りとなる。 

① 「体験活動は楽しく、参加してよかったと思う」は「とても」の6割に「かなり」

を含めると、9割に達する（表10～12）。 

② 「来年も参加したい」が「ぜひ」の43.2％に「できたら」を含めると86.4％を占め

る（表17）。 

 したがって、体験奨励制度は、アドバイサーの適切な助言の賜物と思うが、参加して

楽しかったし、来年も体験奨励制度に参加したいと考える者が9割に迫っている。そう

した意味では、参加者からの支持を得たように思う。 

③ そうした体験活動を通して、参加者たちの間に、「友だちが増え」、「学校へ行くのが

楽しくなった」の感じが増加している（表9）。 

④ さらに、体験活動を重ねる過程で、参加者は「落ち込んでいても、元気になれる」

や「毎日楽しいことが沢山ある」、「私は自分のことが好きだ」など、リジリエンス（自

己回復力）を高めている（表16）。 

 このように体験奨励制度を通して、参加者は友だち関係が深まり、学校が楽しくなっ

ただけでなく、参加者自身も自分に自信を持てるようになった。自己像が明るさを増し

ている。 

 こうした結果を参照すると、体験奨励制度は参加者の心身の成長を促す貴重な体験の

場であることが分かる。次年度以降も、参加者を呼びかけ、より多くの児童・生徒に体

験奨励制度への参加を呼びかけたいと思う。 

［深谷昌志］ 
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5. 今後の課題と提言：3 年間の試行をふり返って  

   

5.1 募集方法と認知・普及の在り方 

5.1.1 3 年間を踏まえた課題 

 本研究に置いては 3年間高校生や大学生を対象として体験活動への参加を募

集してきた。教育支援人材認証協会として各会員校への案内や近隣大学へのポ

スター配布、あるいはネットワークを通じて高校へのアプローチとその参加と

いう形で参加者を募り、3 年目で応募者 460 人を越えるところまで到達した。 

3 年目は、1 年目及び 2 年目に実施したアドバイザー講習会において積極的

に参加してきた方々を通じて参加者確保を行うと同時に、会員校では直接学

生に声をかけて参加者を募った。 

 3 年間の募集の取組みにおいては、その数を増やすことにかなりのエネル

ギーが必要で、本来の自主的・積極的参加で参加者を確保するということが

困難であった。その原因についての分析が必要であるが、やはりポスターや

チラシ 1 枚では内容の理解をはかることが難しかったと思われる。また 1 年

目、2 年目に実施したアドバイザーからは、継続して参加者を確保するのは難

しいという声も寄せられた。結局日本の高校生や大学生等の若者たちは、3 か

月もしくは 6 か月継続して参加するには内発的な要求が無いと続かないとい

うことが見えてきた。一方で、体験ということに対して日本の高校生や大学

生は、自らの意志で積極的に行うことに慣れておらず、周りからの働きかけ

が動機となっている傾向がある。 

 こうした日本の青少年の状況を踏まえると、チラシ 1 枚で制度がわかるも

ので積極的に参加する内容であることが望まれる。今回の研究では、イギリ

スではじまった「エジンバラ・アワード」を参考にして、日本独自のシステム

をつくっていくことを基本としたが、そもそも学生生活における自主性と主

体性が奨励されている地域で行われているものをそのまま持ち込むことには

限界があり、日本の学校制度等に合わせた「アワード」が求められるのではな

いかと思われる。 

 

5.1.2 今後の発展のための提言 

 制度の内容をもう少し簡素化するという制度上の問題は別途検討するとし

て、以下の点について提言したい。 

 

1) 青少年体験活動制度の「見える化」をすすめる 

 この 3 年間は文部科学省がすすめる体験制度とイギリスから学んだ「エジ

５．今後の課題と提言：３年間の試行をふり返って
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ンバラ・アワード」を並行して行ってきたので、受講者たちはもちろん、アド

バイザーさえもその関係性に戸惑うことがあり、同じ体験活動が 2 つのアワ

ードにつながるようなシステムはかえって認知させることが難しい。継続す

る別のものであれば理解しやすいと思われる。 

 実際に協会がすすめている「こどもパートナー」（以下「パートナー」）と

「こどもサポーター」（以下「サポーター」）の関係でも、「パートナー」を取

得してから「サポーター」を取得するという仕組みになっていても、受講者に

は多少の混乱が出てくる。 

 

2) 自己評価及び記入を簡潔に行えるようにする 

 今回の体験活動に自覚的に目的を持って取り組んだ学生や生徒にとっては、

現在の記録ノートもそれほど負担にはならないようであったが、日常の生活

の中で声をかけられてやってみた場合は、活動以前に記録を書くところで足

踏みしている状態が見られた。体験を点数化するなどして記入が更に簡潔に

行えるようにすることが望まれる。 

 

3) 分かりやすいポスターやチラシの作成に努力する 

 3 年目の取組みとして、会員大学だけでなく近隣の大学にもポスターなど

を送付し、学生課などを通じての宣伝を行った。その成果は出ているが、限ら

れている。しかし、体験活動の奨励については重要な要素として位置付け、募

集方法としてより多くの高校や大学に分かりやすいポスターやチラシを作成

して配布することが求められる。 

 青少年体験活動奨励制度は、日本の青少年に積極的に体験活動に取り組む

ことを奨励することが目的であるが、その基本にエジンバラ･アワードの精神

を引き継いだ「自律性」がある。本来の姿としては望ましいが、小学校、中学

校、高校と学校の仕組みの中で生活を積み上げてきた日本の青少年にとって、

自ら自律的な活動を行うことはハードルが高くなる。入口としてはもっと学

校を活用することも必要であろう。 

 

4) HP におけるアクセスと実施の可能性を高める 

 今回の試行においては、申し込みの基本を紙ベースにしたが、今後の ITの進化

を考えると申込みだけでなく、記録の記入やアドバイザーのチェックなども ITを

活用できるようになると取り組みやすくなると思われる。その場合には実施主体

にシステムとして十分な準備が必要であり、そのための費用もかかってくる。 

 

5) 社会教育及び学校教育両面からのアプローチを行う 

上記(3)において学校教育の活用を取り上げたが、この間の中学校や高校の
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地域連携などの進化を考えると社会教育分野からのアプローチも考えられる。

各市町村には公民館や地域センター、あるいは図書館など様々な公的な施設

が置かれており、子どもの学習支援や生活支援などが取り組まれている。こ

うした動きとつながって体験活動の奨励がすすむ可能性もある。 

 

6) 財政的自立を視野に入れてすすめる 

 上記のような取り組みを行うためにはどうしても財政的な基盤が必要であ

る。行政からの支援を受けて法人などが取り組むのであれば、一定の継続性

が保証されるが、それが望めない場合は独自に財政的な基盤を確立しなけれ

ばならない。チラシやポスターの作成における企業などの協賛、現在多くの

自治体が行っている HP における宣伝コーナー等が考えられる。もちろんエン

トリーにおける参加費もあるが、事務費や人件費などを考えると相当数の参

加費を見込まないと成立しない。 

 

5.1.3 まとめ 

 大学生を対象に今回の体験活動奨励制度の活動に取り組んでみて感じたの

は、小学校から高校まで自律的に生活を行う機会の少なかった学生たちに体

験活動を奨励するのは、かなりのアプローチが必要であるということである。

合わせて学生の生活に IT メディアが強く入り込んでおり、身体を動かさなく

とも生活が成り立つ状況がすすみ、体験活動を奨めるハードルとなっている。 

 こうしたことがなぜ問題なのか、人間の体にとって何が必要なのか、等の

学習を行う場が今こそ必要になっているのではないかと思われる。体験活動

の奨励を進めるにあたって、その宣伝の中心にこうした現代文明を考えるメ

ディア・リテラシーを取り入れていくことも必要になっているのではないか。 

［瀧口優］ 
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5.2 活動要件と評価方法 

5.2.1 活動要件の検討 

1) 運動体験と教養体験への戸惑い 

 本体験活動は①自然体験、②運動体験、③ボランティア体験、④教養体験の

4 領域の体験をバランスよく重ねることを趣旨としている。たしかに体験と

しての構造を考えると妥当な仕組みのように考えられる。 

 周知の通り、本体験奨励制度はイギリスのエジンバラ・アワードを先達と

して構想してきた経緯がある。その結果、体験奨励制度を３年間実施してき

て、国際的な基準の持つ卓越した視点を感じる反面、西欧社会と日本との学

校文化の違いを感じ、制度的に運用しにくい面も感じた。 

 欧米の場合、伝統的に、学校は主として知識の伝達を領域に活動の範囲を

限定している。したがって、学校は生徒を拘束する時間が短い。しかし、日本

の場合、中高校生の多くは、授業を終わってから、夕方まで部活動に参加して

いる。それと同時に、学校とは別に、学習塾や予備校へ通う生徒も多いし、地

域にサッカーや水泳、テニスなどの運動施設に籍を置く生徒の姿も見られる。 

 したがって、日本の青少年は、体験の 4 領域の内、「②運動体験」と「④教

養体験」には近づきやすい環境で育っている。特に「運動体験」については、

中学生の 6 割程度が学校の運動部に所属しているし、高校生も、高校による

散らばりは見られるが、平均して 4 割程度が運動部で活動している。学校の

部活動は正規の学校教育の範囲に含まれていないから、日本の中高校生は部

活動を通して、運動体験に親しんでいることになる。 

もちろん、部活であっても、運動体験に変わりはないと思うが、体験活動

が、「個人による自主的な参加」を理念としていることを考えると、おさまり

の悪さを感じる。また、地域を舞台とするサッカーや水泳、テニスなどの運動

体験も、学校とは活動の場を異にしているが、学校の部活動と雰囲気が似て

いて、「自主性」や「個人参加」の感じが少ない。 

 

2) 活動目標の明確化を 

運動体験が集団の中に埋没して個人が見えてこない。これは、日本のスポ

ーツ界全体が抱える問題で、本制度としては、そうした場であっても、本人と

して何を目指すか、自分なりの目標を設定して、活動を開始することが大事

と考えている。そうした中で、個人スポーツは目標を設定しやすいと思うが、

団体スポーツでも、「レギュラーを目指す」といった定番の目標でなく、野球

なら、打率として 100 打で 2 割 6 分を目標とする。バスケットならフリース

ローを 100 本投げて、決定率 5 割を目指すでもよい。いずれにせよ、自分な

りの活動目標を設定して欲しい。 
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 また、学習体験についても、英語のスクールに通うのは、活動の場であっ

て、活動目標ではない。具体的な英検 2 級合格などが定番であろうが、「期間

内に外国の人 30 人と話す」や「ラジオで新しく韓国語を学習し、活動目標を

ハングルで書けるようにする」など、個性的で魅力的な目標を設定して欲し

いと思う。 

 

3) 自然体験の中での宿泊への疑念 

 本体験活動の中で、すでにふれたように 4 領域の内、②運動体験と④教養

体験は参加しやすい環境にある。しかし、①自然体験については、現在の青少

年はそうしたふれあいの機会を持たないまま成長している。特に大都市圏で

は、欧米のように都市と自然とが共存する設計がなされていないので、周囲

に自然が少なく、自然体験に欠ける成長を辿っている。また、山村部は過疎化

が進み、人との交流も少なく、意外なほど、自然とのふれあいの乏しい環境に

ある。加えて、日本では、欧米にみられるようなワンダーフォーゲアドバイサ

ールやキャンプ活動の伝統に欠けるから、適切な宿泊施設の整備が遅れてい

る。公的な宿泊施設は数が少ない上に、設備が充実しているとはいい難いが、

それと同時に、青少年が手軽に利用できる良質な私的な宿泊施設も求めにく

い状況にある。実際に、高校生の場合、学校主催の野外活動への参加を自然体

験としている事例が少なくない。また、大学生の場合もゼミ合宿を自然体験

として読み替えている事例が見られる。いずれも、日本的な環境の許では、現

実的な対応だとは思うが、「個人を母体としたグループで自発的に」という感

じを持つことはできない。 

 したがって、自然体験については、宿泊の意義を充分に認めつつも、主に高

校生の場合、宿泊の枠を外し、日帰りでよいから、自分たちで計画を立てて、

自然にふれる回数を増やすのが妥当のように感じられる。そして、東京を例

にとると、高尾山がイメージに浮かぶが、新宿御苑や井の頭公園、あるいは、

隅田川の周辺、葛西臨海公園など、身近な所でも自然にふれることは可能で

あろう。 

 日本の青少年の現状を考えると、まず、自然にふれる機会を増やすことが

大事で、自然にふれる楽しさが分かれば、自分から活動するようになる。休み

の日に、仲間を誘って、近くの自然公園に散策に出かけようというスタンス

が必要な気がする、そうした積み重ねの集約として、遠出をして、宿泊で自然

にふれる旅が位置するのが望ましいと思う。 

 

5.2.2 ボランティア体験を深める 

1) ボランティア体験に欠ける 

 本体験活動の①自然体験、②運動体験、③ボランティア体験、④教養体験の
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４領域の内、「③ボランティア体験」が日本の青少年に欠け、もっとも大事に

したい活動であろう。 

 平成 26 年度に、本協会として、中学生にボランティア活動をどの程度行っ

ているかを尋ねる調査を計画した。しかし、項目設定に苦労した。生徒がして

いるボランティア活動が浮かんでこないのである。もちろん、生徒のボラン

ティア活動というと、赤い羽根募金を連想する。駅前に列を作って、「お願い

します」を連呼する。募金をしないと、良き市民の範疇から外れた感じで、子

どもの冷たい視線を感じる。昨日はここで募金をしたからと避けるように子

どもの側を通る。歳時記としての風情はあるが、強制色が強く、ボランティア

活動とは云いにくい感じがする。 

 それでも、何とか項目を作り、調査を実施することができた。結果は昨年度

の報告書に詳しいが、結果の一部を再掲すると、表 1 が示すように、予想通

りというか、「体験が 2，3 回以下」が 8 割を超える。「一度もない」も、「駅

前や公園の掃除」や「老人ホームを訪問」は 7 割前後である。 

 

表１ ボランティア体験（％） 

 
一度も

ない 

一度だ

け 
2,3 回 

2.3 回

以下・

小計 

何回も

ある 

数え

きれ

ない 

何回も

以上・

小計 

①駅前や公園の掃除 70.4 10.9 12.9 94.2 4.0 1.8 5.8 

②老人ホームを訪問 67.7 13.2 12.9 93.8 3.6 2.6 6.2 

③体の不自由な友を助ける 50.0 11.6 20.3 81.9 12.5 5.6 18.1 

④体の不自由な高齢者を援助 43.3 15.8 22.8 81.8 12.2 6.0 18.2 

⑤震災復興などの募金活動 36.7 17.7 26.0 80.1 13.4 6.2 19.6 

⑥電車で高齢者に席を譲る 22.2 12.8 32.0 67.0 22.4 10.6 33.0 

 

