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私が研究においても教育実践においてもサービス・
ラーニングに取り組むようになったのは、2000 年
代前半のことである。アメリカで小学校から大学ま
で様々なレベルの学校でサービス・ラーニングとい
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①サービス・ラーニングはボランティア学習と
どのように異なるのか。
②サービス・ラーニングとシティズンシップ教
育はどのような関係にあるのか。

う教育方法が導入され効果をあげていると聞き、3 名

③国際サービス・ラーニングは国内のサービ

の同僚教員とチームを組んでサービス・ラーニン

ス・ラーニングとどのように異なるのか。

グのプログラム開発に携わることになった。ボラ

④サービス・ラーニングにおいてふり返りはど

ンティアの教育的効果を評価するものの、ボランティ
アを学生に義務づけたり、単位化したりすることは、
ボランティアの特性である「自発性」に抵触すると
感じていた私にとって、
「サービス」と「ラーニング」

のように行われるのか。
4 篇の論文は、これらの問いに対しても、興味深
い答えを与えてくれる。
長沼氏は、既存のボランティア学習との関連に

を入念な方法で結びつけたサービス・ラーニングは

おいて、日本の教育的文脈でのサービス・ラーニ

とても魅力的だった。

ングの意義を明らかにし、今後の可能性を展望し

当時、国内でサービス・ラーニングを導入して

ている。長沼氏は、ボランティア学習とサービス・

いる大学は数校程度に過ぎず、和文文献も少なかっ

ラーニングが近接・類似した学習方法であり、日本

たが、この 10 年程の間に、日本においてもサービス・

でサービス・ラーニングが普及したのはボランティ

ラーニングの研究と教育実践が蓄積されていった。

ア学習の推進があったからだと指摘している。ボラ

しかし、サービス・ラーニングの理念と方法につい

ンティア学習の知見が今後のサービス・ラーニング

ての理解が広がっているとは言い難い。サービス・

の推進にも有効であると述べている。

ラーニングという名称を使いながら、サービス活動

若槻氏は、サービス・ラーニングとシティズン

に従事させて感想文程度のレポートを学生に課す

シップ教育の関係性について論じている。若槻氏

だけにとどまっているケースもある。また、サービ

は、サービス・ラーニングとシティズンシップ教育

ス・ラーニングは、とりわけ海外でのサービス活動

がともにコミュニティへの参画を重視する学習／

を通して学習する国際サービス・ラーニングは、国

教育であり、サービス・ラーニングをシティズン

際ボランティアとも関わりが深いにもかかわらず、

シップ教育の有効な教育方法として位置付けてい

今まで『ボランティア学研究』の特集において取り

る。ふり返りによって社会構造の矛盾に目を向け

上げられなかった。

ることができれば、サービス・ラーニングがコミュ

そこで、今回、サービス・ラーニングをテーマに

ニティの変革に寄与できると評価している。

据えて特集を組むことにした。題して「サービス・

マッセルホワイト氏は、国際サービス・ラーニ

ラーニングの可能性」
。サービス・ラーニングが教

ングについて論じている。マッセルホワイト氏は、

育や社会に対して持つインパクトを考察しようと

自身が携わった教育実践の紹介を交えながら、国内

いうものである。いち早くサービス・ラーニングの

でのサービス・ラーニングより国際サービス・ラー

研究や教育実践に取り組んでおられた、長沼豊氏、

ニングの方がより大きな学びを得られると主張す

若槻健氏、ダイアン・マッセルホワイト氏、和栗百

る。他方で、グローバルなパワーバランスの影響を

恵氏の 4 名の方に執筆をお願いした。4 名の研究者

受けて、
「互恵性」
、「サービス」
、「パートナーシッ

は、それぞれユニークな視点でサービス・ラーニン

プ」などのサービス・ラーニングに重要な概念のレ

グに切り込んでいる。

トリックと現実の間に矛盾が生じるため、相互関係

サービス・ラーニングに対してよく投げかけられ
る問いに次のようなものがある。

を作り出す努力が必要であると指摘する。
和栗氏は、サービス・ラーニングにおけるリフレ
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クション（ふり返り）の意義について論じている。

もう 1 つは、シティズンシップをめぐる論争に

和栗氏は、リフレクションがサービス活動と学びを

ついてである。サービス・ラーニングがシティズ

つなぐものであると位置付け、学びを最大化するク

ンシップ教育に有効な教育方法であるなら、まず

リティカル・リフレクションを解説している。さら

シティズンシップとは何かが問われなければなら

に、サービス・ラーニングは、これまでの大学教育

ない。誰がコミュティのメンバーなのか。コミュ

に対して反規範的であるために認知的不協和を引

ニティのメンバーにはどのような権利と義務が与

き起こすが、それへのリフレクションを通してこそ

えられるのか、どのような資質が期待されるのか。

「変容的な学び」が得られると述べている。

新たにシティズンシップ教育が導入される場合、あ

4 篇の論文に共通しているのは、サービス・ラー

るいは、シティズンシップ教育に変更が加えられる

ニングが民主主義の担い手の育成にとって有効な

場合、そこではシティズンシップを取り巻く状況に

教育方法となり得るという強い期待である。もちろ

変化が生じていると考えられる。シティズンシップ

ん、そのためには、学習者、指導者、コミュニティ

をめぐる論争と結びつけることで、サービス・ラー

のメンバーのいずれにおいても入念な準備と相互

ニングが行われる状況をより良く理解できるよう

の緊密な連携が必要となる。サービス・ラーニング

になるだろう。

は、ある意味、とても手間のかかる教育方法だ。そ

すなわち、サービス・ラーニングを推進する教育

の手間を厭わないのは、民主主義の継承に対する熱

政策も、その教育実践も、コミュニティのメンバー

い思いだろう。

シップが疑念にさらされる状況に対する、社会の

今回、自由投稿においても、サービス・ラーニン

側のリアクションとして捉えることができる。サー

グやシティズンシップ教育をテーマとするものが 2

ビス・ラーニングについて考察することは、民主主

篇あった。木村充氏・河井亨氏の論文は、サービス・

義的社会の修復可能性について考察することに他

ラーニングにおけるチームワークが学生の学習成

ならない。

果に及ぼす効果を定量的分析に基づいて明らかに
している。根本久美子氏の研究ノートは、イギリス
のシティズンシップ教育必修化という教育政策に
対して NGO が果たした役割を検証している。併せ
て読んでいただければ、サービス・ラーニングとそ
れが深く関わっているシティズンシップ教育につ
いての理解がさらに深まるだろう。
最後に、蛇足になるのを承知で、2 点だけ指摘し
ておきたい。１つは、教育行政が果たす役割につい
てである。サービス・ラーニングは単なる教育方
法の話ではない。アメリカにおいてサービス・ラー
ニングが急速に普及したのは、教育行政による強力
な後押しによるところが大きい。日本の大学におい
て近年サービス・ラーニングの導入が拡大している
のも、教育行政が補助金を通じて誘導した結果と言
える。もちろん、個々の教員や個々の大学が、学生
の教育効果を上げるために、サービス・ラーニング
という教育方法を選択するという側面も確かにあ
るだろうが、サービス・ラーニングを通じてシティ
ズンシップ教育の推進を図る教育行政の狙いを等
閑視することはできない。イギリスにおけるシティ
ズンシップ教育必修化のケースは、まさに教育行政
の話である。
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日本の教育的文脈における Service Learning の意義とこれからの展望
−既存のボランティア学習との関連から−
長

沼

豊（学習院大学）

【要旨】
この論文は日本の教育的文脈における SL の意義とこれからの展望について述べた。SL は米国において、
CS に代わって、1980 年代から推進が図られた。1990 年代以降 SL は大学において普及し、それが初等・中等
教育にも広がった。日本では 1980 年代からボランティア学習という言葉で教育実践が始まり、1990 年代に
なって米国から SL が紹介されるようになった。したがって SL は米国から紹介され、そのまま日本の教育的
文脈に位置づけられたわけではない。SL はボランティア学習の推進があったから普及した。これは米国にお
いて SL が普及する前に CS の教育実践があったのと類似している。次に、今後の日本の教育的文脈において
SL を意義のあるものにするためには、アカデミックな知と、サービスから得られる知を統合させることが必
要である。つまりサービスとカリキュラムを統合することである。また、リフレクションにおける批判的思
考を重視し、学習過程を充実させることが大切である。
（SL は Service Learning CS は Community Service の略）
【キーワード】ボランティア学習、カリキュラム統合、学習過程

１．主題設定の理由
1-1．序
日本の教育研究および実践において Service Learning
（SL、以下同じ）という言葉を知らない人はいない

そこで本稿では SL が日本の教育的文脈に導入さ
れた経緯と現況を分析することで、SL が日本の教
育に与えた意義について考察するとともに今後の
展望について述べることにする。

だろう。しかし、この言葉が日本で使われ吟味さ

なお、SL と名乗った教育実践は大学等の高等教育

れ、研究および実践対象となってから、それほど長

で行われることが多いことから、本稿における教育

い時間が経過しているわけではない。実際、1980

的文脈とは、実践については高等教育におけるもの

年代から日本でボランティア学習の推進を図って

を指すこととし、これに教育研究の分野を加えたも

きた筆者にとっても、米国において、それまでの

のとする。すなわち本稿は実践と研究の両面におけ

Community Service（CS、以下同じ）ではなく SL と

る SL の意義について述べるものであり、学び手に

いう名称で推進が図られていると知ったのは 1990

とっての教育的意義について考察する論考ではない。

年前後だったと記憶している。それからおおむね

筆者は既に長沼（2008）において米国における

25 年程度の歴史ということになろう。

SL の定義、導入の背景、学習目的・内容・方法等

では、SL はどのようにして日本の教育に位置付

についてふれ、日本で既に実践が行われていたボラ

き定着したのだろうか。米国の SL がそのまま輸入

ンティア学習との相違について述べている。本稿

されたのだろうか。それとも日本的なものとして定

は、それをふまえた上で 2014 年の現況に照らして

着したのだろうか。また、そもそも定着したと言え

考察するものである。

るのだろうか。このような疑問を解消し、日本にお
ける SL の現状と課題を再認識することは、今後の
SL に関する教育活動および研究にとって有益な知
見を提供することにつながると考える。

本稿における SL の定義は以下のものを標準とし
て論を進めることにする。
「教室でのアカデミックな学習と地域社会での実
践的課題への貢献を結びつけた経験学習の一形態
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である教授・学習法。地域社会における現実の問題

の視点で SL を捉え、米国で SL が推進される背景、

を解決するという課題を、教室で学んだ知識を活か

歴史、現況等を丁寧に既述した後、SL を成立させ

して取り組むことにより、学習内容について深めら

る 3 つの必要条件としてプロジェクト型の学習、リ

れると共に、市民的責任を学び、市民としての社会

フレクション、カリキュラム統合を挙げている。終

参加を促進するといわれている。アメリカでは広く

章においては日本の公民科および社会科教育にお

採用されている。」
（文部科学省中央教育審議会大学

ける SL の可能性を示唆している。

分科会 2008: 58）

これらの先行研究においては、SL が日本の教育
的文脈に位置づけられる経過、特に前史としての

1-2．先行研究

1980 年代からのボランティア学習との関連におい

日本における SL に関する先行研究としては多種

て検証しているものはあまり散見されない。そこ

多様なものが存在する。このうち、いわゆる実践研

で、本稿は日本におけるボランティア学習推進の流

究（大学等における実践を紹介し教育的効果・意義・

れを基盤に据えた上で、SL が日本の教育的文脈に

価値を分析した論考）を除き、SL の日本の教育的

位置づけられた経緯と意義について考察すること

文脈への位置づけを扱った文献についてレビュー

にする。

する。
まず、米国の SL について先駆的に取り上げた論
考としては佐々木（2003: 355-367）がある。佐々木

２．SL は日本の教育的文脈にどのように
位置づいてきたか

は、SL は一般に称されるボランティア活動とは違

2-1．米国での普及

うとした上で、SL は見返りを求めない伝統的なボ

まず始めに米国では SL がどのように普及した

ランティア活動の概念に基づくものの、強いて言え

のか、その経過を簡単に整理しておくことにする。

ば「学習」を見返りとし、サービスを提供する学

SL の歴史的背景については長沼（2008）でも整理

生側とそれを受ける側とが対等の互酬関係に立ち、

しているが、抜粋すると以下のようになる。

学生がボランティア活動の経験を授業内容に連結
させ学習効果を高めるとともに、責任ある社会人

1900 年代初頭：ジョン・デューイらがサービスに

を育てることを目的としていると述べている（佐々

もとづいた学習に関する知的基礎をつくりあ

木 2003: 357-358）。この佐々木の論考は日本におけ

げた

る SL の紹介に先駆的な役割を果たした。
倉本（2008）は米国におけるカリキュラムマネジ
メントについて SL の視点から分析している。あく
までも米国の SL についての論考であるため日本に
おける SL 実践は扱われていないが、緻密な分析と

1967 年：南部地域教育委員会にて SL という言葉が
用いられた
1971 年：全米学生ボランティアプログラム設立
（1979 年に全国 SL センターになった）
1980 年代：高等教育におけるサービスプログラム

考察で SL のカリキュラム構造を明らかにしている。

を推進する National Campus Compact など全国

山田（2008）は高校生の自己形成に資するプログラ

的な取り組みが草の根レベルで始まった

ムとして SL を捉え、学習効果や推進のための基盤

1990 年：全国および地域サービス法 1990(National

整備について考察している。日本における SL の展

and Community Service Act of 1990) が 発 効 し、

望についても第 3 章で広範な事例分析を通して学習

SL を支援するための学校に対する助成が進展

効果を測定している。

した

桜井・津止（2009）は高等教育とボランティアの

1993 年： 全 国 お よ び 地 域 サ ー ビ ス 信 託 法 1993

関係を考察し日本における SL の可能性を展望して

(National and Community Service Trust Act of

いる。米国における SL の実践および研究の現況を

1993) が発効した

整理した上で、日本の大学における SL の実践と課

1994 年：初等・中等教育への支援も活発化した

題を多角的に分析している。

2000 年以降：ケロッグ財団をはじめ多くの財団が

SL について本格的かつ重厚な分析を加えた論考
としては唐木（2010）がある。この論考は公民教育
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SL という名称の実践については大学の授業で始

詳細は長沼（2008）に詳しいが、同会には当時福

まったものが初等・中等教育にも波及していくとい

祉教育や環境教育に取り組んでいた初等・中等教育

う流れであった。もともと米国の教育は実学を重視

の教員が集まっており、実践を進めていた。大学等

する教育であり、加えてボランティア活動がさかん

の高等教育機関においてはボランティア学習が、少

であることから、サービスとラーニングを実践的学

なくともそのような名称でカリキュラムに位置づ

習法（SL）として統合し推進が図られてきたので

けられて実施されているわけではなかった。大学の

ある。SL の名称で実質的な推進が図られるように

実践者が同会に多数参加するようになるのは 1990

なったのは法制化以後の 1990 年以降のことである。

年代後半になってからであり、1998 年に同会が日

その前史としては初等・中等教育における CS の実

本ボランティア学習協会（JVLS）として改組され

践の普及があり、大学よりもむしろ高校の方が先行

た際には、社会教育関係者や大学教員など、それま

していた。これは日本とも類似する点である。

でよりも幅広い関係者が集まった。

なお CS や SL の推進の背景としては、1960 年代

全 V 指協も JVLS も毎年一回実践者と研究者が

から 1970 年代初期にかけての地域社会における荒

集まって研究会（フォーラム）を開催しており、

廃と学生の無気力化などの問題が生じ、地域と連携

ボランティア学習に関する実践と研究は進展して

した形の教育手法の必要性から SL が取り上げられ

きていた。ボランティア学習に関する概念規定も

たとされる。1980 年代以降 SL の形態で大学のカリ

興梠（2003）や池田（2002）、筆者らにより進めら

キュラムに正課として導入され、単位認定を行う大

れ、1990 年代後半から 2000 年代初頭にかけてその

学が多くなったという。初等・中等教育への導入

動きが加速される。米国の SL や英国の Citizenship

については、1990 年代初めの学校教育の諸課題（児

Education の現況も加味しつつ、ボランティア学習

童生徒の利己主義、公共性の欠如といった問題）が

の定義を深化させたものが、次の興梠（2003: 159-

要因となったという。学ぶ意欲を喚起し、学習する

160）による定義である。

目的を明確にし、地域貢献を介した実学としての体
験学習の必要性から、いわば学校教育の再生を期し
ての取り組みの一つが SL であったとされる。

①「ボランティア学習」とは、
学校教育や社会教育・
生涯学習などにおいて、意図的・制度的に学習環
境を設定して行う、ボランティアになるための

2-2．日本におけるボランティア学習の実践と研究

“ 準備学習 ” である。

このような SL がそっくりそのまま日本に輸入さ

②「ボランティア学習」は、学習者がボランティア

れたのかと言えばそうではない。日本では、1980

活動をとおして、さまざまな生活課題や社会問題

年代初頭から「ボランティア学習」が提唱され、主

に関与することにより、地域社会やグローバルな

に初等・中等教育において推進が図られていたので

社会などの公共のために有益な社会活動を行い

ある。その経緯を検証しておきたい。

ながら、自己を探究し、社会の問題を理解し、さ

日本で最初にボランティア学習を提唱したのは、

らには多様な学習機会をとおして学んだ成果を

1982 年に設立された全国ボランティア学習指導者

社会に還元したりする “ 社会貢献型体験学習 ” で

連絡協議会（全 V 指協、現日本ボランティア学習

ある。

協会）である。事務局を担った JYVA（日本青年奉

③略

仕協会）研究室によるボランティア学習の定義は

④略

「『ボランティア学習』とは、学習者が、ボランティ

⑤「ボランティア学習」は、すべての人びとの全

ア活動をとおして、さまざまな社会生活の課題に触

人格的な成長をめざし、また生涯学習社会によっ

れることにより、公共の社会にとって有益な社会

て培われた学習成果や、多様な教育機関によって

的役割と活動を担うことで、学習者の自己実現をは

開拓されたアカデミズムの成果を共生の社会を

かり、さらには自発性を育み、無償性を尊び、公共

創造する “ 学問の人道的活用 ” のために結実させ

性を身につけ、よりよき社会人としての全人格的な

る役割をになっている。

発展を遂げるために行う、社会体験学習である」で

⑥略

あった（興梠 1991: 22）。
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このうち⑤のアカデミズムと社会創造の往還に

ア活動を授業科目に取り入れること、学内に

関わる記述は SL の影響を受けたものであると考え

おいてボランティア養成講座等を実施するこ

られる。これが 2003 年であり、その後ボランティ

と、学内ボランティアセンターを開設してい

ア学習の研究や実践において SL の影響を受けるよ

くことなどを提案）

うになり現在に至っている。
以上のように、日本では 1990 年代後半に SL が

2002 年 7 月：中央教育審議会答申（青少年の奉仕
活動・体験活動の推進方策等について提言、

紹介される前には、ボランティア学習の推進（実践

この中で大学等高等教育機関における「サー

と研究）が 1980 年代から先行していた。最初は初等・

ビスラーニング科目」という名称でその開設

中等教育が中心であり、大学における実践は 1990

を推奨）

年代後半からであった。したがって、日本の教育的
文脈に SL が位置づけられるのは、ボランティア学

このような動向に呼応するかのように、2000 年

習が初等・中等教育から大学へと実践が広がってい

代に入ってから大学におけるボランティア関連科

くことと時期的に呼応していたのである。SL が当

目は増加し、ボランティア学習や SL の実践が活発

初大学の実践を中心に紹介されたからである。

になってくるのである。
なお、ボランティア活動やボランティア学習では

2-3．教育行政による推進
このようなボランティア学習の推進は、全 V 指

なく SL の名称が教育行政の文書に登場することが
多くなるのは 2010 年に近づいてからである。例え

協や日本ボランティア学習協会によるものだけで

ば文部科学省中央教育審議会大学分科会（2008:24）

はなかった。教育行政もボランティア学習の教育的

には教育方法の改善についての項目で「体験活動を

意義を認知し、積極的に推進を図っていたのであ

含む多様な教育方法を積極的に取り入れる」ことの

る。そこで次に教育行政によるボランティア学習の

例として「大学の実情に応じ、社会奉仕体験活動、

推進の経過について確認してみよう。

サービス・ラーニング、フィールドワーク、インター

1995 年に起こった阪神・淡路大震災後の復興ボ
ランティア活動（大学生など青少年による支援活動

ンシップ、海外体験学習や短期留学等の体験活動を
効果的に実施する」と表記されている。

が有益かつ有効であるとの認識が広まったこと）の
影響もあって、教育行政も大学におけるボランティ
ア学習の推進を図るようになった。例えば以下のも
のがあった。1990 年代後半のことである。

2-4．大学における推進
では、実際に大学においては、ボランティア学習
や SL がどのような経過で導入されていったのであ
ろうか。

1997 年 1 月：文部省「教育改革プログラム」
（大学

筆者は、ボランティア関連科目の開講状況の調査

生のボランティア活動の普及・推進の重要性

を 2002 年、2006 年の 2 回にわたって日本の全ての

を指摘）

大学（短大を含む）を対象に行った。2006 年調査

1997 年 7 月：教育職員養成審議会第１次答申（教

のうちボランティア関連科目を新規に開講した年

員養成カリキュラムの改善として、ボランティ

度についての結果は図 1 の通りで、2000 年代に入っ

ア活動に関する選択科目を開設することや、

てから急増し、特に 2001 年以降は毎年 80 以上の大

ボランティア体験を含めた体験的実習を重視

学・短大で新たに開講したことがわかる。

することを提案）
1998 年 10 月：大学審議会答申「二十一世紀の大学

（この調査でボランティア関連科目とは「ボラン
ティアを行うことを主な目的とした科目」と「ボラ

像と今後の改革方策について」
（ボランティア

ンティアについて学ぶ科目」の両方のことを指す。）

活動を授業に取り入れたり、学生の自主的な

次に SL や学生のボランティア活動を推進する指

ボランティア活動を支援したりすることに大

標として、大学内のボランティアセンターがどの程

学が積極的に取り組むことの重要性を指摘）

度開設されているのかを確認してみる。

1999 年 3 月：文部省高等教育局「大学におけるボ

NPO 法人ユースビジョンが運営する大学ボラン

ランティア活動の推進について」
（ボランティ

ティアセンターリソースセンターによると日本の
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図1

大学・短大におけるボランティア関連科目の新規開講年度

高等教育機関には 160 のボランティアセンターがあ

という名称で教育的文脈に位置づける動きが出て

る（2014 年 10 月 14 日）。

きたということになる。それをさらに裏付けるもの

この WEB サイトには、各大学がボランティアセ
ンターを設立した年を集計・グラフ化したものが掲

として、研究対象として SL がどのように扱われて
きたのかを次に見てみる。

載されているが、2001 年、2011 年に設立数が増加
していることがわかる。2001 年は既述の通り各種

2-5．研究対象としての SL（日本の文献・論文）

の推進方策が実行に移された時期とちょうど符合

日本でタイトルに SL が入った文献としては、発

する。2011 年は東日本大震災の復興ボランティア

行年の順に唐木（2008）、倉本（2008）、山田（2008）、

活動の影響と見ることができる。

桜井・津止（2009）、コナリー・ワッツ（2010）、唐

ボランティアセンターではなく「サービスラー
ニングセンター」という名称ではどうかと言えば、

木（2010）などがある。
ボランティア学習ではなく SL という名称での文

2014 年 10 月時点で筆者が確認できたのは国際基督

献は、このように 2010 年に近づいてからのことであ

教大学（2002 年）
、昭和女子大学（2006 年 ※名称

り、教育行政による推進の時期とも合致しているこ

はコミュニティサービスラーニングセンター）
、龍

とがわかる。日本の教育的文脈に SL が位置づけら

谷大学経済学部（2007 年）
、立命館大学（2008 年）
、

れるようになったのは 1990 年代後半からであるが、

上智大学短期大学部（2008 年）
、
日本福祉大学（2009

その成果が広く共有され認知されるのは 2008 年以降

年）
、淑徳大学（2010 年）
、桜美林大学（2011 年）

（元号で言えば平成 20 年以降）ということになる。

の 8 大学である（括弧内は設立年）
。これらはすべ

次に、日本で発表された SL に関する論文はどの

て 2000 年代に入ってから設立されており、これま

ような現況だろうか。研究分野における日本の教育

での推進方策の時期と重なり合うことがわかる。こ

的な文脈への位置づけられ方を探ることになる。

の中にはボランティアセンターを改組して設立した

国 立 情 報 学 研 究 所 の WEB 論 文 検 索 CiNii（http://

大学もあり、大学においてボランティア学習と SL

ci.nii.ac.jp/）において検索を行ったところ、SL に関

が相乗的に推進されてきている経過が見てとれる。

する論文数は 2014 年分を除いて 286 件（2014 年 10

これまでの動向をまとめると、1990 年代後半か

月 18 日時点）であった。ちなみにボランティア学

らの大学におけるボランティア学習推進策の動き

習は 383 件で、これらの発表年を一緒にグラフ化し

が 2000 年代に入って加速し、その後その中から SL

たものが図 2 である。
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図２

日本の SL およびボランティア学習に関する論文数の推移（筆者調べ・2014 年）

これによると SL に関する論文は 1998 年以降に

ティア学習なのか、整理されているのだろうか。こ

執筆され始め、2001 年以降は毎年 10 件前後で推移

の点を含め日本の教育的文脈における SL の位置づ

し、2007 年には 25 件に増加、さらに 2010 年以降

けを次に考察する。

は毎年 30 件前後の数で推移している。大きな変化
は 2007 年であったことがわかる。ボランティア学
習は、SL に先行しており、ピークは 1998 年であっ

３．SL を日本の教育的文脈に位置づける
ための方略

た。2007 年には SL の方が初めて多くなったことが

では、次に SL を日本の教育的文脈に位置づける

わかる。ちなみに、唐木（2010：159）によれば、

際のポイントとなる事項について考察する。

米国で SL に関する文献数が CS のそれを上回るの
は 1997 年であるという。日本ではちょうどこれ以
降に SL に関する論考が出てくるという状況である。

3-1．SL とは何かをめぐって
米国でも多様な定義が存在するのが SL である。

SL の論文数が急増するのは 2007 年であり、SL

一筋縄ではいかない理念ではある。日本で実践と研

という名称が入った文献が 2008 年以降であること

究が先に進展してきたボランティア学習と同じも

とほぼ一致した時期になっていることがわかった。

のなのだろうか。両者ともにボランティア活動とは

以上第 2 章の考察から、日本の教育的文脈におけ

区別する（異なる）としている点は共通している 1)。

る SL の位置づけは、1990 年代後半からであること

では、SL とボランティア学習は同じものなのだろ

がわかった。もともと日本においては 1980 年代か

うか（図 3）。

らボランティア学習が推進されており、初等・中等

そこでまず SL になり得る条件について考察す

教育から大学へと実践の場が拡大したのが 1990 年

る。多様な論考があるが、ここでは唐木（2010）の

代後半であった。1995 年の阪神・淡路大震災の復
興ボランティア活動の影響を受けて、教育行政によ
る大学のボランティア学習の推進がさかんになる
のもこの時期であった。その結果 2000 年代に入っ
てボランティア関連科目の開講、大学ボランティ
アセンターの開設等が相次いだのである。さらに
2007 年、20008 年頃から SL の名称での実践と研究
が進展し、現在（2014 年）に至っている。
現在大学で行われている実践が SL なのかボラン

10
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論に依拠することにする。唐木によれば、SL を成

これらの相違が顕著に現れるのがリフレクショ

立させる必要条件はプロジェクト型の学習、リフ

ン（振り返り学習）である。タイプ①は貢献活動の

レクション、カリキュラム統合であるという（唐

範囲内で振り返りの学習が行われるもの、タイプ②

木 2010: 189）。プロジェクトとは「生徒が問題を発

はタイプ①に加え貢献活動で得た経験や知見を基

見し、その問題を分析し、最終的に問題を解決す

に社会的事象についての広範な振り返り学習が行

るに至る一連の学習プロセス」
（唐木 2010: 190）で

われるもの、タイプ③④は学問的知見との往還的な

あり、リフレクションとは「体験を振り返る」学

振り返り学習が行われるものと区別することがで

習（唐木 2010: 206）であり、カリキュラム統合と

きる。貢献活動の部分は全く同じように見えるもの

は「教科を中心とした学問的カリキュラム（academic

の、その後に続く振り返り学習と全体の学習過程、

curriculum）にサービスを統合する（integrate）理念

さらに言えば目的・目標は大きく異なるのである 2)。

及び方法」
（唐木 2010: 226）のことである。端的に

米国でも現在では多様な実態があるようだが、

言えば問題解決の学習過程、振り返り学習、アカデ

当初米国で SL という名称の実践が大学を中心に広

ミックな学びとのリンクである。

まったことを考慮すれば、本来日本でも SL はタイ

このうちリフレクション（振り返り学習）は CS

プ④のアカデミックな内容との往還があるものと

やボランティア活動と区別するための条件とも言

して捉えられるはずである。しかし、例えば日本の

え、全くないものは SL でもボランティア学習でも

大学でも SL と呼びながらタイプ①の奉仕＋学習（感

ない。したがって、リフレクションが無いものは

想文程度）というものもある。

日本の SL の検討から除外して、プロジェクト学習

この原因はいくつか考えられる。

とカリキュラム統合の有無について分類すると表 1

第 1 に、既述した歴史的経緯を知らずに SL とい

のようにタイプ①～④の 4 種類になる。

う名称だけで判断すると、サービスは奉仕と訳され
るため、SL は奉仕学習となるからである。奉仕活

表1

動をさせてレポートを書かせて単位を出せば良い

SL の必要条件の検討

と解する担当者がいても無理はない。しかし日本で

プロジェクト
学習

リフレクション

カリキュラム
統合

タイプ①

×

○

×

タイプ②

○

○

×

第 2 に、日本のボランティア学習は当初必ずしも

タイプ③

×

○

○

学問的な知見との往還を意図したものではなかっ

タイプ④

○

○

○

た（まさにタイプ②）ために、タイプ④にはなり得

最初に提唱されたボランティア学習は、2-2 で確認
したように必ずしも奉仕学習ではない。

なかったからである。
この 4 種類を日本の現況に照らしてみると、以下
のように表現できる。

第 3 に、初等・中等教育における総合的な学習の
時間等で「形としてのボランティア学習」の実践は
2000 年代以降広まったものの、高齢者施設、地域

タイプ①：SL の直訳のとおり奉仕活動＋学習と

清掃、募金等に収斂されるワンパターンの実践や、

し て 用 い ら れ て い る も の（ 米 国 の か つ て の

振り返り学習が感想文程度で終わってしまう実践が

Community Service に近いもの）

一般化したためにタイプ①として定着し、それが初

タイプ②：日本でいうボランティア学習とほぼ同義

等・中等教育から大学へと移行したために、本来の

で用いられているもの（単なる貢献ではなく社会

ボランティア学習の理念（タイプ②）とも異なる実

的事象に対して批判的に検証するタイプもある）

践（タイプ①③）として定着してしまったからである。

タイプ③：学びの要素は強いが社会的課題の解決の
視点が弱いもの

第 4 に、ボランティア学習ではなく SL で実践し
たい理由として、
「ボランティア」の自発性の概念

タイプ④：明確な学習過程がありアカデミックな学

が（心理的）ネックとなって単位化したり活動を義

びとの往還も企図しているもの（米国の大学の

務づけたりすることに抵抗を感じた担当者が SL と

SL の原型に近いもの）

いう名称で始めたものの、第 1 の理由と同じように
単なる奉仕学習にしてしまったためである。
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SL とボランティア学習との違いを考えた場合、

いことになる。米国での実践の意図を加味した SL

ラーニングと学習は同義であるから、当然サービ

とは「普通の学科科目」の中に体験活動を内在させ、

スとボランティアの違いに帰着される。ボランティ

学問知と社会体験知を往還させるものとしてカリ

アには大別すると Social Service と Social Action の 2

キュラム化したもの、もしくは独立した科目であっ

つの機能があるため、サービスだけでなく批判的な

ても、学科専門科目の理論知を生かした体験活動を

社会運動も範疇になる。つまりボランティアの方が

取り込んだ授業科目として設定したものではない

より広範な理念である。SL の振り返り学習で批判

だろうか。

的考察（Critical Thinking）を重視するのは、サービ

上記の点を除けば SL とボランティア学習は近接・

スだけで終わってしまうと Social Action の視点が得

類似した学習方法であることは疑う余地がない。し

られず、その結果市民性（Citizenship）を養う意図

たがって両者の間に多くの類似点が見いだされる

も達成できないおそれがあるためではないかと筆

とすれば、日本で実践および研究が進められてき

3)

たボランティア学習の知見が今後の SL の推進にも

者は捉えている 。
この批判的考察を行う際に重要なのが、アカデ
ミックな学びである。だからこそ SL と名乗る以上

有益になるはずである。その点について次節と第 4
章で述べることにする。

はアカデミックな知見とのつながりのある実践（タ
イプ④）として構成することが求められる。米国の

3-2．学習過程（Learning Process）について

SL において、地域でのサービス活動がアカデミック

先にカリキュラム統合について述べたので、プロ

な学びに帰着されて、その意義が評価されるという

ジェクト型の学習（問題解決の学習過程）とリフレ

点を改めて確認したい。SL では何のためのサービス

クション（振り返り）についてボランティア学習の

活動なのか、その目的が重要であり、目的を学生が

知見を述べる。

しっかり理解していることが重要だからである。

筆者はボランティア学習の学習過程を創出する

SL、特に大学における SL は日本のボランティア

こ と を 重 視 し て お り、 振 り 返 り を 含 め て 学 習 の

学習（タイプ②）とは異なるものとして、固有性を

「PARCD サイクル」
（長沼 2010: 41）を提唱してき

見いだしたらどうだろうか（カリキュラム統合の要

た 4)。 そ れ は Preparation（ 準 備 学 習 ）、Action（ 活

素の重視）。

動）、Reflection（振り返り）、Celebration（認め合い）、

大学において SL の授業科目が SL という名称の

Diffusion（発信・提言）の 5 段階である。これらが

「独立した科目」として体験活動と振り返りで構成

何度か繰り返され、一つのプロジェクトが完了す

されている限りはタイプ④の SL にはなり得ていな

る。例えば最初の A 段階はニーズ発見のための地

( 出典 ) 長沼（2010）
図４
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ボランティア学習の学習過程「PARCD サイクル」

日本の教育的文脈における Service Learning の意義とこれからの展望

域活動、2 回目の A 段階は社会課題解決のための活
動という具合である。
このうち Reflection（振り返り）の段階では、内
容だけでなく教育方法も重要であり、単にレポート

4-1．市民性教育（Citizenship Education）との関
連について
SL は市民性教育との関連を基盤としたものであ
る必要がある。

や感想文を提出するだけというのでは不十分であ

その理由の第 1 は、日本と米国に英国を含めた 3

る。学生同士で感想や気づきをシェアすることや、

国で、ほぼ同時期（1996 年～ 2005 年の 10 年）に、

事後の授業で発表することが有益である。学び合い

日本では Volunteer Learning、米国では SL、英国で

が起こるからである。実際、全く同じ活動をしても

は Citizenship Education が重視され推進が図られて

学生によって気づく視点は多様で、逆に違う活動を

きたからである。しかも、それらの教育内容と教育

しても同じことを発見するケースもある。このこと

方法の一部は重なっており、一部は近接領域にあ

を学生たちが知ると、学びはさらに深まっていく。

る。3 カ国で同じ課題意識を持ち、これからの社会

なお、活動を通した発見や気づきは大きく 2 つに分

に必要な教育は「社会との関わりの中で学ぶタイプ

かれる。学生から見て外界に向かうものと内省に向

である」と明言したことには意味がある。

かうもの、筆者が「外向きのベクトル」「内向きの

筆者が訪問した英国の NPO 団体 CSV（Community

ベクトル」と呼ぶものである。外向きは活動を通し

Service Volunteers）では、Citizenship Education の要

てふれた社会的事象や、活動で出会った他者に対す

素の一つである社会参加を進める教育プログラム

る眼差し、内向きは自分にとっての活動の意義や有

に関して、米国の SL の専門家を招いて教材化して

益性を自己内に投影して探る営みである。どちらも

いた。さらに筆者ら日本の研究者と教育実践者は英

学びの要素であり、アカデミックな学びとの関連に

国の Citizenship Education から学び、それを日本の

おいて整理されることで効果が出る。

教育に役立ててきた。米国の SL から直接学び生か

Celebration（認め合い）の段階では、学生のサー

している大学もある。このように 3 カ国の教育関係

ビス活動を受け入れてくれた機関の人々に対する

者が相互に連携して 21 世紀初頭における社会体験

感謝（学生からの感謝）と、逆に学生の活動成果

型学習の推進をリードしてきたことは間違いない。

に対する地域の人々からの感謝の両方が行われる。
「双方向の認め合い」であり、これは後述する互恵
性の基盤になるものである。
Diffusion（発信・提言）の段階では、学んだこと

理由の第 2 は、SL は単なるサービス活動の実践
ではなく、民主的な社会の主体的な形成者を育てると
いう視点を大切にしなければならないからである。
そのためには目的や目標を明確化する必要がある。

を整理して発信したり、提言したりすることで、学

石を彫っている大工に、あなたはなぜ石を彫ってい

びが再統合される。同時に、学習した内容が学生

るのかと尋ねた時に、指示されたからと答えるので

以外の他者に伝播していき、社会を変革する機会

はなく、教会を作るためだと言えることは重要であ

になることもある。これは市民性教育の側面を持

るという比喩表現がある 5)。SL では、地域社会に

つものである。この段階で重要になるのが Critical

おけるサービス活動を通して、単に役に立ったとい

Thinking（批判的考察）である。

う価値だけではなく、その価値がアカデミックな学

この R・C・D の各段階を含め、SL における学び

びや個人の成長とどう関係しているのかを知り、社

を P・A の段階を含めた連続した過程として捉え、

会の形成者として役立てられるのかを考察すること

カリキュラムとして明確に位置づけることが重要

に意味がある。したがって、Citizenship Education と

である。このようなボランティア学習の知見も含

の関連を常に念頭におきながら、明確な目的と目標

め、日本の SL を考察する必要がある。

をもった教育活動として SL を推進する必要がある。

４．日本の教育的文脈における SL のこれ
からの展望

4-2．大学と地域社会の互恵的な連携（Reciprocal

これまでの記述をふまえ、今後の日本における

学びの Celebration（認め合い）の段階では、学生

SL のあり方を展望し 2 点を指摘することにしたい。

partnership）について
とサービス活動を受け入れてくれた機関の人々が
相互に感謝し、認め合う。どちらも学ぶので、筆者

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ

Vol.15

13

長沼

豊

は「双方向の学び」と表現している。これは人と人

本稿では唐木の論考に依拠して検討を加えたが、別

だけでなく、結局大学と地域の機関との連携につな

の論考における SL の条件を吟味した上で分析する

がっていくものである。その際、重要な役割を果た

ことも今後の研究課題として残されている。

すのがコーディネーター（Coordinator）である。と
いうのも、活動に参加した学生も、受け入れた地域

このような点についての言及は稿を改めること
としたい。

社会の機関も、その両方が満足のいくものになるた
めには、それなりの方略と準備と仕掛けが必要だか
らである。どちらにとっても良い、つまり Win-Win
の関係、互恵の関係を築くためには、大学と地域社