2) アメリカで受けたボランティア体験の衝撃 

 ボランティアというと、個人的な体験になるが、40 年ほど前、初めて訪ね

たシアトルでの経験を思い起こす。半月ほどの滞在中、アメリカに不慣れな

筆者を日系 2 世の教授がエスコートしてくれたが、週末になると、彼はジー

パンをはき、トラックを運転して、市内の古着回収を行っていた。そして、夕

方、グッドウイル（しょうがい者などを支援する施設）に古着を運び込む。ま

た、日曜は一家でグッドウイルの食堂に来て、朝食をとっていた。正直な感想

をいえば、グッドウイルの朝食はシンプルな上に、値段もやや高めだった。そ

れなのに、十数家族が来て賑わっていた。食堂では知的なハンデを持つ人が

働いており、売り上げがその人たちの収入になるから、食事もボランティア
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活動になると説明してくれた。なお、食堂の横に売店があり、彼が集めてきた

古着が洗濯され、プレスされて、新しい値札がついて売られていた。古着を集

めるのは無論だが、買うのもボランティア活動だという。 

彼の話によると、シアトルのグッドウイルは、設立後 30 年経って、徐々に

規模を広げ、数年前に自動車修理部門を作った。発達障害を持つ人の中に修

理や洗車の達人がいて、そうした人が収入を得られるので、しょうがい者の

自立できる可能性が増したと喜んでいた。 

それまでも障害児教育は知っていたが、成人したしょうがい者の自立の発

想は持っていなかった。しかし、シアトルでは、市民のボランティアに支えら

れ、しょうがい者が生き生きと生活している。その姿に衝撃を覚えた。 

 

3）アメリカの高校生のボランティア活動 

 シアトルは、長い間ネイティブ・アメリカンの住んでいた土地で、19 世紀

の半ばに白人が住みはじめ、地域を作った。日本の幕末にあたる時代である。

今でもネイティブの地名が残っているが、それぞれに開拓者のルーツに根ざ

した地域作りが行われた。地域の開発につれて、保安官を選び、牧師を呼んで

教会を建て、みんなの代表を選んで議会を作り、学校を建てて、家族を呼び寄

せる。みんなで地域を作ったから、それぞれが、できる範囲のことをして地域

を支える。当時の移住者がピュリタンだったことも、奉仕の精神が広まる要

因だったのであろうが、決して豊かとはいえない人も、その人なりのボラン

ティア活動をしているのを知って感激した。 

職業は生活の糧を得る手段で、人間としての評価は地域でのボランティア

活動で決まるという感じである。日系 2 世の彼も、ワシントン大学の教授よ

り、グッドウイルの長年の古着回収担当として、地域で高い評価を得ている

感じだった。 

 それから、数十回とアメリカを訪ねることになるが、ハロウインが終わり、

感謝祭が近づく頃から、青少年のボランティア活動が目立つようになる。あ

る年、11 月末に、モールに入ると、売り場の隅に、大きなビラが貼られてい

た。読むと、地元の高校生の美術部で、高齢者の施設に電動の車椅子を 5 年

前から毎年送ってきたから、今年も 1 台送りたいので、2.500 ドルを集めた

い。その資金とするのか、希望価格を貼った手製の食器やガラス製品、油絵な

どが置かれていた。別の場所にはバトントワラー部がラッピング・サービス

を行っていた。モールで買った物をラップして、リボンをつける。1 件 2 ド

ル、800 ㌦が目標で、障害児学級に楽器を送る計画らしい。広場でコンサート

を開き、2 名の新入生の奨学金を募るグループもあった。駐車場の整理をし、

そのチップで保育園に玩具を送る計画も見かけた。 

 送り先や贈るもの、希望金額を示して、自分たちで何かをする。だから、物
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乞いでなく、自分の力で稼ぐ形だ。その時は、ラッピングが 1 番人気で、お

客が支払う度に拍手と一緒に獲得金額を貼り直していた。しかし、残念なが

ら、美術部は苦戦していた。 

 

4) ボランティアは自信を育てる 

 アメリカの場合、青少年でも、自分で何かをして資金を集める姿勢が貫か

れている。冒頭の日本の赤い羽根の場合も、駅前の掃除をする、楽器演奏をす

る、似顔絵を描くでもよい。「お願いします」でなく、何かをして、稼ぎ、そ

れを、寄付する形にしてはどうか。 

 すでにふれたように、日本の青少年の大半はボランティアと無縁の育ちを

している。それでも、「老人ホームを訪問する」や「駅前や公園の掃除をする」

などをしている中学生もいる。そこで、ボランティア活動をしているのがど

ういう生徒なのかを確かめてみた。 

表 2 によれば、ボランティア活動をしている生徒は、自分を「やる気があ
る」と思っている割合が高い。もちろん、この結果は、ボランティア活動をし
た結果、やる気が育ったというより、やる気がある生徒がボランティア活動
をしているのかもしれない。しかし、表 3 に示したように、ボランティア活
動をしている生徒は、「友だちが多い」だけでなく、「行動力がある」、「努力す
る」タイプで、「将来は明るい」と思っている生徒でもある。 

 
表 2「やる気がある」（自己評価）×ボランティア体験 

 とても かなり 小計 やや あまり 全然 

体験豊富 33.8 22.4 56.2 29.0 8.8 5.9 
中間 20.1 21.0 41.1 38.2 16.4 4.2 

体験過少 12.3 16.5 28.8 37.3 21.2 12.7 
全体 21.2 20.1 41.3 35.8 15.9 7.0 

                                ｐ＜0.001 

 

表 3 自己像×ボランティア体験（％） 

ボランティア 

健康

に恵

まれ 

スポ

ーツ

得意 

やる

気が

ある 

友だ

ちが

多い 

努力

する

方 

将来

明る

い 

行動

力が

ある 

先生

から

信頼 

８項

目の

平均 

① 体験豊富 43.0 29.4 33.8 35.6 26.6 25.8 22.5 14.3 28.9 

②   中間 33.0 20.2 20.1 20.6 16.4 20.0 14.0 5.4 18.7 

③ 体験過少 27.1 15.2 12.3 14.5 11.8 12.3 8.2 4.7 11.6 

① 全体 34.2 21.0 21.2 22.5 17.5 19.2 14.5 7.3 19.7 

    すべての項目    ｐ＜0.001 

 

 ボランティアは、日常とは異なる場で、不慣れな活動をすることを意味す

る。それだけに、ボランティア活動を通して、身につくものは多い。特に、現
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在の青少年は学校と家庭という狭い環境の中で暮らしているだけに、ボラン

ティア体験を持つ意味は大きい。土曜などを使って、老人ホームを訪ねる、あ

るいは、駅前の掃除をするなどをしてはどうかと思う。 

 

5)「自願奉仕社会」韓国の事情 

 韓国は何度となく訪ねているので、ボランティア活動が熱心に展開されて

いるのは知っていた。しかし、もう少し正確に状況を調べたいと、本協会から

派遣されて、2014 年にソウルへ飛んだ。韓国での聞き取り調査の結果は本報

告書の別の章でもふれているが、この項に関連して、聞き取りの要旨を紹介

しておきたい。 

 韓国でのボランティア活動は 20 年以上の歴史を持つ。1996 年に、小学生か

ら大学生まで、「自願奉仕活動」がナショナル・カリキュラムで必修化された。

「自願奉仕」については、「強制されない状況下、自分の意志に則り、無報酬

で他人や地域社会に寄与する持続的な福祉活動」と定義されていた。その過

程で、「自願奉仕」は自主的な営みだから、必修化を避けようという声もあっ

たが、最低の必修があってもよいということで、奉仕活動に、学年による時間

数が規定された。具体的には、小学１～3 年＝年間 5 時間、4～6 年＝10 時間、

中学生＝15 時間、高校生＝20 時間、大学生＝1 単位（最低基準、2014 年）で

ある。 

 その後、2005 年に自願奉仕活動基本法が設定され、ボランティア活動の対

象が青少年だけでなく、企業などに対象が拡大された。在韓中の新聞にも、大

手企業の奉仕活動についてのＰＲが掲載されていた。社員が 100 ティームを

作って、休日に老人ホームを訪問する。社員の募金を集めて、体の不自由な子

ども 25 名をディズニーランドに招待するという航空会社の記事もあった。休

暇を使って社員が開発した土地で有機野菜が採れることになった。から、児

童養護施設に寄付する。希望施設は申し込むようにとのページもあった。 

 

6) 韓国では、奉仕活動が入試に役立つ 

 企業の問題をもう少しふれたいが、ここでは、青少年に話題を戻そう。ボラ

ンティアをする場合、全国に 250 カ所の地域ボランティアセンターと 16 の青

少年振興センターがあって、どこでも、ボランティアを受け入れてくれる。そ

れとは別に、文部省の主催する「1365」サイトでも、全国規模の活動を検索で

きるので、明日からでも活動は可能だ。 

なお、ボランティア活動は、①農業などの「手伝い」、②老人ホームなどへ

の「慰問」、③交通安全のような「キャンペイン」などの 7 領域に分かれてい

るので、領域を決めて検索すればよいことになる。そして、各活動にはポイン

ト数が明記されていて、高校や大学への進学にはポイント数が大きな意味を
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持つ。 

知人の高校 2 年の娘はトップランクの高校進学を目指しているが、合格に

は「自願活動」60 ポイント以上が必要で、現在は 41 ポイントだった。そこで、

夏休みにアメリカの高校生を 2 週間世話して、20 ポイントを取得したいとい

う。別の知人の娘は、中学時に社会養護施設で働いて、高校へ進み、高校入学

後は，しょうがい者のアメリカ研修のアシスタントで 40 ポイントを集め、名

門・梨花大学福祉学部に入学した。現在は、ソウル市内のボランティアセンタ

ーへ週 2 回通い、卒業後は、そのセンターの紹介で、アメリカで福祉の研修

予定と聞く。 

 今回の取材に協力してくれた韓国の教授はボランティア活動の現状にやや

批判的だった。トップランクの高校や大学の入試は学力で差がつきにくいか

ら、ボランティア活動のポイント差がものをいう場合が少なくないらしい。

そのため、合格のためのポイント稼ぎが流行っているという。もちろん、ボラ

ンティアのキャリアやポイント数は企業への入社にも影響を持つので、志望

企業に合わせたボランティア活動をしている学生が多いという。 

 

7) ボランティアを体験活動の柱に据えたい 

 そうして事情を見聞すると、たしかに韓国のボランティア活動に「強いら

れた」印象を強く受ける。そして、ボランティアの本質は、40 年前にシアト

ルで見たような善意の発露であってほしいと思う。それでも、ボランティア

不在の日本の状況よりは、韓国の状況の方が良いのかもしれない。 

 日本の場合、青少年を念頭に置いた場合、例外を除くと、ボランティア体験

の土壌が欠如している。したがって、ボランティア体験の場を見つける時に、

白紙の状態から出発することになる。そのために、アドバイサーなどの協力

を得ながら、ボランティア体験の場を開拓していく必要を感じる。もちろん、

体験活動が軌道に乗り、何年かの実績を積めば、それから先の参加者は先人

の開発した場を受け継ぎ、それを発展させればよい。しかし、現状ではボラン

ティア活動の場を探すことが重要になる。 

 ボランティア活動は、自分のできる範囲で、社会に役立とうとする活動で、

いつも誰かからしてもらうことの多い青少年にとって、意味の深い体験だと

思う。それだけに、日本の青少年にとって、ボランティア活動は 4 領域の中

でもっとも大事にしたい体験である。特にボランティア体験は地域社会の中

で展開されるものなので、体験の期間が終わったから、ボランティアも終了

というのはボランティアの精神に反する。したがって、他の 3 領域は 3 カ月

で活動を終了するにしても、ボランティア活動はさらに 3 カ月延長するのが

望ましいと考えられる。その際、追加の 3 カ月は「ボランティア活動だけ」

と「ボランティア活動＋他の 1 領域」の選択の形をとるのも一案である。い
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ずれににせよ、ボランティア活動を、韓国の事例ほどの展開は無理としても、

もう少し本格的に取り組む仕組み作りの検討が必要であろう。 

 

5.2.3 体験活動の評価をめぐって 

1) 体験活動の主体は参加者とアドバイサー 

 青少年を対象とした活動の中で、本体験活動の特色は、活動の主体が青少

年という事実であろう。青少年がアドバイサーの助言を受けつつ、自分で計

画を立て、自分の目標を目指して体験を積む。一口に教養体験といっても、英

語の検定２級を目指す子、書道展の入選を目指す、英語で聖書を全部読む、油

絵を描き始める、フレンチのパテ作り、源氏物語の輪読会に入会するなど、さ

まざまな領域やレベルの活動が見られる。本体験の場合、目標は本人が設定

すればよいので、領域やレベルは問わない。例えば、TOEĪC で 500 を目指して

も、600 でも、700 でも本人の目標設定の問題で、努力する姿勢に変わりはな

いと考えたい。また、パテ作りは教養体験といえないかもしれない。しかし、

フランス語のレシピを参考にする。あるいは、きちんとした料理学校に籍を

置く。将来はフランスでシェフの修行をしたい。その第 1 歩という場合もあ

ろう。 

 このように体験活動の内容は参加者により千差万別なので、アドバイサー

の存在が大事になる。アドバイサーは参加者の身近にいて、参加者の心情を

理解している立場でもある。本体験奨励制度では、本部が体験の大枠的な基

準を設定してはいるが、具体的な運用はアドバイサーに委ねている。実際に A

君の体験計画が妥当なのかどうかはアドバイサーしか分からない。それだけ

に、アドバイサーに対して、判断の基準を理解してもらうことが大事になる。 

 

2) 参加者の目標設定に対するアドバイサーの助言が鍵 

 本体験活動では、参加者が自主的に目標を決め、活動に移していくところ

に特性がある。すでに述べたように活動内容が多岐に及ぶ上に、活動のレベ

ルは問わないので、活動についてのアドバイサーの助言が大事になる。本部

もブランチも、参加者の日常を知らないから、助言をできるのはアドバイサ

ーだけなので、アドバイサーの果たす役割は大きい。 

 本体験奨励制度の基本は、「参加者本人が。個人として、活動の目標を自分

で決め、自分に合ったペースを設定して、活動を展開していく」である。この

「個人」と「自主性」がキー・コンセプトだが、ともすると、参加者はオーバ

ーな計画を立てたり、逆に、イージーな計画を作ったりしがちである。折角、

半年近い期間をかけて体験活動なので実り豊かなものにしたい。そのために

は、計画設計が大事になる。 

アドバイサーは目標設定が妥当か、活動の進め方に無理がないかなどを参
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加者から聞き取り、参加者に積極的な助言をして欲しい。これまでの経験か

ら、きちんとした活動計画ができれば、活動の山場を越えるという印象を抱

いている。 

体験活動への参加は、あくまで個人、そして、個人として活動を計画し、自

分の責任で活動を展開していく。そうした体験奨励制度の精神を生かしつつ、

アドバイサーには適切な助言をしてほしいと思っている。 

なお、アドバイサーは、体験奨励制度の最前線にいるので、情報が不足する

と、孤立しがちである。アドバイサーについては後の節でふれることになる

が、本部やブランチから豊富な情報を提供すると同時に、アドバイサーの活

動を励ますメールを送る。そうしたアドバイサーへの支援の体制作りが大事

で、これまでの活動では、多くのアドバイサーから情報不足の声を聞いた。本

部やブランチから、アドバイサーへのきめ細やかな対応をいかに進めるかが

今後の大きな課題となろう。 

［深谷昌志］ 
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5.3 アドバイザーの育成と参加者の連携 

5.3.1 これまでの取組概要 
 協会本部のみの 1カ所での開催から始まったアドバイザー養成講座であるが、3年目
を迎えた今では、ブランチごとに開催し全国4カ所での開催にまで広がりを見せた。  
 アドバイザーと参加者との連携については、ある程度の頻度の交流と的確な指導助言

によって、参加者が充実した体験を積めることが明らかになった。そのために、アドバ

イザーと参加者との連携を強化する手だてとして、手引書や記録BOOKを開発したり、WEB

上での情報掲載によって、アドバイザーが参加者に適切な指導助言を行うことができる

ような支援体制を構築してきた。 
 
5.3.2 課題 
 以上、過去3年に渡る試行を通じて明らかになった課題は次の通りである。 

 

1) アドバイザーの人数拡大と質保証 

 今後の大幅な参加者の拡大を考えると、アドバイザーの人数拡大は急務となってくる。

ただしその際には、質を伴った拡大を意識する必要がある。 

 
2) アドバイザーの養成 

 質を伴ったアドバイザーの人数を拡大するためには、アドバイザー養成が主要な事業

の一つとなる。そのためにもアドバイザー養成講座の開催しやすい方法を作り出す必要

がある。現行のように各ブランチ（全国 4 カ所）で一年に一度しか開催できなければ、
その機会を逃したアドバイザー希望者は次年度まで活動できないままとなる。全国4カ
所の年4回の限定的な開催を拡大していく必要がある。 
 
3) 参加者と一般公募のアドバイザーのマッチング 

 またアドバイザーになっても青少年とつながる接点をもっていなければアドバイザー

として活動を始めることができない。アドバイザーを一般公募し養成していく段階にお

いては、参加者と一般公募のアドバイザーとのマッチングが大きな課題となるであろう。 

 
4) リタイヤを予防する支援の必要性 
 また毎年一定数のリタイヤが出ていることを鑑みると、参加青少年がリタイヤせずに

完遂できるよう必要な支援を見定め、実行に移すことも課題である。 
 
5) アドバイザーの負担 

 青少年参加者が主体的・継続的に体験活動を進められるように、アドバイザーからの

アドバイスの仕方・タイミング・頻度・ポイント等とアドバイザーとしての労力や力量
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などが多く求められていることは明確であり、アドバイザー一人一人に対するウエイト

が大きくなっている。 

 
6) アドバイザーに求められる連携 
 アドバイザーは参加者と事務局の中間点に位置するので、双方との連携が必要である。

アドバイザーの役割と、参加者および事務局との連携、課題をまとめると次の表のよう

になる。 
 

アドバイザーに求められる連携 
アドバイザーの役割 参加者との連携 事務局との連携 課題 

参加者の募集 
日常的に接することが

できる範囲で参加者を

募集する。 

開始日、費用等の確認。

必要な書類を受け取

る。 

参加者の参加意思表明

から必要書類が届くま

での時間差が大きかっ

た。 

参加者の活動計画の作

成 

参加者の日常生活の状

況や能力を把握したう

えで、達成可能な活動

計画を作成する。必要

に応じて、活動確認者

を定め、制度の趣旨等

を説明する。 

参加者の参加申込書を

事務局に提出する。 

記録ブックに、活動開

始から活動終了時まで

のスケジュールを記入

するページがあれば、

活動全体のスケジュー

ルを把握しやすいので

はないか。 

参加者の記録の確認 

活動記録を書くことが

困難な参加者もいるの

で、一緒に活動記録を

書くことが必要とな

る。 

アドバイザーにも書き

方が分からない場合が

あるので、その場合は、

事務局に問い合わせを

する。 

記録が書けないことが

原因で、脱落する参加

者が多いように思われ

るので、アドバイザー

には丁寧な対応が求め

られる。 

進捗状況の確認 

進捗状況が芳しくない

場合は、活動目標を逸

脱しない範囲で活動内

容の修正を行う。 

変更した活動計画を事

務局へ届け出る。 

上述のスケジュールの

ページがあれば、進捗

状況の確認をしやすい

のではないか。 

活動の終了の確認 
記録ブックをもってア

ドバイザーのとこへ来

る。 

活動の終了日や修了者

数を速やかに連絡す

る。記録ブックを事務

局に提出する。 

文科省の表彰式に参加

できない活動修了者に

対する表彰の方法を検

討する。 
 
5.3.3 提言 
 上述した課題を克服するための対策として、次の6点を提言し本項のまとめとする。 
 
1) 参加者にとって適正なアドバイザーの条件 
アドバイザーと参加者は、無理せずとも日常的に接触する範囲内の人間関係を基礎と
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して成立していることが、活動を成功へと導くために重要な要素となっていた。つまり、

活動を希望する青少年の日常生活圏内に既に存在している人たちにアドバイザーにな

ってもらうことが重要であるということである。アドバイザーの募集は、万人に対して

広報を行うというよりは、教員や社会教育等の分野における指導者を対象に募集をした

方が、後々の活動が円滑であると考えられる。 
 
2) 再確認されたアドバイザーの役割 
 アドバイザーは参加者と事務局の中間点に位置するので、双方との連携が必要である。

個別の活動については、アドバイザーが活動の実施を確認する必要はないが、その場合

は、活動確認者を別に定める必要がある。活動確認者は、アドバイザーからも参加者か

らも信頼できる立場にある者に依頼する必要がある。また、活動確認者に対しても、青

少年体験活動奨励制度の趣旨と活動内容を理解してもらうように努める必要がある。 
 
3) 活動確認者への期待とそのための方策 
 なお、活動確認者は参加者が活動をする場に、もともと立ち会っている人たちもいる

ので、そうした方々に将来、アドバイザーになってもらうことも制度の拡大には必要で

ある。こうした点を踏まえると、活動確認者に向けて、活動確認者の役割や青少年体験

活動奨励制度の趣旨、アドバイザー資格取得の奨め等を記載したリーフレットがあると

心強い。 

 

4) アドバイザーの養成 

 日本全国でアドバイザー養成講座を開催するための方法としては、本年度試みられた

共通教材の活用が有効である。共通のテキストを用いて収録された講義DVDを視聴する
ことによりアドバイザー養成講座の受講を認める形式を認めれば、より多くの方々にア

ドバイザーを担ってもらうことができる。 
 また、養成講座の開催の回数と開催場所を増やす方策としては、日本各地に存在して

いる社会教育関係等の機関に委託することも一案である。開発したテキストやカリキュ

ラムに即して、また必要に応じて講義DVDも活用すれば、実現可能である。公民館や児
童館、あるいは子ども若者系・社会教育系NPO組織等民間団体にノウハウを伝授し、各
地で開催できれば、より広範囲にわたってアドバイザーが誕生することとなり、日本各

地の青少年が体験活動に挑戦することが可能となる。 
 
5) 既存の青少年社会教育団体への呼びかけ 
 通信教育のやり方を用いて、DVD視聴によってアドバイザー資格が取れるとなると、受

講生の社会的信用を保証する信頼の担保が不可欠となる。そのための対応策としては、

青少年を対象とする既存の社会教育団体等の関係者であることを受講要件に加えるこ

とを提案する。先行事例としてはボーイスカウトの団員や一般社団法人教育支援人材認

証協会が認める「こども支援士」などがアドバイザーを務めた事例がある。なお、アド

バイザーに興味をもった時点で未だ社会的活動をしていなかったとしてもその段階で

（後付けで）、こども支援士を取る、地元の公民館のボランティア活動に参加するなど

社会教育等の関係機関に属することが出来れば、要件を満たしたことを認める配慮が必

要である。 
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6) アドバイザーに対する支援 

 アドバイザーの負担軽減につながる手だてとして、アドバイザーのための(仮)フォロ

ーアップ研修会等を開催し、研修内容の一部として設定することが解決できる一つの処

方と考えられる。アドバイザー同士の情報交換の場としても機能させたい。 

 また、活動申し込み時期に的確なアドバイスをすることができ、活動の内容や目標を

具体的に話し合いが進められ、きちんと設定ができれば、その後のアドバイザー活動の

明確化と容易化が可能となることが考えられる。そのためにも、アドバイザー養成講座

の中で、記録Bookの意義や使い方をレクチャーすることも大切である。 

 

［川野麻衣子/中田周作/松田広］ 
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5.4 制度を支えるための支援体制 

5.4.1 必要な支援体制のモデル 

1) 認証主体者としての「文部科学省」  

 青少年体験奨励制度(以下)の構築に向けたこれまでの取り組みから、財政

的にも自立した形の中で、文部科学省とも連携しながらこの制度を発展させ

ていくひとつのあり方として、下図のような仕組みを提案してみたい。 

 まず、文部科学省が今後ともに、体験奨励の認証主体として位置付くこと

は大変重要なことであると思われる。これまでの取り組みの中で、参加者や

アドバイザーの両者ともに、もっとも大きなモチベーションは、「文部科学省

が認証してくれる」という仕組みであったことは、これまでのアンケート調

査等からも指摘されてきたところである。 

 そもそも社会的な認証や資格を与えられる制度については、往々にしてそ

の取得が活用に結びつくかどうかで発展性が影響を受ける場合が多い。この

点からすると、これまでのとりわけ生涯学習系の認証制度は、大変重要な取

り組みが多い半面、活用という側面から見た有用性がやや低い傾向にあり、

共通した課題となっているといってよい。 

 そうした中で、「文部科学省が認証してくれる」という、参加者が感じる魅

力には、取り組みを通じて、実感させられるところが多かったと言える。体
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験という、一般的な意味では評価軸を得にくい活動に対して、社会や正統的

なものという意味でのシンボルとして感じられやすい「文部科学省」という

認証主体の名称が、多くの参加者を動かしたものと思われる。この意味では、

今後の青少年体験奨励制度の展開を考えた場合、社会的な認知や評価も高ま

り、活用という側面から見ても有用性が高まってくるまでの期間は、今後も、

認証主体が文部科学省であることの意味は大きいと思われる。 

  

2) 事務局法人と外部委員会の必要性 

 一方で、もちろん文部科学省自身が運営するということでは制度の自立的

な発展はないわけであるから、民間の力によって、それが持続安定的に進め

られる仕組みが必要となる。 

 このときに、まず指摘できるのが、これまでの事業でも試行的に取り組ん

できた、文部科学省が委託する「外部委員会」の設置である。第三者的評価

組織としての「外部委員会」を設置することで、制度の公共性を担保すると

ともに、文部科学省認証の水準を担保することにもなるからである。そして、

このような「外部委員会」の活動を含む、実質の制度運営を担う主体として

は、「事務局法人」が必要である。奨励活動に関わる事務を所掌するとともに、

青少年体験奨励制度自体の「ブランド」性を高めたり、広報を行ったりする

組織である。このような組織を、文部科学省が委託することによって、文部

科学省がバックアップする、制度の骨格が形成されると思われる。 

 ただ、ここで重要なことは、こうした委託は、制度の自立発展を考えれば、

財政的にも自立した形態で行われる必要があるために、あくまでも、予算処

置を行わない委託であることが望ましい。それは同時に、制度の運営主体で

ある「事務局法人」が、財政的な自立運営ができることが前提になることを

意味している。そのために、制度を支える経費が担保されるビジネスモデル

を設計することが合わせて求められる。 

 

3) 認定団体制 

 そうしたビジネスモデルとしてひとつの有効な方法は、「認定団体」制をと

り、青少年体験奨励制度に参加したい若者や子供たちが、認定を受けた団体

を通じなければ、活動への参加を申請することができない、という形式で、

団体認定料を収入として工夫するものである。このような方法をとることで、

参加者の手続き的な事務作業が認定団体の負担となるとともに、一定額の安

定した収入が、事務局法人に入ってくることになる。 

 このような団体の認定に関わる審議は、外部委員会が合わせて担うことが

望ましい。制度の公共性を担保するために、団体認定作業の透明性が求めら

れる。文部科学省が委託する第三者的組織が、その任に当たることが自然で
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1) 認証主体者としての「文部科学省」  

 青少年体験奨励制度(以下)の構築に向けたこれまでの取り組みから、財政

的にも自立した形の中で、文部科学省とも連携しながらこの制度を発展させ

ていくひとつのあり方として、下図のような仕組みを提案してみたい。 

 まず、文部科学省が今後ともに、体験奨励の認証主体として位置付くこと

は大変重要なことであると思われる。これまでの取り組みの中で、参加者や

アドバイザーの両者ともに、もっとも大きなモチベーションは、「文部科学省

が認証してくれる」という仕組みであったことは、これまでのアンケート調

査等からも指摘されてきたところである。 

 そもそも社会的な認証や資格を与えられる制度については、往々にしてそ

の取得が活用に結びつくかどうかで発展性が影響を受ける場合が多い。この

点からすると、これまでのとりわけ生涯学習系の認証制度は、大変重要な取

り組みが多い半面、活用という側面から見た有用性がやや低い傾向にあり、

共通した課題となっているといってよい。 

 そうした中で、「文部科学省が認証してくれる」という、参加者が感じる魅

力には、取り組みを通じて、実感させられるところが多かったと言える。体
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あろう。 

 