【注】
１） SL がボランティア活動と区別されるものであること
は、
佐々木、
唐木らの先行研究でも一致した見解である。

会の両方の実情を把握して、的確で最もふさわしい

２） 問題解決の要素を社会への SERVICE、カリキュラム

サービス活動を紹介、斡旋、コーディネートする必

統合の要素を LEARNING と見て、その強弱を大小の

要がある。そのような人材育成も不可欠であるし、

文字で表せば、タイプ①は service learning、タイプ②

コーディネーターを配置した学内の組織化（SL セ

は SERVICE learning、タイプ③は service LEARNING、

ンターの設置）も重要である。

タイプ④は SERVICE LEARNING となる。
３） 唐木（2010）においても米国の研究の中で、慈善

５．まとめと今後の課題
本稿では SL を既存のボランティア学習との関連
において考察した。
第一に SL は米国から輸入されたものがそのまま
日本の教育的文脈に位置づいたわけではないこと
がわかった。前史としてのボランティア学習の推進

（charity）を志向する SL と変革（change）を志向す
る SL の 2 種類の SL 像があることを述べている。
４） 既に 1991 年には「PDS サイクル」として提唱して
いる（長沼 1991：89-96）。
５） 国際基督教大学シンポジウム Dr.Robert G.Bringle 氏
の基調講演、2013 年 12 月。

があったからこそと言えるのである。これは米国に
おいて SL の前史として CS があったのと類似して
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Future Prospects and Significance of Service Learning in the Educational Context of Japan:
From Association with the Existing Volunteer Learning
Yutaka Naganuma
(Gakushuin University)
This paper has described the future prospects and significance of SL in the educational context of Japan.SL in the United
States, on behalf of CS, the promotion has been achieved since the 1980s. Since the 1990s SL is prevalent in universities,
it has spread even to elementary and secondary education. Begins education practice in terms of volunteer learning
from the 1980s in Japan, came to SL will be introduced from the United States in the 1990s. Thus SL is introduced from
the United States, it is not positioned directly in the educational context of Japan. SL was popular because there was a
promotion of volunteer learning. This is similar as there has been Education of CS before SL is popular in the United
States.Then, in order to make what is meaningful to SL in educational context in Japan in the future, it is necessary
to be integrated with academic knowledge, the knowledge obtained from the service. That is to integrate services and
curriculum. In addition, the emphasis on critical thinking in reflection, it is important to enhance the learning process.
(SL : Service Learning CS : Community Service)
Keywords : volunteer learning, curriculum integration, learning process
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特集：サービス・ラーニングの可能性
サービス・ラーニングとシティズンシップ教育の関係性について

サービス・ラーニングとシティズンシップ教育の関係性について
若

槻

健（関西大学）

【要旨】
本稿では、ともにコミュニティへの参画を重視する学習／教育である米国発のサービス・ラーニングとイ
ングランドをはじめとするシティズンシップ教育のアンビバレントな関係を示し、その上でサービス・ラー
ニングの有効性について論じる。サービス・ラーニングは、コミュニティの問題と出会うという点で、シティ
ズンシップ教育にとって決定的に重要である。サービス・ラーニングに参加した生徒たちは、その経験を通
じて、自分とは異なる人々の境遇に思いをはせ、そのような人々の境遇をつくり出している社会的な要因に
も思いを巡らせる。一方、政治的リテラシーを重視するシティズンシップ教育の論者のなかには、奉仕（サー
ビス）に特化したサービス・ラーニングはコミュニティの権力関係や多様性への視点が欠如しているとして
懸念を示す者もいる。そうした懸念を超えるためには、サービス・ラーニングが、ボランティア活動（サービス）
だけでなく十分な振り返りを組み込んだ学習（ラーニング）を含み、そのことにより社会構造の矛盾に目を
むけていくことが求められる。
【キーワード】サービス・ラーニング、シティズンシップ教育、多様性、参加

１．はじめに

（ボランティア）としての歴史と学習としての歴史

本稿では、サービス・ラーニングとシティズン

がある。サービス・ラーニングの起源はケネディ大

シップ（市民性）教育の関係性について考察する。

統領が 1961 年に組織した平和部隊（Peace Corps1））

米国発のサービス・ラーニングとイングランドをは

にあると言われており、ボランティア活動の流れを

じめとするシティズンシップ教育は、ともにコミュ

引いている。トクヴィル（訳書 1987）の言うように、

ニティへの参画を重視する学習／教育である。いっ

自分自身とコミュニティの問題を解決するためにボ

ぽうで、シティズンシップ教育の論者のなかには、

ランティアを組織する習慣が米国社会の生命力に決

奉仕（サービス）に特化したコミュニティへの参画

定的に重要であり、それによって個人と公共の利害

をコミュニティの権力関係や多様性から目をそら

が一致してきた。フロンティア精神と結びついたボ

すものとして懸念を示す者もいる。以下では、サー

ランティアの心（自分たちの手で「よりよい」国を

ビス・ラーニングとシティズンシップ教育のアン

つくる）が米国社会をその独立の時から成長させて

ビバレントな関係を示し、その上でサービス・ラー

きたのである。それはまた市民としての責任と誇り、

ニングの有効性について論じたい。

コミュニティへの愛着の心でもある。平和部隊以降
も、VISTA2) や AMERICORPS3) といった政府レベル

２．サービス・ラーニング
サービス・ラーニングは、従来の個人的で競争的
な、そしてまた、受動的で静的な学校学習の閉塞感

の組織から市井の人々のボランティア活動まで、日々
の活動によってその伝統は引き継がれている。
学 習 の 歴 史 と し て は デ ュ ー イ の「 経 験 学 習 」

を打開するものとして、米国において 1990 年代に

（experiential learning）の流れを汲んでいる。デュー

入った頃から注目をされている学習である。ボラン

イ（訳書 1998）は学習における経験の重要性を指

ティア活動などのコミュニティ・サービス（地域社

摘し、
「仕事をとおして、人間は自然についての知

会に貢献する活動）と関連した体験を通じて学習が

的および情緒的な解釈を発達させてきた」のであ

展開される。

り、「この世界のなかで、その世界と取り組んで為

サービス・ラーニングには大きく言ってサービス

すことをとおして、その世界の意味を読みとり、
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またその世界の価値をはかる」のだと主張した。

打開しようとする学校改革の気運の高まりととも

デューイは環境に働きかける「経験の連続」
（訳書

に、サービス・ラーニングは学習のより深い意味づ

2000）が学習の過程なのだと考えていた。すなわち、

けとコミュニティへの貢献の両方を可能にする強

現在の経験の諸条件のなかに問題を見出し、その問

力な教育学的オルタナティブとして登場すること

題が解決されるべき困難の現存となる。こうして獲

となったのである。

得された新しい事実や新しい考えは、そのなかで新

サービス・ラーニングを促進した二つの法律と

しい問題が提示されるさらなる経験にとっての基

は、大ブッシュ政権時代の National and Community

盤となるという連続する螺旋状の過程である。さら

Service Act（1990） と ク リ ン ト ン 政 権 時 代 の

にデューイは「学校それ自体を社会生活の他の諸様

National and Community Service Trust Act（1993） で

式と関連させながら、一人ひとりの個人からなるコ

ある。前者は、教育や福祉分野を中心とした公的な

ミュニティとしての学校それ自体を組織化」しよ

サービスを洗練するためにあらゆる年代の市民の

うとした。また、サービス・ラーニングはピアジェ

参加を促したが、その中の一つとして学校を基盤

の発達理論からの影響も受けているとされている。

としたサービス・ラーニングが提唱され、そのた

ピアジェは、子どもは受動的にしつけられるのでは

めの予算が組まれた。続いて後者ではコミュニティ

なく、環境に主体的に働きかけることで自ら発達を

を「若き市民の才能と活力が十全に活かされ、認

4)

遂げることを主張している 。

められる場」とするために、Corporation for National

こうした歴史的流れをもつサービス・ラーニング

Service（CNS）が設立され、学校を基盤としたサー

が 1990 年代に入って促進された要因としては、第

ビス・ラーニングにさらなる安定した経済的基盤が

一に青少年問題の解決と学校教育の改革の必要性

与えられた。こうした動きと学校改革の気運が結び

が認識されたこと、第二に連邦政府によって 1990

ついて、全米レベルでのサービス・ラーニングへの

年と 1993 年に制定された二つの法制定を挙げるこ

関心が高まってきたのである。

とができる。

サービス・ラーニングは日本の「総合的な学習」

米国では青少年がコミュニティや社会から切り

のように、児童・生徒個々人の学習のためだけのも

離されて育っていることへの危惧が高まっていた。

のではなく、また「奉仕活動」のように社会に貢

投票率もボランティアに参加する割合も低く、また

献する活動を児童・生徒にさせるだけのものでも

コミュニティの大人たちと青少年は互いを信用し

ない。それは、
「サービスと学習目標が同等の価値

ていない。コールマン（Coleman 1972）は、すでに

を持ち、すべての参加者にとって互いを高めあうプ

70 年代のはじめに、青少年が社会から孤立し、「生

ログラム」
（Sigmon 1994）である。
「サービス・ラー

徒役割」に過度に縛られていることを指摘し、経験

ニングは提供されるサービスと生起する学習の両方

学習の必要性を主張していた。80 年代に入ってか

に同等の焦点を当てるのと同様に、サービスの提供

らも、政府刊行のレポートで繰り返し青少年の問題

者と受益者が等しく恩恵を受けるよう意図的にデザ

が指摘されてきた。高校教育の改革を提案したボイ

(Furco 1996)。学習者は地域社会
インされている」
（の

ヤー（訳書 1984）は、青少年にコミュニティへの

人々）にサービスを提供する一方で、地域社会（の

帰属意識を持たせるために「奉仕体験」の実施を提

人々）から学習の機会を提供されるのである。

案している。そこでは青少年とコミュニティとのつ

サービス・ラーニングに取り組むなかで、学習者

ながりを取り戻し、コミュニティや他者への愛着を

は支援を必要とする地域社会の人や団体にサービ

育むことがコミュニティ・サービスに取り組む第一

スを提供し、他者と交わることで自尊感情を高め、

の目的であり、必ずしも子どもたちの学習を高める

市民としての責任感を身につけることができる。そ

という観点は強くはなかった。

れと同時に、現実に存在する地域社会の問題の解決

青少年をめぐるこうした状況のなかで、サービ

に取り組むなかで様々なスキルや批判的な思考力

ス・ラーニングは、学校に取り入れられ、
「経験学習」

を獲得することが期待されている。サービス・ラー

とのつながりを深め、問題解決のための様々なスキ

ニングは、学習者が具体的な問題状況を抱えた他者

ルや批判的な思考力を獲得することが期待される

にかかわりあい、問題状況に対して他者と協働して

ようになった。受動的で静的な学校学習の閉塞感を

働きかけ、問題解決にむけて主体的に活動すること
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サービス・ラーニングとシティズンシップ教育の関係性について

を通じて進行する。読み書きの学習であっても、子

れる社会において、個人が自己を守り、自己実現を

どもたちに絵本を読んであげるという具体的な活

図るとともに、よりよい社会の実現に寄与するとい

動のために行われる。それはコミュニティからの具

う目的のために、社会の意思決定や運営の過程にお

体的な要請に対する子どもたちの返答である。他者

いて、個人としての権利と義務を行使し、多様な関

の「声」をみずからのなかに取り込み、
かみくだき、

係者と積極的（アクティブに）関わろうとする資質」

みずからのものとし、それに返答していくことの繰

と定義されている。そして、シティズンシップが発

り返しで学習が進んでいく。コミュニティ全体から

揮される分野を「公的・共同的」
「政治」
「経済」の 3

みれば、それは共同の価値、意味、記憶が蓄積され

つに分け、それぞれの教育実践事例を紹介している。

ていく過程でもある。他者を含んだ環境を「協働」

「公的・共同的」な分野とは地域活動への参画等を、
「政

で「よりよく」変化させていくこと自体が、個人に

治」分野は民主主義についての理解と行動等、
「経済」

してみれば学習の過程なのである。

分野は生産や消費・生活に関する行動をさしている。
地方自治体でも、神奈川県や和歌山県、京都府

３．シティズンシップ教育とサービス・ラー
ニング

の八幡市や佐賀県佐賀市などで、シティズンシッ

3-1．シティズンシップ教育とその拡がり

全県立高校での模擬投票をはじめとした政治的リ

プ（市民性）教育が推進されている。神奈川県では、

シティズンシップ教育は、
「個人化」とグローバ

テラシーや、司法参加教育、消費者教育、道徳教育

ル化が進行するなかで、国家をはじめとする社会

（モラル・マナー教育）に取り組んでいる。和歌山

とその形成者である個人との関係の再構築が模索

県では、
「自立」「共生」「社会参加」から構成され

されるなか、1990 年代に入り世界的に関心が高まっ

る「市民性」はぐくみ、「自律と共生の社会をめざ

たといわれている。米国においては 1990 年代にク

し、社会の形成者としての自覚を持ち良き社会人と

リントン政権下で教育政策として検討され、イング

しての自立を促す」教育をめざしている。八幡市で

ランドでは「シティズンシップ」科が 2002 年から

は、イングランドのシティズンシップ教育に倣い、

ナショナル ･ カリキュラムとして必修化されてい

「意識（思う）
」
「知識（わかる）」
「スキル（できる）」

る。国家と国民の枠組みが揺らぐ欧州でも、欧州評

の 3 つの観点を設定し、
「目指す子ども像」として「10

議会が 2005 年を「教育を通したシティズンシップ

のビジョン」が策定されている。佐賀市では、地域

ヨーロッパ年」とし、様々な取り組みが行われた。

の一員として子どもたちに「出番」と「役割」があり、

こうした動きに影響を受けながら、日本では、内閣

行ったことに対する大人の「承認」を受けるといっ

府が 2010 年 7 月に策定した「子ども若者ビジョン」

た市民性教育が推進されている。

において、
「社会の一員として自立し、権利と義務の

学校レベルでの取り組みとしては、お茶の水女子

行使により、社会に積極的に関わろうとする態度等

大学附属小学校の市民科や品川区小中一貫校の市

を身に付けるため、社会形成・社会参加に関する教

民科がよく知られている。お茶の水女子大学附属小

育（シティズンシップ教育）
」の推進が提言されてい

学校では、「公共のマナー・ルールを守るだけでな

る。具体的な内容としては、
「民主政治や政治参加、

くて、『豊かな知識や判断力、批判的精神』を持つ

法律や経済の仕組み、労働者の権利や義務、消費に

こと」をめざし、社会科を再編成して作られた「市

関する問題など、政治的教養を豊かにし勤労観・職

民」科で、事実をもとに「社会的価値判断力」や「意

業観を形成する教育」とされている。また「社会参

思決定力」を育もうとしている。品川区小中一貫

加の促進」として、
「ボランティア活動を通じて市民

校では、実生活で生きて働く道徳教育を推進するた

性・社会性を獲得し、地域社会へ参画することを支

め、市民科が設定されている。

援」することも述べられている。シティズンシップ
教育は、社会を形成し、参画するための知識を深め、
意識を高めていくものとして位置づけられている。

3-2．シティズンシップ教育とサービス・ラーニング
市民性教育が注目されている大きな理由は、
シティ

それに先立つ 2006 年には、経済産業省が、
『シティ

ズンシップが、集団への帰属によって付与される権

ズンシップ教育宣言』を出している。そこでは、シ

利と義務の問題から、集団に積極的に関わる参加と

ティズンシップとは「多様な価値観や文化で構成さ

アイデンティティの問題へと変化していることにあ
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る。言い換えれば、かつて個人の尊厳は自由権や社
会権などの保障を通じて達成されると思われていた
が、今日では社会への参画と結びつけて考えられる
ようになってきているということである。したがっ
て、社会への積極的な参加を促すアクティブ・シティ
ズンシップが賞揚されるようになってきている。
英国では若者の社会的疎外や多文化化する国家

（ community involvement）
隣人の生活や地域社会に対して関心を払い、社
会に貢献すること
（３）民主社会の知識・技能の修得・活用
（ political literacy）
民主主義の制度・問題・実践を学び、国や地域
社会の中でそれらを効果的に運用すること

における市民の育成のためにシティズンシップ教
育に期待がかけられるようになった。そして 1997

シティズンシップ教育とサービス・ラーニング

年、教育雇用大臣によってシティズンシップ諮問委

は、この (2) 地域社会への参加に接点がある。シティ

員会が設けられ「シティズンシップの教育と学校に

ズンシップ教育の教育方法として、サービス・ラー

おける民主主義の教授」、通称「クリック・レポート」

ニングを位置づけることができるだろう。

が提出された。
クリック（訳書 2004）は、シティズンシップ教
育について次のように述べている。

ただし、シティズンシップ教育は、社会の政治的
主体を育成することを主眼に置いている。政治と
は、常に複数の価値観が存在するところに存在する
もので、単なるサービス（奉仕）とは相容れない部

私たちの目標は、まさしく、この国の政治文化

分もある。

を国全体においても地方においても変えることで

日本におけるシティズンシップ教育の主要な論

ある。人びとが自分たちのことを、公共生活に影

客の一人である小玉（2003）は、サービス・ラーニ

響を及ぼそうとする意志を持ち、その能力を有し、

ングを脱政治的で所与のコミュニティに従順な「市

またその技能を備え、発言したり行為したりする

民」を育成するものであると批判している。また、

前に事実にもとづいて熟考する批判的能力を備え

ボランティアする市民像が、政府の公的責任を自己

た、積極的な市民であること。コミュニティへの

責任や相互扶助に置き換える新自由主義と親和的

関わりと公共奉仕活動のこれまでの伝統の中で最

であるという指摘もある（仁平 2005）。

良のものを基盤として、それを徹底して若者へと

実際、先に触れたお茶の水女子大学附属小学校

広げてゆくこと、そして若者一人ひとりがコミュ

の市民科では、授業展開の結果として、ボランティ

ニティへの新たな関わり方を大胆に発見し、自分

アなど社会貢献活動につながることもあるが、こう

たち自身で行動してゆくようにすること。

したアクティブ・シティズンシップ的な面はあえて
重視されておらず、教室でいかに質の高い議論が構

クリックは、権利と義務を中心とした法に守ら

成されるかを最も大切にしている。社会貢献活動あ

れ、法を順守する「受動的」な市民像に変え、積極

りきだと、教室での子どもたちの思考の質が担保さ

的に社会を担っていく市民像を提案しているので

れないという危惧があるからだという。

ある。

サービス・ラーニングの論者のなかにも、同様の危

クリック・レポートでは、能動的な市民（active

惧を抱く者は多い。米国では 1990 年以降国策として

citizens）を育成するために、シティズンシップ教

普及されてきた歴史があり、連邦政府のスローガン

育は、以下の 3 つの構成要素からなるとされている

とも非常に近いところにある。そして 2001 年の 9 月

（のちに 4 つ目として「アイデンティティと多様性」

11 日以降、サービス・ラーニングは急速に愛国心と

が加えられている）。

接近を見せているという（Westheimer & Kahne 2003）
。
「自分の国は自分で守る」ことが「責任あるコミュニ

（１）責任ある社会的行動
（ social and moral responsibility）
学校の内外において、児童・生徒が社会的・道
徳的に責任ある行動をとること
（２）地域社会への参加
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ティの一員としてのコミュニティを愛し、貢献する」
ことと同列で語られ、国家への帰属感が強調されて
いる。かれらは、学校という場を子どもたちが「道
徳性」を形成するための経験を積み、
「価値」を伝
達するところとみなしており、そのための手段とし

サービス・ラーニングとシティズンシップ教育の関係性について

てサービス・ラーニングを奨励している（Arthur &

改良を試みる。これが主権者の道徳的義務であろ

Bailey 2000）
。そこでは、多様な市民の声に耳を傾け

う」と述べるのである。

コミュニティをより良くしていくと言うよりも、異

ウェストハイマーとカーンは、民主主義教育をめ

質なものを排除し、
「古きよきアメリカ」の価値を維

ぐる議論のもつれた現状を分析して、そのなかに、

持（再生）しようとすることが重視される。コミュ

異なる志向性を持つ３つの「市民」像を提出してい

ニティの形成を担う一員という米国の伝統的な価値

る（Westheimer & Kahne 2004）。これを簡潔に名づ

観が体現される一方で、同様に米国が大切にしてき

けると「モラル志向型」
、
「スキル志向型」、
「公正志

た社会の多様性を認める民主主義の伝統が失われつ

向型」となる。それぞれの「市民」を育成するために、

つあると警鐘が鳴らされている。そもそもコミュニ

行うべき教育にも差異が生じるのである。

ティへのコミットメントは、米国においては国家へ
の権力集中を嫌う人々が、自分たちの自治を確保す

4-1．
「モラル型市民」

るためのものであり、それが米国社会の多様性を担

「モラル型市民」は、個人として社会に責任を果

保してきたはずであるが、今日それが失われつつあ

たす市民である。彼らはきちんと働き、税金を払

るということである。

い、法に従い、災害が起これば助け合う。道徳教育

こうした文脈のなかで、サービス・ラーニングは、

（character education）と親和性が高く「正直」、
「誠実」、

時の政府の方針を無批判に受け入れ「お国のため」

「自己鍛錬」
、「勤勉」といった徳性（品位）を個人

に主体的に貢献する「国民」形成と結びついて理解

が身につけることが期待される。連邦政府の力点は

される可能性もある。こうしたことは、サービスと

こうした「心の育成」にあり、政府刊行のガイドブッ

いう身近な思いやりのやりとりを越えて、より大き

クでは、
「サービスの習慣」
（habits of service）を身

な社会構造の問題に目を向けることを難しくする。

につけるという表現が多用されている（Corporation
for National Service 2002）。敬意をもって他者に接し、

４．いかなる「市民」モデルを想定するか

怒りを平和的に処理し、他者の気持ちを思いやり、

前節で確認したように、シティズンシップ教育

他人を傷つけない。人からして欲しいと思うことの

が、サービス・ラーニングに抱く危惧は、所与のコ

すべてを人々にせよ。コミュニティの既存の価値に

ミュニティへの貢献の強調である。サービス・ラー

忠実であれ、というわけである。

ニングは、所与のコミュニティに資するだけのもの

ところでこの「市民」は必ずしも分析的思考や

であってはならないだろう。河野（2011）は、「民

問題認識を必要としない。自分の頭を働かせなくて

主主義社会を維持、発展させるために必要となるシ

も、やるべきことは明示的に与えられているのだか

チズンシップ」として、
「これまで周辺的であった

ら、
それをただ内面化して行動に移せばよい。コミュ

ニーズを持つ人びとを討論へと誘う共感的態度を

ニティ・サービスとサービス・ラーニングの違いを

有すること、そして、そのニーズが不平等・不公正

強調し後者を支持する人たちが批判するのは、ま

な形でないがしろにされていた場合には、社会シス

さにこうした側面である。プリチャード（Pritchard

テムの方こそを変革する態度が求められると述べ

2002）によれば、サービス・ラーニングの支持者が

る。そして「共同体の無前提な肯定や既存の社会へ

コミュニティ・サービスを批判するのは、それが①

の帰属といった意味」あいを含意しがちな「シチズ

エリート的な社会的責務の観念との関連が強い②犯

ンシップ教育」に代えて、
「主権者教育」という言

罪者の社会奉仕のように強制的なイメージがある③

葉を用いたいとしている。主権者というと私たち一

純粋な利他主義とチャリティ主義で ( 問題を「心」

人ひとりの権利を守るところに焦点が当たると思

に還元する ) 学習の過程をふくまない、からである。

いがちだが、河野はむしろ主権者の道徳的義務を強
調する。すなわち、「これまで公共の場で己の真剣

4-2．
「スキル型市民」

なニーズを語る機会を与えられてこなかった人々

「スキル型市民」は、コミュニティにおける市民

を議論の場へと迎え入れ、その人たちに語らしめ、

活動や社会生活に積極的に参加する知識や能力を

そこに、平等性と公平性に関する社会的な不備を聞

持った人々をさす。こうした市民育成に求められる

き取ったならば、主権者としての権限を用いて社会

のは、政府や行政組織、地域の団体がどのように機
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能しているのかを教え、支援を必要としている人の

のものにメスを入れる。つまり問題の原因は、個人

ために組織を計画し、参加することの大切さを教

に帰せられるよりもむしろ個人をそういう状況に追

えることである。たとえば、NPO を運営する能力。

いやる社会構造にあるという立場に立つのである。

「モラル型市民」が出来合いのコミュニティ・サー
ビスに協力するのに対し（例えばバザーにモノを提

したがって、コミュニティの課題は、サービスの提
供者と享受者に共有して認識されることとなる。

供する）、
「スキル型市民」は自らコミュニティ・サー

また、前二つの「市民」が問題への対症療法的ア

ビスを企画し、実行するのである。ボランティアを

プローチ（サービス自体が目的）であるのに対し、

呼びかける「ハウツーもの」ではしばしば、この「自

公正型は問題を生み出す根を掘り起こそうとする

分自身のコミュニティ・サービス」を企画運営しよ

ものであるとも言えるだろう。サービスの質を向上

うという呼びかけが見受けられる。

させることよりも、むしろコミュニティ・サービス

したがってこの立場は、コミュニティを担ってい

に関わるなかで、当事者たちとつながり、彼らと問

くための知的な能力を強調する。市民生活に参加す

題を共有し、コミュニティを理解する新たな視点を

るためにはマネージメント能力、他者とうまくつき

見いだすことに目標が設定される（もちろん、見い

あう能力、情報処理能力といったものが必要なので

だされた新たな視点をもとにしてサービスは更新

ある。

されるのだが）。このため「公正型市民」は、批判

またスキル型は、ウェストハイマーらにおいては
「参加型市民」
（the participatory citizen）と名づけら

的分析能力、社会認識力を重視する点で他の二つか
ら際だっている。

れているように、この立場ではアメリカのもう一つ

この３つの「市民」像を明確化させるために、あ

の伝統、ジェファーソンやトクヴィルによって語ら

る課題に対してそれぞれの「市民」像に基づいた

れてきたことが重視されている。すなわち、私たち

サービス・ラーニングがどのように展開されるか、

のコミュニティは私たちの参加でつくるというも

一つの話を考えてみよう。私たちの住んでいる町

のである（ベラーほか、訳書、1991）。ここで重要

にホームレスの人々がいるとする。それぞれの「市

とされるのは、共通理解や相互信頼、社会の連帯

民」はどのような行動を起こすだろうか。モラル型

（social bond）、集団的コミットメントといったもの

は、ホームレスのためにボランティア活動をして

である。市民生活への知識ある参加が民主的社会の

いる団体に衣類や缶詰を提供したり、バザーを行っ

基本的土台であり、この目標達成の手段として教育

て得た収益を寄付したりするだろう。スキル型は、

に重きを置く。スキル型においては、一人一人の能

自らこうしたボランティア活動を組織し、サービス

力を高めることが結果としてコミュニティを活性

を運営していくだろう。そして公正型は、ホームレ

化していくと考えられるのである。

スを生み出す社会・政治・経済的構造の問題に分析
の目を向け、不公正を社会に訴えていくのである。

4-3．
「公正型市民」

サービス・ラーニングでは、ふり返りの過程が重視

「公正型市民」は、不公正（injustice）な問題を取

されているが、ふり返る内容を考えてみると三者の

りあげ、社会正義を追求する重要性に明確な注意を

相違がわかる。モラル型はどれくらい徳目を内面化

向ける。批判的に社会的・政治的・経済的構造を注

できたかをふり返り、スキル型はどれくらいうまく

視し、現状の不公正に変化を求めて挑む集団的戦略

活動が運営できたのか、サービスの質は高かったか

を考える。そして可能なときには問題の根元を明ら

とふりかえる。そして公正型は自分たちの批判的分

かにする。コミュニティの問題について集団的な解

析が現実をどれだけ明確に捉えることができてい

決を見いだそうとする点では「スキル型市民」と問

るのかをふり返るのだ。

題意識を共有するが、社会問題や不公正を批判的に
分析し、社会を改良していこうという革新的な姿勢
において違いを見せる。スキル型が現在の社会・政

５．二つの軸−「私とあなた／私たち」と「社
会秩序の維持／社会変革」

治・経済的構造を留保したなかで支援を必要とする

理念的に示された上述の３つの「市民」像は、そ

人を助けることにより「よりよい」コミュニティを

れぞれがそれ自体で重要な価値を持っている。子

めざすのに対して、
「公正型市民」は、社会構造そ

どもたちがコミュニティへの愛着を感じる、自己
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モラル型市民

特

スキル型市民

・コミュニティで責任をもっ ・コミュニティを組織したり ・表面的な原因を越えて社会・
た行動をする
改善する活動的な一員
政治・経済的構造を批判的
・働き、税金を払う
・支援を必要とする人ための
に吟味する。
・法に従う
活動を組織する。コミュニ ・不公正な領域を探り明らか
徴 ・リサイクルや献血に協力する
ティの経済状況や環境を改
にする。
・災害の時にはボランティア
善する
・社会運動について知り、シス
に協力する
・行政の役割を知る
テムを変革する方法を学ぶ
・協力して課題に取り組む方
法を知る
食料配給に食料を提供する

食料配給を自ら組織する

なぜ人々が飢えるのかを考察
し、根本的な原因を解決する
ために行動する

市民はよい徳性を持たねばな
らない。正直で、責任感があ
り、法を遵守するコミュニティ
の一員であること

市民は積極的に参加しリー
ダー的立場をとらなければな
らない。現存のシステムとコ
ミュニティの構造の範囲内で。

市民は、不公正を再生産する
現存のシステムと構造を疑問
に付し、変革していかなけれ
ばならない。

活動例

前

公正型市民

提

（出典）Westheimer & Kahne（2003: 6-7）をもとに筆者が作成

効力感を高める、社会の問題に目を向ける、等々。

できるかもしれない。しかしそれと同時に、問題の

しかしその一方で、それぞれが自己完結すると、問

原因を個人に帰結させるので、享受者をだめな人と

題が生じるおそれがある。それを理解するためには

見下すかもしれないのだ。実際にスキル型のサービ

二つの軸を設定することが必要である。一つ目は、

ス・ラーニングに取り組むことで有能観を高めた子

人と人をつなぐのか分断するのかということ、二つ

どもたちが同時にサービスの受け手への偏見を強

目は、社会を静的に見るのか動的に見るのかという

めたという報告もある（Westheimer & Kahne 2004）。

ことである。

確かに両者共に共通の善を共有することを求め
ている。パットナムのいうソーシャル・キャピタ

5-1．個人の卓越は他者とのつながりを生むか

ルなどはその象徴的なものであると言えるだろう。

モラル型市民とスキル型市民は、個人の徳性や能

しかし興味深いのはパットナム自身がソーシャル・

力を向上させることに焦点をあてている。前者は道

キャピタルの「排他性」について述べていることで

徳的に優れ、後者は問題解決能力・活動の組織能力・

ある（Putnam 2000）。パットナムは、ソーシャル・

コミュニュケーション能力等に長けている。一人ひ

キャピタルを bonding と bridging の二つのタイプに

とりがこうした徳性・能力を身につければつけるほ

分け、前者が集団内の凝集性を高めながら他者を排

どコミュニティは活性化し強くなると考えられる。

除するのに対し、後者は異なる集団間の橋渡しとな

前者を新保守主義、後者を新自由主義のなかに位置

る可能性があると示唆している。強い連帯がその価

づけることもできるだろうか。いずれにせよ、両者

値観から外れるマイノリティの排除（たとえば人種

ともに「個人として」優れていることを含意している。

差別）につながる危険性があるというのである。共

個人として優れた市民像は、それだけで完結する

同善を強調する伝統的コミュニタリアンには、単一

とサービスの提供者と享受者を分断し、享受者から

の声のみが強く響き、その他多数の小さな声をかき

力を奪うことに繋がるおそれがある。支援を必要と

消してしまう危険性が付きまとっている。確かに、

する人々は、その人が「個人として」劣っている

モラル型はコミュニティの価値を、スキル型は協働

ために今の境遇にいると見なされる。そして、「彼

を重視する。しかしそのつながりは、必ずサービス

らはかわいそうだから助けてあげないと」となる。

の提供者と享受者を結びつけるものなのだろうか。

サービスの提供者である子どもたちは「かわいそう

単に、提供者同士の連帯を強め、彼らの能力を高め

な人たち」を助けることで自分の力を感じることが

るだけであり、享受者を「弱者」として置き去りに
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する恐れはないのか。優れた「私たち」とできない

くっていくための認識の共有が必要である。コミュ

「あなたたち」の構図へと陥る危険性がここにはあ

ニティのニーズを「私たち」に共通の課題として再

る。そこに生みだされる連帯＝コミュニティは社会

定位することによって、コミュニティの「善」も昔

的に不利な立場の人々を置き去りにするかもしれ

からのものを引き継ぐだけではなく、不断の再更新

ない。

を求められることになるのだ。

これに対して、公正型市民は社会構造に目を向け
るため、あなたの問題は私の問題にもつながって

5-3．社会的な障壁を矯正し変革する

いることが理解される。ある人が困難を抱えてい

３つの市民像において、前二者は、マジョリティ

るのは個人の努力が足りないからでも能力がない

の価値を維持し、そのなかで生きることを目指す強

からでもなく、むしろ不平等な社会構造にあると。

い個人の二側面（道徳的・能力的）であることがわ

ある人のニーズは、私たち全体のニーズへと再解

かる。同質的なコミュニティを維持していく資質を

釈され、共通の課題として認識される。ここでは、

持った個人の育成がそこでは求められているので

異なる社会文化的背景を持つ者同士が「つながる」

ある。一方公正型は、問題を社会的なものとして共

可能性に開かれている。

有することによって異なる立場の者同士をつなげ、
コミュニティを変革しようとする。

5-2．現状の維持か、それともよりよい社会か
この二つ目の軸は一つ目の軸からの必然として

したがって、コミュニティの多様性を担保し、マ
イノリティの声を響かせるには、公正型が求められ

生じる。モラル型とスキル型はコミュニティ・ニー

ることになるが、公正型もそれ自体で完結すると、

ズをサービスの担い手と受け手の問題として個人

必ずしも具体的な行動を重視しないために、口だけ

の中に閉じこめる。（道徳的・能力的に）変わるべ

達者で社会を批判して自分は何もしない人間にな

きは個人個人であると。一方公正型は、コミュニ

りかねない。他者とのつながりをつけるためにはモ

ティの編成自体に問題を含んでいると考えるので、

ラル型・スキル型とのバランスの取れた統合が求め

変わるべきはコミュニティそのものだと見なされ

られるだろう。

る。ここに、今ある社会構造や価値観を維持しよう

３つの市民像は必ずしも背反する概念ではなく、

とするのかそれ自体を変えていこうとするのかと

同時に追求されうるものである。しかしたとえば、

いう違いが生じる。

「モラル型」が「スキル型」や「社会変革」の視点

モラル型、スキル型に共通するのは、現状維持を

を持たないとき、サービス・ラーニングは、人と人

志向する静的な社会像である。共通の善なるものが

とのつながりやコミュニティの多様性を保障しな

予め決まっており、それを実現することがめざされ

い。求められるのは３者それぞれのよい側面を同時

るのである。そしてその共通の善とは、今日の多

に備えていること、もっと言えば公正を志向する市

文化社会の多様な価値観を包含するよりは、特定

民が参加を通じてモラル型とスキル型と統合され

の集団の価値観を反映したものとなりがちである。

ることである。池田（2005）は、次のように述べる。

コミュニティのニーズも同様に、予め支配集団の価
値観を反映したよい社会像があるのだから、それを

サービス・ラーニングに参加した生徒たちは、

スムーズに運営するための補完作用を持つものに

その経験を通じて、
自分たちが生活しているコミュ

なる。責任を持って社会に貢献するにせよ、自分の

ニティの中の問題を知ることになる。それだけで

力を生かして参加によってコミュニティをつくっ

なく、その経験を通して、自分とは異なる人々の

ていくにせよ、行うべきことは予め決まっており、

境遇に思いをはせ、そのような人々の境遇をつく

それは当然のごとくマジョリティの考えたニーズ

り出している社会的な要因にも思いを巡らすこと

なのである。

になる。それはデューイが「共感性」と呼ぶとこ

これに対して、公正型は今ある社会構造自体の正

ろのものである。すなわち「人々が共通にもって

統性に投げかける。これまで届いていなかった少数

いるものに対する洗練された想像力であり、人々

派の声をもとにコミュニティのニーズを編み直す

を不必要に分裂させるどんなものに対しても逆ら

ことがここではめざされる。より公正な社会をつ

う反抗」
（
『民主主義と教育・上 p.194-195』
）とし
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ての共感性である。このような共感性を一人ひと
りの人間が備えるようにすること、社会的な障壁

みすず書房．）
Boyer, E. L. 1983. High School-A Report on Secondary

を永続させるのではなく、それらを矯正し変革す

Education in America.（＝ 1984．天城勲・中島章夫監訳．

る過程に参加する人間を育てることが、教育の重

アメリカの教育改革．リクルート．）

要な課題として再び認識されつつある。

Coleman, J. S., Ernest Q. Campbell, Carol J. Hobson, James
McPartland, Alexander M. Mood, Frederic D. Weinfeld,

一人ひとりがその存在を認められ、他者の声に

& Robert L. York. 1966. Equality of Educational

耳を傾け、コミュニティの変革を担いながら成長

Opportunity. U. S. Government Printing Office.