4) 参加料とアドバイザー 

 同時に、青少年体験奨励制度にチャレンジする場合、参加者自身からの受

益者負担を設定することも必要である。体験奨励制度自体の運営経費は、参

加者全員で負担することによって、制度の自立的発展も見込むことができよ

う。そして、ここでの参加料を、「アドバイザー」「認定団体」「事務局法人」

の 3層で配分する仕組みも重要であろう。 

 ここまでの取り組みの中で、制度を運用する際に、もっとも重要な存在で

あるのはアドバイザーであった。参加者が目標を立てるところから始まり、

途中での助言、励まし、そして終了時の認定、申請の手続きなど、本制度の

鍵は、このアドバイザーの存在にあるといっても過言ではない。 

 しかし、このときに、アドバイザーとしてのモチベーションをボランタリ

ーな精神だけに委ねるのは、いささか心もとない。もちろん、営利のために

アドバイザーを行うわけでは決してないが、社会的な評価をアドバイザーが

受ける仕組みを合わせて創ることは、やはり必要であろう。このように考え

ると、参加者の受益負担分を、「アドバイザー」「認定団体」「事務局法人」の

3層で配分する仕組みづくりが指摘できるところである。 

 最後に、今後はさらに企業との連携を深め、人材育成の観点からも協働し

て、青少年体験奨励制度を進展させることが重要であろう。この点からは、

協賛やコンテスト等のイベント開催を通じて、このような側面をさらに促進

させていくことが望まれる。 

 以上のような視点を総合的にまとめたのが、先に示した図 1である。今後、

このような制度を支援する社会的体制が、現実的に整備されることが必要で

はないかと思われる。 

 

5.4.2 支援を広げる体験奨励の体系化 

 次の表は、ここまでに述べたような制度を支える体制を想定したときに、

制度自体が必要とする構成のあり方についてまとめたものである。 
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表 1  体験奨励制度の体系性 

 小学生から社会人までが、内容や活動の期間を拡大させていくとともに、

体験修了者が下の年齢の体験参加者のアドバイザーや指導者として活躍でき

る、循環型の発展性が用意されていることが望まれる。 

 また同時に、国際アワードとの連携など、縦の体系性だけでなく、横の体

系性が整えられることで、青少年体験奨励制度は、より多くの参加者と豊か

な質を促されるものとなり、大きく広がっていくのではないかと思われる。 

 ここでは、3年間のこれまでの取り組みの中で考えることのできた、制度を

支えるための体制について、いくつかの視点から検討してみた。提案したモ

デルは、具体性に富むものであるだけに、広く検討がなされ、実現への第一

歩が踏み出されることを強く望むところである。 

                             ［松田恵示］ 
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5.5. 各所連携について：学校・地域・他団体・公的機関、等 

5.5.1 これまでの取組概要 

 過去 3 年間の試行においては、イギリスでの事例となる英国エディンバラ

公国際アワード（以下、国際アワード）の制度を参考にして進めてきた。国際

アワードは、1956 年にイギリスではじまった、青少年の体験活動に応じて賞

（アワード：下位からブロンズ・シルバー・ゴールドの 3 レベル）を授与す

る国際的な取組である。世界中、約 140 カ国以上でこの制度を活用した取組

が実施されている。この賞（アワード）またはレベルの取得は、欧米諸国では

就職や進学、奨学金獲得などの際にも評価される制度となっている。 

このような事情から、当体験奨励制度は、国際アワードの日本事務局の協

力と連携のもと取り組まれてきた。より具体的には、参加者が、国際アワード

が設定しているブロンズレベルの認定を受けるためには、その活動者を支え

るアドバイザーは認証が必要となるため、その養成講習会に講師派遣をいた

だいてきたというのが主な連携内容であった。国際アワードの（ブロンズ）レ

ベル修了の認定作業においても、国際アワード日本事務局の皆様には多大な

ご理解とご協力をいただいた。 

 上記した国際アワード制度との連携を中心におきつつ、2 年目以降での試

行では、いくつかの中学校・高校との連携を図りつつ、そこでの取組について

模索した。多様な体験活動を青少年に奨励しその機会をより多く設けていく

という観点からは、日本においては、その社会的・文化的背景から学校を軸に

して連携して取り組むのがより進めやすく、かつ普及していくのに適してい

ると考えたからである（詳しくは、2014 年度報告書を参照のこと）。 

 また 3 年目では、国際アワードのシステムとは別に、小中学生を対象とし

た「ジュニア版」の試行が実施された（小学生は 4 年生以上）。小中学生が活

動参加者の対象になることにともない、全国 9 校の小中学校と地域の青少年

教育に携わる一つの NPO 団体（「奈良地域のまなび推進機構」さん）との連携

のもと、また多大なご協力を賜りながら進められた（詳しくは、本年度報告書

「4. 体験プロジェクト 小・中学生（ジュニア）版の策定と試行―2015－」を

参照のこと） 

 さらに 3 年目での試行では、上掲の「ジュニア版」に加えて「+BIZ（ビジネ

ス）」体験が実施された。前出の国際アワードプログラムにビジネス体験の要

素を加えた活動である（詳しくは、本年度報告書「3.3『＋BIZ（ビジネス）』

体験の試行」を参照のこと）。当試行の実施においては、（公財）東京都公園協

会さんとの連携・協力のもと試行された。 
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5.5.2 課題 

上記したこれまでの 3 年間における各所との連携をふり返って、以下の点

が主な課題として考えられる。その項目ごとに触れていきたい。 

1)「英国エディンバラ公国際アワード」との連携 

毎年、体験活動への参加者を増やし、3 年目においては 300 人以上の修了者

の輩出という達成目標を掲げ進めてきた。しかし、その参加者募集から実際

300 以上という数字の修了者達成は困難を極め、かなりの無理を強いて実行

し何とかしたというのが実情であった。年々、当該修了者数を増加させてい

く中で特に難しさを感じたのは、現行制度におけるアドバイザーの役割と体

験奨励制度におかれている事務局のマンパワーの欠如である。 

ここまでの 3 年間の試行では、常に国際アワード制度を基盤として取り組

まれた為、アドバイザー制度も、基本的にその国際アワードの仕組みに基づ

いている。すなわち、そのアドバイザーになるための認証講習会を設定する

必要があった。それゆえ講習会においては、その都度、国際アワード日本事務

局に講師派遣を依頼する必要があり、またその講師の方は日本事務局に常駐

しているのではなく海外の国際アワード事務局からの派遣となるため、日本

事務局を介しての外国人講師であった。したがって、日程の設定においても

その講師の方の予定を中心に検討しなければならいという不自由さは否めな

かった。また、講義内容も当然外国語（英語）となるため、毎回、同時通訳者

をも用意しなければならなかった。このように、現行制度においてアドバイ

ザーを養成するまでには、その講習会を設ける段階や内容において、かなり

の時間と労力がかかってしまうというのが実情であった。 

加えて、これまでの国際アワードのブロンズレベルを修了する（参加者側）

および認定する（事務局側）という前提での仕組みでは、参加者の修了認定に

ついては、①参加者が自らの活動を記載してきた記録 Book を体験奨励制度事

務局に提出し、②それを事務局の方で活動内容について修了条件を満たして

いるかの確認をした後、③さらに国際アワード事務局に送って最終的に「ブ

ロンズ」レベルを達成したかという精査および認定がされるというプロセス

をふまなければならない。 

以上のことから言えるのは、体験奨励制度の冠が表には出ているものの、

国際アワード制度の認定も重ねるというダブルスタンダードのような形式で

運営されたことにより、その事務手続きが煩雑となってしまっていることで

ある。また、当該制度を進行する上で上の複雑な現状が基本線としてあるの

に加えて、毎年の参加者数と修了者数ならびアドバイザー数の増加を試みる

ことで（3 年目は年間目標修了者 300 人以上）、当然、事務局の労力も年々増

加傾向となったのである。 

しかしながら、そのような事務局への負担が年々増えてきたにも関わらず、
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実質的には 1～2 人の事務局スタッフが中心となって事務局作業全体の多く

を担わなければならないというのが現状であった。その体制は初年度の試行

からほとんど変わらずに運営されてきており、すなわち年を追うごとに過重

負担になっていったというのが実情である。 

これらのことから、本項にける課題として考える点は、体験奨励制度の事

務局組織におけるマンパワーを鑑みて、国際アワード制度の内容をそのまま

転用して進めていくという連携の在り方についての見直しである。具体的な

提案については、後掲する「提言」にて示したい。 

 

2) 学校以外との連携 

前述したように、小中学生の体験奨励（ジュニア版）の試行も含め、日本に

おいてはその社会的・文化的背景から学校を軸にして取り組むことが体験の

奨励や普及により有効であるとの考えから、大学を含めた中学・高校を中心

にした連携がなされてきた。一方で、学校以外の組織や団体との連携に目を

向けると、その視点での連携が弱かった感が否めない。すなわち、全体を通じ

て、地域に根付く社会教育機関（公民館・児童館、等）や教育 NPO 団体および

任意団体（子ども会、青年団、等）、体験活動を軸として青少年育成に関わる

民間団体、さらに公的機関（青少年教育振興機構、放課後児童クラブ、等）と

の積極的な連携が見られなかった。それゆえ、今後においては、青少年の体験

の場をより一層拡充していくためにも、上記したような学校以外との連携を

深めていくことが課題となるであろう。 

 

5.5.3 提言 

上掲した課題点をふまえ、青少年育成のための体験活動の充実にむけた連

携の在り方について、下記いくつかの観点から提言したい。 

1)「英国エディンバラ公国際アワード」との連携 

高校生以上の青少年を対象者とした体験奨励制度において、これまでのよ

うに国際アワード制度の内容をそのまま転用しそれを軸にして進めるのであ

れば、上述した従来通りの連携は必要となるであろう。一方で、もし今後にお

いて、高校生以外の青少年にも小中学生の体験制度（ジュニア版）と同じ様な

オリジナル版を実行していくことになった場合は、前項における当観点で挙

がった課題を勘案すると、国際アワードでの（ブロンズ）レベルの認定を義務

化することはダブルスタンダードのような形式となり、そのような連携にお

いて運用していくことは避けるべきだと考える。なぜならば、それが事務手

続きの複雑さを招いて事務作業の効率を下げることになるからである。それ

は事務局レベルの話だけでなく、体験活動参加者が実際にしなければならな

い申請書や記録 Book などへの記入作業にも当然影響が及ぶことになるであ
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ろう。間に入るアドバイザーのサポート活動も同様に複雑化してしまう。そ

してそのような手続きの煩雑化から起こることが予想される混乱や停滞状態

は、主役となる青少年への質の高い体験活動の提供や普及に最終的にひびい

てくることが懸念される。この点は、仮に事務局が現行以上の十分なマンパ

ワーを持ったとしても同じことが言えるだろう。例えその労力があがったと

しても、活動参加者、アドバイザー・コーチ、事務局の手続きそのものが複雑

となることには変わらないからであり、そのようなプロセスはよりシンプル

であることにこしたことはないからである。 

それでは、国際アワードのレベル認定を義務化しない場合の、国際アワー

ド制度とはどのような連携が考えられるであろうか。それは、国際アワード

のレベル認定のエントリーを選択制にすることである。すなわち、体験活動

奨励制度への申し込み者に、国際アワードというインターナショナルな体験

活動の認定プログラムがあることを紹介し、関心のある方について国際アワ

ード事務局につなぐという点からのサポートをすることである。体験奨励制

度のオリジナルな活動内容がどのようになるかによって違ってくるため一概

には言えないが、「○○の体験活動を△△時間を付け加えて実施すれば国際ア

ワードのブロンズレベルが認定される」などというように差分を明確にして、

またその分をこなすことで国際アワードのレベル認定の道も開けることを、

関心のある人や希望者に示していくといった連携の仕方が考えられるであろ

う。 

 

2) 学校との連携（含、大学等の高等教育機関） 

文部科学省からの委託授業である当該体験奨励制度は、学校以外での青少

年の体験活動の機会拡充を基本的なねらいとしている。しかしそのような前

提はあるものの、教育活動における日本の文化的・社会的背景を鑑みると、再

三の繰り返しとなるが、青少年の体験活動の奨励・普及には学校（含、大学な

どの高等教育機関）を軸とした連携とその取組が重要な役割を担うであろう

ことは否めない。 

色々な連携の形が考えられるであろうが、小学校・中学校・高校では、例え

ば「ボランティア部」などのクラブ活動や部活動の延長で他の体験活動を取

り入れていく方法や、「体験活動クラブ/部」などと、そのものを立ち上げて実

施していくやり方などが考えられるであろう。 

大学などでは、小・中・高のケースと同様に、サークル活動や部活動の延長

の活動として推奨していくなどの連携が考えられる。また、日本でもセメス

ター制（欧米型 2 学期制）や秋入学制度などが開始されれば、大学側と連携

し「ギャップイヤー」期間中を利用した導入も有効であろう。また、秋入学生

制度などが開始された場合を想定すれば、例えば 5/6 月～8/9 月の 3～4 ヶ月
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間にできる長期休暇期間中に学生の体験活動を推奨し、自主的に取り組める

パッケージド・プログラムを大学と連携して考案し提供していくといった学

生が自己研修できるような仕組みを検討していくことも考えられる（これま

での、夏・秋休みや春休みを利用するのも同様に指摘できる）。さらに、近年

多くの大学にて取り入れられている新入生を対象とした初年次教育と絡めて、

その中で体験活動を導入していくなどと連携させるのも一案であろう。 

高校 3 年時においては、推薦合格や就職内定で早くに進路が決まっている

生徒の場合、卒業までの時間については、そうでない生徒と比べると余裕が

できる。それゆえ、「ギャップイヤー」の有効活用も含めて、先の大学のケー

スと同様に、高校（および各自治体の教育委員会）と連携して、当該生徒たち

に体験活動を奨励していくというアプローチも期待できる。また、反対の見

方をすれば、大学側が推薦合格をした生徒に対して、入学までに一連の体験

活動を課すことを条件とするといった案も考えられるだろう。 

また、答申「今後の青少年の体験活動の推進について*」（平成 25/2013 年 1

月）では、大学での体験活動の取組として、上述の「ギャップイヤー」のこと

も含め、インターンシップやサービスラーニングの点からも述べられており、

それらの取組と連携していくことも十分期待できる。さらに答申では、島根

大学教育学部が教員志望の学生に対して「1000 時間体験学修」プログラムの

履修を卒業要件として導入しているケースを取り上げいる。この島根大学の

ように体験活動を学生の学修・育成に活用しているような具体的事例と積極

的に連携してモデルケースを構築していくということも考えられるであろう。 

 

3) 学校以外との各所連携 

これまでの連携では、体験活動の内容の軸となってきた国際アワード制度

の他には、学校との連携が中心に進められてきた一方で、その以外との機関

や団体との連携があまりなされてこなかったという課題があった。今後、よ

り充実した青少年の体験活動を推進していくには、学校とは異なる立ち位置

にある各所との連携は必要不可欠となるであろう。この点においては、以下

いくつかの観点から提示するものである。 

(1) 地域に密着した社会教育/福祉/地区振興の機関・団体 

この点については、公民館、児童館、放課後（児童）クラブ/学童クラブ、

NPO 及び子ども会・各種スポーツクラブ・青年団・青年会議所などの任意団体

など、それぞれの地域に軸足をおいて教育や福祉、地区振興に携わる団体・機

関・施設などが考えられる。いずれも各地域に根差した組織となることから、

そのような機関・団体と連携していくことは、その組織所属の職員や地域の

                             
* 文部科学省ホームページ（平成 28 年 3 月 14 日参照）： 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1330230.htm 
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人材をアドバイザーとして活用していくことで、人のつながりを促進してい