できる環境をつくりあげること。そのための手段

Corporation for National Service, Students in Service to

としてサービス・ラーニングを考えていくことが

America, Washington, D. C.

求められるだろう。
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市村尚久訳．学校と社会．学校と社会・子どもとカ

を目的にボランティアを派遣する。

リキュラム．講談社学術文庫．57-258.）

２）Volunteers In Service To America「米国貧困地区奉仕活

Furco, A. 1996. “Service-Learning: A Balanced Approach to

動」。貧困地域にボランティアを送り職業訓練にあ

Experiential Education,” Taylor, B. (Eds.), Serving and

たらせる計画。1964 年発足。

Learning, Washington, D.C.: Corporation for National

３）1993 年、クリントン大統領により国内版 Peace Corps

Service.

として創設。多くの若きボランティアたちに数多く

池田寛．2005．人権教育の未来．解放出版社．

の地域貢献の機会を提供している。

河野哲也．2011．道徳を問い直す：リベラリズムと教育

４）ただし、ピアジェの理論は学習者の主体的な対象へ
の働きかけを強調する点においてサービス・ラーニ
ングに影響を与えていると考えられているのだが、

のゆくえ．ちくま新書．
経済産業省．2006．シティズンシップ教育と経済社会で
の人々の活躍についての研究会報告書．

一方で他者の影響力を相対的に軽視している。しか

小玉重夫．2003．シティズンシップの教育思想．白澤社．

し後に見るようにサービス・ラーニングは他者との

仁平典宏．2005．ボランティア活動とネオリベラリズム

交わりのなかで学習が進むと考えられ、このことか

の共振関係を再考する．社会学評論 56(2)：485-499．

らすると、ピアジェよりもむしろヴィゴツキーから

品川区教育委員会．小中一貫教育要領．

サービス・ラーニングを読み解く方が適切であると

Putnam, R. D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival

思われる。ヴィゴツキーが最近接発達領域の概念で
説明しようとしたことは、まさに異なる他者との＜
交通＞によって学習が進むということであった。

of American Community, New York: Simon and Schuster.
Sigmon, R.1994. “Serving to Learn, Learning to Serve,”Linking
Service with Learning, Chicago: National Institute on
Learning and Serving, Council for Independent Colleges.
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The Relationships between Service Learning and Citizenship Education
Ken Wakatsuki
(Kansai University)
The purpose of this paper is to examine the relationships between service learning and citizenship education, so to
describe the potentiality of service learning. Service learning is crucially important to citizenship education because the
learners will encounter the problems of community. The supporters of Citizenship education sometimes criticize service
learning because of its luck of attention to the diversity of community. To overcome such aporia the practice of service
learning must include not only service but also learning and to do so, the learner must notice the injustice of social
structure.
Keywords : service learning, citizenship education, diversity, participation
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International Service Learning: Rhetoric and Reality as Seen from the Field
Diane Musselwhite（Poole Gakuin University）

Abstract
International Service Learning (ISL) has gained much attention in recent years as a promising pedagogy for intercultural and
global learning. Serious questions, however, have been raised about its basic principles and their feasibility. In this paper,
I describe the evolution of one program carried out in Nepal by Poole Gakuin University of Osaka, Japan over the last 17
years. Then I review the range of program-types that fall under the heading of international service learning and the current
understanding about how ISL should be defined. I next discuss recent research on ISL student outcomes and turn to questions
raised by practitioners about the rhetoric and reality of key service learning concepts such as “service,” “reciprocity” and
“partnerships.” I conclude with a discussion of “producing mutuality” (Crabtree 2008:26) and argue that this requires on-going
dialogue and adjustment with the partner-institutions who quite often have an entirely separate agenda of their own.
Keywords : international service learning; critical service learning

１．Introduction

service learning theory and practice. I discuss the Nepal

In 1998 (1997 school year) the Intercultural Studies

program as I have known it through my experience of

Program of Poole Gakuin University began an

being a participant-observer on two different occasions

alternative-break program for 2 credits in Pokhara,

in 1999 and 2012, the supervising faculty twice in 2000

Nepal. The initiator of the program was a professor of

and 2003, and the head of the Poole committee that is

Japanese language education, Matsuda Hiroshi, with

responsible for this and other overseas programs for six

extensive experience in education-related programs

years. Next, I review the range of program-types that fall

in South and Southeast Asia. He had met members of

under the heading of international service learning (ISL)

a Nepalese NGO, ESODEC (Educational and Social

and how it is currently defined (Bringle & Hatcher 2011:

Development Center Nepal), and they started to discuss

19). I then discuss recent research on student outcomes

a collaboration between Poole Gakuin University and a

and turn to questions raised by practitioners about the

local “secondary” school in Pokhara. For the first year,

rhetoric and reality of key service learning concepts.

Professor Matsuda brought university students to this

Service learning can be a transformational experience for

school to introduce basic Japanese language and culture,

students, but “producing mutuality” (Crabtree 2008: 26)

and the Nepalese students, ranging from late elementary

in the partnership can be just as transformational for the

to middle school ages, introduced their own culture to

faculty and host participants.

the Japanese students. When this program started, the
Pokhara school consisted of only 7 bare classrooms
packed, during the regular instruction, with at least 60

２．The Evolution of Pooleʼs Nepal Program
Over 17 years

children crowded onto benches in each class. Over the

Before departing for Nepal, Poole students met to

17 years in which this program has been continued,

prepare for their trip by studying about Nepal and

much has changed about the Nepalese school and Poole’s

Nepalese language and creating their own textbook for

relation to the school and its community.

teaching introductory Japanese language and culture.

In this paper, I will describe the evolution of this

The first year of the Nepal program students stayed in

program over these 17 years and our discovery of

Nepal for one month from the end of February to the
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end of March. They spent several nights in Kathmandu,

the airline’s cooperation for the complimentary extra

the capital of Nepal, where they toured historic sites

baggage allowance to transport the equipment for these

such as Batan and Bhaktapur. Then they boarded an un-

educational volunteer activities. In subsequent years, the

air conditioned diesel bus, luggage loaded on top, for

Poole alternative break program was scheduled annually

the five to ten hour trip, depending on traffic accidents

for three weeks from late August to mid-September.

or other delays such as land slides, through the river

The baseball program was popular among young

valleys on the road to Pokhara. The host in Pokhara was

boys in the district. Barefooted children would show up

a member of the Nepalese NGO ESODEC and the owner

and begin practice by chasing the cows, chickens and

of a guesthouse, accommodating about twenty students

other livestock off the fields. Over the next fourteen

and two teachers.

years, with the exception of 2005 when the program was

During their stay in Pokhara, students team-taught

cancelled due to Maoist activities in Pokhara, both the

lessons of basic Japanese for two hours each morning

Japanese language-and-culture program and the baseball

from 7:00 to 9:00. The secondary school teachers

program continued. During this period, some graduates

selected the children who had applied to participate based

of Poole returned to Pokhara for half a year or more to

on their grades and satisfactory conduct. After morning

volunteer as baseball coaches. Eventually four schools

lessons, the Japanese students returned to the guesthouse

were sending children to learn baseball during the

for breakfast. Then they were given free time that often

summer Poole programs, and the boys who were taught

included tasks such as hand-washing their own clothes or

in the early years were beginning to wonder what future

were taken on excursions to learn about local culture. In

would baseball have in Nepal or if they themselves could

the late afternoon Nepalese folk dancing classes would

possibly earn a living playing baseball.
Discussions about this and the future of the baseball

be followed by preparations for the next day.
In order to complete the two credits of this academic

program resulted in the graduates of Poole University

program, student had to write a report about their

founding an NPO called Club Laligurans (www.

experience and visit a local elementary school back

nepalbaseball.net) in 2004. Club Laligurans solicits

in Japan where they introduced Nepalese culture to

donations of money and equipment to support the

Japanese children.

activities in Nepal and promote Nepalese participation

By the end of this first collaboration in Pokhara,

in international baseball exchanges. There was much

the Japanese and Nepalese teachers and the ESODEC

excitement in 2010 when one of the Nepalese players

members started to explore ways of involving the male

was accepted into the Japanese minor league in Osaka.

students more actively in the program. They decided to

As recently as August of 2014 Club Laligurans sponsored

include a new activity the following year -- introducing

a baseball exchange event at the Osaka University of

baseball to students at a different local secondary school

Economics, Osaka, Japan for baseball players from

that was developing its sports program.

Pokhara.

Although

cricket and soccer were popular in Nepal, this would

In these early years of the programs in Nepal, we had

be the first time that baseball was taught and played in

never heard of service learning. My Japanese colleagues

Nepal.

conceptualized their program using the concept of kyodo

In 1999, the second year of the program, two trips

（協働）, translated as collaboration. In “kyodo”, it was

from Poole to Pokhara were carried out, a three-week trip

explained, two or more groups from different cultures or

from February to mid-March with eleven students and a

backgrounds collaborate as equals to resolve a problem

three-week trip in September with thirty-eight students.

or issue that they share in common. The results of this

By the September trip, the baseball program was well

joint-project should benefit not only themselves but

under way with Japanese students soliciting donations

people more generally – the common good.

of bats, balls, gloves, uniforms and other equipment

On my first trips to Nepal, I witnessed many student

from Japanese sports-related companies and securing

participants whom, given the chance to have their
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fundamental assumptions challenged, would return

early 1990s and in 1994 the first journal for research

to Japan to pursue their studies with new interests,

on community service learning was launched at the

perspective and self-knowledge. Unfortunately this

University of Michigan (Michigan Journal of Community

was not the case for every student. Some had resisted

Service Learning). As universities in the United States

understanding the experience and others had their

have faced political pressure to become more engaged

stereotypes reinforced. I began to search for ways to

with their local communities, the field of service learning

maximize the educational benefits of these programs for

and community engagement has thrived and 25% of

as many students as possible. What kinds of learning

universities have established service-learning programs

were occurring during the kyodo experience? How

(Butin 2010). Efforts have subsequently included

could we effectively introduce students to the concept

applying service-learning classes to study abroad

of kyodo in a global context when grasping the meaning

programs and international studies as the mission of civic

of kyodo depends so heavily on students’ reactions to

engagement has been broadened from local to global

and understanding of intercultural processes? What did

(Bringle 2011: xiii). Despite this, conceptualization

we need to be doing as educators to make this entire

of and research on International Service Learning has

experience more salient for the students?

lagged behind that of domestic service learning. Since

It was around this time that we were introduced to

2010 many new publications have appeared to advance

service learning theory and practice. It seemed that

the research agenda of international service learning

all the basic premises of the pedagogy of international

(ISL), including the 2011 release of “International

service learning – collaboration, reciprocity, a goal

Service Learning, Conceptual Frameworks and

of learning and changing participants’ perspectives

Research” by Robert G. Bringle, Julie A. Hatcher and

including their intercultural sensitivity – matched the

Steven G. Jones.

philosophy of having a kyodo experience. Service

International service learning encompasses a wide

learning added the element of structured reflection and

spectrum of programs and activities that make it

after we had established a domestic and an international

difficult to define or study. It can include study abroad

service learning program at Poole, we also followed the

or alternative break programs. These can begin with

lead of many American service learning programs and

classes or studies at the home university that include

created a leadership program.

a few weeks or a semester in a foreign setting or at a

As the leadership program developed, upperclass

foreign university. The faculty can be foreign faculty

students who had already experienced the Nepal trip

from the host country or home faculty that travel with

were recruited to return a second time to serve as leaders.

the students. Language instruction may or may not be

They are required to take a seminar on leadership training

included. Special competency-based activities such

before going. These students help the instructors with

as nursing or medicine or engineering projects may be

practical preparation and oversight of students during the

involved. Or the activities may entail unskilled hard

program. In Nepal instructors meet daily with leaders to

labor, educational or cultural exchanges, or research-

reflect on the day’s activities, discuss the overall plan and

based service projects. Some academic programs such

any group dynamics that need monitoring.

as a teaching or social work program may allow their
students to do a practicum in an international setting.

３．International Service Learning: a
Deﬁnition

In their review of such programs, Jones and Steinburg

Service learning as a pedagogy has existed for over

both advantages and limitations. Thus far, the research

thirty years in American education and has its roots

exploring their relative impact and effectiveness has yet

in experiential education and the philosophy of John

to be carried out (Jones 2011: 107).

found that these variously structured programs have

Dewey (Giles & Eyler 1994: 77). Research on service

In their attempt to conceptualize and define

learning in higher education started to proliferate in the

“international service learning,” Bringle et al. examine
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three different educational domains – service learning,

group defined in 2009, and international service learning

study abroad and international education -- each

based on their analysis in 2011.

domain separately and then in terms of their respective
intersections (2011: 4). They ask what are the qualities

４．The ISL Experience

of each one and how do these relate to international

What do students gain from ISL experiences and

service learning? For example, service learning has four

how is that different from a domestic SL encounter?

relevant qualities: 1) it is an academic activity; 2) the

As mentioned above, there are many types of ISL

service activities must be “educationally meaningful”

programs and experiences, including those that overlap

for students but also relevant to the community partner;

with study abroad. Most ISL programs aim to increase

3) structured reflection must be designed into the service

students’ intercultural understanding and awareness of

learning; 4) one goal of the class is teaching civic

global conditions, as well as promote citizenship and

responsibility to the students (Bringle 2011: 5-6). In

leadership skills (Berry et al. 1999). Recent research

contrast the goals, objectives and program types for

has demonstrated that ISL involvement enhances civic

study abroad vary enormously from programs that give

participation skills (Schensul et al. 2004) and develops

students extensive pre-departure preparation to those

student’s understanding of diversity (Camacho 2004).

that assume “if the study is in an international setting,

Additionally, a longitudinal case study by Richard Kiely

then international learning must be occurring” (2011:

in 2004 demonstrated significant changes in students’

14). International education, too, encompasses varied

worldviews in terms of political, moral, intellectual,

and overlapping emphases of study from intercultural

personal, spiritual or cultural dimensions (Kiely 2004).

competence to global awareness, global learning,

Other small case studies have reported outcomes

development studies, and may include a technical field

such as students who changed their career goals or

or area study (2011: 10). A common denominator for

academic course of study (King 2006; Pisano 2007;

international education, and for service learning as well,

Lewis & Niesenbaum 2005) as a result of their ISL

is the concept of global citizenship. Upon analysis of

experience. However, whether these outcomes are due

the intersections of these three educational domains,

to the international setting or could be attained through

Bringle et al. find that all three “combine and contribute

domestic service learning remains unresolved (Niehaus

to form a unique pedagogy”, which they choose to label

& Crain 2013: 32).

“international service learning” (2011: 18). They define

One difficulty in comparing ISL and domestic
SL programs has been finding programs that have

ISL as:
A structured academic experience in another

comparable structure and objectives. Another problem

country in which students (a) participate in an

has been when international versus domestic student

organized service activity that addresses identified

outcomes have been examined, they fall short of

community needs; (b) learn from direct interaction

“exploring the different types of experiences that students

and cross-cultural dialogue with others; (c)

may have in international and domestic programs, which

reflect on the experience in such a way as to gain

may mediate the relationship between program location

further understanding of course content, a deeper

and outcomes” (Niehaus et al. 2013: 34).

understanding of global and intercultural issues,

comparing similarly structured international and domestic

a broader appreciation of the host country and the

alternative break programs, Niehaus and Crain use data

discipline, and an enhanced sense of their own

from the 2011 National Survey of Alternative Breaks

responsibilities as citizens, locally and globally

(NSAB), a multi-institutional survey of alternative break

(2011:19).

(AB) participants. They wanted to understand if there

In a study

were any significant differences in the “experiences
The italicized phrases reflect the differences between the

of students participating in domestic and international

definitions of domestic service learning, that Bringle’s

Alternative Break service-learning trips” (2013: 34).
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The experiences on which they focused were derived

intentions to volunteer, engage in advocacy, and travel

from previous research on alternative breaks, domestic

abroad” (2013: 38). The authors conclude by asserting

and international service learning and study abroad

that their findings contradict the “claims that students

programs. Identified variables were: service engagement,

can have the same cross-cultural experience within the

community engagement, community/staff interaction,

United States as they have abroad” (2013: 38).

community/staff/student difference, community/staff/

These results make even more sense in the case of

student learning, intensity of the experience, emotional

Japan. Students may have an intercultural experience

challenge, physical challenge, social issues, reflection,

when they participate in a domestic service learning

journaling, orientation, reorientation. The student’s

activity in a day-service center for the elderly or a school

experience of each of these variables was examined in

program for immigrant children, as they do in Poole’s

detail. For example, in the case of service engagement,

service learning program. However, these domestic

a six-item scale was used to “reflect the extent to

intercultural experiences do not come close to the impact

which students felt that they were making positive

of traveling to Nepal and witnessing first-hand a rural

contributions, had important levels of responsibility,

school with bare facilities and overcrowded classrooms,

were active participants rather than observers, engaged

children who are thin, shoeless and poorly dressed, but

in a variety of tasks, and received input and appreciation

eager to learn anything that others have to teach. Which

from on-site supervisors” (2013: 35).

program – domestic or international – has the more

Their analysis found significant differences for most

lasting impression is quite clear to the teachers at Poole.

of the above variables when comparing international
versus domestic. The exception was “the extent to which
students felt physically challenged by their experience,

５．International Service Learning from the
Field

the extent to which they engaged in the service activities,

There is little question in the ISL and SL literature that

and their interactions with other students on their trip”

these programs benefit students in a variety of ways. As

(2013: 36). In terms of engagement with community

for the impact on partner institutions and communities,

and hosts and learning from them, learning about social

the contributions are less well known and some argue

issues, journaling and group reflection, orientation

that there are discrepancies between the rhetoric and

and debriefing, being emotionally challenged, having

the reality of ISL (Sharpe & Dear 2013; Crabtree 2008;

emotionally intense experiences and grappling with

Tilley-Lubbs 2009). Much more research is needed in

difference – on all of these dimensions, the students

this area and recent appeals for practitioners to “engage

showed higher measurements for the international

in critical reflection of the experiential aspects of their

service learning experience (2013: 36). In the discussion

ISL programs” are mounting (Sharpe & Dear 2013: 49).

of their results, Niehaus and Crain find that “students on

In addition, the assumptions embedded in the notions of

international trips reported higher levels of interaction

“reciprocity” and “service” become problematic during

and engagement with community members” (2013:

the actual program and require on-ground adjustments or

37). In this same study the ISL students also “reported

re-design of a future program. A related issue concerns

learning more from both community members and host

the “partnership” itself and the NGOs that often function

site staff”. Although changes in intercultural awareness

as intermediaries between the service-learner and the

were not measured in the Niehaus and Crain study,

community. Let’s begin with the concept of reciprocity.

these higher levels of interaction and learning in an

Reciprocity, an underlying principle of both domestic

intercultural setting have been reported by others arguing

and international service learning, implies respect,

that ISL magnifies cross-cultural learning. Moreover,

collaboration and exchange between the server/learner

learning from community partners has been “shown to be

and the receiver of the service (Sharpe & Dear 2013:

a significant predictor of the influence of the Alternative

53). As SL theory has evolved, the ethic of reciprocity

Break experience on students’ major, career plans and

has come to be understood as creating an environment
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in which both sides are learning, and are involved in

equipment that the students collect in Japan and donate

the creation of that learning, and the dichotomy of

to the Nepalese schools.

serving/being served becomes indeterminate (2013: 53).

As Sharpe and Dear point out in their analysis of their

However the assumption that both sides are equal and

own “points of discomfort” in the relationship with their

that the relationship is mutually beneficial can become

host partner, there is a concern that

quite problematic during the course of an overseas
relationship. What does a “fair exchange” mean? In

the frame of reciprocity, may in fact be masking

the case of the Poole ISL program, the agreed upon

unequal power relations operating at both the micro

collaboration was an educational exchange. Poole

and macro levels (Heron, 2006). At the very least,

students would be given the opportunity to experience

we are concerned with how the frame of reciprocity

the world of a secondary school in Pokhara in exchange

organizes service-learning partners into the binary

for conducting a short-term teaching course on Japanese

of “us” and “them,” maintains a distance between

language and culture or coaching baseball. However,

partners, and reproduces, we believe, the notion of

there have been built-in contradictions and asymmetries

the partner as Other. (2013: 53)

to this collaboration from the beginning. For example,
the NPO members hosting the Japanese university are

How to “produce mutuality” is something that must be

people who also work in the tourist industry. Every

worked out during the course of the relationship with the

year a negotiation occurs over the prices for hotels,

host partner (Crabtree 2008). In their program in Cuba,

guesthouses, domestic land or air transportation,

Sharpe and Dear became much more selective about the

receptions and other special occasions. While the NPO

type of NGO with which they would cooperate and more

members donate their time during the actual program

openly communicative with their hosts about how to

at the schools, they also have a personal interest in the

equally share the necessary duties that took place during

success of this kind of educational program and it is a

their work camp.

source of income for them. Negotiations with the NPO

Next, the problem with the notion of “service” mirrors

representatives have been tense at times. Recently

the predicament of reciprocity. Service implies that

as the NPO membership has undergone changes, the

someone will take action, usually of a helping kind, on

university has distanced itself from the NPO and taken

behalf of a second party, thus placing the role of server

the opportunity to make the bidding process for the

in a superior position to that of the receiver (Sharpe &

students’ stay more competitive. The university now

Dear 2013: 55; Steinman 2011: 7).

works directly with the school and the guesthouse owner

encountered this dilemma when they had asked a local

to plan the program.

Cuban NGO to arrange a day of service as part of their

Sharpe and Dear

At the school, itself, the principal and participating

educational tour. The group of 17 students and two

teachers have had ambitious plans for the exchange that

instructors were taken to a small middle school where

included sending some of the Nepalese teachers on a

they spent the afternoon digging up a courtyard for a

study tour to Japan.

Like the NPO members, the local

garden. The school officials, however, had not known

school administrators and teachers have seen Poole

that they were coming and had not really prepared for

University as a source of aid beyond what we could

the “service”. As they left, the NGO representative

supply. While the university did invite the principal to

asked them “So, was that what you wanted? To get your

Osaka in the early years of the program, the university

hands dirty?” Embarrassed by this unsuccessful day of

has not been able to afford additional trips to Japan. The

service, the instructors reflected on the fact that they had

organizers on the Japanese side, in fact, do everything

paid this NGO to organize the day’s plans and perhaps

possible to make the trip affordable for the students

inadvertently caused the NGO to perceive them as

and have avoided entering into a relationship based

needing or “desiring to serve.” Had the NGO taken these

on donations. The exception to this is the baseball

ill-planned measures in an attempt to accommodate their
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foreign guests? As a result of this experience, Sharpe

about the interaction, although the relation of power

and Dear resolved to examine the NGOs more carefully,

is still present, students become able to “process the

especially the NGOs’ relationship to the communities

interaction and critically theorize it in light of” themes of

with which they wanted to collaborate. After reflection

power and privilege (Camacho 2004: 33). This ongoing

on other uncomfortable episodes conjuring reminders

process of negotiation on the content and meaning of the

of privilege and domination during their stay in Cuba,

service, on the one hand, helps to address the inequality

Sharpe and Dear decided that for the following year’s

inherent in the notion of service and, on the other hand,

program, they would replace the notion of service

becomes an opportunity to teach students about the

with the concept of solidarity – a concept that is a core

cultural differences and historical complexities in the

principle of Cuban society. This shift helped them

conceptualization of service. In the case of Sharpe

emphasize the encounter itself as the goal rather than

and Dear, they changed their preparation for the Cuban

focus on the service activity, i.e., bringing them closer to

service-learning trip and focused more not only on the

mutual collaboration (2013: 55).

positive aspects of ISL, but worked “to help students

Other writers have also dealt with the issue of culture-

deconstruct their ‘desire to serve’ (Heron 2007) by

bound notions of service and the need to find a mutually

exposing students to the positive as well as critical

acceptable working definition of ‘service.’ Simonelli,

scholarship on international service-learning, and at the

et al., describe an American service-learning trip to the

end of the course, asking that they write about the impact

Zapatistas communities in Chiapas, Mexico and the

that they had on Cuba and the impact that Cuba had on

problem that arose with the student participants. In one

them” (2013: 56).

community the students objected because they were

Finally, some writers question the university’s

simply socializing, cooking and picking coffee with

mission of “fostering global citizenship” and promoting

their hosts rather than engaging in physical work. How,

internationalization through service learning programs as

the students wanted to know, could this be service?

a strategy of governments and businesses to maintain the

(Simonelli et al. 2004: 43). Simonelli describes the

West‘s (and Japan’s) competitive edge and dominance

significance of their experience for the Zapatistas:

over less developed countries – a contemporary
colonialist project (2013: 54). However, for the tribal

Our hosts define service as the visit itself. Our

native American nations with which Steinman worked,

service … is to bring students who in turn provide

the nations “demanded a clear acknowledgement of

the service of internalizing what they are doing,

indigenous sovereignty and their status as nations-

socializing within the community, playing with the

within-nations… Instead of inequality within familiar

children and the elderly, eating their foods with

critical analytical frameworks highlighting race, class, or

them, participating in their expressive activities, and

gender, service-learning with tribal nations generates an

generally giving their isolated lives the temporary

alternative decolonizing model that calls into question

feel of an international festival. (2004: 51)

the very premise of United States territorial supremacy,
non-indigenous students’ (and faculty members’)

The “service” that has occurred is the cultivation

identities and national narratives” (Steinman 2011: 9).

of international solidarity. The solidarity has been

The new metaphor for service that Steinman proposes

facilitated by the willingness on both sides to sustain

is “making space,” meaning students and faculty are

a relationship in which “even the nature of the service

required to think outside of their usual frameworks, hear

is a shared construction and not something we bring

indigenous people and have “intercultural dialogues with

whole cloth into the service locale. It continues with

them, on their conditions, and through their concepts and

the in-field process of negotiating the service” (2004:

processes” (2011: 11). The service-learning partnership

54). Moreover, Comacho points out, if the experience is

becomes deeply de-colonizing and community-centric in

“sustained” and students are encouraged to be reflective

this case.
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In the Poole-Nepal partnership that has continued
for over fifteen years, the relationship remains cordial

Education, Critical Issues and Directions. New York,
N.Y.: Palgrave Macmillan.

and mutually beneficial. If the Nepalese side has had

Butin, Dan W. 2010. Service-Learning in Theory and Practice,

moments of discomfort, they have not been openly

The Future of Community Engagement in Higher

expressed to us, despite being given the opportunity to

Education. New York: Palgrave Macmillan.

speak frankly. Even though we have not always been

Camacho, Michelle Madsen. 2004. Power and Privilege:

able to accommodate their requests for how the program

Community Service Learning in Tijuana, Michigan

could develop, they nevertheless, wish to continue. At

Journal of Community Service Learning 10(3): 1-42.

the celebrations of the 15th anniversary of our partnership

Crabtree, R. D. 2008. Theoretical foundations for international

in 2012, I took the opportunity to interview the school

service learning, Michigan Journal of Community Service

officials, some teachers and some community leaders

Learning 14(3) : 18-36.

about the impact that this sustained relationship has had

Dostilio, Lina D., Sarah M. Brackmann, Kathleen E. Edwards,

on the school. Over the last 15 years, the school has

Barbara Harrison, Brandon W. Kliewer and Patti H.

tripled in size, introduced a “college” of grades 11 and

Clayton. 2012. Reciprocity: Saying What We Mean and

12 and has increased its status in the local community

Meaning What We Say, Michigan Journal of Community

to the point that it can attract students that once attended

Service Learning 19(1): 17-32.

private institutions. The new construction was partly

Giles Jr., Dwight E. and Janet Eyler. 1994. The Theoretical Roots

funded by Japanese NGOs, but most of the financing

of Service-Learning in John Dewey: Toward a Theory of

for the new structures came from the local community.

Service-Learning, Michigan Journal of Community Service

According to administrators and community leaders, the

Learning 1(1): 77-85.

annual program with Poole had a significant effect on

Jones, Steven G. and Kathryn S. Steinberg. 2011. An

the attitude of the local community towards the school.

Analysis of International Service Learning Programs”

Neighbors have seen a busload of Japanese students

in R. G. Bringle, J. A. Hatcher, and S. G. Jones (eds.),

arriving at the school for the 2-week classes year after

International Service Learning, Conceptual Frameworks

year and this has enhanced the prestige of the school.

and Research. Sterling, Virginia: Stylus Publishing.

In short, while there may have been various strains and

Kiely, Richard, 2004. A Chameleon with a Complex: Searching

asymmetries underlying the relationship with Poole, at

for Transformation in International Service Learning,

the same time, this secondary school has always had its

Michigan Journal of Community Service Learning 10(2):

own agenda for continuing this program – an agenda of

5-20.

which we were not necessarily aware. Even though we

Kiely, Richard. 2005. A Transformative Learning Model for

have tried to ensure that the nature of our “service” with

Service-Learning: A Longitudinal Case Study, Michigan

the Nepalese side has been a shared construction, the

Journal of Community Service Learning, Fall 2005, pp.5-22.

process of developing and sustaining a relationship over

Lin, Phylis Lan (ed.). 2011. Service-Learning in Higher

many years – “producing mutuality” (Crabtree 2008: 26)

Education: National and International Connections.

-- inevitably entails understanding the power dynamics

Indianapolis, IN: University of Indianapolis Press.

and keeping the lines for dialogue open.

Niehaus, Elizabeth and Lena Kavaliauskas Crain. 2013. Act
Local or Global?: Comparing Student Experiences in
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特集：サービス・ラーニングの可能性
サービス・ラーニングとリフレクション：目的と手段の再検討のために

サービス・ラーニングとリフレクション：目的と手段の再検討のために
和

栗

百

恵（福岡女子大学）

【要旨】

・・ ・

2000 年代からの文科省の政策誘導により、かつてない規模で、様々なサービス・ラーニング（SL）や「SL 的」
取組が大学で展開されている。実践の積み上げから目的、手法、学習成果の検証をする取組も、今後始めよ
うとする・始まったばかりの取組もある。「SL」という名を冠さずとも、
「地域での課題解決」と「学生の学び」
を両輪とした「全学的な」取組の広がりを前に戸惑いもある。本稿では、まず、日本より先に SL 取組が進ん
だ米国大学の実践研究の知見から、SL とその学習成果、リフレクションの意義について簡潔に確認する。次に、
クリティカル・リフレクション実践のモデルを示した Ash & Clayton (2009a) を用いながら、学びを生み出し、
深め、記録するリフレクションのデザインについて、実践的になるよう留意しつつ解説、例示する。最後に、
取組が増えつつある一方、SL やリフレクションが、これまでの大学教育に対して反規範的なゆえに認知的不
協和を抱かれること、しかし、質の高いリフレクションが「変容的な学び」の局面になり得ることを指摘し
ながら、SL やリフレクションを導入することの意味を問う。
【キーワード】サービス・ラーニング、リフレクション、クリティカル・シンキング、学習設計、COC 事業

１．はじめに

称（「SL」、「フィールドワーク」
、「フィールドスタ

過去 15 年ほどに渡る日本の大学教育改革のうね

ディ」
、
「アクションラーニング」、
「インターンシッ

りの中で、体験的な学習機会を用いた教授法・学習

プ」等）やカリキュラム上の位置づけ、期間や活動

法が注目を浴び、今日、大学では様々な目的や方法

内容等も多様な取組が明らかにされている。

のもと多様な体験活動を伴う学習実践が展開され

国内外を問わず、
「SL」を含む体験を用いた様々

ている。サービス・ラーニング（SL）もまたその

な学習取組は、「ティーチングからラーニングへ」

ような学習実践のひとつであり、SL を取り入れる

のパラダイムシフト、
「学生の主体的・能動的な学

大学も飛躍的に増えている。

び」や「学生の職業的・社会的自立」を促すための

2000 年代半ばから、文部科学省「特色ある大学

アクティブ・ラーニング、さらには「グローバル人

教育支援プログラム（特色 GP）および「現代的教

材育成」等、主に学生の学びや成長を促すという文

育ニーズ取組支援プログラム（現代 GP）」、経済産

脈で導入が進んできたと言えるだろう。

業省「社会人基礎力グランプリ」枠組等にも牽引さ
れつつ、体験的な学習の実践が様々な呼称（
「SL」、

これに対して、2013 年度から始まった文部科学
省「地（知）の拠点整備事業（COC）」では、「自

「コオプ教育」、
「プロジェクト型学習（Project-Based

治体を中心に地域社会と連携し、全学的に地域を志

Learning）」等）のもと実践されてきた。国内のみ

向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を支援

ならず、海外体験学習も 2000 年代以降様々な形

することで、課題解決に資する様々な人材や情報・

態で広がりを見せている。2004 年に発足した「大

技術が集まる、地域コミュニティの中核的存在とし

学 教 育 に お け る『 海 外 体 験 学 習 』 研 究 会（Japan

ての大学の機能強化を図る」2）ことを目的として掲

Overseas Experiential Learning Network, JOELN）」は、

げ、「大学での学びを通して地域の課題等の認識を

外国語の習得ではなくフィールドでの体験を主た

深め、解決に向けて主体的に行動できる人材」3）を

る目的とし、大学がマネジメントを行う海外体験学

育成するとしている。つまり、学生の学び・成長と、

1）

を取り上げた年次研究大会や定例会を開催し

地域の課題解決の両方の実現を明確に打ち出した

ているが、そこでは全国の大学で実施される、呼

構想となっている。COC 事業は、2014 年 10 月現

習
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在、全国 775 大学 4）のうち 77 大学で実施されてお
5）

最後に、政策誘導で取組が増えつつある一方、

り 、採択大学の取組には、地域の課題への認識・

SL やリフレクションが、これまでの大学教育に対

解決に資する学習方法として「SL」という呼称を

して反規範的（counter-normative）であるがゆえに

冠したものだけではなく、地域での「課題解決型学

認知的不協和（dissonance）を抱かれること、しかし、

習（Problem-Based Learning）」や「インターンシップ」

質の高いリフレクションが「変容的な学び」の局面

と呼ばれるもの、さらには既存のゼミ学習や卒業研

にもなり得ることを指摘しながら、再び SL やリフ

究等科目にも地域の課題発見・解決を組み込んだも

レクションを導入することの意味を問う。

のが多く見られる。
このように、2000 年代からの多様な体験的学習

２．SL の学習成果とリフレクション

取組の広がりをベースに、2013 年度からの COC 事

Felten & Clayton (2011) は、New Directions for Teaching &

業枠組の牽引によって、様々な大学で、かつてない

Learning 誌 の「Evidence-Based Teaching（ 科 学 的 根

・・ ・

規模で、様々な SL や「SL 的」取組が展開されている。

拠にもとづいた教授法）」特集号にて、SL と SL に

実践の積み上げから SL としての目的、手法そして

よる学生の学習成果に関する研究を総説している。

その学習成果の検証をより洗練させようとしてい

Felten と Clayton によれば、SL は、米国の高等教育

る取組もあれば、これから始めようとする、ある

機関において、地域貢献および市民性を育む教育使

いは始まったばかりのものもある。必ずしも「SL」

命への認識が増す中、市民としての（civic）学びと

という名を冠さずとも、
「地域での課題解決」と「学

学術的な（academic）学びをつなぐための中心的役

生の学び」を両輪とした「全学的な」取組に参加す

割を果たすようになり、多様な高等教育機関、学問

る教員の中には、戸惑いがある者もいる。

分野、そして課程（学部／大学院）で、実践の広が

そこで本稿では、まず、日本より先に SL 取組が

りを見せるに至っている。その実践に関する研究

進んだ米国大学における実践研究の知見から、SL

もまた、20 以上の学問分野別の SL ハンドブック 7）

とその学習成果、SL の要素として不可欠とされる

や SL に特化した学術誌 8）の発行、学会の発足 9）等

リフレクション（ふりかえり）6） の意義について

によって蓄積が進んでいる。そのような研究の蓄積

改めて簡潔に確認する。次に、クリティカル・リ

の中で、SL がもたらすインパクトやアウトカムに

フレクション（CR）について学習設計の観点から

ついての実証も進み（表 1）、今日、SL は学生の学

論じ、リフレクション実践のモデルを示した Ash

びや成長に寄与することが広く認識されている。

& Clayton (2009a) を用いながら、学びを生み出し

Felten & Clayton (2011) は、SL が、カリキュラム

（generates）、深め（deepens）、記録する（documents）

上の位置づけや他科目・複数年度に渡るプログラム

リフレクションのデザインについて解説する。そ

化の有無、社会参加・貢献活動の期間（短期／長期）

の折、特に、
「SL」や「SL 的」取組の担当者にとっ

や内容（直接／間接的）、「コミュニティ」の場所

て実践的な内容であることに留意する。
表1

（キャンパス内、大学が所在する地域、近隣、遠方、

米国における SL の学習成果に関する研究一覧

研究の内容

著者

SL 経験が、学部 1 年生と 4 年生（米国の大規模な学生調査 NSSE の調査対象）の深い学び（deep
learning）や個人の成長度合いに強い相関を持ち、経済的・社会的弱者とされる学生のみなら
ず全てのタイプの学生に大きなインパクトを与える。

Kuh (2008)

SL が、特に学生の成績（サービス活動とリフレクションについて、学生の十分な準備とテー
マへの関心がある時に特に成績向上が見られる）に正の影響を与える。学習目的や学習活動
が十分にデザインされた SL では、複雑な状況における多様な視点を検討できる能力を培う。

Astin et al. (2000)

統合的でリフレクションを多用した SL が課題発見・解決における複雑な分析力を培う。

Eyler & Giles (1999）

SL が、ブルーム・タキソノミー（Bloom, 1956）の最も低次のカテゴリーにある「知識」獲
得ではなく、高次のカテゴリーにある「分析」「統合」「評価」する能力を特に伸ばす。

Strage (2000)
Wurr (2002)
Mpufo (2007）
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SL は、個別学問分野内における知識獲得にも有効だが、その学問分野内におけるクリティカ
ル・シンキングの力を特に伸ばす。

Jameson, Clayton &
Ash (2013)

クリティカル・リフレクションが学習活動に十分に統合された SL は、市民性の涵養や個人 Ash, Clayton &
の成長に寄与すると共に、専門分野が扱う様々な概念を論理的に説明する能力も培う。学生は、 Atkinson (2005)
CR することを通し、
「いかに学ぶか」を学び、高次の推論やクリティカル・シンキングをす
る能力を培う。
SL 経験者の卒業後追跡調査から、SL や他のコミュニティ体験は、長期間の政治参加やコミュ
ニティとのかかわりを生み出す（特に、SL 教員と共に行うリフレクションによって活動が支
えられた場合）。