くことにもなるであろう。そして、それが地域の教育力の向上へとつながっ

ていき、総じて地域の活性化をもたらしていくという好循環を生む可能性も

期待できる。 

各家庭との関わりを含めた公民館、児童館、放課後（児童）クラブ/学童ク

ラブ、また近年、地域住民が主体となって活動を展開する総合型地域スポー

ツクラブなどでは、それら各所と連携する中で施設職員をはじめ、ボランテ

ィアとして関わっている方や関心のある保護者の方にもアドバイザーになっ

ていただき、青少年の体験活動に関わり活躍いただくことも考えられる。近

年、定年退職された方で地域教育への貢献に関心を持つ人が増加傾向にある

とされる。そのような人たちをアドバイザーとして活用していくという方策

も有効であろう。そうすることで、各地域における子どもと大人とのつなが

りも築かれていき、ひいては、その地域の青少年育成の充実とともに地域教

育力の向上と地域活性化という有益な循環プロセスの創出も期待できるので

ある。 

また、地域密着型の NPO 等の法人団体や子ども会、各種スポーツクラブ（野

球、サッカー、バスケ、等）、青年団、青年会議所といったその地区の子ども

の教育や地域振興に関係する任意団体との連携も考えられる。当該体験制度

と協働しつつ、指導的立場にある方達にアドバイザーになってもらいそのプ

ログラムを積極的に取り入れて実行していくことで、各地域の青少年の体験

活動の推進と育成に貢献することになるであろう。それはまた、単に青少年

の成長への寄与という点だけでなく、団体に関わる人たち同士の多面的な交

流が起こることで、団体自身の活性化にもつながることも予想される。 

加えて、上掲した機関・団体それぞれが単独で体験活動を提供するケース

だけでなく、互いに協働・連携して、その機会の充実を図り、地域の青少年育

成を促進していくことも有効となろう。 

 

(2) 青少年教育・育成に関わる民間団体・企業 

この点については、NPO 法人や公益財団法人などの団体について前述の(1)

と重なる部分もあるものの、組織の規模や参加者の募集がより広域にまたが

るという点でまた違った性質をもつ団体・機関となるであろう。そのような

伝統的団体としての代表的なものに、YMCA/YWCA、ボーイ/ガールスカウト、日

本キャンプ協会などがあり、比較的新しい機関としては自然体験活動推進協

議会（CONE）などがある（あくまでも一例として）。これらの団体と連携をし

ていくことは、より広域に広がるネットワークをもった組織であることから、

その本部とつながることによって、体験活動をより拡充・普及していく上で

非常に有効である。 
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また、例えば日本アウトドアネットワーク（JON: Japan Outdoor Network）

のように、上のような団体において、同種で集まった共同体としてのネット

ワーク組織と連携することもまた有益と考えられる。 

さらに、民間組織との連携については企業があるだろう。民間企業の場合、

大きく三つのケースが考えられる。一つは、（青少年）教育事業に直接関連す

る企業である（例：塾、学習教材関連企業、等）。二つ目に、体験活動や身体

活動そのものを提供する企業やその活動を手配・サポートするような企業な

どが挙げられる（例えば、野外活動企業＜活動自体を企画・提供する会社＞、

アウトドアメーカー、アウトドア専門店、スポーツジム、企業研修会社、旅行

会社、等）。そして三つ目が、様々な企業における CSR（Corporate Social 

Responsibility）部門との連携である。CSR 活動として実施されている内容は

多岐にわたるが、その中でも青少年教育に取り組んでいる CSR 事業において

連携していくことが可能であろう。文部科学省は平成 25 年度より「青少年の

体験活動推進企業表彰*」を行っている。これは、企業が CSR 等での社会貢献

事業として、環境保全活動や自然体験活動などを通した青少年育成を目的と

して実践する取組事例の全国への普及と、優れた実践の企業を表彰するもの

である。ここで紹介されている様々な職種の企業による青少年を対象にした

体験活動の取組と連携していくことも期待できる。 

なお、上述した全国やより広域にまたがる団体および企業であっても、そ

の支部の行う活動は地域に根付いてされていることから、明確に(1)の場合と

区別できるものではない。 

 

(3) 公的機関 

この点に関しては、前掲(1)の社会教育機関と重なる要素もあるが、より広

域にわたる関連機関として、文部科学省所管の（独）国立青少年教育振興機構

（以下、青少年機構）及びそこが管轄する「国立○○青少年自然/交流の家」

（○○には場所名が入る）との連携が考えられる。また、それよりも地域範囲

が狭まる各都道府県及び市町村などの自治体に所属する公立青少年教育施設

（「□□市・県/△△青少年（自然）の家」：△△には地域名が入ることが多い）

などと協力していくこともできるであろう。上記した施設の職員の方にアド

バザーになっていただき体験奨励制度を活用いただくことで、青少年の体験

活動の機会とその実地を増やし、青少年育成の促進と拡充への大きな貢献が

期待できる。 

特に青少年機構は、体験活動を通した青少年教育を推進する日本の中心的

                             
*文部科学省ホームページ「教育 CSR シンポジウム（青少年の体験活動推進企業表彰）」（平

成 28 年 3 月 14 日参照）： 

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/taiken.htm 
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な役割を担う機関であり、東京（代々木）に所在する「（独）国立オリンピッ

ク記念青少年総合センター」を本部として、全国 13 カ所の「（独）国立青少

年交流の家」と全国 14 カ所の「（独）国立少年自然の家」の施設を有する我

が国のナショナルセンターとなっている。国立という国の機関であることと、

支部にあたる全部で 27 カ所もの「青少年交流/自然の家」が全国に広がって

いることから、健全な青少年の教育と育成を目指した体験活動を社会に普及

および拡大していくには、この青少年機構ならびにその支部となる「青少年

交流/自然の家」と協働し連携を深め推進していくことが非常に重要だと思わ

れる。 

現在に至るこれまでは、（一社）教育支援人材認証協会（以下、教育支援協

会）が、「青少年の体験活動の評価・顕彰制度に関する調査研究」について、

文部科学省より業務委託を受けて試行してきた。今後もこの体験奨励制度の

実地検証が、この先も数年実施されると仮定してみよう。引き続き教育支援

人材がその試行を引き受け進めていくにしても、よりその制度が普及・拡大

し、規模が大きくなった状態では、現行の事務局組織の体制では運用が困難

になることが予想される。このことを勘案すると、当体験奨励制度の内容や

プロセスなどを含めたその在り方や仕組みがある程度整ったところで、将来

的には、体験活動を通じた青少年教育を推進するナショナルセンターである

青少年機構に引き継ぎ、そこが中心となって当該事業を進めていくのが得策

なのではないかということも一案として挙げておきたい。 

 なお、公的機関の観点では、当事業の委託元である文部科学省との連携も

当然指摘できるところであるが、その点については前項「5.4 制度を支える

ための支援体制」で検討されているため、そちらを参照されたい。 

［小森伸一］ 
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5.6 今後の展望：総括 

5.6.1 これまでの取組概要 

1) 試行の背景と制度概要 

青少年体験活動奨励制度（以下、体験奨励制度）の試行は、文部科学大臣か

らの諮問に対する中央教育審議会からの答申「今後の青少年の体験活動の推

進について*」（平成 25/2013 年 1 月）を受け、その具体的施策として、文部科

学省による「体験活動推進プロジェクト」等の事業を通して体験活動を推進

してくという取組に由来している。当該制度は、その事業の一つである「体験

活動を積極的に行って様々な力を身につけた青少年が社会で評価されるしく

み」という体験活動の評価・顕彰制度の試行を通した調査研究について、文部

科学省からの委託事業として（一社）教育支援人材認証協会（以下、教育支援

協会）が受け、平成 25（2013）年度より開始された。 

当該制度は、青少年が「運動体験」「教養体験」「奉仕（ボランティア）体験」

「自然体験」の 4 領域全てに一定期間継続的に取組、その内容条件を修了し

た活動者が文部科学省から表彰される仕組みである。その 3年間の試行では、

「英国エディンバラ公国際アワード」（以下、国際アワード）制度が参考にさ

れ進められてきた。 

その国際アワードは、体験活動を通じた青少年育成を促進するプログラム

で、1956 年から始まり 2016 年で 60 年目を迎える。世界 140 カ国以上で実施

されている国際的な体験活動制度の一つである。14 歳～24 歳の青少年を対象

とし、「サービス」「スキル」「フィジカル・レクリエーション」「アドベンチャ

ラス・ジャーニー」の 4 領域の体験活動全てについて、条件となっている期

間を継続的にやり遂げることで、実施した内容に応じて国際アワードで設定

された 3 ランクの認定がなされる（下位レベルより、ブロンズ・シルバー・

ゴールド）。活動参加者の体験活動の実施は、講習会を受講し認証制となる「ア

ドバイザー」（活動者の助言やサポートをする）や、各領域の活動において参

加者の活動を確認・指導する大人の「コーチ」というボランティアの協力のも

と進められる。 

今回の体験奨励制度の試行では、前記の活動 4 区分や活動参加者をサポー

トするアドバイザー・コーチ制などの基本的枠組みをはじめ、活動期間や時

間などの内容や修了条件なども国際アワード制度の基準に重ねて実施されて

きたものである。それゆえ、当該制度を修了することで、国際アワードレベル

における最も基礎ランクとなる「ブロンズ」も修了したことの認定もなされ

る仕組みとなっている（国際アワード制度自体や、当該体験奨励制度との関

                             
* 文部科学省ホームページ（平成 28 年 3 月 14 日参照）： 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1330230.htm 
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係性についてのより詳細は、その各ホームページや過去の報告書を参照され

たい**）。 

そのような体制を基盤とし、過去 3 年間の試行においてはおおよそ以下の

概要において進行されてきた。 

【1 年目】体験奨励制度の委員会委員やそこに深い関わりをもつ関係者を対

象者としてアドバイザー養成講習会が実施された。そして、そのア

ドバイザーが関わりをもつ周囲の大学生等が主な活動参加者とな

って試行された。50 人以上の修了者数が目標として設定され、最

終的には 71 名の修了者となった。 

【2 年目】初年度の大学生を対象とした参加者に、いくつかの中学・高校との

協力・連携のもと、主として高校生もが加わって活動参加者の幅を

拡げた。また、それにともない活動者を支えるアドバイザー数の増

加にも努めた。100 人以上の修了者数が目標として設定され、最終

的には 149 名の修了者となった。 

【3 年目】国際アワードを軸とした体験奨励制度の取組に加え、それとは別に

小学 4 年生以上を対象とした小中学生を対象とした「ジュニア版」

の試行が実施された。その試みにともない、全国の小中学校（9 校）

と地域の青少年教育の NPO 団体（1 組織）の協力・連携のもと進め

られた。国際アワード制度を重ねた通常版（14～25 歳対象）では

300 人以上の修了者数が目標とされ、最終的には 366 名程度の修了

者となった。また、「ジュニア版」では 85 名（小学生 55／中学生

30）の修了者であった。 

さらに 3 年目では、上記の「ジュニア版」に加えて「+BIZ（ビジ

ネス）」体験が試行された。前述の国際アワード制度にビジネス体

験の要素を加えた活動である（「ジュニア版」及び「+BIZ」の詳細

については、当報告書の別項において掲載されているため、そちら

を参照のこと）。 

 以上のように、3 年間の試行において年々その修了者数を伸ばし、制度の拡

充に努めてきた。参加者、修了者、アドバイザーにおける人数の推移について

は、続く下掲項目で示すものである。 

                             
** 青少年体験活動奨励制度ホームページ（平成 28 年 3 月 14 日参照）： 

http://www.japan-youth-award.net/index.html 

 英国エディンバラ公国際アワードホームページ（平成 28 年 3 月 14 日参照）： 

http://www.intaward.jp/ 
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 なお、当該体験奨励制度の全体像は、下図のようになる。 

 

2) 参加者数・修了者数・アドバイザー数の動向 

初年度から 3 年目までの試行において、年々、当該体験制度への参加者数

及びその修了者数の拡大に努めてきた。また、その活動参加者増の目標の遂

行に伴い、その活動を支援するアドバイザー数の増加も促進するため、その

認証のための養成講座を定期的に開催してきた。その動向は以下の通りであ

る。 

 

① 参加者数（エントリー数）と修了者の動向 

年度 目標修了者数 参加者数 修了者数 

1 年目［平成 25/2013 年度］ 50 名以上 141 名 71 名 

2 年目［平成 26/2014 年度］ 100 名以上 235 名 149 名 

3 年目［平成 27/2015 年度］ 300 名以上 465 名 366 名 

 

② アドバイザー数の動向（含、当該養成講座数） 

年度 養成講座数 認証者数 

1 年目[平成 25/2013 年度] 4 回 
体験奨励制度アドバイザー養成 2 回 

48 名 
国際アワード版アドバイザー養成 2 回 
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2 年目[平成 26/2014 年度] 9 回 
体験奨励制度アドバイザー養成 4 回 

92 名 
国際アワード版アドバイザー養成 5 回 

3 年目[平成 27/2015 年度] 4 回 
体験奨励制度アドバイザー養成 4 回

* 
55 名 

国際アワード版アドバイザー養成 

*同日進行で合併しての回数 

3) 諸外国における先行事例 

日本における体験活動制度を検討するにあたり、初年度において外国での

先行事例を視察し関係者にヒアリング調査を実施した。一つは、当該体験制

度が参考とする国際アワードプログラムの誕生国である英国である。もう一

つは、主に奉仕活動についての体験活動を国策として奨励している韓国につ

いて視察、検討した。どちらも、初年度（平成 25/2013 年度）の報告書に詳し

いが、ここではそのヒアリング調査によって明確になった要点について整理

し、以下に提示するものである。 

(1) 英国について［調査期間：2014 年 3 月 14 日〜20 日］ 

 英国エディンバラ公国際アワードの認知度は若者・保護者、教員・社会教

育従事者の間で高い傾向があり、社会的承認が得られている。 

 学校や社会教育施設（ユースセンター）等の教育機関が窓口となり、国際

アワード担当の教員や社会教育専門職者（ユースワーカー）が存在し、若

者の参加を奨励し、活動を支援している。 

 支援者の役割は指導者という位置づけではなく、「教えるのではなく問い

かけるという姿勢」、また「やらせるのではなく誘（いざな）う姿勢」と

いったインフォーマル教育者としての力量が求められる。 

 教養体験（スキル）や運動体験（フィジカル・レクリエーション）は、私

的な習い事を活動の場として活用しているケースがある。 

 ボランティア体験は、若者が地域住民の手助けとなる活動を行う場合（例

えば犬の散歩、等）、地域住民との間に保険契約を結ぶ必要がある。しか

し、保険料は高額なため障壁となり、そのようなボランティアの実現は難

しい。結局、校庭での園芸や清掃活動等、若者の興味に合わない内容にな

ってしまう傾向がある。 

 自然体験は、地図を頼りに一日何キロも歩く、オリエンテーリングが定番

であった。国際アワード担当者は、若者のオリエンテーリングに同行はし

ないが、予め若者と相談して決めておいた各ポイントで時間を見計らって

待ち、若者の安否確認をする役目を担っていた。また、オリエンテーリン

グ開始前には、若者を対象に地図の読み方をはじめ、野外活動のスキルの

研修を実施している。したがって、知識や技術の事前研修を提供できる大

人側の人材が必要となる。 
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 教養（スキル）・運動（フィジカル・レクリエ―ション）・自然体験（アド