Astin et al. (2006)

SL 経験は、政治への関心、コミュニティとの連帯感、社会的責任感やコミュニティに根ざし
た生活への志向性、そしてライフ・スキル等を培い、市民性教育として有用。

Eyler (2010)

Pascarella &
Terenzini (2005)

SL は、市民としての社会への関与度合いを増す。
SL は個人の成長（自己効力感、霊的・精神的成長、アイデンティティ形成、セルフ・オーサー
シップ 10） 、モラルの発達、主体性、キャリア開発、リーダーシップ、ウェルビーイング）に
ポジティブな影響を与える。

Brandenberger
(2013)

SL によって、学生がそれまでやりとりをしたことがなかった人々や新しい経験に出逢うこと
が、学生の多様性受容度を増す。

Fitch (2005)
Jones & Abes (2004)

SL によって、学生がそれまでやりとりをしたことがなかった人々や新しい経験に出逢うこと
が、学生の共感能力を増す。

Lundy (2007)

SL が学生の自己効力感の増大に寄与する。

Astin et al. (2000)
Kahne &
Westheimer, (2006)
Stewart (2009）

SL は、学生が実社会の課題の複雑さをより理解することを促すが、それによって、学生が持っ
ていたある意味ナイーブな自信が喪失される。

Pascarella &
Terenzini (2005)

（注）Felten & Clayton (2011) から作成。

海外、オンライン等）
、パートナー団体の種類や大

なぐ、という大前提のもと、目的や方法、頻度や

小（草の根の活動から NPO や企業等）も様々に展

フィードバックのあり方も多様に実践されている。

開されつつも、以下の 3 点を共通項としていること

SL が、サービス（service、社会参加・貢献）活動

を指摘する（pp.75-76）：

と学び（learning）を接続する学習手法であり、リ

●学習目的（専門分野の知識および市民性涵養）と

フレクションがそのサービス活動と学びをつな

コミュニティの目的双方に効果を上げるもの

ぐものである 11） ことへの認識は定着しつつある

●学生、教職員、コミュニティ住民、コミュニティ

（Felten, Gilchrist & Darby 2006）。また、学生にリフ

組織、教育機関の間で、共有された目的を達成す

レクションを促すにあたってのモデルおよびガイ

るため、そしてお互いの能力構築のための、互恵

ドラインの策定、学生の学びを促すリフレクション

的な協働を伴うもの

活動の方法と構造化（日誌、ライティング、リサー

●有意義な学びとサービス活動を実現そしてする

チペーパー、プレゼンテーション等）についての整

ための、意図的に設計・実施されたクリティカル・

理、リフレクションが学生に与える効果の検証も

リフレクションとアセスメントを伴うもの

進んでいる（Campus Compact 2014）。さらには、リ

特徴の 3 点目で言及されている SL におけるリフ

フレクションによって、学ぶ場の創出とコミュニ

レクションもまた、サービス活動とラーニングをつ

ティの課題解決両方に資するような大学とコミュ
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ニティの互恵関係（reciprocity）がつくられ、強固

ぶ力」を涵養するものとして論じられている。Ash

にされる（Felten & Clayton 2011）と指摘されるよ

& Clayton (2009a) は、SL や他アプライド・ラーニ

うに、リフレクションは学生だけがするものではな

ング（applied learning

く、SL にかかわる教職員が行うものであり、教職

を最大化させるリフレクションとは、思考や行動の

員のリフレクションに関する研究も始まっている

質を改善し、思考と行動の関連を深めるメタ認知

（Harrison, Clayton & Tilley-Lubbs 2014; Clayton & Ash

のプロセスであるとする（p.27）。また、そのプロ

2005）。

12）

、応用学習）における学び

セスとして適切にデザインされたリフレクション
は、
「クリティカル・リフレクション（CR）」であり、

３．学びを最大化するためのクリティカル・
リフレクション

CR は、学びを生み出し（generates）、深め（deepens）、

3-1．リフレクションとクリティカル・リフレクション

した Felten & Clayton (2011) による SL と学習成果の

前述のように、リフレクションが、サービス活動

総説においても、CR と SL の学習成果が強い相関

とラーニングを接続する SL に欠かせないものとし

記録する（documents）ものと述べる（表 3）。前掲

関係を持つことを示した研究が紹介されている。

ての認識や実践が広がる一方で、リフレクション
は、未だ、日記や活動の説明、感傷的（touchy-feely）

3-2．学習目的と達成度評価が可能な学習目標の設

な内省といったイメージを教職員や学生に持たれ、

定と、学習目標に向かう CR デザイン

不必要とみなされることもある（表 2）。

Ash & Clayton (2009a) は、学びを生み出し、深め、

このような誤解は、
「リフレクション」あるいは

記録する CR には、注意深く意図的なデザインが必

「ふりかえり」が日常的・慣用的にも使用される言

要であるとし、そのデザインのための 3 段階を提示

葉であることと同時に、学習手法の一環で用いられ

している。すなわち：

たとしても、その日常的・慣用的な「リフレクショ

①求められる成果を決める（学習の目的や目標の設定）

ン」理解のまま実践されるケースが存在することに

②それら成果を達成するためにリフレクションを

起因するだろう。

設計する、そして

SL という学習手法における「リフレクション」
は、上述のような日常的・慣用的使用における「リ
フレクション」ではなく、SL における学習目的を
実現するために用いられる手法として、また「学
表２

③形成的かつ総括的な評価をリフレクションのプ
ロセスに織り込む
である（p.28）。
求められる成果、すなわち到達すべき学習目的

クリティカル・リフレクション：CR でないもの／あるものとは

CR でないものとは…

CR とは…

感傷的

分析的で厳密

日記に連ねるような、移ろっていく思考
や感覚

クリティカル・シンキング基準によって注意深く導かれる

批評・評価されるべきでないパーソナル
な意見や考え方

学びの証明として評価されうる論理展開がある

単に内省的である／自分ひとりだけで行
われる

思考は他者と共有された際に向上しうるものであるから、個人的である
と同時に他者と協働しながら行うもの

セラピー（治療）

他者や社会に貢献したり、自身の専門分野を理解したり、専門家として
のスキルや適性を伸ばす能力をなりたい自分へと成長しながら高めてい
くために、自分自身や自分がどのように思考するかについて学ぶ機会

学びとは関係のない大変な作業

学びを生み出し、深め、記録するようにデザインされたプロセス

（注）Ash & Clayton (2009b) から転用。ノースカロライナ州立大学の教員や学生からの聞き取りをもとに作成されている。
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に従って CR をデザインする重要性は、冒頭で述

ことを表わしている。ここでは、SL という学習手

べたように、SL を含む体験的な学習手法が広がり

法を使って培おうとする、つまりその学習成果が評

を見せる日本の大学教育におけるより優れた実践

価の対象となる、3 つの学びのキー領域が示されて

のために、示唆に富んだものである。以下、Ash &

いるが、その 3 つに加えて別なキー領域（例えば、

Clayton (2009a) による SL の学習設計に関するポイ
ントを整理、解説していく

13）

。

並列させることも可能である。重要なのは、SL を

Ash と Clayton は、インストラクショナル・デザ
イン

14）

「こころの知能指数向上」や「異文化理解」等）を

の観点から、SL における学習目的と学習要

素のカテゴリーを以下のように図式化している。

用いた教授・学習手法がカリキュラムの中で適切に
位置づけられ、活用されるために、学びのキー領
域に関する共通認識のもとプログラム構築に臨む、

図 1 は、SL という学習手法によって統合されて

という点である。複数の教員による組織的な展開が

いる 3 つの学習目的カテゴリー（個人的成長、学

構想されるような場合、
「目的」よりもさらに具体

術的な学びの向上、市民としての学び：学びのキー

的な学習「目標」をまず洗い出し、それらから大き

領域）における学びを深めるために、同じく SL と

なまとまりである学習目的カテゴリー（学びのキー

いう学習手法によって統合された 3 つの学習要素

領域）を帰納的に形成していく方法もある 15）。

（アカデミックな素材、サービス活動、CR）がある
表３

学習目的を検討することは、学習手法（SL やイ

クリティカル・リフレクションの機能と学習関連行動

CR の機能

学習関連行動

学びを生み出す

問いを形成し発する、偏見と対峙する、因果関係を検証する、理論を実践と照らし合わせる、
（断
片的ではなく）構造的な問題として捉える

学びを深める

結論が短絡的でないか吟味する、代替案や別の視点から考える、「なぜ」を繰り返し問う

学びを記録する

学び・新しい理解が評価できるような、具体的な表現（成果物）をつくりだす

（注）Ash & Clayton (2009a) より作成。

（注）Ash & Clayton (2009a) から転用。
図１

学習目的（SL）を達成するためのリフレクションの役割に関する概念的枠組
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ンターンシップ）を用いる意義に関する理解の促

に特徴的な 3 つの学習目的カテゴリーに加え別カテ

し、学習要素のデザインと学習成果評価方法の検

ゴリーを並列させ、そのカテゴリーにおける学習関

討・実施、そして評価結果を共有することにつなが

連行動を検討する。また、ここでは学習目的カテゴ

る。そのような仕組みがあってこそ、学習目的に向

リーのもと、学習目標は 1 つに絞って提示している

かって学びを最大化するような CR を構想できるの

が、目的を複数の目標が構成する場合が多い。

である。

ブルーム・タキソノミーはより単純なもの（レベ

Ash & Clayton（2009a）は、この大前提のもと、

ル 1）からより複雑なもの（レベル 6）へと順に配

SL を例に、それぞれの学習目的カテゴリーを構成

列されているので、段階的な学習目標として学生へ

する学習目標、そしてその目標について、ブルー

提示するために役立てられると同時に、教員が学生

ム・タキソノミーを用いた学習関連行動のレベル 1

の学習状況を把握するためにも有益である。

から 6 までをそれぞれ例示した表を示し、その表が

このように学習目標を定めた後、CR について、

効果的なリフレクションを実施するためのロード

いつ・どのようにといった戦略、そして仕組みとし

マップであり、学習目標が達成されたかを測るベー

ての構想を立てることができる。戦略や仕組みの検

16）

スになると述べている（表 4） 。先に述べたよう
に、取組の特徴や条件によって、この表にある SL
表４

ブルーム・タキソ
ノミーとその学習
関連行動を用いた
学習目標レベル
1：知識
特定する、定義す
る、順序づける
レベル 2：理解
説明する、記述す
る、言い換える
レベル 3：応用
応用する、解決す
る、選択する
レベル 4：分析
分析する、比較す
る、対照する
レベル 5：統合
統合する、開発す
る、提起する
レベル 6：評価
評価する、評定す
る、判断する、批
評する

討を導く問いは以下である（表 5）。
ここまで、図 1 では学習目的と学習要素の関連、

ブルーム・タキソノミーによる学習関連行動と学習目標

学習目的カテゴリー
個人的成長

市民としての学び

自身のスキルを改善するため
の方法を検討すること

より効果的な変革の起こし手 「行動変容ステージモデル」を
となること
理解すること

伸ばす必要があると考えるス
キルを特定する

他者と共に達成すべき目標と、 「行動変容ステージモデル」を
その目標に対して自身や他者 定義する
が採る / 採った方法を特定する

自身を知らない人が聞いても
わかるように、そのスキルを
説明する

それについて知らない人が聞
いてもわかるように、その目
標と目標に対して自身や他者
が採る / 採った方法を説明する

授業を履修していない人が「行
動変容ステージモデル」を理
解できるように説明する

SL 体験（それに限らずとも生
活の中で）に、そのスキルに
ついての自身の理解を当ては
める

達成すべき目標のもと、その
方法についての自身の理解を
当てはめる

SL 体験に、「行動変容ステー
ジモデル」についての自身の
理解を当てはめる

自身の人生においてそのスキ
ルがどのように培われてきた
かを分析する

代替案に照らし、その方法を
分析する

教科書に書かれた「行動変容
ステージモデル」と、コミュ
ニティでの活動に見られた「行
動変容ステージモデル」の類
似点や相違点を分析する

短期間で（SL 体験や生活の中 短期間で、自身／他者の方法
で）そのスキルを伸ばすため （そして／あるいは目標）につ
いて必要な改善をするための
の方法を構想する
方法を構想する

SL 体験に照らし「行動変容ス
テージモデル」の新しい理解
をつくりだす

長期的視野で、自身のスキル
全般を改善するための戦略を
評価する

長期的視野で、持続可能かつ 「行動変容ステージモデル」と
系統的な変革という観点から、 コミュニティでのモデル活用
についての自身の理解の度合
自身／他者の方法を評価する
いについて評価する

（注）Ash & Clayton (2009a) に学習関連行動を筆者が加えて作成。主語は全て「学生」。
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表 4 では学習目的と達成度評価が可能な学習目標

動かしていくために Ash と Clayton は「CR のため

の立て方、表 5 では CR の戦略と仕組みについて示

の DEAL モデル」（2009a）を提示している。DEAL

し、解説してきた。次のステップは、各リフレクショ

モデルは、ある体験を通じて学びを引き出すため

ン活動を検討することである。SL の学習目的・目

に、① Describe ／記述する、② Examine ／考察する、

標に向けた CR の仕組みを、表 4 のブルーム・タキ

③ Articulate Learning ／学びを明確に言語化・表現

ソノミーにもとづいた学習関連行動のレベルと対

する、の 3 段階から構成されたもので、各段階におい

応させながら例示する。

ては、学習目標ごとのポイントを整理するためのプロ

ここでは、当該 SL プログラムにおいて、とある

ンプツを用い、リフレクションのプロセスを促す。

イベント実施後からプログラム報告会までに行う

以下に、学生の論理的思考がブルーム・タキソノ

リフレクションの仕組みを示した。それぞれの大学

ミーの「評価」レベルに達成するように支援すると

において、学習目的・目標はもちろんのこと、カリ

同時に、学生が自身の論理的思考を評価するために

キュラム上の位置づけや他科目との関連づけの有

用いることができる、Ash と Clayton が「特に詳細

無、TA 活用の有無、パートナー団体の連携のあり

な（particularly comprehensive）」と呼ぶ DEAL モデ

方等リソースは異なるので、それらとの兼ね合いを

ル（「考察」
、「学びの言語化・表現」の各段階がそ

見ながらリフレクション活動を検討していく必要

れぞれさらに 2 段階に分けられているもの）をいく

がある。

つかのプロンプツと共に示す 17）。
Ash と Clayton が、「DEAL モ デ ル は、 学 生 た ち

表 6 に示したようなリフレクションの仕組みは、
言わば、リフレクションの場やタイミング、そして

に、書く、あるいは話すという行為を、学びが起き

テーマを大枠で設定するものであるが、このよう

た後の表現（expressions of learning after it has already

な仕組みのもと、実際に各リフレクション活動を

occurred）としてではなく、学びを生み出すための

表５

CR の戦略と仕組みを構想するための問い

CR の戦略
いつ、どのくらいの頻度でリフレクションを行うのか？
→体験の前、最中、後。タイミングは？
→学生たちはリフレクションを累積的に実施するのか？
どこでリフレクションを行うのか？
→教室内か、教室外か？
誰が学生のリフレクションを促すか／リフレクションに参加するのか？
→教員、コミュニティ・学生受入先メンバー、他の学生たちか？
どのようなフィードバックをするのか、そして／あるいはリフレクション成果物を評価するのか？
→フィードバックの量と、期待する学習成果の関係は？
→リフレクション成果物と、成績評価全体の関係は（リフレクション成果物が成績評価に占める割合等）？
CR の仕組み
どの学習目標に向かってどのような CR 活動が行われるのか？
CR 活動として、どのような手段を用いるか？
→ライティング、ワークシート、ビデオ、ディスカッション、コンセプトマップ等
CR 活動を促すため、どのようなプロンプツ（prompts、問いかけ）を用いるか？
その CR 活動を通して生まれた学びを表現した成果物はどのようなものか？
→エッセイ、プレゼンテーション、口頭試験等
*CR プロセスにおける学びの成果物は、その学びを生み出した手段と同じであることが多い
どのような基準で、CR 活動を通して生まれた学びを学習目標に照らして評価するか？
（注）Ash & Clayton (2009a) から作成。
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表６

CR の仕組み構想例

SL テーマ：「地元プロサッカークラブのスタジアム集客人数増加」
学習目的カテゴリー別学習目標：1.【
「個人の成長」カテゴリー】企画立案遂行関連のスキルの向上、2.【「市民として
の学び」カテゴリー】スポーツと地域振興における地域住民の役割の認識、3.【「学術的な学び」カテゴリー】地域ブ
ランド構築とタッチポイントプランニングの理解
リフレクションの仕組み：プレゼン作成とグループディスカッション
イベント報告プレゼン作成を通した個人リフレクション（学生個人・担当教員）
→ 個人作業。今回の集客イベント企画立案のプロセスで、①自分自身の役割とそのために必要となるスキル、
改善されたスキル、②当初設定した集客目標や成果と実際の集客数、成果、集客するために用いたマーケティ
ング手法・地域巻き込みの方策（課題図書や関連事例研究で学習したアプローチ）を明示 し、それぞれにつ
いて説明 する。（レベル 1 ～ 3）
→ 教員は、オフィスアワーを用いて 3 度プレゼンへのフィードバックを与える
個人プレゼン実施後の、グループでディスカッションするリフレクション（学生たち）
→ 授業中に個人プレゼンを実施。学生同士で、お互いが①や②に挙げたことの共通点、相違点について比較・
分析 する。比較・分析した共通点・相違点をもとに、イベント実施プロセスがもっとも正の影響を与えるス
キルとその要因の因果関係モデル をつくりだし、地域巻き込みに有効と思える方策を発案 する（レベル 4 ～ 5）
→ 話し合ったことについて、授業中に教員と共有。教員はフィードバックを与える。
SL パートナーであるプロサッカークラブに報告するためのプレゼン作成を通したリフレクション（学生たち・担当教員）
→ 当該大学の SL が掲げる目的に照らし、上述のプロセスの説明やそこにおける自らの成長や学びについて
評価 し、SL パートナーであるクラブの今後の集客方法・地域巻き込み方策や、次年度のプログラム展開につ
いて提案 する。（レベル 5 ～ 6）
→ クラブ担当者と教員がプレゼンを評価し、クラブ担当者は提案に対してフィードバックを与える。
（注）Ash & Clayton (2009a) の例をもとに、著者が作成。ブルーム・タキソノミーによる学習関連行動はイタリクスで表示。

手段（as a vehicle for learning）として使う機会を提

点を基準として提示し、それらが欠落した「リフレ

供する」
（45）と述べるように、DEAL が、SL 体験

クション」が、
「リフレクション」についての多く

から学びを生み、深め、そして記録する CR を実体

の誤解を生んでいるとする。質の高い CR とするた

化したモデルであることが図 2 に明らかである。図

め、リフレクションを行う学生（あるいはリフレク

2 では、SL の学習目的カテゴリーのひとつである「個

ションを促す教員、そして／あるいは他の学生）が、

人の成長」を取り上げ例示しているが、DEAL モデ

クリティカル・シンキングに照らして自らの思考や

ルは他の学習目的カテゴリー（市民としての学びや

フィードバックをチェックするための問いをまと

学術的な学び等）にも応用できる。例えば、市民性

めたものが表 7 である。この基準が、DEAL モデル

育成に関連した大学・学部の人材育成目標から学習

の第 3 段階の「学びを言語化・表現する 2」におけ

目標を導き出し、CR である DEAL モデルによって

る、ライティングの学生の自己チェックにも有用で

SL での体験と結び、学びを深めるだけではなくそ

ある。

のプロセスや結果を記録することができる。
図 2 に示した DEAL の第 3 段階「言語化 2」には、

体験的学習の学習サイクルやリフレクションの
役割については、Kolb (1984) や Schön (1983) のモ

「言語化 1 で書いたペーパーを、クリティカル・シ

デルがよく用いられるものの、実際にリフレクショ

ンキングの基準に照らし見直し、書き直す」という

ン活動を行う段になり戸惑う実践者も少なくない。

くだりがある。リフレクションは、クリティカル・

リフレクションが機能せず、十分に学びが深められ

シンキングの基準を取り込むことで、より質の高い

ない、つまりサービス活動と学びが結びつかないと

実践が可能とされている。クリティカル・シンキン

嘆く声がある一方で、サービス活動とその後の報告

グについて Ash と Clayton は、正確さ、明確さ、関

書作成（活動の概要や内容の羅列と感想等）をもっ

連性、深さ、広さ、論理、意義、公正さの 8 点に加え、

て取組としてしまい、学びが生まれ、深まり、記録

体験と学びの統合、そして文章の精密さ、という 2

される機会を見過ごしている場合もある。
「サービ
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（注）SL の学習目的カテゴリー「個人の成長」を例とした、より詳細な DEAL モデルの各段階に関する Ash & Clayton
(2009a) の説明を筆者が図解したもの。「BT」はブルーム・タキソノミー。
図２

ブルーム・タキソノミーの学習関連行動を用いた、より詳細な DEAL モデル

表７

クリティカル・シンキングの基準とチェック項目

基

準

リフレクションにおいて自身の思考をチェックするための問い

統

合

体験と学びの関係をはっきりと示しているか？

明確さ

例を出して説明したか？その例によって自分が言わんとしていることは明確か？さらに練ることはできないか？

正確さ

なぜそうと言えるのか？これは真実か？これをどう立証できるのか？

精密さ

もっと具体的に言えないか？十分な詳細を示しているか？

関連性

これは考察されている論点にどのように関連しているか？これはその論点を扱うためにどのように役立てら
れるのか？

深

さ

なぜそう言えるのか？この結論を導くに際しての複雑さは？これが生じるためには何が必要か？これは簡単
にできることだろうか？

広

さ

…という観点からでも、これは同じように見えるか？これの意味することについて別な解釈はあり得るか？

論

理

冒頭で述べたことと結論は整合しているか？結論は示した根拠と適合しているか？

意

義

これはフォーカスすべき最重要な問題か？これは考えるべき最も意義ある問題か？

公正さ

同じ見方をする人が納得するようなやり方でこの見方を表せているか？

（注）Ash & Clayton (2009a) から作成。
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ス活動と学習をつなげる」方法を、ブルーム・タキ

のフィードバックを用いて学生が成果物をリバイ

ソノミーにもとづいた学習関連行動やクリティカ

ズする例が挙げられるだろう。フィードバックをす

ル・シンキング基準を取り合わせ示した DEAL モ

る折、既に解説してきたブルーム・タキソノミーに

デルは、現行の実践の検証、改善や、構想段階にあ

よる学習関連行動のレベル、そしてクリティカル・

る「SL 的」取組をより優れたものしていくための

シンキング基準も活用できる。このフィードバック

多くのヒントを提示している。

と、フィードバックを受けてやり直すプロセスに
よって、学生が CR を通し「学び方を学ぶ」ことに
つながる。上述の、DEAL モデルのプロセス自体が

3-3．学習目的にもとづいた CR の評価
Ash と Clayton は、SL の学習目的・目標に向かっ

「学び方を学ぶ」そのものである。

て CR の仕組みをデザインする折、学習成果の評価

同時に、総括的評価としても、CR 成果物を活用

方法、そして評価の目的を策定しておくことも重要

することができる。例えば、ある CR 成果物（リフ

であると指摘する

18）

。CR 成果物は、学習成果に関

レクションペーパー、プレゼン等）を学習成果の達

する総括的評価にも、形成的評価にも用いることが

成度合いに照らして評価、さらにそれを学期末の成

できる。

績評価に反映するような例である。CR 成果物に総

CR が学びを生み出し、深め、記録する、とされ

括的評価が必要な際は、前掲の表 4 自体が評価基準

ていることから、CR プロセス自体がそもそも形

を示すものとして活用できる。また、クリティカル・

成的評価の役割を担っていることは明らかである。

シンキング基準についても、Ash と Clayton が示す

CR 成果物を形成的評価に用いる場合は、その成果

ようにルーブリックを用いることで総括的評価が

物の制作過程で学生に与えるフィードバックや、そ

可能である。表 8 で、クリティカル・シンキングの

表８

正確さ

SL の学習目的カテゴリーに照らし、CR 成果物におけるクリティカル・シンキングを評価するためのルーブリック

欠落（1）

不十分（2）

よい（3）

優れている（4）

常に不正確な述べ方を
し、そして／あるいは根
拠を示さない主張をする

複数の不正確な、そして
／あるいは根拠を示さな
い述べ方をする

大抵、正確で根拠に支え
られた述べ方をする

一貫して正確で根拠に支
えられた述べ方をする

個人

明確さ

さ

学術

常に例を示さず、図や比
較等によってポイントを
説明せず、言葉を定義せ
ず、他の方法で考えを表
わそうとしない
個人

深

市民

市民

学術

書いていることから浮
かび上がる重要な問い
を 提 示 し な い； 関 連 性
を 示 す 折、 常 に 単 純 化
し過ぎる；扱うイシュー
にまつわる複雑性の検
討を全くしない
個人

市民

学術

個人

市民

学術

時折、例を示し、図や比
較等によってポイントを
説明し、言葉を定義し、
他の方法で考えを表わす
個人

市民

学術

書いていることから浮か
び上がる重要な問いを提
示することが稀；関連性
を 示 す 折、 し ば し ば 単
純 化 し 過 ぎ る； 扱 う イ
シューにまつわる複雑性
の検討が少ない
個人

市民

学術

個人

市民

学術

大抵、例を示し、図や比
較等によってポイントを
説明し、言葉を定義し、
他の方法で考えを表わす
個人

市民

学術

書いていることから浮
かび上がる重要な問い
を全てではないが提示
する；関連性を示す折、
殆ど単純化し過ぎるこ
とはない；扱うイシュー
にまつわる複雑性を部
分的に検討
個人

市民

学術

個人

市民

学術

一貫して例を示し、図や
比較等によってポイント
を説明し、言葉を定義し、
他の方法で考えを表わす
個人

市民

学術

書いていることから浮か
び上がる重要な問いを余
さず提示する；関連性を
示す折、単純化を避ける；
扱うイシューにまつわる
複雑性をフルに検討

個人

市民

学術

（注）Ash & Clayton (2009a: 40) からクリティカル・シンキング基準のうち正確さ、明確さ、深さを抜粋、
「個人、市民、学術」欄は著者が加筆。
この空欄に点数を書き込む。
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ルーブリックを、SL における CR 成果物（ペーパー
やプレゼン）評価に活用できるよう例示する

19）

。

（囚われている）認識枠組みや前提、つまりパース
ペクティブが変容するとされる。そしてその変容こ

クリティカル・シンキング基準のうち 3 基準だけを

そが「学び」なのである。そのような変容のプロセ

縦に、4 段階評価を横に並べ、それぞれについて目

スが始まるきっかけとなるのが、混乱を引き起こす

安となる記述の下に SL の学習目的 3 カテゴリーを

ジレンマである。ただし、ジレンマを感じれば自動

並べた。チェック欄として、あるいは採点を書き込

的に変容が起こるとは限らない。ジレンマのリフレ

む欄として使用することができる。

クションを通してこそ、変容つまり学びは可能とな
るとされている。
このジレンマ～認知的不協和については、SL の

4．おわりに
本稿では、SL と SL におけるリフレクションの

文脈においても、既に論じられている（Kiely 2005;

位置づけを簡潔に再確認した後、学びを生み、深め、

Felten, Gilchrist & Darby 2006; Welch 2010; Correia &

記録する CR を実体化するためには、まず、求めら

Bleicher 2008）。Kiely、Felten ら、そして Correia と

れる成果を決める（学習の目的や目標の設定）
、そ

Bleicher は、SL 体験におけるリフレクションと感

して、それら成果を達成するためにリフレクション

情の関わりについて論じ、SL 体験で生じた感情（ポ

を設計する、また、形成的かつ総括的な評価をリフ

ジティブでも、そして大概はネガティブな）をリフ

レクションのプロセスに織り込む、の 3 点が必要で

レクションすることを通じた学びの生成や深化を

あることを解説、例示してきた。その折、特に、
「SL」

証明している。それらのケースでは、学生たちは、

や「SL 的」取組の担当者にとって実践的な内容で

認知的不協和と向き合い、パースペクティブを変容

あることに留意した。これは冒頭に述べたように、

させている。つまり、「学んで」いるのである。

「SL」や「SL 的」取組の広がりが、想像以上に現場

Harrison, Clayton & Tilley-Lubbs（2014）は、教員

の担当者（特に大学で、これまで「体験」や「地域」

が SL に対して持つ認知的不協和と共に、その認知

や「サービス活動」といったものが「課外」あるい

的不協和が、教員自身のリフレクションを通して

は「自分には関係がない」と感じていた教員たち）

「閾値概念（threshold concepts）」や「閾値体験」になっ

に混乱をもたらしているという実感と、その混乱の

た事例のプロセスについて論じている。

多くが、SL や「リフレクション」についての情報・

学習における閾値概念は、もともとは英国高等教

認識不足から来ているという理解によるものである。

育機関における質の高い学問分野別の学び（学部レ

しかし、実は情報・認識不足よりも、SL やリフ

ベル）の調査プロジェクトから生まれ、学生が学問

レクションの反規範性

20）

こそに、その混乱の根を

持つ教員も多いのではないだろうか。

への自身のかかわり方が大きく転換されるという

こ の 混 乱、 つ ま り 認 知 的 不 協 和（cognitive
dissonance）は、メジローが変容的学習

分野において閾値概念を理解すると、その学問分野

21）

ものである（Harrison et al. 2014）。閾値概念は、学

理論に

問分野におけるコア概念とは区別される。Harrison

おいて、変容のプロセスが始まるきっかけとなる

らが例示しているのは、例えば歴史学において、
「歴

出来事を「混乱を引き起こすジレンマ（disorienting

史は記録されたもの」はコア概念であるのに対し、

dilemma）」と称したものに他ならないだろう。

「歴史は勝者によって書かれたもの」が閾値概念で

変容的学習はもともと成人教育の分野で使われ

ある。そのような閾値概念が腑に落ちることで、学

出 し た 概 念 で あ る。 こ ど も 期 の 学 習 が 社 会 化 や

生の、歴史学という学問の捉え方や歴史学へのアプ

形 成 的 学 習（formative learning） で あ る の に 対 し

ローチが、がらりと変わる。閾値概念は、それまで

て、おとな期の学習は、変容的学習（transformative

の前提や価値観を根底から覆す、新しいものの見方

learning）へと移行し、他者が定義した社会的現実

のことであり、パースペクティブを変容させる梃子

を受動的に受け容れるかわりに、自ら、クリティカ

になる。ただし、概念はリフレクションを通さなけ

ルに、リフレクティブに（reflective、リフレクショ

れば、認知的不協和を抱えさせる概念のままであ

ンを伴う）、そして合理的に、意味や目的、そして

る。概念はリフレクションを通してこそ閾値概念と

価値を紡ぎ出していく営みを学ぶことが重要にな

なり、本人がそれまで当該分野に持っていた前提や

る（Mezirow 1991）。変容的学習では、個人が持つ

価値観を覆す。
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SL やリフレクションの「反規範性」に根ざした

フレクション」と表わす。

認知的不協和を抱えた教員にとって、本稿で示した

7） Zlotowski (ed.) (2006).

ような CR プロセスで学生が変容していくのを目の

8） 「Michigan Journal of Community Service-Learning」

当たりにし、さらにそれをリフレクションすること

(ISSN: 1076-0180 Print, ISSN 1944-0219 Online) は、

は、大学での学びを捉え直す閾値体験となり得るだ

高等教育機関における正課 SL をテーマとして 1994

ろう。しかし、CR を、いや SL を導入、実践する

年 に 創 刊 さ れ た 査 読 付 き 学 術 誌。 第 15 巻（2008-

にあたって、学生や教員自身の変容の可能性に我々

2009）からは内容を拡大し、正課 SL のみならず、大

はどれだけ意図的あるいは自覚的でいるのだろう

学と地域のパートナーシップやエンゲージト・ス

か。そもそも、大学として組織的に実践する／しよ

カラシップ（engaged scholarship、地域課題とその

うとする折に、その目的や目的に至る手段としての

解決を志向する研究）も扱うようになった。他に、

SL やリフレクションは、十分に議論されているの

Advances in Service-Learning Research が 2002 年から

だろうか。

発刊されている。

既に米国の SL 実践研究者たちが指摘しだしてい
ることは、CR プロセス自体の過度の高度化、汎用

9） 主なものとして、International Association for Research
on Service-Learning and Community Engagement.

化やオートメーション（自動化）である（Stewart

10） “Self-authorship” とは、特に思春期において、信念や

2010）。リフレクションという手段が、
「やることに

アイデンティティー、人間関係を自ら形成できるよ

なっているから」という構えの中でそれが本来持つ

うになること (Magolda, 2000)。

力を失うのは残念極まりなく、それは「SL」や「SL
的」取組についても同じことである。

11） “Reflection is the hyphen in service-learning” (Eyler,
2001: 35).

政策誘導により「SL」や「SL 的」取組が増えた

12） 米国高等教育機関におけるアプライド・ラーニン

ことによって、実践が積み上げられつつもある。大

グ実践の広がりを受け 2009 年に創刊された学術誌

学とコミュニティの連携関係の類型化およびそこ

Journal of Applied Learning in Higher Education で は、

から明らかになる成果・課題を明らかにする研究

アプライド・ラーニング（応用学習）を、スタディ

も、目的や手段を再検討するために必要である。

アウェイ（教室外での学習、例えば留学やコミュニ
ティーベーストラーニング／ CBL）、SL、学部レベ
ルの研究プロジェクト、インターンシップ／実習／

【注】
1） 同研究会では、研究対象とする「大学教育における
『海外体験学習』」を以下の枠組みで定めている。「1)

臨床活動を伴う経験を用いた学習手法と定義してい
る（Schwartzman, 2009: 5）

大学（学部）レベルで、海外プログラムを実施、2)

13） 河井 (2012) の Ash & Clayton (2009a) や Ash & Clayton

教育課程に組み込まれており、単位のために事前に

(2009b) の学生版を用いたリフレクションを支援す

履修登録が行われる、3) 大学がマネジメントを行っ

る教授法についての検証も、SL やリフレクション

ている（エージェントや団体に一括委託しない）、4)

を構想するに役立つものとなっている。本稿では詳

大学（学部）として組織的に行っている（教員の個

細に取り上げていない Ash & Clayton (2009b) の学生

人的な取り組みでない）
、5) いわゆる外国語学習の

版の解説が充実している。

ためではなく、フィールドでの体験を主とする。
」
（http://joeln.jp/concept.html）

14） Ash & Clayton (2009a) は instructional design について
は詳細を定義することはしていない。教育工学では

2） 文部科学省高等教育局大学振興課 . 2014b. 地（知）の

詳細にわたって論じられるインストラクショナル・

拠点整備事業（大学 COC 事業）.（http://www.mext.

デザインだが、原文では、“an intentional instructional

go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/coc/, 2014.10.31）

design process” (p.32) となっているので、教えること・

3） 文部科学省高等教育局大学振興課 . 2014a. 平成 25 年
度地（知）の拠点整備事業 . 文部科学省 .

学習指導の設計と広く捉える。
15） ただし、この場合の学習目標は恐らく、後述する「達

4） 2014 年 5 月 1 日現在

成度評価ができる学習目標」とは異なる言い回しに

5） 文部科学省高等教育局大学振興課 . 2014b.

なり、達成度評価ができる学習目標をさらに検討し

6） 本稿では、reflection を「ふりかえり」ではなく「リ

ていくプロセスが必要となる。
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16） Ash & Clayton (2009b) にこのブルーム・タキソノミー

Outcomes in Service Learning: Theory and Research.

を活用するに至った経緯が詳細に記されている。そ

Clayton, Patti H., Bringle, Robert G. and Hatcher, Julie

の経緯を日本語で河井（2012）が紹介している。

A. (eds.). Research on Service Learning: Conceptual

17） DEAL モデルは、Ash と Clayton が開発した、口頭
でも筆記でも用いられる CR のための 3 段階モデル。

Frameworks and Assessments (Vol. 2A). Stylus. 133-156.
Campus Compact. 2014. Initiatives: Service-Learning. Campus

通常は、第 2 段階「考察する」および第 3 段階「言

Compact (http://www.compact.org/initiatives/service-

語化・表現する」は、この「特に詳細な」モデルの

learning/, October 31, 2014)

ような二段構えにはなっていない。

Clayton, Patti H. and Ash, Sarah L. 2004. Shifts in Perspective:

18） SL の学習成果評価の方法は、学生個人の学習成果

Capitalizing on the Counter-Normative Nature of Service-

の他に、SL プログラム（科目）として履修生全体

Learning. Michigan Journal of Community Service

の学習成果を測る定量的方法や、学生インタビュー

Learning 11(Fall): 59-70.

等の定性的方法もある。また、当該プログラム／科

Clayton, Patti H. and Ash, Sarah L. 2005. Reflection as a Key

目についてのアンケートやフォーカスグループ等の

Component in Faculty Development. On the Horizon

方法がある。

13(3):161-169.

19） クリティカル・シンキングの特徴として前掲した他
の項目については割愛する。
20） SL は多くの点で、従来の大学での学び、あるいは
学習全般に対して「反規範的」であると指摘されて
いる（Clayton & Ash 2004; Stewart 2010）。
21） 意識変容の学習とも訳される。

Correia, Manuel G. and Bleicher, Robert, E. 2008. Making
Connections to Teach Reflection. Michigan Journal of
Community Service Learning 14(2): 41-49.
大学教育における「海外体験学習」研究会 . 2014. 研究会
の概要 . 大学教育における「海外体験学習」研究会
（http://joeln.jp/concept.html、2014. 10. 31）
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【引用文献】

Directions for Higher Education 114(Summer): 35-43.

Ash, Sara L. and Clayton, Patti H. 2009a. Generating,

Eyler, Janet. 2010. What International Service Learning

Deepening, and Documenting Learning: The Power of

Research Can Learn from Research on Service Learning.

Critical Reflection. Journal of Applied Learning in Higher

Bringle, Robert, G., Hatcher, Julie, A. and Jones, Steven

Education 1(Fall): 25-48.