ベンチャラス・ジャーニー）は、活動するために経費がかかる。それゆえ、

貧困家庭の若者への支援対策として、奨励金の補助制度や、そういった若

者を対象とした英国エディンバラ公国際アワードに代わる他の体験活動

奨励制度などが存在していた。 

 

(2) 韓国について［調査期間：2014 年 3 月 3 日〜6 日］ 

【韓国の社会奉仕事情】 

 ［奉仕活動の設定］1996 年に、小学生から大学生まで、「社会奉仕活動」

をナショナル・カリキュラムで必修化した。キーになる考え方は「自願奉

仕」で、「一定の計画のもと、強制されない状況下、自分の意思を則り、

無報酬で他人や地域社会に寄与する持続的な福祉活動」である。教科中心

主義の教育への反省からといわれている。 

 ［奉仕活動の基準］活動には、学年による、時間数の規定がみられる。小

学 1〜3 年＝年間 5 時間、4〜6 年＝10 時間、中学生＝15 時間、高校生＝

20 時間、大学＝1 単位という基準が設定されている（以上は最低基準。規

定以上の行動が望まれている）。 

 ［奉仕の内容］具体例としては、「福祉施設などでの手伝い」、「施設など

での慰問活動」、「交通安全などへのキャンペーン参加」、「献血運動など」、

「自然保護活動」、「下級生の世話」、「地域のイベントへの参加など」、「登

山」、「キャンプなど」が挙げられる。活動ごとにポイントが決まっている。 

 ［奉仕活動の仕組み］各主催者団体は認証協会に計画を提出し、認可を得

る。生徒や学生は、「学校が推奨するプログラムへの参加」と、「自分で参

加するプログラムを探しそこで認証を得て、学校に報告する形」との 2 類

型がある。「1365*」は文部省関係のプログラムを収録している WEB サイト

で、多くの生徒はこのサイトを利用している。そして、このサイトには、

公共団体だけでなく、各企業も積極的にボランティア活動を受け入れる体

制を整え条件を提示し、「1365」サイト*に掲載している。  

 ［奉仕活動の時間・形態］奉仕活動には、「（学校内の）定期型」「宿泊型」

「移動型」があるが、「無学期制」（Free Semester Program）を採用する

ので、認可されたプログラムへの参加なら学校を休んでよい。なお、定期

型の場合、「7 時間授業なら 1 時間」、「6 時間授業は 2 時間」、「4 時間授業

は 4 時間」、「休日は 8 時間」という基準設定がある。 

 ［奉仕活動のポイント・アップ］トップランクの高校や大学への進学する

際には、奉仕活動の質の充実と同時に、ポイント・アップが望ましいとさ

                             
* 「1365」ホームページ（平成 28 年 3 月 14 日参照）： 

http://www.1365.go.kr/nanum/prtl/web/vols/volsMain.do 
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れる。下記の事例のように、ポイントが進学やキャリア形成に関係してく

る。大学生の場合も、自分のキャリアにあったポイントを集めることが、

入社に有利に働くという。 

＜事例＞ 

○ ある中学生は、現在 41 ポイントであるが、志願高校の入学には最低

で 60ポイントが必要であるため 19ポイントが不足していることにな

る。それと、外国語の専門高校へ進みたいという希望があるので、次

の夏に国際的な貢献をして、20 ポイント程度を取得したいということ

であった。 

○ 高齢者活動センターの女性課長（31 歳）は、牧師だった父親の影響で、

社会福祉関係の施設で中学校から奉仕活動を行い、そのポイントで有

名女子高校に入学した。そして、高校生の頃、障害者のアメリカ旅行

のアシスタントをして、ポイントを稼ぎ梨花女子大の福祉学部に入学

した。 

 

5.6.2 課題と提言 

 本章「今後の課題と提言：3 年間の試行をふり返って」では、体験奨励制度

の過去 3 年間の試行を鑑み、諸種観点からこれまでの課題をとりあげつつ、

こらからの方向性について検討してきた。本項ではそれらの見解を総合的に

ふまえ、体験奨励制度の今後の在り方について、その制度自体の存続という

根本的な問いも含め下記いくつかの視点から提言するものである。 

1) 体験奨励制度自体の継続について 

当該制度は、我が国の未来を担う青少年の健全な成長には豊かな原体験が

基盤となるべきであるという理解のものと取り組まれている、国の繁栄にも

関わる社会意義の高いものである。したがって、表題の問いについて回答は、

「今後も是非継続していくべきである」ということが強く言えるであろう。

前述したように、そもそもこの制度の発端は、平成 25（2013）年 1 月に提出

された中央教育審議会の答申「今後の青少年の体験活動の推進について」を

受けた、文部科学省による「体験活動推進プロジェクト」等の事業の一環とし

て、体験活動の評価・顕彰制度の構築にむけた試行である。 

その答申では、①体験活動の機会の創出、②社会経済の変化と「社会を生き

抜く力」、③体験活動を推進する社会的な仕組みの構築の 3 点が、青少年の体

験活動に着目する理由として挙げられている（当該答申については、詳しく

は当報告書「2.1 青少年の体験活動における現状と課題：『答申』から考える」

にて参照されたい）。その 3 観点は互いに関連し連鎖するものであり、別の見

方をすれば、それらの点が現代社会、そしてそこに生きる青少年教育に欠落

し、そのため彼らの健全な成長への影響の危惧とも捉えられる。すなわち、青
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少年をとりまく環境の大きな変化により、心身たくましく人生を生き抜いて

く力が失われている現代社会において―②、そのような「生きる力」を体得し

社会をより良く生きていくための学びと成長の源泉となる体験活動の機会を

増やすことが求められ―①、そしてその多様な場を提供可能にするシステム

を作り運用していくことの重要性―③が提唱されているのである。当該体験

奨励制度は、まさに上の①及び②を支え、拡大促進していくための③につい

ての試行となる。このような国の取り組むべき指針、そしてその応対しその

実践となっている当該制度は、社会的にも重要な取組であり、今後も継続す

ることでより質の高い制度構築への努力と実現が求められるのである。 

以下に続く項目ごとの見解は、今後より質の高い充実した青少年育成に通

じる体験奨励制度を構築し、またそれがより普及していくためにはどうすべ

きかについて、これまでの試行とそこから浮かび上がってきた課題をふまえ

た上での提案である。 

 

2) 体験奨励制度の内容 

(1) 対象者について 

これまでの 3 年間の試行においては、国際アワードの制度に倣って実施し

てきたため、体験活動参加者は 14 歳～25 歳（主として、高校生・大学生）の

青少年を中心に取り組まれてきた。しかし 3 年目にはそれに加え、ジュニア

版として小中学生（小学生 4 年生以上）を対象とした体験活動を実施した。

このジュニア版の試行については、別項にて報告がされているが、それまで

の国際アワード制度の方法をこれまでの経緯から多少参考にしたものの、そ

れに縛られることはなく試行してみたものである。参加者エントリーからア

ドバイザーの関わりも含めた修了までの一連の実施プロセス、また体験活動

の種類や内容について、より日本の社会や文化背景に配慮して設計し進めら

れた。その結果明確になったのは、体験活動開始から終わりまでとても効率

的かつ効果的に円滑に運営できたということであった。 

これらの取組をふまえ、また前項で触れた答申が出された我が国の青少年

体験活動の実情と必要性の背景を勘案すると、国際アワード制度での中心対

象者となる高校生・大学生の年代層では十分ではないことでこと言えよう。

むしろ、3 年目で試行したように小学生からの開始を基盤として、中学～高校

～大学（大学院）と各年代の積み上げ式の一連プロセスで考えていくことが

望ましいと考える。また、そのように小学生というより早い時期から体験活

動を意識し取り組むことは、中学生になってから始めるのに比較して、当然

より多く（量）の多様（質）な体験を重ねることにもなる。質量ともに豊かな

体験をしている青少年ほどその心身へのより良い成長、そしてその後の人生

に好影響を及ぼしていく傾向にあることが調査によって分かっている（詳し
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くは、当報告書「2.2 青少年の体験活動に関する調査研究：実態調査も交え

て」を参照のこと。また、国立青少年教育振興機構でも、体験活動における教

育効果について定期的に調査し発表をしている）。その効果を考えれば、小学

生のできるだけ早い時期から意識的な体験活動に取り組むに超したことはな

く、そうすることが望まれるのである。 

加えて言えば、その小学生（4 年生）～大学生（及び大学院生）の一連の体

験プロセス仕組みが確立し安定した運用が見えてきたところで、現行の小学

校 4 年生以上の対象者をより下位学年からのスタートとすることも考えられ

る。さらに、その小学生～大学生までを軸とし、その前後となる下は幼稚生や

上は就職後の社会人へと年齢層を広げていくことも期待できるであろう。 

 

(2) 「英国エディンバラ公国際アワード」の観点：今後も“義務”として導入

すべきか 

これまでの 3 年間の試行は、国際アワード制度を参考にし、またその取組

実践も国際アワードの内容（参加年齢・活動区分・期間・レベル制、等）を核

に進められてきた。それゆえ、国際アワードに設定される（ブロンズ）レベル

の取得が義務化されていた。また、活動参加者を支えるボランティアのアド

バイザー及びその養成講習会もその制度に準じてきたというのが現状であっ

た。今後において我が国独自の体験活動奨励の仕組みを構築しそれに基づき

推進していくということを前提とした場合、3 年間の試行をふりかえって、日

本の社会・文化様式をふまえて表題の問いを考えると、これまでと同様にそ

の制度を中核に据えて、つまりレベル取得を義務化して進めていくのは得策

ではないというべきであろう。 

これは国際アワードを完全に切り離すということを指摘するものではなく、

連携の在り方を変えるということである。今後のその連携の在り方における

一案としては、体験活動奨励制度への参加者に、国際アワードというインタ

ーナショナルな体験活動の認定プログラムがありブロンズレベルの認定も可

能なことを紹介し、関心のある人達にエントリーや手続き等について、国際

アワード事務局につなぐというサポートを適宜していくというものである。

すなわち、これまで義務化されていた国際アワードのレベル取得は個々の選

択制になる。この点については、前出の韓国における事例に見られる連携ア

プローチと類似したものとなるであろう。 

これまでと同様に国際アワードのレベル取得を必須化する形で進めると仮

定した場合は、体験奨励制度と国際アワードの二種のレベル認定というダブ

ルスタンダードで進行していくことになり、これは参加者側もそれを支える

アドバイザーや事務局再度の作業が複雑になることを意味している。そして

このような煩雑化が体験活動の普及・拡大の低下を招くことが想定されるの
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である。また先述したように、我が国の体験活動制度を小学生からのエント

リーを入り口とし、続く中学・高校・大学時代（及び社会人）までの一連のプ

ロセスとしてその仕組みを考えた場合には、およそ高校・大学時代が中心と

なる国際アワード制度とはエントリー上のズレが見られ、この点からも国際

アワードの導入は義務ではなく選択とすることの妥当性が指摘できるのであ

る。 

このような点の国際アワードとの連携についての今後の考え方は、上掲の

別項「『英国エディンバラ公国際アワード』との連携」（5.5.2 課題/5.5.3 提

言）において検討しているため、そちらも参照いただきたい。 

 

(3) 体験活動の領域と期間、レベル制度、等 

体験活動の領域については、これまでは国際アワードの内容に重ねてきた

ため、「運動体験」「教養体験」「奉仕体験」「自然体験」の 4 区分について、毎

週約 1 時間以上の活動を 3 ヶ月間、そして「運動体験」「教養体験」「奉仕体

験」の内の一つの活動は 3 ヶ月を超えて 6 ヶ月間（半年間）継続することで

修了証、同時に国際アワードの「ブロンズ」レベルが取得できるものであった

（「自然体験」については、「1 泊 2 日の宿泊活動/達成のために費やした時間

が合計で 12 時間以上、1 日あたり最低 6 時間以上であること」が条件）。 

一方で、3 年目に試行された小・中学生を対象にしたジュニア版では、「ボ

ランティア体験（必須）」「自然体験（必須）」「学習体験または運動体験」の 3

領域であった。そしてジュニア版の場合、実施頻度・期間については小学生の

場合は 8 週間（2 ヶ月間）の継続が条件となっていた。より具体的には、ボラ

ンティア体験が「週 1 日 1 時間または隔週で 2 時間程度/8 週で 8 時間程度」、

自然体験が「3 時間程度の体験を 2 回または 6 時間の体験 1 回/※家族旅行、

修学旅行は除く」、学習体験または運動体験は「週１日 30 分、または隔週で 1

時間程度/8 週で 4 時間程度」という基準であった。また中学生の場合は 10 週

間（2 ヶ月半）の継続を基準とし、ボランティア体験が「週１日１時間または

隔週で 1 時間程度/10 週で 10 時間程度」、自然体験が「4 時間程度の体験を 2

回または 7 時間の体験１回/※家族旅行、修学旅行は除く」、学習体験または

運動体験は「週１日 30 分、または隔週で 1 時間程度/8 週で 5 時間程度」とな

り、小学生版よりも約半月ほど体験量が増える条件となっている。 

今後、小学校からの体験活動奨励を始めるということになった場合は、当

然この試行された内容条件を基準としつつ、経年を重ねる中で少しずつ改善

していくことが妥当と思われる。また、高校生・大学生（及び大学院生）のレ

ベルについても、現段階において具体的な数字をここで示すことはできない

が、小中学生版を元にし、参加者の成長段階に応じて質と量をより増やし充

実させていくことで内容基準の設定がなされるのが妥当であろう。 

－ 142 －



なお、体験領域の分類については、前出の答申にて提示されている「生活・

文化体験活動」「自然体験活動」「社会体験活動」の 3 区分から整理していく

のも一考であろう。その答申では、「生活・文化体験」の例として、放課後に

行われる遊びやお手伝い、野遊び、スポーツ、部活動、地域や学校における年

中行事が示され、「自然体験」の例には登山、キャンプ、ハイキング等といっ

た野外活動及び星空観察や動植物観察といった自然・環境に係る学習活動が

あるとされ、「社会体験活」では、ボランティア活動、職場体験活動、インタ

ーンシップなどが例として挙げられている。この答申の 3 分類から、上の小

中学生版（ジュニア版）での区分を比べてみると、学習体験または運動体験が

「生活・文化体験活動」、自然体験はそのまま「自然体験活動」、ボランティア

体験が「社会体験活動」とほぼ一致が見られる。この点からみてもジュニア版

にてなされている体験活動の領域において進めていくことは答申との整合性

も見取れ、今後その区分名称は検討されることがあるにしてもその妥当性が

感じ取れるのである。 

次に認証レベルの設定であるが、これまでは国際アワード制度に準じてき

たため、下位から「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」であった。今回の試行

では、活動参加者は主として、その内の「ブロンズ」レベルが対象であった。

その内容を実施して必要条件を達成すると「ブロンズ」レベルが取得できる

というのが基本であった（一部、前年に「ブロンズ」レベルを修了した者が、

続く上位の「シルバー」を取得したというケースもあった）。一方、小中学生

版（ジュニア版）では、まずは 1 年間の試行であったため、実地レベルにお

いて特に上記のようなランクは設けられていなかった。 

今後我が国の独自の体験活動制度を構築することは、同時にそのレベル設

定の仕組みづくりもセットとして付随するものとして考えるべきであろう。

当然、その体験活動制度の内容プロセスに応じたレベル区分が必要になる。

日本オリジナルの制度を考えた場合、上述したように、小学生からのエント

リーを基本の入り口とし、続く中学・高校・大学時代（及び社会人）までの一

連のプロセスとしての仕組み作りが想定されるのであって、その各年代にお

ける前後のつながりを十分勘案した上でのレベル構成が必要であろう。当然、

国際アワードで使用されている「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」の名称は

さけ、代わりに「ベーシック」「ミドル」「アドバンス」や「銅」「銀」「金」な

どとし、あくまでも一例であるが、各学校期に応じて「小学校ベーシック/ミ

ドル/アドバンス」レベル、「中学校ベーシック/ミドル/アドバンス」レベル、

「高校ベーシック/ミドル/アドバンス」レベル、などのベルの分類をすると

いった案も考えられる。また、武道や水泳教室のように、小学校～大学までの

全体スパンを一連のレベルプロセスとして捉えて、ここまでやったら○級/□
段を取得といったレベル分けの仕方も一考である。さらに、韓国の事例のよ
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うにポイント制や、また前述の考えにポイント制も付与することの合わせ技

も考えられるであろう。 

 いずれにしろ、日本独自の体験活動制度を構築していくことは、段階に応

じたレベル設定づくりも伴うものとなる。そして実際のその区分づくりをす

る際には、各年代の発達段階をよくふまえた上での、慎重な検討においてな

されるべきであろう。 

 

3) 普及・拡大について 

体験活動奨励制度の普及については、前項「5.5.各所連携について」で示し

たような、家庭も含めた地域や学校、公的機関及び各種団体・組織といかに相

互的かつ有益に連携・協働していくかが、その制度の拡大につながっていく

ことに他ならない。ここでは、それらの前述の点をふまえ前提としつつ、さら

に当該制度が持続可能な形態をもって発展していくためのいくつかの点を挙

げている。なお、ここに挙げることは、あくまでもこれまでの試行を鑑みた上

での、「すぐには実現不可能であっても、将来的にはそうあることが普及・拡

大・充実には必要となるであろう」という期待もこめた提案についてごく簡

潔に示したものである。 

(1) 参加エントリー及び実地プロセスにおけるシステムのシンプル化 

これは、気軽に参加エントリーができて、なおかつ体験活動の実行から修

了・認定までのプロセスをできるだけ参加活動者自身が手続きをしていくこ

とを可能とするようなシステムを作っていくことである。例えば、WEB 上のホ

ームページや SNS、つまりインターネットを利用して参加登録ができるよう

にしたり、アドバイザーやボランティア活動・自然体験活動などの体験活動

の場の検索及びその対象に効率的にアクセスができるようにしたりすること

などが考えられる。そのように WEB 上を介して活動者自身が自ら手続きを進

めていことで、事務局機能を含めた運用のための制度全体の作業量と質はよ

り効率化されることが期待される。そして、そのような形態は運用システム

の複雑さを減じ、よりシンプル化されることにつながるであろう。体験活動

参加者の立場からすれば、複雑な手続きやプロセスでは、「面倒だからやらな

い」などといった消極的な心理状態になり、普及への負の影響を及ぼしかね

ない。一方、自らが気軽に触手できる手続きは参加アクセスを容易とし、その

活動を進める上での手続きもよりシンプルであれば、「やってみよう/やって

いこう」などの自主的な取組への意欲・関心・動機を高めて参加者が増えて、

ついては修了者数も伸びていくことが予想される。その結果、青少年の体験

活動の拡充へとつながっていくことが期待される。 

以上は体験活動参加者についての一案であるが、アドバイザーにおけるエ

ントリーシステムやその後の手続き等についても同様で、複雑なプロセスは
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極力減じ、できるだけシンプル化していくことがアドバイザーの数や質の充

実にも寄与するであろうことを指摘しておきたい。また蛇足ではあるが、日

本オリジナルの体験活動制度をより意識するのであれば、国際アワード制度

に由来するアドバイザーの名称は、「コーディネーター」にするというのも一

考であろう。 

 

(2) 体験履歴が社会で評価される仕組みづくり 

上の(1)で取り上げたようなシンプルなシステムを築いていくためにも、イ

ギリスや韓国の事例で見られたように、自らが積み上げた体験活動の量と質

が社会で評価されるような文化・社会となっていくことが重要と考える。た

とえば、体験活動の経歴が進学時や就職時の評価において本人の強みとして

重きをおかれるような指標となっていくことなどが考えられる。この点につ

いては、体験活動制度を運営していく組織自体の努力によってどうなるもの

でもない。むしろ、実際にそのようにしていくためには、文部科学省や経済産

業省などの関連行政機関（官公庁）への働きかけと連携によって、各自の体験

活動の履歴が社会で高評価を得られるような制度作りが必要不可欠である。 

そのような制度という仕組みを強化していく一方で、体験活動の履歴が公

的に評価されるのであれば、その本人の体験内容の質と量が確実かつ正確に

記録されなければならない。そうするための記録システムを作りと、さらに

そのシステムにおいては、例えばその本人の「幼稚園～小学校・中学校・高校

～大学/大学院～社会人」といった一連の体験活動プロセスを一貫して管理で

きようにし、「見える化」することも望まれる。 

 

(3) 上位年代活動者が下位活動者に関わる連携システム 

これは、例えば大学生の体験活動参加者（上位活動者）が、年代が下の高校

生・中学生・小学生・幼稚園（下位活動者）がする体験活動のサポートをする

ことで、それを自身のある体験活動に充てるようにするといったものである。

より具体例としては、ある子ども達が参加している宿泊のキャンプ（自然体

験活動）に、自らはスタッフと参加することで自らの自然体験活動、もしくは

ボランティア体験とすることができるであろう。また、体験の積み重ねの多

い高学年の高校生や大学生にはアドバイザーになってもらい、下位活動者の

助言および支援することで、ボランティア体験に充てるということも考えら

れる。 

 このような体験者同士のつながりを考慮して進めていくことは、それぞれ

のアドバザーも含めたお互いの人との関わりを強化しその幅を広げ、自己成

長に寄与していくという好循環な連鎖を生むことも期待できる点も有益であ

ろう。 
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(4) 持続可能な事務局の運用体制 

 当該体験制度においては、その制度の中核となる内容や進め方などの方策

や構造部分だけに目がいきがちである。しかし、その実際の普及・拡大を考え

る上では、制度を推進していく屋台骨となる事務局の在り方を検討していく

ことも忘れてはならない。すなわち、たとえどんなに素晴らしい体験活動制

度の仕組みが構築されたとしても、この事務局が円滑に機能しなければ、安

定した当該制度の運用につながらない。したがって、より充実した体験活動

制度の展開には、その下支えとなる持続可能で効果的な事務局の運用システ

ムを築くことも重要な要素となる。 

 今回の試行においては、そのような事務局への配慮があまりなされていな

かったと感じられた。加えて、その事務作業に携わる中心人物が毎年入れ替

わり人事の点で不安定であったこと、加えて、異動時には十分な引き継ぎを

欠いていたことで、落ち着いた事務局運営には至らなかった。また、当該制度

の運用に関わる各種業務や手続きについての事務作業や対応の在り方や手順

などをまとめていく、いわゆる作業マニュアルのようなものも具体的に残し

ていかなかった点も大きな反省点と指摘できるであろう。これらのことが総

じて、作業効率を下げたり、事務局運用力の低調につながったりしていたこ

とがしばしば見受けられた。このようなパフォーマンスの低下は、特に事務

局の作業負荷が最大となった 3 年目に顕著であった 

 試行の中で浮かび上がってきた事務局運営についての上掲した課題点は、

当然今後の運営において改善されなければならない。しかしそれだけで終わ

るのではなく、より充実した体験活動制度の発展のための、安定した持続可

能な事務局体制とその運営がどうあるべきかについての検討がなされるべき

であろう。制度の構築と平行して常にその点を視野にいれて模索していく姿

勢が必要である。 

 

(5) 文科省による表彰制度 

我が国の官公庁の一つである文部科学省から表彰されることは、参加者

（修了者）にとってはとても嬉しく、そして誇らしい出来事である。このこと

は、毎年年度末で行われる修了者を対象とした表彰式において切実に感じら

れるところである。また、ご協力いただいているアドバイザーの方々からも

聞こえてくる声でもある。 

文部科学省から表彰されるということは、言葉を換えれば、自分のこれま

での努力を国から讃えられた、つまり褒められたということにほぼ等しい。

人は褒められることで、スピンドルニューロン（神経細胞の一種）が伸びる。

このスピンドルニューロンは一度伸びると劣化することなく、長いほど多幸
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感や意欲など肯定的感情の向上につながるとされている。また、表彰される

という機会は、参加者がこれまでの体験活動を継続的にやり遂げたてきたこ

との達成感を味わえる場でもあるだろう。そのような達成感は、脳内の神経

伝達物質であるドーパミンが分泌され、この分泌量が多いほど、人間は大き

な快感・喜びを感じることが分かっている。人間の脳はドーパミンが分泌さ

れた時、どんな行動をとったか克明に記憶し、その快感・喜びを再現しようと

行動を繰り返す傾向となる。それゆえ、達成感に伴うドーパミンの分泌は前

述の快感・喜びの感情を生起するとともに、「次もまたやってみよう」といっ

た反復・継続作用をもたらすのである。 

以上のような脳科学における知見からも鑑みると、表彰されるという機会

は、意欲などの肯定的感情を高め、次に向かうステップを後押しする機能、す

なわちさらなる体験活動への奨励となるとも考えられる。そして、その継続

的な体験活動が青少年の人間としての成長を育んでいくと期待されるのであ

る。この点をふまえると、表彰自体が体験活動制度における一つの奨励の要

素となっていることが伺える。そして、それが文部科学省からの表彰となれ

ば、前述の通りその影響もより大きいことが察せられることから、是非今後

においても表彰制度は続けていただきたいと願うものである。 

加えて、本件におけるもう一つの提案がアドバイザーも表彰していく（ま

たは、感謝状を贈る）ということである。アドバイザーになって下さっている

人達は、ボランティアで青少年育成に日々ご尽力いただいている方々である。

是非、そのような青少年教育に熱意をもった奇特な人達を励まし勇気づける

意味でも表彰できればと願うものである。例えば、100 人、300 人･･･、とい

ったある区切りの数の修了者を輩出したアドバイザーを対象に表彰するなど

といった案が考えられる。現行の体験制度では、アドバイザーがいないと成

り立たない構造となっている。青少年育成を支える必要不可欠要素であるア

ドバイザー活動を奨励し元気づけ、それが今後の体験活動制度のより充実し

た推進へとつながっていくためにも、参加者の表彰に併せて一考いただきた

い提案としたい。 

 

4) 体験活動の有効性データの蓄積及び多角的な研究アプローチの必要性 

体験活動が青少年の健全な育成にとって教育効果があり意義あることにつ

いて、調査研究によって検証し、数量的データを提示しつつ実証していくこ

とは、第三者および社会がその事実を客観的に理解していく上で必要不可欠

である。このような調査は、当教育支援協会・体験活動奨励委員会でも実施し

てきた。試行 2 年目（平成 26/2014 年度）には中学生を対象にした体験活動

の実態調査を、3 年目（平成 27/2015 年度）には、小中学生版（ジュニア版）

での参加者を対象に実施された。各調査結果については、当報告書において
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別項にて上掲されているゆえ、詳しくはそちらを参照されたい。また、このよ

うな体験活動の教育的有効性については、先行して（独）国立青少年教育振興

機構が継続的に実施し報告している。 

このような調査を通した体験活動による有効性のデータの蓄積が、人生に

おける体験活動の重要性についての世間への認識をより一層拡げ深めていく

ことになるであろう。そして、我々の全人的成長（知・徳・体）における体験

活動の大切さが周知の事実となっていくことで、それを奨励する制度そのも

ののへの他の理解とサポートもより充実していき、その普及・拡大へとつな

がっていくことが期待されるのである。それゆえ、上記のような実証的研究

は今後も積極的に実施し、有効データの積み重ねの努力が望まれる。 

一方で、これまでの研究内容に加え、社会での注目やニーズをふまえた新

しい視点や研究アプローチをも取り入れ、より多角的に調査を実施していく

チャレンジも大切である。一例として、よりたくましく、より良く生きていく

能力として教育界で着目されている「レジリエンス」（逆境力：困難にもめげ

ないで立ち直る力）や「グリット」（目標に向かって根気強く挑戦・努力しや

り抜く力）と体験活動との相関関係について検証してみるといったことがあ

るだろう（例：体験活動は「レジリエンス」「グリット」の力を育むことがで

きる、等）。また、近年注目されている学問領域となっている幸福学ならびに

ポジティブ心理学から体験活動の有益性を検証してみるなどといったアプロ

ーチも考えられるであろう（例：体験活動はポジティブ感情を向上し、ひいて

は幸福度を高めることに寄与する、等）。さらに、近年急速な発展をとげる脳

神経科学からの生理学的アプローチも有効であろう（例：体験活動によって、

心身への活性化や安定など人間への肯定的作用をもたらす神経伝達物質とさ

れるドーパミン、セロトニン、オキシトシンなどの分泌が盛んになる、交感神

経と副交感神経のバランスがよくなり健康状態の向上に寄与する、等）。これ

らのような観点を、これまでの研究テーマとして多々取り上げられてきた「生

きる力/生き抜く力」の向上と関連させていくことも有益である。 

以上は、アンケート調査に基づく統計的手法や実験に基づく実証的な研究

アプローチとなるが、そのような定量的な研究にとどまらず、ヒアリング（イ

ンタビュー）を基盤として、研究対象者の生の声を記録しまとめていくよう

なアプローチによってたらされる質的な知見を積み重ねていくことも重要で

ある。さらに、これまで前記したような様々な調査によって見出されてきた

データや知見を整理して、体験活動の教育的有効性を総じて提唱していくよ

うな理論研究のような取組も考えられるであろう。 

このように、量・質・理論といった多様でより多面的な研究アプローチから

体験活動の教育的有効性の知見や成果を重ねることで、その有益性や意義の

妥当性を高め、ひいては体験活動の普及・拡大に寄与することが期待できよ
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う。 