G. (eds.). International Service Learning: Conceptual

Ash, Sarah L. and Clayton, Patti H. 2009b. Learning through
Critical Reflection: A Tutorial for Service-Learning
Students (Instructor Version).
Ash, Sarah L., Clayton, Patti H. and Atkinson, Maxine, P.
2005. Integrating Reflection and Assessment to Capture
and Improve Student learning. Michigan Journal of
Community Service Learning 11: 49-60.
Astin, Alexander W., Vogelgesang, Lori, J., Ikeda, Elaine K.
and Yee, Jennifer, A. 2000. How Service-Learning Affects
Students. Higher Education Research Institute, UCLA.

Frameworks and Research (Vol.2). Stylus. 225-242.
Eyler, Janet and Giles, Dwight E. 1999. Where’s the Learning
in Service-Learning? Jossey-Bass.
Felten, Peter and Clayton, Patti H. 2011. Service-learning. New
Directions for Teaching and Learning 128: 75-84.
Felten, Peter, Gilchrist, Leigh, Z. and Darby, Alexa. 2006.
Emotion and Learning: Feeling our Way toward A New
Theory of Reflection in Service-Learning. Michigan
Journal of Community Service Learning 12(2): 38-46.
Harrison, Barbara, Clayton, Patti H. and Tilley-Lubbs, Gresilda

Astin, Alexander W., Vogelgesang, Lori, J., Misa, Kimberly,

A. 2014. Troublesome Knowledge, Troubling Experience:

Anderson, Jodi, Denson, Nida, Jayakumar, Uma, Saenz,

An Inquiry into Faculty Learning in Service-Learning.

Victor, and Yamamura, Erica. 2006. Understanding the

Michigan Journal of Service-Learning 20: 5-18.

Effects of Service-Learning: A Study of Student and

Jameson, Jessica K., Clayton, Patti H. and Ash, Sara L. 2013.

Faculty. Higher Education Research Institute, UCLA.

Conceptualizing, Assessing, and Investigating Academic

Bloom, Benjamin S. 1956. Taxonomy of Educational Objectives.

Learning in Service Learning. Clayton, Patti H., Bringle,

Handbook 1: Cognition Domain. David McKay Company.
Brandenberger, Jay W. 2013. Investigating Personal Development

Robert G. and Hatcher, Julie A. (eds.). Research on Service
Learning: Conceptual Frameworks and Assessments (Vol.

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ

Vol.15

49

和栗 百恵

2A). Stylus. 85-110.

Schwartzman, Henry. 2009. From Celebration to Critical

河井亨 . 2012. リフレクションと支援する教授法について

Investigation: Charting the Course of Scholarship in

の探究：Learning through Critical Reflection の分析を

Applied Learning. Journal of Applied Learning in Higher

通じて . 日本福祉教育・ボランティア学習学会研究

Education 1(Fall): 3-23.

紀要 20: 19-30.
Kiely, Richard. 2005. A Transformative Learning Model for
Service-Learning: A Longitudinal Case Study. Michigan

Schön, Donald A. 1984. The Reflective Practitioner: How
Professionals Think in Action. Basic Books.
Stewart, Trae. 2010. Opening Up Service-Learning Reflection

Journal of Community Service Learning 12(1): 5-22.

by Turning Inward: Developing Mindful Learners

Kolb, David A. 1983. Experiential Learning: Experience as the

through Contemplation. In Stewart, Trae and Webster,

Source of Learning and Development. Prentice Hall.

Nicole. (eds.) Problematizing Service-Learning: Critical

Magolda Marcia B. 2000. Creating Contexts for Learning and

Reflections for Development and Action. Information Age

Self-Authorship: Constructive-Developmental Pedagogy.
Vanderbilt University Press.
Mezirow, Jack. 1991. Transformative Dimensions of Adult
Learning. Jossey-Bass.
文部科学省高等教育局大学振興課．2014a．平成 25 年度
地（知）の拠点整備事業．文部科学省．
文部科学省高等教育局大学振興課．2014b．地（知）の
拠 点 整 備 事 業（ 大 学 COC 事 業 ）
． 文 部 科 学 省．
（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/coc/,
2014.10.31）

Publishing.
Strage, Amy A. 2000. Service Learning: Enhancing Student
Learning Outcomes in a College-Level Lecture Course.
Michigan Journal of Community Service Learning 7: 5-13.
常葉 - 布施美穂．2004．「成人」の学習論再考：メジロー
理論の中の「女性の学習」に注目して．日本の社会
教育 48: 85-97．
Welch, Marshall. 2010. Shedding Light on the Shadow-Side of
Reflection in Service-Learning. Journal of College and
Character 11(3): 1-6.

Mpofu, Elias. 2007. Service Learning Effects on the Academic

Wurr, Adrian J. 2002. Service Learning and Student Writing: An

Learning of Rehabilitation Services Students. Michigan

Investigation of Effects. Billig, Shelley H. and Furco, Andrew

Journal of Community Service Learning 14: 46-52.

(eds.). Service Learning through a Multidisciplinary Lens.

Pascarella, Ernest T., and Terenzini, Patrik, T. 2005. How
College Affects Students: Vol. 2. A Third Decade of
Research. Jossey-Bass.

50

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.15

Information Age. 103-121.
Zlotowski, Edward (ed.). 2006. Service-Learning in the Disciplines.
Stylus Publishing.

サービス・ラーニングとリフレクション：目的と手段の再検討のために

Service-Learning and Reflection: Reconsidering Ends and Means
Momo Waguri
(Fukuoka Women’s University)
As service-learning (SL) or SL-like experiential learning practices increase and expand in Japanese higher education (led
by MEXT’s COC Funding Scheme), this article calls for reexamination of such practices by revisiting SL outcomes and
the role of reflection in SL. It also aims at providing a practical, walk-through information on critical reflection design
process by utilizing Ash & Clayton (2009a)’s DEAL model, in order to provide SL and SL-like experiential learning
practitioners and/or those who are about to introduce such learning approaches an opportunity to reconsider the ends and
means of their approaches. It also calls for attention to the possible “disorienting dilemma” in implementing SL and/or
reflection both for students and teachers, and also to that dealing with such dilemma could be a threshold experience in
reconsidering learning in today’s Japanese higher education.
Keywords : service-learning, reflection, critical-thinking, instructional-design, MEXT’s COC Funding Scheme.
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【第 15 回大会報告】
国際ボランティア学会第１５回大会報告

国際ボランティア学会第 15 回大会報告
大

西

健

丞（特定非営利活動法人ピースウィンズジャパン代表理事、
公益社団法人シビックフォース代表理事）

第 15 回大会では、東日本大震災から３年が経過

として参画させていただき、私からは企業や行政、

するタイミングで開催する意味合いを込めて、
「震

NPO のセクターを超えた協働体制により、サービ

災から 3 年

ス、物資輸送等、迅速で効果的な支援を行う、民間

～被災地の復興と今あらためて考える

『新しい公共』」をテーマに掲げ、2014 年 3 月 1 日（土）

主導による大規模災害対応プラットフォームの構

に早稲田奉仕園（東京都新宿区）で開催しました。

築を提唱しました。現在もその構想の実現に向けて

午前中の分科会では「教育」、「国際ボランティ

活動を鋭意進めておりますが、今後の日本社会の方

ア」、
「人道支援」、
「フィールド活動」の 4 テーマで

向性にも関わる様々な課題にぶつかることもあり、

計 12 名が研究発表を行ったほか、企画セッション

当時の構想を振り返り、必要な政策や制度、今後ど

「フィールドからの学び～大学教育の社会貢献と人

う取り組むべき課題について、今一度議論したいと

材育成を考える」では、学生ボランティアの可能性

考えました。当時の「新しい公共」円卓会議のメン

と課題などについて議論を深めました。

バーである、金子郁容氏（慶應義塾大学教授）
、松

また、大会実行委員の企画としては、被災地の現

井孝治氏（同）
、細野豪志氏（民主党衆議院議員）
、

状を見直し、災害後の社会の復興のあり方を東日本

鈴木寛氏（慶應義塾大学教授、東京大学教授）を迎

大震災、海外の事例から検討するシンポジウム「復

えたパネルディスカッションでしたが、具体的な成

興後のまちづくり」
、そして、市民が関わり合いな

果事例の発表や、問題提起がなされ、当時の熱がよ

がら実現する「新しい公共」の価値と今後の方向性

みがえるような魂のこもった議論が実現したと感

を再考するパネルディスカッション「今、あらため

じております。

て考える『新しい公共』
」の２つのプログラムを進

最後に行われた国際ボランティア学会賞表彰式

めました。これらの企画を構想した背景には、私自

では、故・村井吉敬先生（早稲田大学教授・上智大

身、海外の紛争地や災害被災地、そして東日本大震

学名誉教授）の功績を記念し、今学会から設置され

災の支援活動に関わり、行政だけではできない民間

た「村井吉敬賞」の発表が行われました。村井先生

支援の必要性と意義を常に意識してきたことがあ

は、私の恩師でもあり、国際開発、国際ボランティ

ります。また、「新しい公共」においては、2009 年

ア、そして本学会の設立に多大な貢献をされてきま

12 月から鳩山政権「新しい公共」円卓会議に委員

した。その記念すべき第１回「村井吉敬賞」は、長

シンポジウム「復興後のまちづくり」での野際氏の発表
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有紀枝さん（難民を助ける会理事長、立教大学社会

た。第 15 回大会開催にご協力いただいた多くの皆

学部教授）が受賞されました。また、優れたボラン

様に改めて深くお礼申し上げます。

ティア活動への取り組みや著作・論文に対して表彰
される「隅谷三喜男賞」には、吉井美知子さん（三

本学会誌では、大会内容の報告として、今後の「新

重大学国際交流センター）の作品が選ばれました。

しい公共」の実践と理念を再考する契機にしていた

１日で多くのプログラムを凝縮させたことで、運

だきたいとの思いから、シンポジウム「復興後のま

営では映像等のトラブルが発生したり、至らぬ点が

ちづくり」から２つの報告、そして「今、あらため

多々あったかと思いますが、数多くの方にご参加い

て考える『新しい公共』
」のパネルディスカッショ

ただき、充実した学会を開催することができまし

ンの概要について収録致します。

白熱する「今、あらためて考える『新しい公共』」パネルディスカッション

「村井吉敬賞」を受賞する長有紀枝氏
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バングラデシュのサイクロンにみる貧困と被災の連鎖

バングラデシュのサイクロンにみる貧困と被災の連鎖
日下部

尚

徳（大妻女子大学）

【要旨】
本研究の目的は、大型の熱帯低気圧（サイクロン）による被害が甚大なバングラデシュ南部沿岸地域にお
いて、地域の災害脆弱性と貧困課題の関連性を明らかにすることにある。調査対象地域は、サイクロンの上
陸頻度が高く、過去に甚大な人的被害が発生しているノアカリ県ノアカリ郡ハティア島とし、同地において
貧困層を対象とした質問紙調査を実施した。調査は、現地行政機関において対象地域の世帯リストを保有し
ていないことが明らかとなったため、リストを作成した上で 355 世帯を訪れ、ベンガル語を用いた訪問面接
法によっておこなった。これらの調査から、2007 年のサイクロンの際に避難警報に従って事前にシェルター
に避難したのは全体の 12％に過ぎないことが明らかになった。避難しない要因としては、米や豆などの食糧
や仕事道具などの家財の散逸や盗難の心配、資産的価値の高い牛やヤギなどの家畜被害に対する不安、人づ
てで伝えられる警報への不信、などが影響していることが明らかとなった。
【キーワード】バングラデシュ、災害、貧困、サイクロン、避難行動

１．研究の背景

難行動に移れない要因を明らかにしたい。

2007 年 11 月 15 日午後 18 時半頃にバングラデシュ
南部沿岸部に上陸した観測史上最大級のサイクロ

２．調査目的

ン「シドル（SIDR）」によって、同国では死者・行

発表者は、2010 年 10 月に、バングラデシュ共和

方不明者計 4,000 人以上、被災者約 900 万人という

国ノアカリ県ハティア郡ハティア島において、堤外

被害が発生した。これを契機として、2014 年現在

地１） に住む 355 世帯を対象として、サイクロン襲

まで、防災施策としてのサイクロンシェルター（以

来の事実を知りながらも避難行動に移らない原因

下シェルター）建築が積極的におこなわれている。

となる「避難意思阻害要因」に関する質問紙調査を

これまでも、大型サイクロンによって大規模な被害

おこなった。調査は、サイクロン高度危険地域に位

が発生する度に、日本の無償資金協力を含む外国援

置するハティア島の中でも特に被害が集中する東

助機関からの資金援助によって、シェルターの建設

南部堤外地を対象におこなった。同地域は災害脆弱

が進められており、これまでに約 2,000 棟のシェル

性が高く、貧困の程度もハティア島の他地域と比べ

ターが建設されている。国際協力機構（JICA）も

て高い。本研究を通じて、堤外地における地域固有

117 棟のシェルターを支援している。

の避難意思阻害要因特定し、それらの要因が住民の

発表者はシドル上陸から 1 カ月後と 2 カ月後の

避難行動にどのように影響するのかを分析するこ

2 度にわたり 10 箇所の被災地を訪問し、被災者計

とにより、今後の対策にむけた論点の抽出をおこない

100 人に対してベンガル語による半構造的インタ

たい。

ビュー調査を実施した。この調査から被災当日の
住民の行動を分析したところ、サイクロンの襲来

３．調査結果

の事実を知りながらも、事前にシェルターに避難

3-1．避難行動

しない住民が多数存在することが明らかになった

シドルの際にだされたサイクロン警報を聞いて、

（Kusakabe 2008）。本発表では、サイクロン高度危

どのような行動をとったかという質問に対して、

険地域で実施した質問紙調査をもとに、サイクロン

23% の住民がすぐに避難したと答えている一方で、

が来ることがわかっていながらも、住民が事前に避

41% の住民は、避難するための準備をしつつも、
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即座の避難行動をとっていない。親友・友人に相談

ジットで子牛や子ヤギを購入しているケースもあ

する (24%)、海の様子を見に行く (3%) という行動

り、そのような住民はサイクロンで家畜が流され

からも、サイクロン警報に従って即座に避難するこ

てしまうと借金のみが残ることになる。シェルター

とに対する住民のとまどいがみられた。また、避難

には家畜の保管スペースは設けられておらず、結果

した住民の中で、シェルターに避難したのは 52％

として住民は家畜を守るためにシェルターへ避難

であった。つまり、警報に従って事前にシェルター

することを躊躇すると考えられる。

に避難したのは、全体の 12％にすぎないことが明
らかになった。次回サイクロン警報がだされた際に

3-4．警報への不信

避難するかを尋ねたところ、避難する、おそらく避

シドルの際にどのようにしてサイクロン情報を

難するが全体の半分程度の 52％であるが、おそら

入手したかを尋ねた結果、マイク放送とラジオ、テ

く避難しない、避難しないと答えた住民も 48％存

レビが主要な情報伝達ツールであることが明らか

在した。

になった。また、最も信頼できる情報源を尋ねたと

次に、避難の際に心配なこと、避難しない理由を
尋ねた結果、①家財の散逸・盗難、②家畜の被害、
③警報への不信が上位を占めた。

ころ、マイク放送とラジオがそれぞれ 4 割を超え、
大多数を占める結果となった。
マイク放送は、現地赤新月社によって組織され
た CPP ボランティアや NGO のボランティアなど

3-2．家財の散逸・盗難

が、拡声器をもって村々をまわりサイクロンの襲

高潮によって家財が散逸することと、自宅を空

来を伝えるというもので、電気の通じていない農

けて避難する際に家財が盗まれことに対する不安

村地域においては効果的な情報伝達手段であると

が最も大きいことが明らかになった。イスラーム

いえる。しかしながら、人づてで伝えられるマイ

のパルダ規範に基づき女性がバリと呼ばれる屋敷

ク放送は住民に届く情報の精度と時間にバラつき

地内で生活を営むのが日常的であるバングラデ

がある。そのため、実際に警報が住民に伝えられ

シュ農村地域においては、平時において家財の盗

る段階では、「サイクロンが来るらしい」といった

難を心配する必要はない。また、住民の家屋の大

精度の低い情報になっているケースが大半である。

部分は藁やジュート、竹などでつくられた粗末な

そこから自分達の地域にどの程度の影響があるの

ものであり、そこには外からの雨風を防ぐ程度の

かを判断し、避難すべきかどうかを決断するのは、

木でできた扉が付けられている程度である。外か

極めて困難な作業であるといえる。結果として、

らかけられる鍵の設置といったセキュリティ対策

警報が現実性をもって住民に受け止められず、過

がとられているケースはほとんどみられない。そ

去に家にとどまって暴風雨を切り抜けた経験にも

のため、避難時には家を無防備な状態のまま放置

とづき、命の危険を脅かすような脅威が目の前に

することになる。現金所得が限られている農村地

明らかな形となって表れるまでは、非難行動をと

域の住民にとって、明日を生き延びるための食糧

らないと考えられる。

や、換金率の高い家畜といった家財の重要性は明
らかだ。そして、それら家財に対する執着が避難

４．考察

を遅らせると考えられる。

4-1．避難意思阻害要因に関する考察
今回のハティア島の調査では、シドルの際に調査

3-3．家畜の被害

対象住民の 8 割近くが迅速な避難行動をとっていな

住民にとって家畜は貴重な財産である。過去に実

いことが明らかになった。結果としてハティア島で

施した半構造的インタビュー調査でも「シェルター

は高潮が発生しなかったため、住民は難を逃れた

の場所は知っているが、避難は考えなかった。家畜

が、実際に高潮が押し寄せた南西部沿岸地域では

を置いて避難することはできない。自分だけ助かっ

4,000 人もの死者が発生した。また、警報に従って

ても、家畜が死んでしまっては、その後の生活が立

事前にシェルターに避難したのは対象世帯の 12％

ちゆかない〔ポトアカリ県：40 歳の男性〕
。」といっ

であることを考えると、最終的にシェルターに避難

た発言が聞かれた（Kusakabe 2008）。マイクロクレ

する住民の大半は、高潮によって家が流された際に
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一時避難場所としてシェルターを選択していると
考えられる。

これまでの調査から、9 割以上の住民が土壌浸食
によって土地を失ったのが原因で、現在の堤外地に

現在のシェルター建設によるサイクロン防災支

移住してきていることが明らかになった。つまり上

援は、避難したくても避難場所がないことが、これ

流で土地を失った住民が、土地を求めて下流に新た

までサイクロン被害を拡大させてきたという仮定

に出現した堤外地に移り住むという構図がみられ

のもと実施されている。つまり、避難先としての

た 。災害リスクよりも日々の生活を重視し、自発

シェルターさえあれば、住民は最低限の貴重品とと

的に危険地域に居住するのは、土地なし農民をはじ

もに、着の身着のままで避難してくるということを

めとする貧困層である。 それは、家財の所有率や

想定していると考えられる。

住居の建築資材からしても明らかである。限られた

しかしながら、貴重品が現金や通帳、カードと

家財の資産的重要性の高さが、避難意思を阻害する

いった携帯性に優れ、価値の保蔵機能を有したもの

ことや、脆弱な住宅がサイクロン被害を拡大する要

であるケースが大半である先進諸国と異なり、現金

因となりうることは本研究からも明らかだ。

収入が乏しく、貨幣経済が浸透していないバングラ

また、教育水準をみても、6 歳以上で全く教育

デシュの農村地域では、食糧や家畜といった直接生

を受けていない人の割合が、男性で 77％、女性で

活の糧となる家財が最も重要な財産となっている。

65％であった。同値の全国の都市部平均が男性で

これらは、避難の際に携帯するというよりは、運搬

18％、女性で 23％、農村部平均が男性で 27％、女

の必要があり、避難行動の妨げとなる。

性で 32％であることからも、堤外地住民の教育を

今後、事前の避難率を上げるためには、これま

受けた人の割合の低さが際立っている。教育水準の

で論じてきたような住民の避難意思の妨げとなる

低さがそのまま貧困状態を示すわけではないが、教

家財を保護するための施策が必要となる。加えて、

育の欠如が、職業選択の幅を狭め、病気や災害など

シェルター建設といったハードの構造物支援だけ

への対処知識の欠如につながり、予期せぬ変化への

でなく、避難訓練や防災教育などを通じて、避難行

対応能力の低下につながることは明らかだ。

動に円滑に移れるようにするためのソフト面での

このように、堤外地においては、教育へのアクセ

サポートも必要不可欠である。例えば、家畜を高

スが十分に保障されていないことは明白であるが、

台へ移動するトレーニングや、食糧を高潮被害か

一方で学校教育は、サイクロンに対する知識や対応

ら守るために、容器にいれて土に埋めるといった、

方法を学ぶ防災教育の実践の場としての期待が高

その土地に見合った防災知識の普及をおこなう必

6 歳～ 9 歳の年齢で学校にいっ
い。堤外地において、

要がある。住民にとって大切な財産である食糧や家

ていない子どもの割合は 52％、10 歳～ 14 歳の間で

畜へのダメージは、生活再建の大きな障害となる。

は 57％であり、若年層においてはその割合が若干

サイクロン被害による生活水準の低下は地域の災

軽減されていることからも、サイクロン被害の集中

害脆弱性を高めることから、人命だけに焦点を絞っ

する堤外地においては就学率をあげるとともに、学

たこれまでのシェルター支援では、十分な効果は見

校教育を通じた防災教育の実践が求められている

込めないと考えられる。

と言える。
さらに、堤外地住民は、厳しい生活環境に置かれ

4-2．貧困と被災に関する考察

ながらも政府の福祉政策の恩恵に浴しているのは

バングラデシュの南部沿岸地域では、防潮堤の外

ごくわずかである。政府による貧困世帯を対象とし

に上流から流出した肥沃な土壌が堆積し、広大な堤

た配給を受けているのはわずか 5.6％であり、洪水

外地が日々形成されている。バングラデシュにおけ

やサイクロンの度に実施されるフードフォーワー

るサイクロン被害はベンガル湾に面した南部沿岸

クやキャッシュフォーワークに参加したことがある

地域に集中しているが、その中でも特に堤外地が危

住民もわずかに 16.8％であった。このように土壌浸

険であることは過去のサイクロン被害の事例から

食や繰り返えされるサイクロン被害に対するセーフ

も明らかである。しかしながら、住民はその事実を

ティネットの欠如が、さらなる災害被害を増加させ、

知りながらも漁業の利便性が高く、耕作に適した豊

貧困と被災の悪循環になると考えられる。

かな土地を目指して堤外地に移住する。

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ

Vol.15

59

日下部 尚徳

注
1) 河川の堆積作用によって防潮堤の外側に形成された土
地。人が住むことが想定されていないため、災害対策
がなされていないケースが多い。

参考文献
Kusakabe, Naonori. 2008. A Shift from Disaster Management
to Disaster Preparedness: Lessons from the Cyclone Sidr
in Bangladesh. South Asian Affairs 5: 53-73.
日下部尚徳．2011．バングラデシュにおけるサイクロ
ン防災と住民避難に関する研究．上智アジア学 29:
137-153．
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【第 15 回大会報告】
障がい者と災害復興：課題と展望

障がい者と災害復興：課題と展望
−ミャンマーと日本における市民活動の現場から−
野

際

紗綾子（認定 NPO 法人

難民を助ける会 [AAR Japan]）

【要旨】
ミャンマーを 2008 年 5 月に襲った強大なサイクロンと、日本を 2011 年 3 月 11 日に襲った東日本大震災は、
両国に甚大な被害をもたらした。本稿では、NGO 職員として市民活動の現場で得た知見をもとに、脆弱性の
高いグループの一つである障がい者に対する災害支援活動について振り返ることで、多様な人々が共生でき
る社会づくりについて課題と展望をまとめる。
【キーワード】障がい者、災害時要援護者、NGO、脆弱性、連携

障がい児）が居住すると推定されている２）。サイク

１．はじめに
難民を助ける会（AAR Japan）は、1979 年にイン

ロンによる死傷者約 16 万人のうち、61％を女性や

ドシナ難民の支援を目的に発足した認定 NPO 法人

子どもが占めるとされているが、これは脆弱性の

である。その後、活動を広げ、これまで 60 を超え

高い人々ほど被害が多かったことを意味する。こ

る国や地域で、緊急支援や地雷対策、障がい者支援

のことは、障がい者が受けた被害も、きわめて大

などの活動を行ってきた。筆者もミャンマー、イン

きかったことを示唆する。実際に、後の調整会議

ドネシア、パキスタン、日本などで津波、地震やサ

等を通じて、障がい者に対しては、差別や偏見に

イクロンの緊急支援に携わり、中でも、脆弱性の高

よって、支援のみならず情報すら届いていないこ

いグループの一つである障がい者支援に尽力して

とが判明した。

きた。ミャンマーを 2008 年 5 月に襲った強大なサ
イクロンと、日本を 2011 年 3 月 11 日に襲った東日

2-2.

緊急支援から復旧、復興支援へ

本大震災においても、障がいのある人々がそれぞれ

当会は、サイクロン発生から 6 日後に被災地に

甚大な被害を受けたが、復興への歩みにおいては対

入り、最大都市ヤンゴンと被害の甚大なエヤワディ

照的な側面も見られる。本稿では、NGO 職員とし

地域を中心に、約 1 万 9 千世帯（約 9 万人）の障が

ての経験・知見をもとに、災害支援活動について振

い者（児）世帯へ緊急支援物資の配布を行った。障

り返ることで、多様な人々が十全に参加できる社会

がい者世帯は支援のみならず、情報を得ることさえ

づくりについて、課題と展望を述べてみたい。

も難しい状況下で、障がい者や貧困層の多く住む地
域において支援物資を届けた。支援のポイントは、

２．ミャンマー・サイクロン災害と障がい者

ネットワークを活かした迅速かつ確実な配布であ

2-1.

る。ネットワークは、現地の関連する団体・機関と

障がい者の被災状況

2008 年 4 月 27 日にインド南東のベンガル湾で発

の間で構築し、具体的にはミャンマー身体障がい者

生したサイクロンは、5 月 2 日から 3 日にかけて勢

連盟（MPHA）、エデンセンター（ECDC）、ヤンゴ

力を拡大しながらミャンマー南西部を直撃し、死傷

ンろう協会（YDA）, ミャンマー・キリスト教盲人

者数は約 14 万人であった。また関係機関から構成

フェローシップ、メリー・チャップマン盲学校、さ

される Tripartite Core Group によると、家族・住居・

らに障がい者の自助組織（RPDG）が挙げられる。

仕事・備蓄食料・水源を失うなどの深刻な被害を受

被害の大きかった地域の多くは、網の目のように

１）

けた被災者は約 240 万人にのぼると言われており 、

入り組んだ川に囲まれたエヤワディ管区のデルタ

被災地域には 3 ～ 5 万人の障がい者（うち 5 千人が

地帯にあったため、モーター付きの小型ボートでさ
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えも入れず、小さな手漕ぎボートでなければ行けな

ことを目標として掲げ、2 つのアプローチを提示し

い村もあった。この中で、上記の協力団体と緊密

ている。一つ目は障がいのメインストリーミングの

に連携して緊急支援物資を配布した。一世帯当た

推進、二つ目は政策・プログラムの発展を通じたそ

りの緊急支援物資の内訳は、米 8 ～ 50kg、飲料水

の障がい者固有のニーズへの対応であり、その双方

2 ～ 20ℓ、食用油 1ℓ、豆 1kg、塩、鍋、皿、スプーン、

が地域に根ざしたリハビリテーション（CBR）に焦

ビニールシート、蚊帳、木炭、ろうそく、ライター、

点を当てている３）。

石けん、洗剤、毛布である。刻々と変わるニーズに

当該国でサイクロン後に障がい分野に取り組ん

応えるべく、サイクロン被災から 4 ヵ月後には、被

でいる団体は、国際 NGO5 団体、国内 NGO26 団体

害の最も大きかった奥地で、(1) 保健医療サービス・

と JICA の計 31 団体／機関であったが、ここで重

心のケア、(2) 栄養改善（食糧・肥料の配布と栄養

要なのは、その計画づくりには、クラスター会合等

教育）、(3) 被災した障がい者への補助具の提供と障

を通じて障がい関連団体が参加したことで計画が

がい理解促進のための啓発活動を行った。サイクロ

民間レベルでも広まり、実効性が高まったことであ

ン被災から 9 ヵ月後からは被災地域で CBR（地域

る。各団体と主な活動は表 1 のとおりである。

に根ざしたリハビリテーション）を実施している。
その主な活動は、1）研修、2）被災した障がい者へ

３．東日本大震災と障がい者

の補助具の提供、3）統合教育の推進、4）ユニバー

3-1.

障がい者の被災状況

サルデザインの推進（公共施設や住宅等）、5）照会

東日本大震災においても、障がいのある方々の死

活動、6）啓発活動、7）自助組織（SHG）の結成・

亡率（2.06%）は、全体の死亡率（1.03%）の 2 倍

活動支援、8）生計支援である。

にのぼった。また、寝たきりの高齢者が多く入居
する施設では、多くの入居者が犠牲になるところ

サイクロン災害からの復興計画と障がい者

もあった。兵庫県の調査で、阪神淡路大震災では、

サイクロン災害からの復興計画は、2008 年秋頃

犠牲となった方々の 5 割が 65 歳以上の高齢者であ

から現場の調整機能であるクラスター会議で国連・

ることが判明したが、警察庁によると、東日本大震

現地政府・国内外の NGO によって数ヵ月にわたっ

災でも、被災者の 65％以上を 60 歳以上の高齢者が

て協議された後、2008 年 12 月に ASEAN・ミャン

占めたという。また命が助かった後も、困難な避難

マー連邦政府・国連によって「（サイクロン）ナル

生活が続いた。身体障がい者にとって、高さ 60 セ

ギスからの復興計画書（通称 PONREPP）」として

ンチの台をのぼらなければならない仮設トイレの

最終的にまとめられた。同計画では、障がい部門の

使用は著しく困難だった。ある避難所の小学校で、

復興について、「障がい者の移動やアクセスを改善

車いすの少女が、体育館前に敷かれた簀の子の前で

し、平等な一員として社会参加できるようにする」

立ち往生していたことが忘れられない。避難所の張

2-3.

表1

年

ミャンマー災害復興計画と復興の歩み４）

実施団体

活動内容

ミャンマー連邦社会福祉局

障がい者の災害復興のためのアクション・プランの
作成、障がい者についての調査を実施

レプロシーミッション・インターナショナル（TLMI）

サイクロン被災地に 6 つの地域に根ざしたリハビリ
テーション（CBR）センターを設置

ハンディキャップ・インターナショナル、TLMI

サイクロン被災地に 2 つの支援センターを設置

ASEAN、国連、ミャンマー政府、国際 NGO、現地
団体

障がい分野を含めたサイクロン復興 3 カ年計画を策定

AAR Japan、エデンセンター

サイクロン被災地にて CBR 活動を開始

2008

2009
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り紙は、視覚障がい者に何の情報も語りかけなかっ

となる軽油や灯油を 3,000ℓ 調達しなければならな

た。精神障がいや知的障がいを持つ人が避難所から

いのだが、その目処が立っていない」との連絡を受

追われるケースもあったし、ある聴覚障がい者が

け、大至急手配し福祉施設に届けたこともあった。

「無口な人」と思われたまま、体調の悪化を伝える

被災 1 ヵ月後からは、一刻も早く福祉施設が事

こともできずに亡くなったケースもあった。

業を再開できるよう、事務機器や家電、福祉機器
の配布を本格化させた。その一方で、震災から 2 ヵ

3-2.

月近く過ぎた中で当会の支援がはじめてという配

緊急支援から復旧、復興支援へ

筆者は AAR Japan の緊急支援チームのリーダー

布先もあった。特に、道路アクセスの劣悪な被災

として、2011 年 3 月 13 日深夜に宮城県多賀城市に

地では、障がい者・高齢者に支援の届きにくいケー

入った。以来、宮城県の障がい福祉課、社会福祉

スが多く、これらの人々を対象に支援物資を配って

協議会、障がい当事者団体、障がい福祉施設の方々

いった。この緊急段階では、海外での災害支援の経

と連絡・調整を行いながら、被災三県を中心に表 2

験や、迅速性や柔軟性といった市民セクターの特徴

のような支援を行ってきた。

を活かしながら、本来行政が担うべき社会権保障の

震災から 3 日後に、全体状況を把握するために宮

補完的役割を果たすことを目指した。東日本大震災

城県庁の障害福祉課を訪れたところ、課長から県

では、多くの被災地の行政機関が甚大な損害を被っ

内の障がい者施設のリストを渡され、
「各施設へ安

た分、民間団体の役割はとりわけ大きかったといえ

否確認をしたいのだが電話がつながらない。だが、

るだろう。ここで重要なのは組織間の連携である。

自分たちに今できることは電話をかけることだけ

各県の福祉課、日本障害フォーラム（JDF）
、宅老

のため、物資配布時に安否確認もお願いしたい」と

連絡会、社会福祉協議会等と連絡を取りながら、状

いう趣旨の依頼を受けた。それからは、スタッフ

況把握と物資配布を同時に行ったことが、今回の迅

を集中的に投入し、車の荷台に支援物資を満載しな

速かつ柔軟な活動に繋がったと考えている。

がら福祉施設を順にまわり、配布と安否確認の両方
を行っていった。震災直後、ガスや水道や電気が止

3-3.

災害復興計画と障がい者

まった中で特に喜ばれたのは、加熱不要な食料やウ

震災後数ヵ月が過ぎ、緊急支援期から復旧・復興

エットティッシュやオムツなどの衛生用品に加え

フェーズに変わっていくに伴い、県や各自治体は復

て、軽油・灯油・ガソリンといった燃料であった。

興に向けた災害復興計画を策定するようになってい

宮城県障害福祉課からは、さらに「停電時に人工呼

く。岩手県、宮城県、福島県の災害復興計画は表 3

吸器が止まらないよう、3 日以内に自己発電の燃料

のとおりであるが、ここで重要なのは、脆弱性の高

表2

フェーズ

東日本大震災活動概要

活動内容
緊急支援物資の配布（障がい者、高齢者を中心に）

緊急期

復旧期

炊き出し・地域交流イベントの開催

活動地域
岩手県、宮城県、福島県

巡回診療・保健活動、巡回バスの運行

宮城県

福島県相馬市・南相馬市の子ども支援、福島県内外に住む妊産婦支援

福島県

仮設住居・借上げ住居への入居世帯への生活必需品支援

福島県

障がい者・高齢者施設の修繕支援、車両の提供
理学療法士・作業療法士によるマッサージや健康体操と傾聴活動
コンテナハウスプロジェクト

岩手県、宮城県、福島県
岩手県、宮城県

障がい者の社会参加促進と福祉作業所商品の販路拡大支援
復興期

菜園活動・手芸活動・コミュニティ活動の支援
放射能対策事業

岩手県、宮城県、福島県

障がい福祉基盤整備事業
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い人々に配慮された項目が含まれているという点で

をめぐるあらゆる差別の撤廃や、”Nothing about us,

ある。

without us!”（私たちを抜きにして私たちのことを決

しかしながら、これらの災害復興計画は実効性に

めないで）という当事者参画の理念が重要な柱と

乏しく、特に、障がいの有無にかかわらず、被災

なっている。この理念と呼応しつつ、国際支援の現

地域住民の間にあまり根付いていないのが問題と

場では、スフィア・スタンダード９） の改訂版にお

なっている。理由としては、ミャンマーとは異なり、

いて、
「プロテクション（権利保護の原則）」が新章

復興計画作りに障がい当事者や関連団体の参加が

として追加され、脆弱性の高い人々（例：女性、子

ほとんどなく、計画策定後も会合や復興活動に携わ

ども、高齢者、障がい者等）の人道支援へのアクセ

る機会が限られていたことが考えられる。

スが確保されている状況を目指すことが記された。
日本においては、障害者権利条約は、国内関連法
の不備などを理由に、2013 年 12 月まで批准されな

４．障がい者と災害復興：課題と展望
それでは災害復興において、障がいはどのように
位置づけられるべきで、実際にいかなる点に配慮す
べきなのだろうか。はじめに国際的な潮流について
確認しよう。
WHO が 2012 年に出した『世界障害報告書』に
よると、障がい者は、世界の人口の約 15％を占め、
その 8 割が途上国で暮らしている。これは貧困など
の社会の脆弱性と障がいの発生が密接に関係して
いるということである。この点に関連して、英国国
際開発省（DFID）は、貧困と障がいの悪循環を図 1
のモデルで捉えている。
このような悪循環を断ち切るために、2006 年に、
国連総会において国際人権法に基づいた「障害者
権利条約」が採択された。同条約では、障がい者
表3

計画名

図1

貧困と障がいの悪循環８）

東日本大震災からの復興計画

内容（障がい者との関連部分）

岩手県東日本大震災
津波復興計画５）
（平成 23 年 8 月）

防災のまちづくり（26 頁）：ユニバーサルデザインの考え方に基づいたひとにやさしいまち
づくりの推進
暮らしの再建（30 頁）：女性・高齢者・障がい者・若者を含め安定的な雇用の場の創出
復興の進め方（76 頁）：被災者一人ひとりにとっての復興を実現するため、女性や高齢者、
障がい者、子ども、若者、外国人県民等の視点も含めた、社会的包摂（ソーシャル・インクルー
ジョン）の観点に立った取組の展開が図られるよう留意

宮城県震災復興計画６）
（平成 23 年 10 月）

災害時要援護者への支援（16 頁）：子ども・障がい者・高齢者等の要援護者へ保健活動、訪
問看護等の支援の実施
復興の進め方（30 頁）：地域全体で高齢者や障がい者、子ども、外国人を支えあう、新しい
地域コミュニティの構築

福島県復興計画７）
（平成 23 年 12 月）

安心できる生活の確保（9 頁）：高齢者等サポート拠点整備事業
ふくしまの将来の産業を担う人づくり（11 頁）：福祉・介護を支える人材を育成するための
事業
福祉サービス提供体制の復旧（28 頁）
：被災した障がい者の生活支援の充実・強化と福祉サー
ビス提供体制の整備（被災地における障がい福祉サービス基盤整備、
精神障がい者地域生活移行支援特別対策事業、子どもの発達支援事業）
ふるさと帰還後の新たなコミュニティづくり（39 頁）：障がい者一人ひとりがその人らしく
自立した生活ができるよう、ユニバーサルデザインに配慮した社会づくり
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かった。復興計画策定において障がい当事者の参加

ばならない。以上の点は、いずれも障がい当事者の

が十分に行われなかったのも、このように障がい者

立場に立った時に初めて見えてくる問題であり、そ

の権利擁護が、なかなか世界的な水準に達しなかっ

の視点を失わないためにも、復興計画やまちづくり

たこととも関係しているかもしれない。

の計画・立案・準備段階から障がい当事者が参画す

もちろん、その批准が自動的に障がい者の権利擁

ることが望ましい。

護につながるわけではなく、市民セクターにも関連

以上のように、脆弱な人々を多く抱える日本にお

法規や行政にも課題は山積している。そのような中

ける震災復興において重要な点は、障害者権利条

で、私たちが行うべきことの一つは、各アクター間

約の推進と一体で進めることだと考えられる。そ

が立場や利害を越えてネットワークを形成し、適切

れは、障がい当事者という脆弱性の高い人々の視

な支援実現のために調整と連携を行うことではな

点を、社会の中核に位置づけていくことでもある。

いだろうか。例えば、途上国などで大きな災害が発

それが結局は、社会全体の人々の命や生活を守るこ

生した場合には、通常、教育や医療といった領域ご

とにもなる。復興計画では、障がい者や高齢者に

との「クラスター会議（分野別調整会議）」が開か

配慮した社会づくりが掲げられ、政府関係者も「女

れる。主な参加者は、国際機関、現地政府や現地組

性、子ども、高齢者、障がい者など、多様なニーズ

織、国際 NGO であり、原則として希望すれば誰で

をおさえることが重要」と発言している。だが官民

も参加できるという開かれた形をとっている。ミャ

や団体間の垣根を超えて連携し、それを真に実効性

ンマーでは障がい当事者の参加も見られたのは、こ

のあるものにしていかない限り、この社会はいつま

のためである。これらのアクターが一堂に会して当

でたっても脆弱で障壁に満ちたものだろう。これか

事者の声に耳を傾けたり、相互に問題を共有するこ

らも私たち一人ひとりに課せられた役割は大きい。

とで、適切な支援に向けて、支援の重複を防ぐこと
に加え、支援対象や方法についての協議や役割分担
を行うことが可能になり、これが災害支援において
極めて重要な役割を果たす。
これに対し、日本では、特定のテーマに関して支
援を実効的なものにする組織・機関間の連携が必ず

【注】
１）Tripartite Core Group [2008] Post-Nargis Joint Assessment
(PONJA), (URL: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/C675C571D9F845A7C125748D0046C5A3-Full_
Report.pdf, p.1）

しも実現していなかった。これは障がい者支援にお

２）Tripartite Core Group [2008] Post-Nargis Recovery and

いても顕著であり、官民連携を通じて改善すべき事

Preparedness Plan (PONREPP), (URL: http://www.

項は数多くあったと思われる。例えば緊急段階では、

reliefweb.int/rw/rwb.nsf/retrieveattachments?openagent&

行政によるプライバシー保護の壁を越えた、障がい

shortid=JBRN-7P4GFL&file=full_report.pdf, p.58）

者の情報や支援へのアクセスを確保することが求め

３）Tripartite Core Group [2008] Post-Nargis Recovery and

られる。またバリアだらけの避難所や、利用者が集

Preparedness Plan (PONREPP), (URL: http://www.

まらない等機能しなかった福祉避難所の改善策とし

reliefweb.int/rw/rwb.nsf/retrieveattachments?openagent&

て、誰もが使うことのできる避難所を全国に準備す

shortid=JBRN-7P4GFL&file=full_report.pdf, p.59）

べきであろう。同様に、仮設住宅や復興住宅をすべ

４）「Community Based Rehabilitation Experience in

てユニバーサルデザイン化することも重要である。
これは、災害の各段階で誰もが利用できる住環境
整備を求めるものだが、障がい者のためだけでな
く、高齢化社会の日本においては多くの人が脆弱性

Myanmar」、第一回アジア太平洋 CBR 会議（2009 年
2 月 19 日）におけるタオク氏（U Tha Oku）の発表
資料を基に作成
５）岩手県（2011）
「岩手県東日本大震災津波復興計画

を抱えるため、社会全体にとって有意義なものとな

復興基本計画（第 1 期）―― いのちを守り

るだろう。もちろんこのことは、高齢化の進むア

地と共に生きるふるさと岩手・三陸の創造」

ジア諸国をはじめ、脆弱性の高い人々の被害が大き
くなりやすい途上国においても必要な視点である。
加えて、災害救助法や復旧費国庫補助なども、より
ニーズに応じた弾力性の高いものに見直さなけれ

海と大

６）宮城県（2011）
「宮城県震災復興計画 ―― 宮城・東北・
日本の絆

再生からさらなる発展」

７）福島県（2011）
「福島県復興計画（第一次）―― 未来
につなげる、うつくしま」
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８）DFID (2000) Disability, poverty and development.
Department for International Development, United
Kingdom, p.4.
９）The Sphere Project 編、 特 定 非 営 利 活 動 法 人 難 民 支
援 協 会 訳（2011）『 ス フ ィ ア・ プ ロ ジ ェ ク ト The
Sphere Project

人道憲章と人道対応に関する最低基

準 』（URL: http://www.refugee.or.jp/sphere/The_Sphere_
Project_Handbook_2011_J.pdf, pp.33-35）
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【第 15 回大会報告】
パネルディスカッション「今、あらためて考える『新しい公共』」ディスカッション概要

パネルディスカッション
「今、あらためて考える『新しい公共』」ディスカッション概要
パネリスト

金子郁容（慶応義塾大学教授）
松井孝治（慶応義塾大学教授）
細野豪志（衆議院議員）
鈴木

寛（慶応義塾大学教授、東京大学教授）

大西健丞（特定非営利活動法人ピースウィンズジャパン代表理事、
公益社団法人シビックフォース代表理事）
ファシリテーター

内海成治（京都女子大学教授）

内海：大変お待たせいたしました。ただいまよりパ

を歴任されました。また「NPO 法人みらいふくしま」

ネルディスカッション「今、あらためて考える「新

を設立され、副理事長もされています。

しい公共」」の、パネルディスカッションを始めた
いと思います。私は、この会の進行を務めさせてい

（拍手）

ただきます、京都女子大学の内海でございます。ど
うぞよろしくお願いいたします。

内海：それから、慶應義塾大学の教授で、兼任で東京
大学の教授も務められております、鈴木寛先生です。

（拍手）
（拍手）
内海：はじめに、パネリストの方をご紹介いたしま
す。向かって皆さまの左から、慶應義塾大学の金子

内海：鈴木寛先生は、文部科学副大臣のときに、コ

郁容先生でございます。

ミュニティ・スクールの大部分を取り仕切った方で
ございます。それから、大西健丞さんです。ピース

（拍手）

ウィンズ・ジャパンの代表理事でありまして、その
ほかに、Civic Force の代表理事もされています。ま

内海：金子先生は、「新しい公共」の推進会議の理

た、新しい公共円卓会議の委員だったとお聞きして

事長、座長として、新しい公共整備などを取りまと

おります。

められました。続きまして、慶應義塾大学教授の松
井孝治先生です。
（拍手）

（拍手）
内海：今回のパネルディスカッションの進め方でご
ざいますが、はじめに松井先生、金子先生、それか

内海：松井先生は、鳩山内閣のときの官房副長官を

ら鈴木先生、そして細野先生の４方に、10 分程度、

務められ、「新しい公共政策」の立案・推進役を担

お話をしていただきます。「新しい公共」は、鳩山

われた方です。それから続きまして、民主党の衆議

内閣のときに、政権課題として重要視され、取り組

院議員、細野豪志先生です。

まれたわけでございますが、そのときに目指された
こと、それから、現在における「新しい公共」の考

（拍手）

え方が今後どういうふうにしていくのかというこ
とも含めまして、自由にお話ししていただきたいと

内海：細野先生は、環境省や原子力行政担当相など

思います。
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その４方の発言を受けまして、大西さんからコメ

たのは、ひとつは、金子先生や鈴木寛さんのコミュ

ントを頂戴します。そのあとに、会場からご質問、

ニティ・スクールにすごく影響を受けて、それをど

コメントをいただきたいと思います。その際、挙手を

ういうふうに表現したらいいかと考えた際に、一寸

頂き、所属先とお名前をおっしゃってから質問してく

先にあったものが「新しい公共」というテーマだっ

ださい。それに対して、パネリストの方たちがお答え

たということなんです。

します。最後に、パネリストの方たちに短いメッセー
ジをいただいて、終わりにしたいと思います。
それから、細野先生は、次の予定がございますの

私は、官僚として生きてきました。実は２つの契
機があって、ひとつは村山内閣のときに、官邸に勤
務していました。例の阪神・淡路大震災のときに、

で、途中で抜けられると聞いておりますので、よろ

ちょうど総理の所信表明演説の最後の仕上げのタ

しくお願いします。それでは、はじめに松井先生の

イミングだったわけですが、官邸のど真ん中で、村

ほうから、お話をいただきたいと思います。よろし

山内閣の初動というのが、決してうまくいかなかっ

くお願いいたします。

たんですね。１週間ぐらいたってから、歯車が合い
だした印象がありましたが、そのときに、官の限界

松井：こんにちは。松井でございます。よろしくお

というものを感じました。国民の生命とか財産を

願いいたします。最初の発言という予定ではなかっ

守るというのは、誰がどう見たって官の最大のミッ

たので、最初だったら、ちょっとチャートか何かを

ションであるわけですが、そのパブリックというも

お見せしたほうがいいのかもしれないなと思いな

のの中核である震災対応において、実際は初動期に

がら、あとでまた補足をいたしますので、ご了承い

警察、消防、自衛隊がなかなか機能しませんでした。

ただきたいと思います。

それは自治体との連携にもありますが、必ずしも

私は去年から慶応大学湘南藤沢キャンパス（SFC）

十全に機能したわけではない。たまたま隣にいらっ

にお世話になっています。鈴木寛さんは、もともと

しゃるから言うわけではないのですが、細野さんは

通産省時代に、SFC 設立直後の SFC の助教授をやっ

当時、京都大学の４年生だったのかな。それで、彼

ておられて、今春から SFC 兼東大の公共政策大学

らのような人たちが、当時、携帯電話が普及し始め

院ということで、SFC 関係者にメンバーが偏りま

たころで、携帯電話を持って、場合によってはイン

した。SFC の DNA が「新しい公共」とはつながっ

ターネットで横につながって、国民の生命・財産を

ているのかな、ということで、ご容赦をいただきた

守るということを担う時代になったということを、

いと思います。

僕は官邸にいて経験した。これは、僕にとってはす

それから、本来だったら、今日、自民党の塩崎先

ごく大きなショックでした。

生がおいでになる予定だったのですが、どうしても

もうひとつ、大きなショックは、これは金子さん

ご予定の都合がつかなかったので、たまたま民主党

や鈴木寛さんの大きな仕事であるわけですが、自分

の関係者が３人もいますが — 私はもう民主党を離

の子どもを小学校、地元の京都の小学校に入れたと

党しているのですけれども — あまり党派的なもの

きのことでした。その小学校がたまたま御所南小学

ごとの枠組でとらえてはいただきたくないという

校といって、最初のパイロット校のコミュニティ・

ことだけ、最初に申し上げるところです。

スクールでした。そこで教育という、まさにパブ
リックなものに、文科省や教育委員会や、京都市立

松井：私が思っている「新しい公共」というのは、

御所南小学校だけではなくて、地域の人々が、それ

統治改革であります。私のバックグラウンドを説明

は保護者だけではなくて、子どもを預けていないよ

しないといけないのですが、私は京都で、宿屋のせ

うな地域の人々が、学校教育に、当事者意識をもっ

がれに生まれたという、この中ではおそらく一番商

て関わるかというところを、うちの女房が ―― そ

売人の DNA が入っている人間です。しかし、私は

のときは、僕は議員でありましたけれども ―― ひ

通産省に入って、首相官邸を役人時代に経験して、

とりの地域のコミュニティの一員として、関わらせ

それでまた政治家で首相官邸を経験したという意

ていただきました。僕はパブリックは、狭い意味で

味で、中央集権の官のど真ん中にいた人間の１人

官というのは、基本的に 100％公共から成り立って

です。そういう人間が、「新しい公共」と言い出し

いるのが「官」であると私は思っています。しかし、
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その地域の一人一人であったり、あるいは学生のボ

ングしていくということです。公共性の判断の引き

ランティアだったり、そういう人たちが、明らか

金を、基本的には個人の納税者に引いていただくと

に自分たちのエレメントの２割か３割を、パブリッ

いう発想の転換をしたというのが、最大の意味合い

クな仕事に、しかも喜びをもって関わっていくとい

だったと私は思っています。

う時代に入っている。あるいは、それはひょっとし

最初に私からあまり長く話をしてもしょうがな

たら、そういう時代に戻っているというふうにいわ

いので、あとでまた補足をしようと思います。私自

なければいけないのかなと感じました。

身は、
「新しい公共」というのは、まだ入り口に入っ

要は、公共性というものを、中央官僚は全部公共

たばかりだと思います。関係者の方などによく言わ

性の基準をつくって、設計をして、それを手足のよ

れるのは、例えば指定管理者制度なんて、下請け制

うに地方の自治体であるとか、いろいろな民間の事

度そのもので、あんなものを「新しい公共」なんて

業者の方々をコンダクトして、公共というものを正

いわれたら、何か体のいいボランティアとか NPO

せるという、そういう部分ってあると思うんです。

を、ひどい条件で下請けをさせるということを推

けれども、それだけではなくて、世の中のため、社

進しているに過ぎないのではないかというような

会のために何らかの仕事をするということを、他者

ご指摘を受けます。そのとおりだと思います。まだ

のために仕事をするということを、一人一人の人間

協働関係のルールとか、モデルが出来上がっていな

が関わっていくという時代をどうつくっていくか。

い。だから、それをつくっていかなければいけない

それをやらなければ、永田町とか霞ヶ関で、人々

し、おそらくこの通常国会で成立するであろう公務

をすべて幸せにするなんていうことは無理だし、逆

員統制などで、官民交流がありますが、公務員が、

にいうと、あなた方は公共の受益者だといった瞬間

より自分たちに近い、公共性のある NPO みたいな

に、そこにものすごく対立が起こって、ある種の怨

ところに出向するということについての、出向法制

嗟の声が起こるし、依存が起こる。そこをどう作

ができていないんですね。そういうようなことも、

り替えていくのかということが、私にとっての「新

法律をつくっていかなければいけない。あるいは、

しい公共」なのです。

細野さんからあとでお話があると思いますけれど

僕は民主党の人に、もう口を酸っぱく言っていた

も、細野さんは環境大臣で原発担当大臣をなさった

のですが、民主党の人だけでなくて、自民党の人

ときに、行政が情報を全部出しますよといっていま

にも言っていたんですが、公共イコール、こうい

す。どういう情報を必要とするのかということにつ

う国際ボランティア学会、公共イコール NPO とか

いては、ユーザー主体で加工する必要があります。

ボランティアがというふうにとらえる人が圧倒的

さらに、それをどう編集するのかということにどう

に多いのですけれど、そうでないと考えています。

関わっていただくのか、というようなことも明確に

私の理解は、「新しい公共」というのは、公共を政

することが必要です。

治であったり、官僚とともに、人々が協働して担う

ここら辺の話は、まさに「新しい公共」の本質

新しい仕組みのことを「新しい公共」と、明確に提

論なのですが、いろいろな意味で、狭い意味での

示しているつもりです。それは、鳩山内閣で最初

NPO 支援とか、寄付税制をどう充実させていくか

に演説をつくったときにも、そのあと、「新しい公

とか、パブリックサポートテストをさらにどう回す

共」円卓会議、金子先生に座長をお願いすることに

んだとか、法人税のほうはどうしていくのかとかと

なるわけですが、そこでも、それを一生懸命に申し

いう課題もさることながら、パブリックというもの

上げたつもりです。寄付税制というのは、従来だっ

は何なのか。公共性というのは何であって、これか

たら、中央の官、あるいはそれを政治が、公共性を

らどういうルールをつくっていくのが必要なのか

判断して、その公共的なものに対する資源配分とい

ということが大切です。いい慣行をつくっていくの

うものが、官であったり、政治が行うというのが、

が必要なのかという意味では、本当にとば口に差し

政の基本なんですが、寄付税制の一番大きな発想の

掛かったばかりだと思います。

転換は、個人個人が公共性というものを自分で判断

そういう意味では、今日、塩崎さんがいらっしゃ

して、そして、それに対してマッチングという形で、

らないから、自民党政権のことを言うことはやめて

官が、あるいは政治がそれを、むしろそこにマッチ

おきますけれども、やはりもう一回盛り上げていく
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必要があります。民主党政権とか、誰々政権がやっ

もに対しての被害が大きかったということもあり、

ているということではなくて、どの政権がやるにし

鈴木寛さんが副大臣でいらしたので、文科省の協力

ても、もっともっと、人々の不幸を減らす、人々の

も得て支援をしようということになりました。市、

笑顔とか、幸福というものを増進するために、私は

町の人たちが立ち上がって、子ども中心に復興して

社会の資源を総掛かりでやらないといけない。公共

いこうというコンセプトを出しました。例えば、伝

は一部の人たちだけで担えるようなものではない

統芸能を子どもたちが大人たちから教わる。逆に、

と思うんです。誰か１人の号令みたいなものでやる

子どもたちが大人たちをインタビューして、ネット

ということではなくて、いろいろな人が発意とか、

や壁新聞などで広めます。町に新しいつながりをつ

あるいは鈴木寛かんさんがおっしゃるところの「熟

けて再生していこうというもくろみです。

議」というようなもので、社会をつくっていくとい

NPO のカタリバがすぐに現地に入って、補習授

うことが、これからの時代で、ますます加速的に必

業を提供しました。新しい公共のひとつの具体例で

要になっているのではないかと思っております。

す。もちろん、学校の復興には文科省や岩手県教育

最後にひと言だけ。この「新しい公共」を最初に

委員会などが関わっていますが、実際には、町の

議論するときに、先ほどの鈴木寛さんと金子先生の

漁業組合、商工会、農業組合などが協力していま

コミュニティ・ソリューションがひとつの、原形と

した。NPO カタリバは、ご存じかもしれませんが、

しての概念でした。
「新しい公共」円卓会議をつくっ

高校を中心にしてユニークな教育活動をしていま

ていくときに、大西さんとか、何人かの若い人たち

す。女川での支援に続いて大槌でも、お寺を借りて、

に足を運んでいただいて、官邸のＡ定食か、Ｂ定

200 名くらいの子どもたちの補習授業を実施してい

食かよく覚えていないけれど、750 円ぐらいの定食

ました。私たち慶應大学チームがやったのは、カタ

を一緒に食べながら、何度も何度もブレインストー

リバと町の学校の先生たちのコラボレーションの

ミングをして、こういう会議で次はいこうとか、ど

お手伝いです。カタリバのスタッフ達は教育委員会

ういう人選で、この会議をやるぞとか、そんな話

や教員たちに最初は「あの人たち、教員免許、持っ

を含めて議論させていただいた。そのつくり方は、

ていないよ」といわれたりしたらしいのですが、い

プロセス自体も含めて、当時、ワクワクする思い

ろいろ一緒にやるうちにコラボレーション活動を

がしました。だから、そのワクワクする思いをもっ

実施するようになった。

て、もう一回ブレイクスルーをしていく必要がある

ボランティア、国内外の企業の方から多くの参加

のではないかと、私はこういうふうに思います。以

があり、寄付も集まりました。さまざまな人が共同

上です。ありがとうございました。

する形で、子どもを中心にしてまちを復興させるた
めの小中一貫校のカリキュラムができました。SFC

（拍手）

で教えている地震専門家の大木先生も関わる防災
教育も進められています。１年生でも２年生でも、

内海：松井先生、どうもありがとうございました。

中学生でも、その場で何か起こったら、自分たちの

何かもっともっと聞いていたい、私もワクワクしな

判断で一番いいことをできる方法をとるためのト

がら聞かせていただきました。次に金子郁容先生、

レーニングをしています。

よろしくお願いいたします。

学校教育というのは、元来こういう形がいいので
はないかと思うわけです。学校というのは、行政と

金子：私の方からは、３つの例を簡単にお話しして、

先生だけのものではなくて、いろいろな人が寄り集

この先の議論が少し具体的になるようにしたいと

まって、それぞれができること、特異なことをやっ

思います。

ていくということが、たまたま被災地で実現したわ

松井さんから阪神・淡路大震災の話がありました
が、東日本大震災の中でも一番被害の大きい地域の
ひとつである、大槌町について少しお話ししたいと
思います。
大槌町は、大きな被害を受けました。特に子ど
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ろでもいいのではないか。ひとつのわかりやすい

委員会は『尊重しなければならない』と法律に定め

例をあげます。東日本大震災の安否確認の事例で

られてあります。人事権に関しては、このような制

す。政府の対応が遅れている中、安否確認について

度を提案し、実際に法制化されました。もちろん、

活躍したのは Google チームです。Google は、カト

制度があるからといって、ものごとが常にうまくい

リーナ台風、中国の四川のとき等に、パーソンファ

くわけではなく、住民の関心と参加が不可欠です。

インダーというデータベースを提供して安否確認

コミュニティ・スクールの場合、地域で運営してい

に成果を挙げた。その経験があったので、東日本大

る学校のよい事例が沢山生まれて来ています。あり

震災発生のその日から若手エンジニアが日本版を

がとうございました。

導入しました。その際に、日本の避難所には手書き
で名簿はあるという情報を受け、被災地に行った人

（拍手）

が携帯で写真をとってピカサいう Google のソフト
にアップロードしました。それを全国、全世界のボ

内海：金子先生、どうもありがとうございました。

ランティアたちが、デジタル化するという作業を進

それでは、慶応大学および東京大学の教授でおられ

め、瞬く間にボランティアのネットワークができま

ます鈴木寛先生に、マイクをお渡しいたしたいと思

した。Google が呼びかけたわけではなくて、みん

います。よろしくお願いいたします。

なの口コミで伝わったとのことです。4800 人以上
のボランティアが協力し、14 万件のデータと 10 万

鈴木：皆さん、よろしくお願いします。松井さん、

件の静止画像が、ボランティアたちによって入力さ

金子先生のあとで、もうお話しすることはほとんど

れました。大企業も、企業としてというよりは、社

残っていないです。というのは、私はこの 1995 年

員のボランティアとして、または自分の持っている

からずっとこのお２人と、コラボレーションをして

資源を出すことによって、公共を作って行くこと、

まいりましたので、ちょっと補足をさせていただく

国民の財産や安心を守ることができます。

という意味でお話ししたいと思います。

別の例は、コミュニティ・スクールです。日本の

やや難しい話をしたいと思うんですけれども、結

教育は、上から下へと情報が流れ、なかなか下から

局、なぜボランティアなのか。私は神戸出身でござ

上に行かないシステムになっています。それを変

いまして、1995 年１月 17 日には、我が家も半壊い

えようということが、鈴木寛さんと私の試みです。

たしましたし、私の父も被災をいたしました。当時、

コミュニティ・スクールの提案が 2004 年に法制化

私は山口県庁に通産省から出向していたんです。松

され、京都の御所南小学校などが最初にコミュニ

井先生とまさに同じ思いを持って、こういうときこ

ティ・スクールとして出発し、今 1600 校以上になっ

そ中央政府が頑張らないといけないのに、被災者の

ているといわれています。文科省と県の教育委員会

家族として、非常に残念な思いをしたのを覚えてい

と、実際に教育をやっている地域の人が協力体制を

ます。そのときに、SFC の学生を率いて、この阪

組んで、地域の中で、人々の交流が盛んになるよう

神に本当に助けに来てくれたのが金子先生であり、

な仕組みをつくろうという制度を提案しました。

SFC の金子研究室ということです。

学校運営協議会が核になって、地域の協働が進

そのときの印象が非常に衝撃的で、阪神・淡路大

みました。市町村の教育委員会が、コミュニティ・

震災から、日本にボランティアの力が皆さんに認識

スクールをつくるために、学校運営協議会を立ち

されたんですね。それまでは、ボランティアといっ

上げ、ルールをつくり、人選もします。県の教育委

ても、日本では縁のない話だったと思いますが、阪

員会、文科省の許可などは一切いらない。市町村教

神・淡路のときに、まさに私の父をはじめ私のふる

育委員会の権限で委員を任命できます。委員には住

さとの人々が、ボランティアに本当に支えられたと

民、保護者、教員などからなり、校長と一緒に学校

いう原体験があって、金子先生と出会ってから、ボ

を実際に運営していきます。県の教員の人事権は県

ランティア、あるいは NPO について、いろいろと

が持っているのですが、コミュニティ・スクールの

考えてきました。

場合、人事について意見があれば、学校運営協議会

それと、先ほどお話もありましたように、松井さ

が正式に書面で意見を表明し、その意見を県の教育

んは、統治機構改革に、まさに霞ヶ関のエースとし
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て、官邸で関わられ、素晴らしい活躍をされておら

解決がつかない問題というものが、どんどん増えて

れました。私は人がやっているということはやって

きているのではないかと思います。要するに、社会

いるということはやらない主義なので、私が関心を

問題の問題解決の本質は、実はコミュニケーション

持ちましたのは、政策形成プロセスでした。組織論

不全を正す、あるいはコミュニケーションがないと

は大事。しかし、組織論だけでは足りないのであっ

ころにコミュニケーションを生み出していくこと。

て、まさに、どうものごとが動いているか。ボタ

別の言い方をすると、これまで私がやってきた「近

ンの押す順番が違うだけで、ものごとというのは、

代を卒業する」というコンテクストでお話をする

うまくいったり、いかなかったりする。そういうも

と、近代国民国家システムというのは、基本的に資

のに、私は注目をしていて、『中央省庁の政策形成

源配分システムでした。そこでとても大事にされて

過程』という本を、当時の役人と、そして新人気鋭

いることは、生産、あるいは生産性です。要するに、

の行政学者、あるいは政治学者とグループを組んで

GDP が１％上がったとか、下がったとかで大騒ぎ

書きました。
「霞ヶ関」といっても、普通、十把一

をしているわけであります。通産省の中にいると、

絡げに皆さんは見るわけですけれども、実は外務省

まさに日本の GDP を 0.1％上げること躍起になって

と通産省で、もう全然違うんですね。まして、通産

いる世界があるわけです。

省と文部省なんて、これは同じ役所なのかなという

しかし、GDP というものは「Gross Domestic Product」

ぐらいに組織文化、あるいは、政策形成のプロセス

ですから、要するに Product とか、Production という、

が違っています。そういうことを、固有名詞でしっ

あるいはその Production を効率化する、あるいは、

かり議論していこう。なぜ文部省と通産省は違うの

Production を活性化するための投資が重要です。今

か。それは、政策対象の人々の行動（behavior）原

でもガバナンスの対象はここにあります。しかし、

理と表現が違うから、違うわけであります。
「業界」

今、日本が抱えている問題、あるいは近代成熟社

といったりもするのですけれど、コミュニティの違

会が抱えている問題というのは、まさに無縁社会

いというものが、ものの決まり方とか、仕事の仕方

の問題だったり、独居老人の問題だったりします。

とかに違いを及ぼしているんだということを、関心を

要するに孤立というものが、非常に重要な問題で

持ち、ずっと考えてきたということでございます。

す。子どもたちの孤立の問題もあります。われわ

そういう中で、そもそも公共の役割というか、公

れが特に鳩山政権のときに、GDP のこともいいの

共がやらなければいけないこと、対象や問題が変わ

だけれど、自殺者３万人というのを何とか１人で

りつつあるということを、申し上げたいです。つま

も少なくする。そのことのほうが、GDP を１％上

り、20 世紀は、資源の配分（アロケーション）
、日

げるよりも大事ではないかと。自殺というのは、

本中から人や税金や資金というものを集めてきて、

究極の孤立であり、コミュニケーション不全なわ

それを配る。これが主として、公の仕事というか、

けです。こういうことの改善に何らかの貢献をし

正確ではないのですけれども、少なくとも官の仕

ていくというのが、新しい公共の仕事ではないか

事。資源配分というものが政策の中心でありまし

ということで、資源配分からコミュニケーション、

た。資源配分というのは非常に重要なわけで、必要

このコミュニケーションをどういうふうにファシ

なことに必要な資源をどう配分していくかという

リテートしていくのかということの大切さを申し

ことは、なお、とても大事な仕事なわけであります。

上げたいと思います。

しかし、私たちが金子先生と一緒にやってきたの

コミュニケーション不全ということで、震災の話

は、ガバメントによる問題解決、あるいはマーケッ

で申し上げると、私たちは別に、ガバメントも、マー

トによる問題解決に加えて、コミュニティによる問

ケッも、否定しているわけではありません。コミュ

題解決の重要性を『ボランタリー経済の誕生』とい

ニティ・ソリューション、あるいはボランティアと

う本の中で、初めて提起させていただきました。

いうものをそれらに加えて、そのベストミックスを

そして、結局、マーケットもガバメントも、基

図る、ベストインテグレートすると、もっといい問

本的に何をやっているかというと、資源配分をやっ

題解決や価値創造ができるのではないかなという

ているわけですね。しかし、社会の問題を見てみる

ことです。

と、この資源配分を変えただけでは、片がつかない、
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省の副大臣だった頃、東日本大震災にあたり、寄付

profit organization のコミュニティの役割の素晴らし

したい人と現場のニーズのマッチングサイトを文

さという私の体験談としてお話しました。これはボ

部科学省では立ち上げました。文部省は、お金はか

ランティアによって、単なるコストが安くなるとか

けていないんですね。バックエンドは日本ユニシス

そういうことではない、質的な意味として、コミュ

さんにやってもらって、アドレスを提供しただけと

ニケーション不全を直していくことになります。こ

いうふうにいってもいいかもしれない。

の手の話はたくさんあります。

しかし、文部科学省のサイトだから、地元の学

それから、コミュニティ・スクールの話は、もう

校長が安心してかいてくれる。そういうサイトは、

ほとんど金子先生にしていただきましたが、コミュ

ほかにもたくさんありましたけれども、信頼を担保

ニティ・スクールをやって、何がいいことがあるの

するということで、一定の官の役割というものはは

かという話を、若干補足したいと思います。春日市

たしたと思います。実に 2200 件のマッチングが成

というところが、福岡県のベッドタウンにありま

立しました。その中で、特に効果を発揮したのは、

す。人口は 10 万人強ぐらいのところです。全小中

部活動の備品。例えば、野球のミットだとか、バッ

学校をコミュニティ・スクールにしたところで、春

ト、あるいはバレーボールのネット。あるいは、ブ

日市では次のような顕著な実績があがっています。

ラスバンドの楽器。極めつけは、宮古高校ヨット部

10 万人ぐらいのベッドタウンで、少し荒れている

の「ヨット」ですね。これは、宮古高校ヨット部は、

地域で、年間に中学校の補導件数約 1000 件がずっ

非常に強い、いいヨット部だったのですけれども、

と続いてきたのですが、春日市が小中全校をコミュ

すべての船が流されてしまって、一時は廃部を覚悟

ニティ・スクールにしたところ、30 件に減りました。

し、宮古高校ヨット部が仮に復活をするにしても、

補導件数が 30 分の１になったということです。

そのヨットを全部そろえられるのは、もう 10 年た

これは、どういうことが起こっているかという

たないと無理だろうといわれました。しかし、この

と、こんな話です。あるとき、おばあさんがスーパー

ポータルサイト、例えば膳所高校ヨット部が、買

マーケットで買い物をしていて、転んで、ものを床

いたての新品を宮古高校に送ってきたということ

にぶちまけてしまった。こぼしてしまったところ、

をはじめとして、全国各地から船が集まりまして、

中学生が、それを助けてくれた。お礼を言いたいと

宮古高校ヨット部は、何とその年のインターハイで

いうことで、そのおばあさんはその学校長にお礼を

ベスト４に入る快挙でした。これは、学問的な厳密

言いました。お宅の中学校の誰かよく分かりません

さは横に置いておいて、ボランティアとか、コミュ

がとおっしゃりながら。そうしたら、その次の日と

ニティ・ソリューションの強みが現れたものだと思

いうか、その次の週の朝礼で、校長先生が「先日、

います。税金の優先順位は、どうしても校舎を建て

とてもいい話を聞きました」と。何中学校かは分

直すことであり、授業活動を再開することであり、

かるのだけれども、誰かは分からないので、それで

教職員を追加配置するということになります。部

ぜひ感謝を伝えてくれと、こういう話になりました

活動というのはサブシステムです。一方で、皆さ

と。こういうことが日常茶飯事でいると、まさに子

んご記憶があると思いますけれども、特に中学生、

どもたちは、本当に地域の人たちに見守られながら

高校生は、学校に何をしに行っているかというと、

生きていくんだということを実感できる。まさにこ

その多くは、部活をやりにいっているわけですよ

れが、ソーシャルキャピタルであり、コミュニティ

ね。部活というコミュニティ、特に三陸の中学生の

の力でありですね。そしてやはり、今、教育の問題、

男子の部活加盟率は 98％、99％です。部活が５月

まさにいじめの問題にしても何にしても、これは結

とか６月の段階で始まり出すと、子どもに笑顔が

局、コミュニケーション不全という問題。このコ

戻る。その笑顔が、それを見ているおじいちゃん、

ミュニケーション不全という問題を、どういうふう

おばあちゃん、地域のお父さん、お母さんの笑顔に

にもう一回、立て直していくのかというところに、

つながるという好循環になっていく。これは、当

いろいろなステークホルダーや、さまざまな多様な

時文部科学省だけで補正予算を一兆円つけました

人たちがいて、その人たちの関係性というものを、

が、宮古高校ヨット部のヨットは買えないです。ま

どういうふうに構築するのかということを通じて、

さ に non-governmental organizations、 あ る い は non-

教育においても、コミュニケーションにおいても解
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決する。こういうことだろうというふうに思います。

内会長に確認をしていけばつながると思うんです。

したがって、まさに 20 世紀生産性の時代という

しかし、町内会長もみんな被災をしてきて、とても

ことから、21 世紀は関係性。豊潤な関係性。法哲

そんな状況ではないので、とりあえず、困っている

学会の会長の井上達夫さんが、
「日本の課題という

人に渡したらどうですかという話をする。そう言っ

のは、関係性の貧困だ」という話をされていまし

ている間に、野菜が腐ってきます。物もどんどん、

たけれども、まさにボランティアとコミュニティ・

積み重なっていくという状況でした。

ソリューションというのは、この関係性の貧困とい

また、政治の世界がちょっとみえたこともありま

う、非常に文明的な課題に答えていく、まさにど真

したね。当時、松井さんが没頭していた官邸の話も

ん中のソリューションではないのかと、思っている

聞こえてきたわけです。

ところであります。
ということで、補足的にご説明を私からいたしま
した。ご静聴、誠にありがとうございました。

やはり、政治とか行政というのは、国民の命にも
のすごく影響が及ぼすんだと思いました。そういう
命の話題がある一方で、私が日本という国は、素晴
らしいところがあるなと思ったのは、若者が本当に

（拍手）

一生懸命にやってくれたんです。当時、私も 20 代
の若造でしたけれど、それこそ一流の企業の人も、

内海：鈴木先生、ありがとうございました。それで

ボランティアのために休暇を取って来てくれたり、

は、４番目に細野先生、お願いします。

会社が派遣してくれたりしたのですが、
「こういう
ことをやってくれませんか」というと、本当にちゃ

細野：はい。細野と申します。よろしくお願いしま

んと受け止めてやってくれる姿を見て、本当にこの

す。私がこういう、いわゆるボランティアに関わる

国は素晴らしい国だし、この国をよくすることに、

きっかけになりましたのは、1995 年の阪神・淡路

自分が何らかの貢献ができないかなと思ったのが、

大震災でした。当時、私は大学４年生で、４年生の

この世界に入るきっかけなんです。

１月で最も時間の余裕があって、だいたい卒業旅行

昔話をしてもしょうがないので、これぐらいにし

に行くとか、就職とか、いろいろなことを考えた

ますけれど、そうやって 1995 年から 19 年、まもな

わけです。そのときに、あの地震があったんです。

く 20 年がたとうとしているのですが、この 20 年を

もちろん、私の家も被災しました。また、本当に大

振り返ると、
政治では褒められた実績はない。むしろ、

変な思いをしてきた、そのときの記憶があります。

問題のほうが多かった。しかし、国民、市民、NPO、

いくら学生といっても、国立大学で勉強して ――

個人、法人がパブリックのために何かやろうという

実はたいして勉強しなかったんですけれど ―― こ

セクターは、この 19 年、20 年は相当育ったのでは

こは何かしないとならないんじゃないかというふ

ないか。ですから、私はそちら側からすると、この

うに思って、１月にここに入ったんです。混とんと

20 年の月日というのは、捨てたものではないと思っ

していました。でも、その中でいくつかの団体が活

ています。そこに、
日本の次の希望がみえるわけです。

動を始めて、私はある団体で活動していました。

そういうことを申し上げた上で、民主党政権の３

ボランティアが動くと、いろいろなものが見えて

年間の反省なんですけれど、私どもが本当はこうい

きます。例えば、救援物資、困っている人がいるな

う社会をつくりたいんだという理念を、きちんと国

ら持っていきたいけれど、おまえたちのようにうさ

民に伝えるべきだった。しかしそれが、行政の中に、

ん臭いやつに渡せないぞという。

官僚機構の中に十分浸透しなかったし、残念なが
ら、民主党の議員の中でも十分それを理解していた

（笑い）

人がどれぐらいいたかは、甚だ怪しい。松井さんの
話にもありましたけれども、NPO に優遇税制を導

細野：いやいや、ちゃんとこういう団体で、こうい

入して、NPO からも、できれば選挙の応援をして

うふうにやっていると説明するんですが。誰がも

もらいたいなというところが、実際になかっただろ

のを持っていないのか、客観的に公平に調べてき

うか。また、それをどうやったら伝えるかという努

て、優先順位をつけて回すわけです。できれば町

力を、どれぐらいわれわれはしただろうかというこ
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とを、非常に反省しています。