 

 

5) 他の答申における取組との連携・協働 

平成 27/2015 年 12 月 21 日に中央教育審議会より我が国の教育改革に関わ

る 3 つの答申が提出された（以下、3 答申）。それら 3 答申は、①「チームと

しての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）*」、②「新しい時代の

教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推

進方策について（答申）**」、③「これからの学校教育を担う教員の資質能力

の向上について ～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて

～ （答申）***」となる。上記 3 答申の内、特に①②の答申について、体験奨

励制度と有益な連携・協働ができる可能性とその意義を見いだすことが察せ

られる。以下に、その点について各答申の概要に先に触れつつ検討していく

ことで、当該体験制度への一提言とするものである。 

(1)「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」について 

 学校において子どもが成長していく上で、教員に加えて、多様な価値観や

経験をもった大人と接したり、議論したりすることで、より厚みのある経験

を積むことができ、本当の意味での「生きる力」を定着することにつながると

される。そのために、「チームとしての学校」（以下、チーム学校）が求められ

ている。 

 この「チーム学校」が求められている背景としては、(a)「新しい時代に求

められる資質・能力を育む教育課程を実現するための体制整備」、(b)「複雑

化・多様化した課題を解決するための体制整備」、(c)「子供と向き合う時間確

保のための体制整備」と互いに関連する 3 つの課題が挙げられている。さら

に言えば、(a)「新しい時代に求められる資質・能力を育む教育課程を実現す

るための体制整備」とは、「社会に開かれた教育課程」を実現することの必要

性であり、そのためには「アクティブ・ラーニング」の視点をふまえた指導方

法の見直しによる授業改善や「カリキュラム・マネジメント」を通した組織体

制整備の必要性が言われている。次の(b)「複雑化・多様化した課題を解決す

るための体制整備」については、いじめや不登校などの生徒指導や特別支援

教育への対応など、学校の抱える課題が複雑化・多様化し、また貧困問への対

                             
* 文部科学省ホームページ（平成 28 年 3 月 14 日参照）： 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1365657.htm 
** 文部科学省ホームページ（平成 28 年 3 月 14 日参照）： 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1365761.htm 
*** 文部科学省ホームページ（平成 28 年 3 月 14 日参照）： 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1365665.htm 
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応など学校に求められる役割が拡大する中で、そのような課題の複雑化・多

様化・困難化に伴い、心理や福祉等の専門性がより一層求められていること

が指摘されている。そして(c)「子供と向き合う時間確保のための体制整備」

においては、我が国の教員は学習指導や生徒指導だけでなく部活動等やその

他幅広い業務を担い、子供たちの状況を総合的に把握し指導にあたっている

現状である。それは、総体的に子供たちを見取ることができるという利点が

ある一方で、そのことは教員の超多忙化をもたらし子供たち個々に十分に向

き合う時間と心の余裕がなくなってしまっているということが大きな問題と

なっていることである。実際、日本の教員は国際的に見て勤務時間は長く仕

事に追われていて、また欧米諸国と比較すると、そのような多忙な教員をサ

ポートする教員以外の専門スタッフの配置が少ないということが実情である。 

そして、これら課題に取り組むための「チーム学校」の在り方として、さら

に次の 3 点が提示されている。一つは「『チームとしての学校』を実現するた

めの 3 つの視点」である。これは、「専門性に基づくチーム体制の構築」、「学

校マネジメント機能の強化」、「教員一人一人が力を発揮できる環境の整備」

の 3 つの視点に沿って検討を行い、学校マネジメントモデルの転換を図って

いくことが必要であるとする考えである。二つ目に、「『チームとしての学校』

と家庭、地域、関係機関との関係」の点が指摘されている。学校と家庭、地域

との連携・協働によって、共に子供の成長を支えていく体制を作ることで、学

校や教員が教育活動に重点を置いて取り組むことができるようにすることが

重要であり、また、学校と警察や児童相談所等との連携・協働により、生徒指

導や子供の健康・安全等に組織的に取り組んでいく必要とするものである。

三点目は、「国立学校や私立学校における『チームとしての学校』」についてで

ある。これは、国立学校、私立学校については、その位置づけや校種の違いな

どに配慮して、各学校の取組み帯する必要な支援を行うことが重要としてい

る。 

 

(2)「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の

在り方と今後の推進方策について（答申）」について 

 学校と地域の連携・協働が強く求められている背景とその必要性について、

大きく次の 3 点が指摘されている。 

① これからの時代を生き抜く力の育成 

これからの子供たちには、厳しい挑戦の時代を乗り越え、高い志や意欲

を持つ自立した人間として、他者と協働しながら未来を創り出し、課題を

解決する力が求められる。そのような子供たちの「生きる力」は、学校だ

けで育まれるものではなく、多様な人々と関わり、様々な経験を重ねてい

く中で育まれるものであり、信頼できる大人との関わりによって、子供た
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ちは豊かにたくまくしく成長していくものである。 

② 地域から信頼される学校へ 

学校が抱える課題は複雑化・困難化している状況の中で、困難な課題を

解決していくには、より一層地域に開かれた信頼される学校づくりを進め

ていく必要がある。そうするためにも、保護者や地域住民が学校運営に積

極的に参画することで、学校をよりよいものにしていこうという当事者意

識を高め、子供の教育に対する責任を分担することが大切となる。そして

そのような関わりの中で、地域から愛され、応援される学校を目指すこと

が期待される。 

 ③ 学校を核とした地域づくり 

 地方創生の観点からも、これからの子供たちには、地域の愛着と誇りを

持ち、地域課題を解決していく力が求められている。それゆえ、学校と地

域の協働の取組を通じて、地域の将来を担う人材の育成を図るとともに、

地域の人々のつながりを深めていくことが望まれる。そのような学校と地

域の関係作り通じて、コミュニティの形成や活性化へと発展し、また子供

たちを守り地域を守ることにもつながっていくと考えられる。 

上の述べられているような指摘を受けて、当該答申では、地域における学

校との協働体制の今後の方向性として、以下の観点が強調されている。 

 地域と学校がパートナーとして、共に子供たちを育て、共に地域を創る。 

 地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支

えていく活動を「地域学校協働活動」として、その取組を積極的に推進し

ていく。 

 従来の学校支援地域本部、放課後子供教室の活動を基盤に、「支援」から「連

携・協働」、個別の活動から総合化・ネットワーク化を目指す新たな体制と

しての「地域学校協働本部」へ発展していく。 

 地域学校協働本部には、1.コーディネート機能、2.多様な活動、3.持続的

な活動の 3 要素が必須である。 

 地域学校協働本部の実施を通じて、教職員と地域住民等との信頼関係が醸

成され、コミュニティ・スクールの導入につながっていく効果も期待され

る。 

 地域学校協働本部の全国的な推進に向けて、地域学校協働体制が、早期に

全小・中学校区をカバーして構築されることを目指す。 

 以上の観点は、教育課程内外を通じ、子供たちが積極的に地域で学び、地域

課題の解決に取り組むことを通して、学校と地域がともに魅力を高めていく

という「双方向性」の連携・協働の視点とその取組が示されている。さらに、

学校依存ではなく、地域社会がより積極的・主体的に教育活動を展開するこ

とで、地域社会が教育の当事者として役割・責任を果たすという「対等性」の

－ 151 －



連携・協働の視点とその取組の重要性も提示されている。 

 

(3) 両答申の取組方針における体験奨励制度の連携及び促進の可能性 

 上掲した両答申において、どちらにも共通し、また強調されている点は「学

校と地域の連携・協働を強化しながら、地域一帯となって学校を軸としたチ

ームで青少年育成に取り組んでいくということ」である。そして、その教育的

試みにおいては、「学校において子どもが成長していく上で、教員に加えて、

多様な価値観や経験をもった大人と接したり、議論したりすることで、より

厚みのある経験を積むことができ、本当の意味での「生きる力」を定着するこ

とにつながる」（「チーム学校」答申）、「厳しい挑戦の時代を乗り越え、高い志

や意欲を持つ自立した人間として、他者と協働しながら未来を創り出し、課

題を解決する力といった子供たちの「生きる力」は、学校だけで育まれるもの

ではなく、多様な人々と関わり、様々な経験を重ねていく中で育まれるもの

であり、信頼できる大人との関わりによって、子供たちは豊かにたくまくし

く成長していく」（「学校―地域の連携・協働」答申）ということが指摘されて

いる。すなわち、両答申ともに、地域を中心とした様々な人々との関わりを通

した“多様な体験活動”によって、発展的な自己創造と他との協調・協働で

きる能力を含めた「生きる力/社会を生き抜く力」を引き出し育んでいくこと

が強調されている。 

 この点からみれば、体験による学びを基盤としつつ子どもたちを育んでい

くことが重視されているのであり、ここに体験奨励制度の大きな接点と貢献

の可能性を見いだせるであろう。前項「5. 各所連携について」での提言にお

いては、当該体験制度が学校や家庭を含めた地域、またそこで活躍する民間

団体・企業・公的機関などと、今後どのような連携が期待できるかということ

についてその要素を挙げている。それは、まさに両答申で示すところの子ど

もの「生きる力」涵養に向けた「チーム学校」としての取組であり、また「学

校と地域の連携・協働」による取組に通じるものである。そしてこれらの点を

ふまえると、体験奨励制度（及びその発端となっている答申「今後の青少年の

体験活動の推進について」の遂行）は、両答申にて示される取組内容をより効

果的に推進していく上での、実際的な中核的なツール（アプローチ）になり得

る可能性が期待できるのである。 

 しかし、具体的にどうのようにアプローチしていくのか、またはそれをど

うツールとして組み込み活用していくのかということについては、ここにま

だ明確な案があるわけではない。それゆえ、今後の体験奨励制度を進める上

で留意すべきは、単にその制度だけでの推進を考えるのではなく、前掲の両

答申における取り組みの動向をふまえ連動しながら進めていくことが重要と

なるであろう。そこでの試みに呼応・連携しながら、当該体験制度の内容や仕
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組みを柔軟に検討し遂行していくことが望まれる。 

 

［小森伸一］ 

 

－ 153 －





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

－ 155 －



【青少年体験活動奨励制度 運営組織・体制】 

 

(1) 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 青少年体験活動奨励制度委員会 

［委員長］ 松田恵示（東京学芸大学 教授/学長補佐） 

［副委員長］鉄矢悦朗（東京学芸大学 教授） 

 杉森伸吉 （東京学芸大学 教授） 

 小森伸一 （東京学芸大学 准教授） 

 深谷昌志 （東京成徳大学 名誉教授） 

 瀧口優  （白梅学園短期大学 教授） 

 高橋豪仁 （奈良教育大学 教授） 

 立石麻衣子（奈良教育大学 特任講師） 

 中田周作  （中国学園大学 准教授） 

 

(3) 企業連携ワーキング 

［座 長］鉄矢悦朗（東京学芸大学 教授） 

［副座長］金子嘉宏（NPO法人東京学芸大こども未来研究所 副理事長） 

 キャリア教育専門の研究者 

 コンサルティング関連企業 

 広告関連企業 

 人材育成関連企業 

 

(4) 事業事務局（一般社団法人教育支援人材認証協会内） 

≪青少年体験活動奨励制度事務局≫ 

 代表：出口利定 (「教育支援人材認証協会」理事長) 

 事業担当責任者：松田恵示 (「教育支援人材認証協会」理事) 

 事業事務局 

 一般社団法人 教育支援人材認証協会 

青少年体験活動 

奨励制度委員会 

審査委員会（仮） 

各地域ブランチ 

(北海道・東京・奈良・岡山) 

企業連携ワーキング（仮） 
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 事務局員：松田広 (「教育支援人材認証協会」事務局員) 

 事務局員：唐澤克樹 (「教育支援人材認証協会」事務局員) 

 

(5) 地域ブランチ 

① 北海道ブランチ（3名） 

［札幌大学］ 

 住所：札幌市豊平区西岡 3条 7丁目 3番 1号 

 電話：011-852-1181 

 責任者：山田玲良（札幌大学 副学長） 

 事務局：辻みのり（札幌大学インターコミュニケーションセンターセンター長） 
 事務局補佐：緒形恒則（札幌大学ブランチ担当事務局員） 

② 東日本ブランチ（3名） 

［一般社団法人教育支援人材認証会本部事務局（東京学芸大学内）］ 

 住所：東京都小金井市貫井北町 4-1-1 

 電話：042-329-7605 

 責任者：鈴木聡（東京学芸大学 准教授） 

 事務局：松田広（NPO法人東京学芸大こども未来研究所 研究員） 

唐澤克樹（「教育支援人材認証協会」事務局員）※ 

安部陽子（「教育支援人材認証協会」事務局員）※ 
※安部が 10月に異動し、唐澤が後任担当となる。 

③ 関西ブランチ（3名） 

［奈良教育大学］ 

 住所：奈良市高畑町 

 電話：0742-27-9105 

 責任者：高橋豪仁（奈良教育大学 教授） 

 事務局：川野麻衣子（奈良教育大学 特任講師） 

 事務局補佐：加賀貴子（奈良教育大学ブランチ担当事務局員） 

④ 中国ブランチ（3名） 

［中国学園大学］ 

 住所：岡山県岡山市北区庭瀬 83番地 

 電話：086-293-2508 

 責任者：中田周作（中国学園大学 准教授） 

 事務局：坂田季穂（中国学園大学 講師） 

 事務局補佐：市原まりこ（中国学園大学地域連携センター） 
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