入れて、公の判断をするのは官ではなく国民なんで

その典型的なものが、私が閣僚をやっていたとき

す。このことを考える時期に来ていると思います。

に、愕然とした例です。税制優遇措置の法律が最終

２つ、先に申し上げたいと思いますが、気をつ

的に通ったのは 2011 年になったんですね。菅政権

けたいなと思っているのは、やり方を間違えると、

になってからだった。2011 年１月に税制優遇措置

逆噴射する可能性があることです。今日、塩崎さ

が導入できていて、3.11 が発生した。被災地の支援

んが来ていないので、欠席裁判はやめておきます

に、税制優遇措置がフルに活用されて、多くの寄付

が、気になるのは、やはり「強い国」とか、国家

が集まるという動きになっているのではないかと

というものが前面に出てきていて、「しまっていこ

思っていたんですね。それで、松井さんをはじめ、

うぜ」みたいな雰囲気は出ていますね。民主党政権、

それぞれの立場で必死にいろいろやったんです。必

あまりしまっていなかったので ……。

死にやって、ようやくちょっと一段落して、2012
年になりまして、春から夏にかけて、はたして現地

（笑い）

の NPO はいったいどうなっているんだろうと、被
災地の NPO に訪れました。本当に素晴らしい活動

細野：しかし、例えば、本来、この世界が大事にし

をしていたので、
「頑張ってくださいね」とたくさ

てきた多様性だとか、鈴木寛さんがまさに言ってく

ん言いました。そして、被災３県で認定 NPO はい

れた、ヨットを買う価値観も素晴らしいです。そう

くつできているのかを確認して、愕然とした。実は、

いう価値観を大事にするような部分がやがて出て

この被災３県でいくと、福島県の認定 NPO はゼロ、

くると思いますよ。認定 NPO 法人について、例え

宮城県もゼロ。岩手県にわずかに１個あっただけな

ば反対を出してくる人。いろいろな団体が出てくる

んです。何が驚いたかというと、つくったときには

でしょう。しかし、そういう団体が出てきた場合は、

それなりの思いのある人が政府三役にいたし、税制

パブリックの役割を果たしていないということで、

優遇措置を導入して、これをやっていこうというふ

国民が判断をして、寄付をする人は少なくなるで

うな試みがありました。しかし、
それから１年たち、

しょう。もしくは、とんでもない刑事事件になるよ

この震災から１年たち、気がついたら、誰もそれを

うなものが出てきた場合については、行政も対処し

ちゃんとケアしている人がいなくなっていた。私は

なければいけないでしょう。その多様性に対する許

ある種の怒りを覚えまして、NPO の担当を呼んで、

容力を大事にする文化は、民間の皆さんから出して

これは完全にサボタージュだ。被災地で、あれだけ

いただかないといけない。

の状況が出てきている中で、認定作業そのものを

もうひとつ、私が期待をしているのは、民主主義

ちゃんとやるということが難しくなるのは、誰が見

を覚醒させるということです。民主党だからといわ

ても明らかだろうと。ならば、仮認定を含めて、皆

れてしまえばそれまでなのかもしれないですけれ

さんちゃんとやってくださいということを後押し

ど、政治家ですといって話を聞いてくれる人の数

するのが、本来行政の役割ではないかということを

は、本当に最近少なくなっている。まずいわけです。

言いました。やや時すでに遅しだったのですが。そ

声を大にして、こういうことをやりたいんだとか、

れから少しずつ動きだして、この間調べてみたんで

ここは足りないんだとか、これをやりたいなと言い

すけれど、今は福島県に大きな４団体、宮城県に２

続けるのが、私の仕事なので、やり続けますが、政

団体、岩手県に３団体認定されています。当時はど

治からのアプローチで世の中が変わるというのは、

ちらかといいますと、別に放っておいても、税制優

相当難しいのではないかと感じるようになりまし

遇措置がなくても、寄付は集まったんですね。2011

た。今、自分で NPO をつくって、鈴木寛さんにも

年ぐらいは。これから徐々に集まらなくなると思い

理事になってもらっていますけれども、いろいろな

ますから、今から活用されてくればいいなというふ

人に関わってもらってやりました。

うに思います。

人というのは、特定の概念とか、考え方とか、予

話を元に戻して申し上げると、われわれは確かに

算とか、そういうことで動く人は多くないです。そ

仏をつくったんです。これは世界に決して恥ずかし

うではなくて、ある価値とか、具体化をしている

くない制度だとだと思います。しかし、そこに魂を

順番とか、人にも関わるとか、その中でしか人は
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動かない。民主主義もおそらくそうで、投票に行っ

ます。一方、ふるさと納税は、一定額まで 100％控

てくださいというか、政党では動かなくて、やはり、

除ですよね。今後、もし政権交代したら、もしくは

その現場が動いてきて、それに政治がちゃんと何ら

内閣の顧問として、帰ってきたりしたら、どういう

かの形でサポートをする。無理に引っ張っていくと

ふうにしたいかということが、もしありましたら、

いう形ではなくていいと思うんですね。後ろからそ

聞かせていただければと思います。

れをサポートするというような形でもいいと思い

次に、金子郁容先生に対してのコメントです。先

ますけれども、そういった形で関わるために、もし

ほど例に出されましたカタリバも SFC 出身者が設

かしたら、もう一回、民主主義は覚醒するのかもし

立されました。ほとんど、この分野は SFC ばかりで、

れないという思いがしています。

早稲田の中で慶応を賛美するのはどうかなと思う

そういう意味で、1995 年からすると、20 年近く

のですが、非常に SFC が果たしている役割は大き

経過をしている。2011 年からすでに、もう３年経

いと思います。ちょっとお聞きしたいのは、金子先

過をしている。新しい段階に入ってきて、広がりを

生がインパクトを受けられた理論的な話をちょっ

見せてくることを、心より期待している１人でござ

と聞かせていただきたいなと。学者の方々のバック

います。

ボーン的なところを、もう少し何かありましたら、

すみません、途中で失礼しなければならないとい
うことで、言いたいことを中心にお話しさせていた
だきました。ありがとうございました。

お話をしていただきたいなと思います。
鈴木寛さんに対しては、あまりおっしゃいませ
んでしたが、
「熟議」の発明者だと思います。実は、
非常に深い概念だと思いまして、熟議は民主主義研

（拍手）

究、あるいはデモクラシー研究など関連するものだ
と思います。
「熟議」というのは、いったい何を目

内海：ありがとうございました。先生方のお話、
もっ

指して、最終的にどういう社会やポリティを目指す

ともっと聞きたいなという気がいたしました。それ

かということを、もう少しお聞かせいただきたいな

では、ここでもう１人の登壇者、大西さんのコメン

と思います。

トを聞かせてください。

最後に、細野さんには、まだ現役の細野さんです
ので、もし細野政権ができたら、「新しい公共」の

大西：私は発表せずに、いろいろと発表をしていた

精神とか、政治としてのビジョンというもの、社会

だいたものに関して、ちょっと柔らかい突っ込みを

の在り方、国の在り方をどう示すかということが大

入れさせていただきたいと思います。それに答えな

事だとおっしゃっていたと思うので、
「新しい公共」

くても結構ですので、もう一度、心の中のワードを、

を引き継いで、どういう社会にしていくのかというこ

紡いでいただければと思います。

とを、もう少し掘り下げていただければと思います。

では、松井さんからなんですが、最初に、官邸で
呼んでいただいて、いろいろやらせていただきま

内海：ありがとうございました。せっかくですので、

した。ワクワク感と高揚感があって、新しいビジョ

会場のほうから、特に細野先生に対する質問があり

ンに感銘をうけました。本当に今でも楽しい思い出

ましたら、お願いします。細野先生はちょっと早め

として残っています。ちょっと突っ込みもしたい

にお出になりますので。

と思いますが、協業の仕組みということをおっしゃ
いましたけれども、NPO だけではない協業の仕組

質問者１：ボランティアのタカハシです。ありがと

みに関して、もう少しお考えをお聞きしたいなとい

うございます。せっかく元大臣がいらしているの

うこと。あとは税制で 50％で控除していただきま

で、ぜひお話をお聞きしたいなと。ボランティア活

したが、結局、寄付者からしたら、まだキャッシュ

動への参画を妨げている社会的障壁について、一点

アウトになります。当時、政治家として、控除額

だけお話をお伺いしたいと思います。私は、もとも

を 25％という議論を反対なさって 50％まで引き上

と公務員だったんですけれども、震災の際、ボラン

げていただいて、松井さんがプッシュしていただい

ティア活動に参加していると、職務専念義務違反で

たからということがありまして、非常に感謝してい

はないかと、後ろ指をさされることがありました。
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考えるところがあって、今は公務員を辞めました。

細野：はい。すいません、私の時間を優先してい

公務員というのは、特に国家公務員というのは、ボ

ただいて恐縮です。ありがとうございます。まず、

ランティア活動をしてはいけないんだという意識

中村先生のお話から。私がやったのが、もう人を出

もあります。それから、もう一点は、大企業の方

したほうがいいだろうと思ったので、内閣府の担当

なんですけれども、特に堅いといわれる職業の方、

もしくは各所の担当を現地に出して、認定作業を

金融関係の方がそうなんですが、震災支援があっ

直接手伝わせました。官僚の皆さんがやれば、チョ

て多くの企業ボランティアが参加されてましたが、

ロチョロとやれば、できるわけじゃないですか。現

それでも残念ながら、まだまだ堅い方には参加して

場においてスタッフが足りない状況で、ものすごい

いただけない。もしくは、参加しても職場では隠し

障壁がありました。本当はそういう団体が手を煩わ

ていますと。上を見て、ぱっと言えませんというよ

せないように制度にしたはずだったのに、書類の例

うなことがございます。せっかくいろいろな仕組み

からして、会計も大変だったんです。ですから、現

や制度ができてきている中で、そのような障壁、社

場に人を出して、いくつか認定取ってこい、みたい

会風潮があるのであれば、ボランティア活動という

な形で、当時は出していました。これからも、本当

ものが、死んでしまうなというふうに嫌悪してきて

にここはしっかりやればできるという団体であれ

いるところがあります。そのような現象に関して、

ば、私はそれぐらいやっていい状況もあるのではな

ご意見をお伺いしたいと思います。

いかと思うので、松井さんのおっしゃった人事交流
なんか、すごくいいと思うんですよ。どこの団体に

内海：もうお一方。

行くかという難しい問題はあるんですけれど。NPO
の皆さんも、行政の中に入ることによって、ずいぶ

中村：細野先生の認定 NPO という話は、非常に興

ん考え方が変わってきたということをいろいろな

味深く聞かせていただきました。私は保健医療の分

方がおっしゃっています。その上に、認定について

野で、国際協力活動をしています。この分野では、

は、ソフトを含め、システムが整ってきているとい

よく「神は細部に宿る」といいます。保健医療設

うこともありますので、そこで取り上げやりやすく

計の分野では、「デビルは細部に宿る」という。い

なって、民間に定着することを私は期待したいと思

くらいい方針を出しても、細かいところがうまく

います。

いかないと、結局全部がうまく動かない。それで、

ちょっと横道にそれますけれども、もうひとつ、

実は認定 NPO なども、認定を受ける際の条件がも

私がもっと何とかならないかなと思ったのは、NPO

のすごく細かいと、結局被災地のためには、なかな

だけではなくて、今回の税制優遇措置は、本当は

か動かなかったというのが現状だろうと思います。

学校法人にも、社会福祉法人にも、公益法人にも人

今、心配しているのは、復興庁がやろうとしている

を等しく認定されています。当てはめられるわけで

いろいろな事業で、NPO がある程度の規模がない

すね。そういう団体は、認定すら取る必要はない。

と駄目なのかということです。認定がとれる大きな

しかし、まだ確認中ですが、それでもものすごく

NPO や大きな企業は、復興事業に手を挙げること

寄付が増えたという団体は、ほとんど聞かないん

ができたとしても、ちょうど今、被災地でやっとで

です。当時、財務省は、こんな税の優遇をしたら、

きたばかりの NPO なんかが、それに応募しようと

税収がむちゃくちゃ減りますといっているんです。

しても、条件ではねられる。そういう「デビルは細

全く減っていない。減っていないどころか、まとも

部に宿る」という現象が生じかねません。その辺の

に寄付を集めている団体すら少ないかもしれない。

ところを、今回、どのように支援を検討する際に注

もっとこの制度を活用して、広がってくると、本当

意されているのか、お聞かせ願えればと思います。

の意味で「新しい公共」理念というものは、広がっ
てくるのではないかと思います。

内海：はい、ありがとうございます。それでは、お
答えのほうを、先ほどのご発表とは逆の順番でお願

細野：後ろのほうの方、お名前を聞きそびれてし

いしたいと思います。細野先生から。

まって、大変失礼しました。官僚が自分の権限を
使って、ほかの分野でそんなことをやってはいかん
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ということではないかと思います。ただ、いずれに

個人なりが、どういう価値を大事にしていくかとい

しても、中央省庁の官僚の方が、ボランティアで自

うことによって、かなり差が出るところではいない

分の仕事と関係ないことをやるのは、全く問題ない

かなと思っています。私が見たところ、民主党の周

です。

辺の人は、そういう感覚の人が多い。だから、
「新
しい公共」なんですね。だから、中央政府よりは、

質問者１：勤務時間外にボランティアをやるのは全

地方政府なんです。地方政府が力を持つことによっ

然問題ないです。

て、皆さんが自分の払った税金の使い方について、
直接決定に関与していくことができる。そして、税

細野：はい。サラリーマンも、政治色がある場合

金ではなくて、皆さんが寄付をすることによって、

に、いろいろこう言う人がいるのかもしれないけれ

社会によい動きをすることができたとして、関与す

ども、それすら本当は問題であるはずなんですね。

ることができる。そのこと自体に、非常に大きな価

制度としてどうするかという話ですけれど、私は

値があると、私は考えているので、その流れをぜひ

ちょっと、そこは生き方とか価値というところに、

活動させたいです。

かなり帰依するのではないかという気がします。何

ですから、次のテーマは、やはり分権だと思いま

を申し上げたいかというと、それはその団体とか、

す。分権と、あとは官の皆さんに活躍をしてもらえ

その地域とか、社会にとっていいと、いいか、悪い

れば、官と民の役割をどう持っていくか、ここが大

かということではなくて、個人としてそれを、ちゃ

きな柱かなと思っています。そのことと、国政とい

んと喜びを感じる人かどうかというところだと思

う立場でいうならば、東日本大震災のような大きな

うんですよ。そのことに、どれぐらいアクション

危機が起こって、危機のときに機能するような政治

を起こす思いを持っている人がいるか。それによっ

目標だけは、残しておかなければいけない。先には、

て、世の中は変わるんです。その仕組みをどうつ

最後に自分の命に関わるときについては、政治が決

くるかというのを、今のご指摘のような部分で、制

断をして、責任をとるという仕組みだけは残してい

度としてつくるというのは難しいかなと私は感じ

かなければいけないと思います。これをどう両立し

ます。もちろん、やれることはいろいろあると思

ていくのかが、鍵ではないかと思っております。

いますよ。企業のボランティア休暇みたいなもの
を充実させることを、しっかりバックアップすると

内海：ありがとうございました。お時間が迫る中、

か。そういったことはできると思うんですね。あとは、

丁寧に答えていただき、では、続きまして、鈴木先

有給休暇の取得率が今５割ぐらいですから、これは

生です。

本当にもったいない話です。ただ、現象を見ている
と、すごく明らかに見えるのは、定年になってから、

鈴木：細野さんへの質問と、金子さんの質問、ちょっ

いざ地域に入る、社会に入るといっても、なかなか

と先読みしてお答えしたいと思います。まず、SFC

うまくいかない例はごまんとあります。そうではな

のほうなんですけれど、大槌町の現場の責任者で、

くて、そういうときから社会に賛同してもらうこと

菅野君という若者が頑張ってやっているんですけ

によって、その人自体が幸せになるのであるという、

れど、彼は早稲田の出身で（笑）
。SFC と早稲田が、

社会的な合意というか、方向性みたいなものが、今、

まさに協力しながらやっているということを、エビ

一番求められているのではないかなと思っています。

デンスとして申し上げたいと思います。金子先生の

最後に、大西さんから、壮大なものをいただいた

コミュニティ・ソリューションの議論の中で、ルー

のですが、それに今、ストンと答える時間はないの

ルとロールとツールという、この３つの話題で話を

で、はしょって申し上げます。国の在り方として、

しているのですが、ものごとというのは、ルール

どれぐらい皆さんの身近なことで、意思決定に関与

だけでは片がつかないという話ですね。特に、ルー

できて、パブリックに参加できるかという仕組み

ルってそれを運用する人によって、ものすごく幅が

をつくることができるか、国民の幸せに直結をし

ある。これを実例で申し上げると、文部科学省は、

ていくという価値感を持っていくかということが

入省４年目になった同期達が、土日に今もローテー

問われていると思います。それぞれの政治家なり、

ションで、宮城県に入って、教育ボランティアをや
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り続けています。これは、彼らが内定のときから自

でありまして、そのことはもちろん、政府を適正に

主的にやっていて、もちろん、それをだれもやれと

動かしていくという意味で、避けては通れないプロ

言ったわけではなく、彼らは一市民としてそういう

セスなんですけれど、しかし、それのみになってき

ことをやっています。また、経済産業省の現役の

ているということが、民主主義の無効化につながる

役人でも、NPO の理事をしている人が数名います。

ということではないか。熟議においては、１人の当

誰でもできるわけです。これも先ほど申し上げたよ

事者に立ち返って、当事者が集まるということが非

うに、役所によって、コミュニティによって、職務

常に重要なんです。

専念義務違反をたてにやらない理由にしている役

それから、もうひとつは、熟議は何のためにやっ

所と、その中でどれだけできるかという役所という

ているかというと、相手を打ち負かすためにやって

ものがあるということをのエビデンスを申し上げ

いるのではなくて、個々人の、それからそのコミュ

たいと思います。

ニティの、いろいろな「気付き」を促すために、ま

それで、
「熟議」のお話なんですけれども、結局、

ず熟議をやるわけですね。ものごとというのは、全

ルール、ロール、ツール、私は今の日本のいろいろ

ての人はバイアスがかかっている。立体的で、動的

なガバナンスの議論が、制度改革過剰症になってい

なんですね。だけど、人間というのはどうしても、

ると思っていてですね。もちろん、制度を真正面

カメラで切り取った、ある瞬間の静的な、平面的

から改革するのも大事になりました。ただ、私は、

な絵でしか見えていない。これを、みんながみえて

今ある制度の中で、もっともっとやれることはいっ

いる絵を集めることによって、立体的に、動的に、

ぱいあるなと思っています。そういう力というもの

要するにスチールカメラではなく、三次元動画でみ

を、もっともっと強くしていきたいと思うんです。

えるように、さらに、息づかいまで、みんなが気づ

それで、
「熟議」というのは、Deliberation という

いていくことにより、問題の構造をみんながより深

英語を、熟議というふうに訳している政治学のグ

く理解をしていく。そうすると、対立の構造にあっ

ループがいました。篠原一先生などは、これを「討

たものが、熟議をやることによって、悪者モデルを

議」と訳しておられましたが、やはり、日本語で討

卒業しなければいけない。実は悪者探しをしてみて

議というと、ディベートで相手を論破するという

も、誰も悪者はいなかったと。みんなが何か、限定

ニュアンスになりますから、それはちょっと違うの

された情報があって、与えられた条件下で最善行

ではないか。デリバレーションのニュアンスとし

動をとっているんですけれど、それが合成の誤謬、

ては、熟議のほうが、デリバレーションのほうに近

あるいは、悪循環になっていることに、まず気付く。

いのではないかなと。それを、霞ヶ関とか永田町に

問題の構造・性格というものを、正確に理解すると

導入したのが私ということです。私なりの熟議の解

いうことは、問題解決のはじめの一歩です。それに

釈、あるいは熟議をなぜやりたいかと思ったかとい

よって、次に問題を解決するときには、国や県の政

うと、日本の会議はつまらない。国会も中央教育審

策は、問題解決の一部にしかすぎない、それだけ

議会はもとより、小学校の PTA もつまらないんで

では問題を解決できないということを理解してい

すね。

ただく。そうすると、多くのステークホルダーが、
それまでバラバラにいろいろ努力をしていたのだ

（笑い）

けれど、同じビジョンと、同じ理解をもってシンク
ロナイズする。あるいは、コラボレーションすれば、

鈴木：だから、日本中の会議がつまらない。そうい

ものごとは悪循環から好循環に向かっていくんだ

うことであります。では、なぜ会議がつまらなく

ということを、みんなに理解してもらう。

なっているかというと、立場で発言し、立場で考え

結局、熟議は何のためにやるかというと、コラ

ているからなんですね。いろいろな立場の人たちが

ボレーションを創発させるために熟議をやるわけ

集まってきて、その立場を主張するという義務を果

ですね。ボランティアは何によっておこるかとい

たしにきている、アリバイ証明になっている状態な

うと、理解と共感のコミュニケーションによって

んですね。そうすると、会議というのは何かという

おこりやすくなる。それをどうデザインするのか、

と、消極的同意を得るための手続きにすぎないわけ

それが熟議であります。一人一人は役割が違うとあ
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きらめていたけれど、それぞれこういう役割をはた

民の鏡みたいなところがあって、問題は、そのク

してやっていけば、意外にうまくいくのかもしれな

レーマーに対して、誰かが、勇気をもって「ノー」

い。特に、
熟議のプロセスの中では、
まさにソーシャ

と言わなければいけないですね。

ルキャピタルが高まって、このコミュニティであれ

ここが、民主主義の力量だと思っていて、おそ

ば、誰もフリーライドはしないだろうから、自発的

らくアメリカだって、株主総会で総会屋はいます。

にコラボレーションしよう。こういう環境をつくって

しかし、そのときに議長と総務部長を見殺しにせず

いくことこそが、熟議の目的であるということです。

に、やはり「それはおかしいだろ」ということを、

それから、
もうひとつは、
いろいろな気付きの中で、

別の株主が言うんです。この民主主義をつくらな

それぞれいろいろなロールがあるということを気付

いといけない。しかし、そこには相当勇気がいる。

くということがあります。また、自分の中に複数の

それを熟議で実現する。つまり、あまり勇気がなく

多様なアイデンティティがあることに気がつくとい

ても、小さな声を多数集めて、マジョリティの意見

うことは重要であります。さまざまな共通のアイデ

をサイレントに終わらせずに顕在化する。発言者に

ンティティを見いだすことで、コミュニティのなか

危害が及ばないための工夫が熟議ワークにはいく

で、非常に豊かな関係性を発見することができる。

つも含まれています。まずは、みんな黙ってポスト

それから２つ目、簡単に申し上げると、民主主

イットに思っていることを書き出す、全部、頭のな

義は全部そうかもしれませんけれども、特に、こ

かを吐き出してから、話をはじめるとか。でないと

の国の民主主義を活性化するために大事なことと

話の上手い人や声の大きい人がその場の会話を全

いうのは、小さな声を拾っていくあるいは集めて

部もっていってしまう。あるいは、会議をしたあと

いくということです。要するに、大きな、極端な、

は、絶対にグループの何人かが話をして褒めるとか

少数の声は、メディアに取り上げられます。メディ

ですね。そういうようなことをして、どうやって小

アは非常に敏感に反応をするわけですけれど、しか

さな声を集めていくかということの、ある種の運動

し、それは一部のコミュニティ、一部の人たちに対

論でもあるということが熟議でいえます。

してものすごく反応しているのだけれども、現場の
多くのまともなマジョリティの声には、全然応えて

大西：それを人のコミュニティで実践するというの

いない。意見のロングテールの部分をどれだけ拾っ

はなかなか難しいわけですけれども、政党の中で、

ていくか。一見、とりとめのないと本人は思ってい

何らかのチャレンジと挫折というものがありまし

る話が、実は非常にバランスにいい意見であって、

たか。

そういう人たちの意見をどんどん集めていくこと
は、とても大事です。

鈴木：私が一番サボったところが、熟議を民主党

これはなぜかというと、特に日本は、総会屋みた

に広めるということです。いろいろな現場の皆さ

いなクレーマーがいて、その人たちに引っ張られて

んと、土日は、副大臣時代のほとんどは熟議をやっ

しまうんですね。これは PTA でもそうで、モンス

ていました。それが小学校でやる場合もあるし、大

ターペアレンツという人たちに、教頭先生のほとん

学である場合もあるし、公民館でやる場合もありま

どの時間が費やされたりしているわけです。実は、

す。一回、だいたい 100 人から 200 人が集まって、

そのことによって、多くのノーマルなマジョリティ

それを週末３回か４回ぐらいやりますから、何万人

の利益が失われているんですけれど、マジョリティ

という人とやったんですけれど、民主党の人と熟議

はがまんしてしまう。日本人のコミュニティという

をやらなかったんですね。

のは。そのことを放置しているがために、
あるいは、
役人がなぜ役人的になってしまうかというのもそ

（笑い）

うで、結局、日本、最大の最小化。あるいは、もっ
というと、クレームの最少化という行動原則で動い

鈴木：民主党もやろうと言ってくれなかったし、僕

ていきます。最悪を最小にするということ以外の仕

もやろうと言わなかった。これは両方悪かったんで

事のプライオリティがどんどん下げられてしまう。

す。まず代議制民主主義ということが、制度疲労に

政治は国民の鏡といいますけれど、役人も実は、国

陥っているという感があります。特に、政党の意見
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集約機能が落ちている。ある意味、政党政治に見切

ある種の過渡期にはあっていいと思っています。た

りをつけた。私はプライオリティを民主党ではなく

だ基本は、私は、50％税額控除がいいところで、自

現場においてしまったということかもしれません。

分が５万円払ったら、国とか自治体に５万出してく

そこは反省です。

れというこの折半が、一番いいことだと僕は思いま
す。この割合を上げればいいというものではなく

内海：それでは、続きまして、金子郁容先生、お願

て、上げるというのは逆に、ある種の補助的要素が

いします。

生まれますから、やはり、自分が半分出すというこ
とが、僕は大事だと思っています

金子：鈴木寛さんの話につづける形で、先ほどの質

それぞれのセクターについて、
「新しい公共」の

問にお答えします。ルールを土台にして、ツールと

イメージというのは、今までの官というのは、例え

して機能させることが重要だと考えています。冒頭

ば阪神・淡路大震災だったら、
「おい、決断が遅い

の発言で例にあげた Google による安否確認の成功

だろう。消防がでれないんだったら、自衛隊、早く

例でありましたように、Google のソフトウェアと

出ろよ」
「お前等の仕事だ」という意識が強い。こ

いうツールが基本でしたが、それだけでは何もでき

こは税金で賄われているんだし、そのために存在

ない、それを基にしてたくさんのボランティアたち

しているのですが、ただ、ある意味では、公のこ

がそれぞれ自発的に得意と役割でコラボレートし

となのに、クレーマーとして「おまえら、何をやっ

たという点が大切だったわけです。

ているんだ」という、ここばかり責られる面もある。

コミュニティ・スクールもツールです。コミュニ

他の例では、
「私学助成金、これだけ頼めますよね」

ティ・スクールになったから素晴らしい学校になる

といって、文科省に陳情したりしていくということ

ということではありません。コミュニティ・スクー

も、当事者意識をなくしていくことだと思います。

ルになることで生まれる協力と参加のツールをど

多くの人が国家の存在感があればと考えます。で

う使うかが肝心です。ツールはつくっていかないと

も、よく考えてみると、私なりに国家といって、国

いけないですね。つくるとともに、さびないように

家・社会というんですけれど、国家はステートです

継続的に使う。皆さんがそれぞれいろいろなやり方

から、ステートというのは、公務員であったり、政

をもって使っていただくと、ますますそのツールが

治家だったりする。さらには生活者ですから。私は

磨きがかかる。

この社会総体において、公共をどう実現するかとい

大西さんからのコメントであった、認定 NPO に

うことが大事だと思うんです。お互いに、役割分担

対する税制優遇措置ですが、税率控除 50％という

をしながら、どうその公共性を高めていくかという

のは、現在ところ「世界一」です。他の国は税額控

ことだと思っています。

除制度がないか、あっても対象が限定されていたり

先ほどの大西さんの話で、協働関係ってどうする

控除率が低い。その税制のツールをどう使うかです

のかなということになってくると、これは難しく

ね。みんなが工夫して、ツールを使う。使って、ピ

て、十把一絡げには言えないと思います。例えば、

カピカのツールにしていくということにしていく

金子先生と鈴木先生がつくられた、コミュニティ・

と、必ずよいほうに向かいます。

スクールというものは、法律で位置づけられたわ
けです。それはなぜかというと、PTA が、それぞ

内海：ありがとうございました。それでは、続きま

れの学校で上手にやってください、ということで

して松井先生。

はなくて、法律が運営協議会で位置づけて、法律の
枠組みの中で、連携関係をつくるという枠組みが示

松井：今、金子先生がおっしゃいました、寄付税

されているんです。それは、例えば、今日の議論の

制の話ですけれど、確かに 100％税額控除、要する

例でいくと、コミュニティ・スクールに関しては、

に自分の治めた税金の自己決定権はある割合につ

法律もあるし、実体的に文科省が指定という手続き

いて認める、例えば１％、定額で５千円や１万円、

をしていく。それは、新たにできるところだけでは

このメニューの中から自分で好きなときに使って

なくて、いろいろな問題を抱えている地域でもやっ

もらえるようにいうというふうにやるという手は、

ていくということです。僕は時々、学生などにも言
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うんですが、ボランティアというのは素晴らしいこ

分担。誰が統治者なのか。統治者であれ、当事者

とだし、自発性がある。素晴らしいことなんだけれ

意識を誰がもつのか。その当時は非常に不幸な時

ど、その中間にある人が、転勤でいなくなってしま

代ですよ。戦争でもう夜盗が闊歩して、借金があっ

う。あるいは、亡くなってしまった。病気になって

て死ぬ。だけど、税金だけは支払えというものすご

しまった。いろいろな経済的な問題も絡み、ものす

く不幸な時代です。貧困とか、戦争、それから病気、

ごく脆弱です。その脆弱さがよさではあるんだけれ

そんなものがはびこっている時代だし、公共という

ど、だけど、そのときに骨格のようなものは、誰か

ものがほとんどない時代なんだけれど、しかし、彼

が提供してあげないと、あまりにも社会的に、その

らは当事者意識を持って、自分たちの村をどうやっ

人の生活環境によって、左右されてしまうと、社会

て守るか。何の犠牲をはらったということを議論

的制度として安定しない。だから、おそらくコミュ

し、それを統治していく。今は、もっとくれ、もっ

ニティ・スクールというのは、法律をつくり、コミュ

とくれという。なぜならば、どれぐらい本当に、今

ニティ・スクールの枠組みをつくった。そういうも

の財政が厳しいのかという実感ってないから。だか

のを、ほかのもので、どういうものをつくっていく

ら、結局、実感のないままでおねだりをしている。

かということが、問われているんだと思います。

あるいは、モンスターとなって、クレームをつけた

有名なのは、イギリスにおけるコンパクトのよう

り。大きな公共で、ものごとを決めるのではなく

な例ですが、自治体と参加セクターが、協議をし

て、公共というものをできるだけ小さくピックアッ

ながら、自治体の第三セクターに対する補助の仕

プした方がいい。自分が、その小さい公共で決定す

方を、お互いに暗黙知をシェアする協議会をつくっ

ることの苦しさあるいは楽しさというものを味わ

ていくのが、有効かもしれない。公務員が NPO に

うというような体験を、できるだけ社会全体の中

行って、NPO のなかなかしんどい姿が公務員も分

で、われわれはどう教育できるかということが問

かる。それから、NPO の人が、役所に出向していて、

われていると思います。そのことで一番成功例は、

議会とか住民からいろいろなクレームが出てくる

コミュニティ・スクール。もちろん、コミュニティ・

中で、税金の使い方とか、クレーマーへの対応のつ

スクールでうまくいっているところも、うまくいっ

らさみたいなものも分かっていただくようなこと

ていないところもある。だけど、少なくとも大きな

が重要です。国民・市民、企業、政府・行政とあり

学習効果があった。先ほど鈴木寛さんがおっしゃっ

ますが、お互いがお互いを教育するというような制

ていたように、不幸を最小化するということだけで

度をつくっていくということは、すごく大事だなと

はなくて、そうやって人を助けるということは、人

思います。

を助けるということに、自分が役立っているという

だから、逆にいうと、コミュニティ・スクールの

ことでもあり、自分の居場所であったり、自分の出

ようなものは、学校の運営をよくしていくというだ

番というものをどうつくっていくことにもなると

けではなくて、地域住民が、税金で働いている人達

いうことがこの話の基本だとは思っています。

はこういう悩みの中で、苦労しているんだなという

そうはいっても、結局、なかなか地域の現場では、

ことを分かっていくという意味では、地域全体のパ

先ほどいったように、協働関係、シナジー協同関係

ブリックというものについての認識を深める効果

をどうするかというのは難しい。自主交流するとい

が私はあると思います。

うこともひとつですし、大々的に連携関係をつくる

そういう意味で、もうひとつだけ補足すると、私

のもひとつですし、コンパクトみたいなものをやり

は学生に授業で『七人の侍』を見せるんですね。見

ましょうよということも、私はひとつの運動として

たことのある人もいらっしゃるし、もう見たけれ

あると思います。要するに、自分の税金というもの

ど忘れているという方がいらっしゃると思います

を、自分が把握していない。ここが完全に分断され

けど、戦国時代の貧しい貧農の集落の話で、いわ

ていることが問題で、いくら税金を召し上げられて

ゆる追いはぎの集団、夜盗集団から身を守るため

いるのかということすら認識していない状況をど

に、浪人を雇って、農民が浪人を雇って、侍を雇っ

う変えていくかということを、まず努力していかな

て、地域を守っていくという話です。そこで例えば、

いといけないと思います。

村の集会があるわけですね。例えば農民と侍の役割
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内海：ありがとうございました。もっともっと聞き

権のときの「開かれた国益」ということを、非常に

たいのですけれども、お忙しい先生方の時間、もう

素晴らしいと感じました。日本の狭いところを見る

これ以上延ばすわけにいかないので、ここで終わり

のではなくて、日本が人間の安全保障を広く尊重

にしたいと思います。慶応大学に行って、私はもう

し、尊厳を持って日本が世界の中で何か役割を果た

一回講義を聴きたいなというふうに思わされまし

す。ところが今、自民党政権に代わって、国際益か

た。本当にありがとうございました。

ら国益重視へということが明確に変わっています。
戦争のできるような政府がつくられていることを、

内海：では、最後の質問、山口さん。

憂慮しています。これについても、もっと声を出し
ていかないといけないのではないかなと思います。

山口：時間がないのに申し訳ありませんが、国際協

今日のお話を聞いてその当時は私も熱い思いだっ

力 NGO センターの山口といいます。実は、金子座

たということを改めて思ったので、述べさせていた

長の下で、「新しい公共」推進会議で、NPO からの

だきました。ありがとうございました。

委員の１人として参加させていただきました。皆さ
んが、熱い思いで「新しい公共」を進めてこられ

内海：ありがとうございました。

たということが、改めて今日、お話を聞いて分かっ
たのですけれども、最後のところで松井さんがおっ

（拍手）

しゃったように、NPO だけではなくて、すべての
セクターが一緒にやることが重要です。そのひとつ

内海：今回、先生方、学会の方々に、非常に熱く語っ

としてセクター間の「出向」ということをおしゃっ

ていただきまして、本当にありがとうございまし

ていましたが、私は出向では、駄目だと思っていま

た。寝ている人が誰もいない、要するに楽しい、い

す。というのは、25 年前アメリカに視察に行った

い討議ができたのではないかと思います。そして、

ときに、USAID やフォード財団には、NGO 出身者

私自身、大変勉強になりました。会場の皆さんもそ

がゴロゴロいるんですね。自分がエチオピアで働い

ういう思いだろうと思います。壇上の先生方同士も、

た、自分はインドシナ難民の復興にあたったと。な

学び合っているような感じがいたしまして、非常に

ぜかというと、NGO と政府や政府機関、企業など

感銘を受けました。本当に今日はありがとうござい

で人材が流動しているわけです。だから、役人とし

ました。最後に先生方、拍手をお願いいたします。

て働くときには働く。でも、現場に立ったら現場に
出る。自分で選択をして、今やりたいことをしてい

（拍手）

る。そういうバランスで関われることが大切だと思
います。NPO 税制、せっかくいいものができたと
皆さんもおっしゃっているように、それをこれから
広めていかなければいけなと思います。ファンドレ

内海：それでは、これでパネルディスカッション、
「今、あらためて考える「新しい公共」」を終わりに
したいと思います。

イジング協会の鵜尾さんは、2020 年までに 10 兆円
寄付市場つくろうというふうにいいますけれども、

（終了）

それをわれわれ NPO/NGO が、積極的に進めていっ
て、みんなが寄付をして、それによって、例えば
10 年後には企業の就職ランキング 10 位ぐらいに、
NPO/NGO が入ってきて、当たり前に役人が、ボラ
ンティアで NPO/NGO で働くのではなくて、１年間
休職して、働きたいといっている。そういうものが、
本当の流動化していく社会が、これから必要ではな
いかなと思いました。
最後にもうひとつだけ、これは国際ボランティア
学会だから一言、いわせていただければ、民主党政
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サービス・ラーニングにおけるチームワークが学生の学習成果に及ぼす効果
木

村

充（東京大学大学院）

河

井

亨（立命館大学）

【要旨】
本研究では、サービス・ラーニングにおけるチームワークが学生の学習に及ぼす効果を明らかにすることを
目的に、立命館大学が開講するサービス・ラーニング科目「シチズンシップ・スタディーズⅠ／地域活性化ボ
ランティア」の受講生 45 名を対象に、質問紙調査を行った。本研究の主な結果は、以下の通りであった。
１）総じてチームワークは、学生の活動・他者からの支援・省察・学習成果に正の効果を示した。２）チーム
ワークにおいて、特に「チームの職務志向性」が、学生の活動・他者からの支援・省察・学習成果に高い正の
効果を示した。３）
「業務遂行上の適切な指示」や「業務改善のためのフィードバック」は、一部の学習成果
に負の効果を示した。従って、サービス・ラーニングにおいて、チームワークは学生の学習を支える基礎であり、
チームが適切な機能を果たすことが、学生の学習の促進にとって重要であると考えられる。
【キーワード】高等教育、学生の学習、サービス・ラーニング、チームワーク

1．はじめに

クが適切に機能せず、社会的手抜きの問題（望月ほ

1-1．高等教育におけるサービス・ラーニング

か 2007）や、メンバーと浅い議論しかできないと

近年、ボランティア活動に内在する学習性に着

いう問題（De Grave et al. 2001）も報告されている。

目し、教育実践として再構成されたサービス・ラー

このように、サービス・ラーニングにおけるチーム

ニングが高等教育において広がりを見せている（桜

ワークは、プロジェクトの成果としての地域貢献に

井・津止 2009）。

影響を及ぼすだけでなく、学生の学習にも大きな影

サービス ･ ラーニングは、地域（コミュニティ）

響を及ぼす要因であると考えられる。一方で、どの

での問題解決活動を通じて地域への貢献を果たす

ようなチームワークが学生の学習に効果的である

目的と、構造的な経験の機会を通じて学生の学習を

かについては、これまで十分な議論がなされている

促進する目的とを合わせもつ、経験学習型の教育方

とは言えない。サービス・ラーニングにおけるチー

法である（木村・河井 2012a）。サービス ･ ラーニ

ムワークが学生の学習に及ぼす効果について明ら

ングは、米国において誕生し、高い教育効果を持つ

かにすることは、サービス・ラーニングの実践の改

教育実践として高等教育において確固たる地位を

善にとって重要であると考えられる。

築いている（Kuh 2008）。

サービス ･ ラーニングの教育効果については、近

サービス ･ ラーニングをはじめとする経験学習型

年、社会科学的なアプローチを用いた実証研究が盛

の教育実践においては、通常、数人から数十人単

んであり、研究知見が蓄積されている。サービス ･

位のチームを構成し、プロジェクトの目的を達成

ラーニングにおける他者との関係性についても、学

するために協働する。プロジェクトメンバーのチー

生の相互作用が学生の学習に効果があることが明

ムワークは、パフォーマンスだけでなく、個々の

ら か に な っ て い る（Astin et al. 2000；Eyler & Giles

メンバーである学生の学習にとっても重要な要因

1999）
。我が国においても、サービス ･ ラーニング

であるとされている（Van Berkel & Dolmans 2006）。

に関する研究は広がりを見せており、定量データに

学生は、チームとして協働する中で、メンバーと

基づいた研究も徐々に見られるようになっている

意見の相違について議論し、理解する機会を得る

（木村・河井 2012a；河井・木村 2013）。他者との関

（Visschers-Pleijers et al. 2005）。一方で、チームワー

係性についても、学生が相互に作用し合うことが学
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生の学習に効果的であることが明らかになってい

ム・リーダーシップ＞は、チームの中でリーダーの

る（木村・河井 2012a）。

役割を務める人が、チームで活動する過程におい

しかし、これらの研究は、学生の相互作用が学生

て目標達成を促進するように働きかける影響力で

の学習にとって重要な要因であることを指摘して

ある。メンバーへの的確な指示や指導に関するリー

いるものの、チームワークという観点から分析した

ダー行動を表す「職務遂行上の指示」と対人関係の

ものではなく、チームの状態と学生の学習との関係

維持・強化に関するリーダー行動を表す「対人関係

性は必ずしも明らかではない。サービス ･ ラーニ

上の配慮」によって構成される。＜チーム・プロセ

ングがチームでの協働を前提としている以上、チー

ス＞は、実際にチームで課題遂行する過程で、メン

ムワークの観点から、サービス ･ ラーニングにおけ

バーがとるチームワーク行動である。メンバーが、

るチームワークが学生の学習にどのような効果を

他のメンバーの行動や課題遂行状況を確認し、必要

及ぼすのか、検討することが求められる。

に応じて行われる調整行動を表す「モニタリングと
相互調整」
、職務内容をメンバー間の合意により明
確化する行動を表す「職務の分析と明確化」
、知識

1-2．チームワーク
チームワークについては、古くから、社会心理学

や情報の周知徹底を図る行動を表す「知識の情報と

や組織心理学などの領域において研究が行われて

共有」、メンバーの問題点に関するフィードバック

きた。チームワークとは、チーム内での情報共有や

を表す「フィードバック」によって構成される。

活動の相互調整のために行われる対人的行動の総
称である（Dickinson & McIntyre 1997）。

1-3．本研究の目的と分析枠組み

チームワークの構成要素について、Dickinson &

前述のように、サービス ･ ラーニングにおいて

McIntyre（1997）は、各要素の相互関係を図１のよ

チームワークは学生の学習にとって重要な要素で

うに整理している。三沢ほか（2009）は、このモデ

あると考えられる。チームワークが異なれば、チー

ルに基づいて質問紙調査を行い、チームワークの

ムのパフォーマンスも異なり、メンバーである学生

構成要素について、＜チームの志向性＞＜チーム・

の学習も異なることが推測される。それゆえ、どの

リーダーシップ＞＜チーム・プロセス＞という３つ

ようなチームワークが、どのようなパフォーマンスに

のカテゴリーを見出し、
「職務志向性」
「対人志向性」

結びつき、そこでメンバーがどのように学習している

「職務遂行上の指示」
「対人関係上の配慮」
「モニタ

のか、その関係性を検討することで、サービス ･ ラー

リングと相互作用」
「職務の分析と明確化」
「知識と

ニングにおける学生の学習の成功に意義ある知見

情報の共有」
「フィードバック」の８つの概念から

を提供できると考えられる。本研究では、三沢ほか

なるチームワーク測定尺度を作成している。
＜チームの志向性＞とは、メンバーが共有する心
理的要素であり、目標達成を目指す価値観や態度を

（2009）に基づいてチームワークの各要素の発揮程
度を測定し、チームワークが学生の学習成果に及ぼ
す効果について検討する。

表す「職務志向性」とチーム内の対人関係の良好さ

本研究では、チームワーク、活動、他者からの支

を表す「対人志向性」によって構成される。＜チー

援、省察、学習成果の関係性について、図２のよう

（出典）Dickinson and McIntyre (1997)
図１ チームワークのモデル
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な仮説モデルを設定し、分析を行う。木村・河井
（2012a）によると、授業における学生の活動や他者

2．方法
2-1．調査の概要

からの支援は、学生の学習成果に直接的に影響を及

立命館大学が開講するサービス ･ ラーニング科目

ぼすものである。プロジェクト活動に熱心に取り組

「シチズンシップ・スタディーズⅠ／地域活性化ボ

み、他者からの支援を受けている学生ほど、大きな

ランティア」を受講する学生を対象に質問紙調査を

学習成果を達成していると考えられる。さらに、木

実施した。調査は 2012 年 12 月の活動報告会の時間

村・河井（2012b）や河井・木村（2013）によると、

を利用して実施した。有効回答者数は 45 名であっ

それらの要素に加え、省察が、学生の学習成果に影

た。回答者の概要は、男性 21 名、女性 24 名であり、

響を及ぼすとされる。

学年は、１年生 11 名、２年生 12 名、３年生 15 名、

本研究では、これらの知見にチームワークという

４年生７名であった。また、同時に、担当教職員や

視点を新たに導入する。Van Berkel & Dolmans
（2006）

過去（前年度・前々年度）の受講生に対する半構造

が指摘するように、チームワークは、個人の活動

化面接調査を実施し、トライアンギュレーションを

や省察、学習を支えるものである。それゆえ、チー

行った。

ムワークが適切に機能しているチームにおいては、
メンバー間の相互作用や個人の活動や省察が活性
化されると考えられる。以上より、
本研究では、チー

2-2．立命館大学「地域活性化ボランティア／シチ
ズンシップ・スタディーズⅠ」

ムワークが、学生の活動、他者からの支援、省察に

立命館大学「シチズンシップ・スタディーズⅠ／地

影響を及ぼし、それらが直接的・間接的に学習成果

域活性化ボランティア」は、立命館大学サービス

に影響を及ぼすという因果仮説モデルを設定した。

ラーニングセンターが開講する通年の正課のサー

チームワーク、学生の活動、他者からの支援、省

ビス ･ ラーニング科目である。この授業は、１）
「場」

察といったこれらの要因に対し、性別や学年、学部

の運営に携わることを通じて、社会問題の認識が

といった学生の属性という要因が影響を及ぼして

深まる、２）地域参加を通してシチズンシップ向

いることも想定される。しかし、分析の結果、いず

上の自覚を得る、３）「問いを探す」「深く考える」

れの要因に対しても有意な影響は見られなかった

習慣がつく、４）社会で学ぶ自己形成に関する継

ため、本研究においてはモデルを単純化するために

続学習への意欲を持つ、の４つを到達目標とする。

モデルから除外して分析を行った。

カリキュラムの改編により「シチズンシップ・スタ

本研究では、図２の仮説モデルに基づき、立命館

ディーズⅡ」が開講されるに伴い、2011 年度まで

大学が開講するサービス ･ ラーニング科目「シチズ

の「地域活性化ボランティア」を入門科目「シチズ

ンシップ・スタディーズⅠ／地域活性化ボランティ

ンシップ・スタディーズⅠ」として位置付けたもの

ア」を事例として、チームワークがサービス ･ ラー

である１）。

ニングにおける学生の学習成果に及ぼす効果につ
いて検討する。

この授業におけるチームは、同じプロジェクトに
所属する 4 人から 12 人のメンバーからなる。各プ
ロジェクトのリーダーは、チームのメンバーの中か
らリーダーシップを発揮するメンバーが自然発生
的に現れるものであり、公式にリーダーとして任命
されるものではない。
2-3．項目の設計
本研究で使用した調査項目について述べる。いず
れの項目についても、
「１．まったくそう思わない」
から「６．とてもそう思う」までの６件法で尋ねた。

図２

チームワーク，活動，他者からの支援，省察，学習成果
の関係に関するモデル

（１）
「チームワーク」に関する項目
三沢ほか（2009）の項目を使用した。1.2 で述べ
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た「職務志向性」
「対人志向性」
「職務遂行上の指示」

表１

各尺度の基本統計量とα係数

「対人関係上の配慮」
「モニタリングと相互作用」
「職
務の分析と明確化」
「知識と情報の共有」
「フィー
ドバック」の８つの下位尺度から構成される。こ
の尺度は、看護師チームワークに関するものであっ
たため、サービス ･ ラーニングにおける学生のチー
ムワークに使用できるよう文言を修正した。また、
本研究では、因子負荷量や項目の内容に基づき、各
因子３項目ずつ抽出して使用した。
（２）
「活動」「他者からの支援」に関する項目
木村・河井（2012a）の項目を修正して使用した２）。
プロジェクトへの中心的・積極的関与に関する「積
極的関与」
、地域の問題解決に向けた取り組みに関
する「問題解決活動」
、活動の記録や報告に関する
「記録・報告」
、現場での多様な他者との協働に関す
る「現場での協働」
、他の学生との対話や議論に関
する「他の学生との関わり」
、教員からの支援や助
言に関する「教職員からの支援」
、コーディネーター
からの支援や助言に関する「コーディネーターから
の支援」
、活動の受け手や受け入れ先への貢献に関
する「地域への貢献」
、活動に向けての計画や事前
準備に関する「事前準備活動」の９つの下位尺度か
ら構成される。本研究では、因子負荷量や項目の内

尺度は、理論的には「スキル」、
「パーソナル」、
「ア

容に基づき、各因子３項目ずつ抽出して使用した。

カデミック」、
「シビック」、
「キャリア」の５領域か
らなるものである。従って、
「アカデミック」と「イ

（３）
「省察」に関する項目

ンクワイアリー」は「アカデミック」として統合で

河井・木村（2013）の項目のうち、活動や学びに

きるものであると判断し、内的一貫性も十分であっ

関するリフレクションの実行度である「リフレク

たため（α=.985）、本研究では「アカデミック」の

ション」に関する項目を使用した。

一因子とした。

（４）
「学習成果」に関する項目
木村・河井（2012a）の項目を使用した。汎用的

3．結果と考察
3-1．尺度構成と基本統計量

能力関する「スキル」
、学習の充実度や人間的成長

項目分析の結果、各項目の分布に大きな偏りは見

に関する「パーソナル」
、知識の獲得や深化に関す

られなかった。各下位尺度における α 係数を算出

る「アカデミック」、学術的・専門的探究心に関す

した結果、
「メンバー間の対人志向性」では「和や

る「インクワイアリー」、地域の一員としての意識

かな雰囲気であった」を、
「モニタリング」では「わ

や地域への有効性意識などに関する「シビック」
、

からないことがあれば、メンバー同士で気軽に尋ね

キャリア意識に関する「キャリア」という６つの下

ていた」を、
「記録・報告」では「活動に関するレポー

位尺度によって構成される。

トやプレゼンテーションを作成した」を、
「積極的

確認的因子分析の結果、「アカデミック」と「イ

関与」では「自分であまり考えずに、受動的に活動

ンクワイアリー」の２因子については木村・河井

に関わっていた」を、「キャリア」では「自分の将

（2012a）のような明確な因子構造を示さなかった。

来に関わる情報を、普段から、積極的に集めるよう

木村・河井（2012a）によると、学習成果に関する

にしている」を除外した場合に α 係数が向上したこ
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とから、当該項目を除外し、各下位尺度の項目平均

適合度を示す各指標は、NFI は決して良好とは言え

値を得点として分析に使用した。各下位尺度の基本

ない値であったが、NFI はサンプルサイズが小さい

α 係数を表１に示した。α 係数は .607 ～ .901
統計量、

場合にはモデルが正しくても低い値となることがあ

と、一部の尺度において低い値であった。尺度の信

ることが知られているため、適合度に大きな問題は

頼性は十分とは言えないが、信頼性については今後

ないと判断した。

の課題とし、本研究ではそのまま使用した。

以下では、１）「チームワーク」と「活動」
「他者
からの支援」
「省察」の関係、２）
「チームワーク」
「活

3-2．「チームワーク」が「活動」
「他者からの支援」

動」
「他者からの支援」
「省察」と「学習成果」の関

「省察」「学習成果」に及ぼす効果

係の２つの段階に分けて、その主要な結果について

「チームワーク」が、「活動」
「他者からの支援」

考察する。

「省察」
「学習成果」に与える影響について、図２の
モデルに基づき、共分散構造分析によって検討し
た。欠損値については FIML による推定を行った。
5％水準で有意でなかったパスを削除し、モデルを

（１）
「チームワーク」が「活動」
「他者からの支援」
「省
察」に及ぼす効果
「チームワーク」と「活動」
「他者からの支援」
「省察」

修正した（図３, CMIN(166)=160.296 n.s., NFI=.841,

との関係に関する共分散構造分析の結果を表２に示し

CFI=1.000, RMSEA=.000）。結果を表２、表３に示

た。分析の結果、
「チームワーク」は、
学生の「活動」
「他

した。「コーディネーターからの支援」は、いずれ

者からの支援」
「省察」に対して、直接的に影響を及

の変数とも有意なパスが引かれなかったため、変

ぼしていることが示された。

数自体をモデルから削除した。本研究では、サンプ

学生の
「活動」
「他者からの支援」
「省察」
に対しては、

ルサイズが小さく、標準化係数の絶対値が比較的大

全体的に、
「チームの職務志向性」の高い効果が示さ

きいパスでも有意とはならず削除された。そのため、

れた。
「チームの職務志向性」とは、活動を成功させ、

図３

共分散構造分析の結果
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知識や技術を高めるための取り組みや情報共有がな

あることが示された。プロジェクトの目的を達成す

されていたか、プロジェクトの目標を達成しようと

るためにチームとして取り組んでいることが、メン

いう意気込みがあったかを尋ねる項目からなる変数

バーである学生を地域への活動へと誘い、その結果、

である。本研究の結果、学生の経験を促す上で、チー

学生は自らの経験の質を高めていると言える。

ムとして職務志向性を持っていることが最も重要で
表２

表３
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その他のチームワークは、要素によって経験の各

チームワークが活動・他者からの支援・省察に及ぼす効果

チームワーク・活動・他者からの支援・省察が学習成果に及ぼす効果
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要素に与える影響が異なっていたが、総じてチーム

的知識・探究心が高まり、人間的な成長や満足度が

ワークの各要素は、学生の活動や他者からの支援、

得られる可能性を示すものである。

省察に正の効果を持つことが示された。チームワー

一方で、
「シビック」「キャリア」については、直

クの重要性について、過去に受講した学生は、以下

接的に効果を与えるものではなかった。
「シビック」

のように述べていた。

や「キャリア」に対しては、活動・他者からの支援・
省察の各要素が効果を及ぼしていた。これらの学習

プロジェクトにとってチームワークが一番重

成果に対しては、チームワークはあくまで支持基盤

要だと思います。チームワークはやっぱりすべて

であり、直接的には現場での活動に関与する中で学

の基本ですし、チームワークがうまくいかないと

ぶことが重要であると言える。

学びがどうこうという前に活動そのものがうま
く立ち行かなくなってしまう。

古川（2004）によると、チームワークには３つの
レベルがある。レベル１は、メンバー間に情報が共

2011 年度受講生 産業社会学部 4 年

有され、連携・協力体制が整い、円満な人間関係が

2012 年 11 月 1 日 IC レコーダーより

構築されている状態である。レベル２は、メンバー
がチーム全体の目標達成を視野に入れ、自分の役割

この発言が示すように、サービス・ラーニング

以外でも進んで実践したり新しい取り組みに挑戦

での学生の学習を考える際に、まずはプロジェク

したりする状態である。レベル３は、メンバーが相

トそのものが成立していることが前提となる。チー

互に刺激し合い、創造的な発想を高め、独創的な成

ムワークは、学生の活動や他者からの支援、省察を

果を生む高品質なパフォーマンスを発揮するチーム

媒介して学習成果に影響を及ぼしており、学生の学

ワークである。チームが直面する課題を解決するた

びや成長の基盤となる学生の活動そのものを支え

めには、チーム内のコミュニケーションが円滑であ

る機能を果たすものであると考えられる。

るだけでなく、各メンバーが広い視野で状況や役割
を的確に把握した上で行動する高次なチームワーク

（２）
「チームワーク」
「活動」
「他者からの支援」
「省

が不可欠である。一般的にレベル１のチームワーク

察」が「学習成果」に及ぼす効果

でさえ満足に達成するのは困難であるとされるが、

次に、
「チームワーク」
「活動」
「他者からの支援」
「省

高いパフォーマンスを発揮し、メンバー自身が成長

察」と「学習成果」との関係に関する共分散構造分

していくためには、高次のチームワークが必要とな

析の結果を表３に示した。分析の結果、
「チームワー

る。
「チームの職務志向性」はレベル２と関連する

ク」は、
「学習成果」に対して、直接的・間接的に

変数であり、より高次なチームワークへと挑戦する

影響を及ぼしていることが示された。紙幅の都合も

ことが、学生の学習にも効果的であると言える。

あり、以下では主要な結果に対して考察を加える。
チームの職務志向性の正の効果

学習成果に対

しても、全体的に「チームの職務志向性」が直接的・
間接的に大きな効果を示した。

職務遂行上の適切な指示の負の効果

分析の結

果、
「職務遂行上の適切な指示」が「アカデミック」
「シビック」に負の効果を示した。
「職務遂行上の適
切な指示」とは、チームにおいて、メンバーの役

「チームの職務志向性」は、チーム・パフォーマ

割と責任が明確に示され、要点をついた指示がな

ンスにとって重要であるだけでなく、同時に学生の

されていることを指す。一見すると、チームの中で

学習を支える基礎であると考えられる。また、
「パー

メンバーに明確な指示がなされていることは、チー

ソナル」「スキル」「アカデミック」については、学

ムワークの機能を高め、学生の学習にも有効である

生の学習を支える間接的な要因であるだけでなく、

と考えられる。しかし、本研究の結果は、それとは

直接的な効果が見られた。
「チームの職務志向性」

異なる様相を示した。

は、活動を成功させるため、あるいは個人の知識や

複数人での課題遂行はタスクグループとチーム

技術を高めるための取り組みがなされており、その

に大別される。そのうち課題遂行にメンバーの協働

ための情報共有がなされていることを示すもので

が強く求められる集団をチームと呼ぶ（Salas et al.

ある。本研究の結果は、チームにおいてこのような

1992）。確かに、チームにおいてメンバーに適切な

機能が発揮された場合に、学生の汎用的能力、学問

指示がなされることは、チームの機能を高める上で
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重要だろう。しかし、リーダーの指示による役割の

しかし、本研究の結果、「業務改善のフィードバッ

分担は、メンバーの協働というチームの相互調整の

ク」は、学習成果に間接的には正の効果を及ぼすも

機能を損ない、自分の役割を自ら考え試行錯誤する

のの、直接的には負の効果を及ぼしうるものである

というサービス ･ ラーニングで重要な「関係性の中

ことが示された。

での学び」
（立命館大学サービスラーニングセンター
2012）を阻害するものである可能性がある。

フィードバックには正のフィードバックと負の
フィードバックがあり、本研究で使用した尺度が意
味するフィードバックは、業務における誤りを指摘

学生の学びに必要なのはリードではなくファシ

するという負のフィードバックであった。確かに、

リテーション

負のフィードバックはチームのパフォーマンスを

担当教員 2013 年 2 月 9 日 IC レコーダーより

向上させうる。しかし、信頼関係のない相手からの
負のフィードバックは受け入れられ難い。

担当教員は、メンバーの主体性を引き出すために
は、効率を重視するのではなく、議論が深まるよう

いつも「ここができてない」ってお互いに叱って

な場をつくることが大切であることを指摘している。

ばかりだと険悪になるから、「ここはできなかっ

明確な指示は、学生の学習との関係性においては表

たけど、ここやここはできたよね」って褒めてあ

裏一体である。
「アカデミック」
「シビック」は、積

げるのがいい

極的に学び、地域参加するという姿勢を含む学習成

担当教員 2013 年 2 月 9 日 IC レコーダーより

果であり、このような能動的態度が求められる学習
成果に対しては、指示のあり方によっては負の効果

負のフィードバックが成長につながるためには、

を与えうるというのは示唆に富むものであり、実践

フィードバックを与える人との信頼関係が築かれ

上の指示の機能について配慮する必要があるだろう。

ていることが前提となる。担当教員の語りにあるよ

チームワークに関する先行研究は、チームのパ

うに、「叱る」だけでは逆効果であり、お互いにで

フォーマンスに主眼を置いた研究がなされてきた。

きていた点を認め合い「褒める」という正のフィー

しかし、学生の学習を重視するサービス ･ ラーニン

ドバックが不可欠であり、強みを伸ばして弱みを

グでのチームは、単なるタスクグループでは不十分

抑えるという正と負のフィードバックシステムを

である。この授業の担当教員は、講義の中で「グルー

組み合わせることが重要となるだろう。それゆえ、

プワーク」に留まらない「チームワーク」への発展

教職員には、学生同士が信頼関係を築けるよう支援

を学生に促しており、また、その実践の場として「シ

したり、人間関係を促進する場を設置したりするな

チズンシップ・スタディーズⅡ」という授業を開講

ど、正と負のフィードバックシステムが機能するた

している。職務遂行上での指示が学生の学習に対し

めの関係と環境を構築する役割が期待される。

て効果的に機能するためには、単に明確な指示が与

また、「業務改善のためのフィードバック」が

えられるだけでなく、学生の学習を考慮した指示が

「パーソナル」に対して負の効果を持つことは、必

与えられることが求められる。そして、学生には、

ずしも問題のあることとも言い切れない。前年度の

他者の指示によって動くのではなく、各自が目標達

受講生であり、現在は学生スタッフとして活動して

成に向けて自らの役割や責任を意識しながら活動

いる学生に対する面接調査では、以下のような語り

することが求められるだろう。

が得られている。

業務改善のためのフィードバックの負の効果 分
析の結果、
「業務改善のためのフィードバック」が

（先生や友達から）かなり厳しいことも言われて、

「パーソナル」に負の効果を示した。
「業務改善の

いろいろとできなかったことが悔しくて、だから

ためのフィードバック」とは、チームのメンバー

今度はリベンジしたいと思って学生スタッフと

に問題があった場合、それを伝達し、問題の解決

して活動を続けて――（後略）

を図るものである。一般的に、フィードバックは、
学生の行動を直接的に改善するものであり、学生の
学習に正の効果を及ぼすものであると考えられる。
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学生は、他者からのフィードバックによって自ら

あると考えられる。それゆえ、教職員は、プロジェ

の問題点を指摘され、
「ここができなかった」
「もっ

クトのメンバーが学習するチームとして機能する

とこうできたはずだ」という不完全性を自覚してい

よう教授活動や学習環境をデザインしていくこと

た。しかし、このような不完全性の自覚は、
「だか

が重要になるだろう。

ら次はこうしたい」という成長意欲につながり、学

また、本研究の結果、総じてチームワークは、学

生を更なる学習へと導くものである。そのための場

生の活動や他者からの支援、省察に正の効果を持つ

として、より発展的な学習へと取り組む「シチズン

ことが示されたが、特に「地域への貢献」は、決定

シップ・スタディーズⅡ」の開講が予定されており、

「地域へ
係数 R2=.697 と非常に高いものであった。

学生が、より効果的なチームワークを発揮する場と

の貢献」は、チームのパフォーマンスと直結する要

して期待される。

素である。チームワークがうまく機能することで、
チームのパフォーマンスが発揮され、プロジェクト

4．まとめと今後の課題

の目的である地域への貢献を果たすことができる。

本研究では、サービス・ラーニングにおけるチー

そして、地域に貢献したというプロジェクトの成功

ムワークが学生の学習に及ぼす効果を明らかにす

が、自分たちの活動が地域を変革しうるのだという

ることを目的に、立命館大学が開講するサービス・

可能性への気付きにつながり、結果として「シビッ

ラーニング科目「地域活性化ボランティア／シチズ

ク」という学習成果に結びついていたと考えられ

ンシップ・スタディーズⅠ」の受講生 45 名を対象に、

る。サービス ･ ラーニングは、他の経験学習型教育

質問紙調査を行った。

実践と比較した際に、サービスと学習（ラーニング）

本研究の結果、総じてチームワークは、学生の活

の両方に重きを置いた教育方法であり、学習者の利

動・他者からの支援・省察・学習成果に正の効果を

益だけでなく、サービスの受け手への利益となるこ

示すことが明らかになった。また、チームワークに

とが重要である（Furco 1996）。本研究の結果から、

おいて、特に「チームの職務志向性」が、学生の

サービス ･ ラーニングにとって前提となる地域への

経験や学習成果に高い正の効果を示すこと、
「業務

貢献を果たす上で、チームワークが大きな役割を果

遂行上の適切な指示」や「業務改善のためのフィー

たし、それは学生の学習にとっても重要な要素であ

ドバック」は、一部の学習成果に負の効果を示すこ

ることが、データによって改めて確認された。

とが明らかになった。

また、本研究では、質問紙調査のデータに基づき、
どのようなチームワークがどのような学習成果に

○○プロジェクトの学生が揃って学習成果を低

影響を及ぼしているかを明らかにした。ボランティ

く捉えているのは、プロジェクト自体がうまく

ア活動と学生の学習との関係性に関する調査研究

いっていなかったからだろう。―（中略）－チー

は、蓄積されつつあるものの発展途上である。河井

ムが崩壊していたのもあって、達成感はなかった

（2012）も指摘するように、ボランティア活動と学

―（中略）－チームとしてまとまるのが難しい面

生の学習との関連について、本研究で試みたような

があった。

教育実践に即した研究を行い、実証的なデータに基

担当教員 2013 年 2 月 5 日 IC レコーダーより

づいて教育実践を改善するサイクルを回していく
ことが、調査研究の重要な役割だろう。

これはあるプロジェクトの学習成果の低さを指

最後に、本研究の課題について述べる。本研究は、

摘した担当教員の発言であるが、本科目を担当する

立命館大学が開講するサービス ･ ラーニング科目に

教職員や受講生に対する聴き取り調査からも、チー

ついて調査を行ったものである。それゆえ、本研究

ムがうまく機能しないがために、プロジェクトのパ

の考察は、立命館大学「シチズンシップ・スタディー

フォーマンスが低下したり、そこから得られる学び

ズⅠ／地域活性化ボランティア」固有の文脈の中で

が不十分であったりという問題が指摘されている。

の結果に基づいたものである。例えば、本事例は

サービス ･ ラーニングにおいて、チームワークは学

合格すれば単位が付与される正課の授業であるた

生の学習を支える基礎であり、チームが適切な機能

め、能動的な参加者の集う正課外のプロジェクトと

を果たすことが、学生の学習の促進にとって重要で

はメンバーの態度が異なるだろう。また、本事例で
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は、各プロジェクトのリーダーは自然発生的に選ば
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The Effect of Teamwork on Students’ Learning Outcomes in Service-Learning
Mitsuru Kimura1 and Toru Kawai2
( The University of Tokyo, 2Ritsumeikan University)
1

The purpose of this study is to examine the effect of teamwork on students' learning outcomes in service-learning. The
questionnaire survey was conducted toward 45 students taking part in the service-learning course program organized by
Ritsumeikan University. The main results of this study are: (1) generally, teamwork showed positive effects on students'
activities, supports from others, reflection, and learning outcomes; (2) especially, “task orientation” showed high positive
effects on students' experience and learning outcomes; (3) “appropriate directions” and “feedback for work improvement”
showed negative effects on several learning outcomes. Therefore, teamwork is a foundation of students' learning in
service-learning, and appropriate teamwork is important factor for success in students' learning.
Keywords : higher education, students’ learning, service-learning, team work
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【論文】
アフリカにおけるボランタリークラスの正当性と教育権について

アフリカにおけるボランタリークラスの正当性と教育権について
−マラウイの初等・中等教育を事例として−
川

口

純（大阪大学）

【要旨】
本研究は、アフリカで広範に実施されている非正規のカリキュラムである「ボランタリークラス（Voluntary
class）
」に焦点を当て、その存在意義を検討したものである。特に、本稿ではマラウイの初等・中等教育を事例
とし、ボランタリークラスの「正当性」と「教育権」の 2 つの観点を中心に検討した。現在、マラウイを初め
とする多くの途上国においては EFA（Education for All: 万人のための教育）達成に向けた量的拡大を優先する政
策の影響により、教育の質が断続的に低下している。このような状況に鑑み、教育の供給側（教員、政府）は、
正規課程の授業で応えきれていない教育の需要側（保護者、児童）のニーズに対してボランタリークラスとい
う非正規の教育形態を駆使し、教育需要を満たそうと試みている。しかしながら、ボランタリークラスの実施
を個別にかつ、有償で実施している実態が確認され、さらに正当性と教育権の保障との兼ね合いの中で、教師
が葛藤する様相が明らかになった。
【キーワード】非正規カリキュラム、教育の質保障、公教育の役割、教育の権利と公平性

１．はじめに

やすい用語として、現在でもアフリカに多く存在す

本稿では、アフリカで広範に実施されている「ボ

る「無資格教員」を指し、彼らをボランタリーティー

ランタリークラス（Voluntary class）」について、マ

チャー (Volunteer teacher) と呼ぶことが多いが、彼

ラウイの初等・中等教育を事例とし、「正当性」と

らが担当するクラスのことをボランタリークラス

「教育権」の 2 つの観点を軸に、その存在意義を検

と呼んでいるわけではない。あくまでも教員、児童、

証していく。事例とするマラウイにおいては、ボラ

保護者が自発的にカリキュラム外の学習やその他

ンタリークラスは公式には禁止されているが、政府

の課外活動を実施しているクラスを指す。

も黙認するという形で広範に実施されている。本論

本論で対象とするマラウイにおいては、正規教育

では、ボランタリークラスが完全に禁止されれば、

の質が低いこともあり、ボランタリークラスに通う

如何なる状況に陥るのか、という想定を踏まえて、

児童は非常に多く、日常的に至るところで確認され

その必要性とアフリカにおけるボランタリーアク

る。以下の写真は、マラウイにおける一般的なボラ

ションの構造について描出していきたい。

ンタリークラスの様子である。

本論に入る前に、まずボランタリークラスの定義

ボランタリークラスが開講される時間帯は、正規

と関連する先行研究の議論を確認しておく。ボラ

の授業が終了した放課後か、週末が多い。指導者は

ンタリークラスとは、近年のアフリカで頻繁に確

基本的には当該学校の教師が多いが、西アフリカな

認されるノンフォーマルな教育形態を指す。フォー

どでは、母親を中心とした保護者が自発的に集ま

マルな教育が通常の学校での授業 ( 正規の教育課

り、計算ドリルなどを子どもたちに実施させる事例

程 ) を指す一方、ボランタリークラスとは、正規の

も少なくない (UNESCO 2004)。開講目的は多様で

カリキュラムには含まれていない “ 非公式な ” 授業

あるが、通常授業の補講、試験対策、資格対策など

や活動を指す。そのため、定まったカリキュラム

が主であり、日本の塾や予備校としての機能を果た

や教科書はなく、教育が実施される場所も学校の

していると言える。

教室であったり、教員の家庭や付近の空き地であっ

また、国や国際機関によっては、このような類

たりと、柔軟性と多様性に富んでいる。混乱を招き

似の非正規の授業を「エクストラ・クラス (Extra
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図 1 学校の空いたスペースを活用して
実施されるボランタリークラスの様子

図2

教員の家の庭先で実施されるボランタリークラスの様子

class, Extra tuition)」や「 サ プ リ メ ン タ ル・ ク ラ ス

et al. 2001)。そして、当該授業の内容は、試験科目

(Supplemental class )」と呼ぶこともある。これらの

に関するものであることが殆どである (Nzomo et al.

言葉は、完全に同義として用いられる場合もある

2001)。

が、文脈によって多少、異なるニュアンスを含むこ

尚、後述するが、東南部アフリカの教育の質を測っ

ともある。特にサプリメンタル・クラスには、強制

た UNESCO の大規模データ SACMEQ (Southern and

的な「補講」の意味合いが強く、対象児童が好むと

Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational

好まざるに関わらず、受講が必須であることが多

Quality：東南部アフリカ諸国連合による教育の質

い。本稿で対象とする「ボランタリークラス」には、

調査 ) によると東南部アフリカにおいても、2000

自発的に実施する非正規の授業という意味合いが

年付近を境に徐々に非正規の授業へ参加する児童

強く、上記 2 つの言葉に比べると比較的、自由かつ

が 増 加 し て い る と の こ と で あ る (Chimombo et al.

柔軟なクラスが相当する。つまり、サプリメンタル・

2005)。理由として、1990 年代後半から東南部アフ

クラスは、児童の同意がなくても、教師や学校の判

リカの多くの国では、初等教育が無償化され、公

断で実施され、児童は受講しなければいけない場合

教育の質が低下したために私立学校や非正規の授

が多いが、ボランタリークラスは児童側 ( 保護者 )

業を受ける児童が増加したことが報告されている

が参加を望まなければ、教師側 ( 供給側 ) に強制力

(Chimombo et al. 2005)。また、近年では落ちこぼれ

が無いことが一般的である。

や学習障害を有する子どものためのノンフォーマ

このような非正規の教育についての学術的な蓄
積は進んでおらず、特にアフリカを対象にした実

ルな教育形態が世界的に拡大、発展している事も報
告されている (Forlin 2012)。

証研究の蓄積は僅少である (Paviot et al. 2008)。先

以上、関連する先行研究を概観するとボランタ

進国やアジアにおいては、「影の教育制度 (Shadow

リークラスのような非正規の授業に対する需要が

education system)」(Stevenson and Baker 1992; Bray

高まる背景には、主に 3 つの理由があると言えるだ

2006; Kwok 2004) として定義され、一定の研究蓄積

ろう。1 点目は、正規の授業より、さらに高次の教

がある。先進国では主に、学歴競争の激化により、

育を保護者や学習者が希求する結果、必要とされ

有償で、放課後や週末に追加的な習い事や教育活

たものである。2 点目は、正規教育の機能不全によ

動を受けることが多い。英国では 13 歳の約 3 分の

る不満から、教育の需要者 ( 保護者、児童 ) が、新

１が、ドイツでは 17 歳の 20~30％が正規のカリキュ

たな教育形態を模索するもの。3 点目は、学習者側

ラム以外に個人で習い事をしていることが報告さ

が正規過程の授業に適合出来ずにノンフォーマル

れている (Ireson et al. 2005; Schneider 2004)。一方、

な授業への需要を高めるものである。また、ブレイ

ケニアにおいては、2001 年と少し古いデータでは

は非正規の授業の特徴として、公教育に比べると教

あるが、6 年生の 3 分の 2 の生徒が、同様に個人で

育内容や教育形態が、顧客のニーズに合わせて動的

課外学習に従事していると報告されている (Nzomo

かつ柔軟的であることを示している。そして、参加
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者は教育の供給側に対して比較的要求が高く、か

減少した。結果的に、児童数対教員数の割合は非常

つ能動的に参加する傾向があると述べている (Bray

に高くなり、特に、地方では教室の中に児童が溢れ

2006; Bray and Kwok 2003)。

返った。2014 年現在でも、100 人を超える児童が同
じ教室で授業を受けることは珍しくない。
上記のような教育政策の結果、マラウイの教育の

２．マラウイの教育概況とボランタリーク
ラスの実施状況

質は著しく低下した (World Bank 2009)。UNESCO

2-1．マラウイの教育概況

が東南部アフリカの教育の質を測定している

本節では、マラウイの教育概況について確認して

SACMEQ １） の指標によると、「最低限の読解力に

おく。マラウイは、東南部アフリカのほぼ中央に位

達している児童 (6 年生 ) の割合」が 1998 年には

置する内陸国で、観光資源や天然資源に乏しい貧困

19.4% で あ っ た が、2003 年 に は 8.6% に ま で 低 下

国である。近年、1 人当たり GDP は 175 US ＄(2004

したことが報告されている (Chimombo et al. 2005 )。

年 ) から 350US ＄ (2009 年 ) へと上昇傾向にある

教育の質が低下した影響もあり、私立校が増加して

が、未だに「国民の 73.9% が、1 日 1 ドル以下で生

いる。興味深いことに中等学校よりも初等学校の方

活している」(BTI 2012 ) と報告されているように、

が近年、急速に私立校が増加している。初等学校に

国民の大多数は農村部で農業を生業とした生活を

おける私立校の割合は、2000 年には、4.3% のみで

営んでいる。そして、初等・中等教員の大多数も、

あったが、2011 年には、11.8％を占めるにまで拡大

「兼業農家を営んでいる」と報告されている (Kunje
2007)。

している (Malawi MOE 2012)。これは公立初等学校
の教育の質があまりにも低下し、公立校がその需要

教育行財政に関しては、1964 年に英国から独立

を受け止めきれていないことを表しているだろう。

して以降も、英国の教育制度を踏襲し、本稿で対象

このような教育状況において、如何にマラウイにお

とする初等学校は 8 年制、中等学校は 4 年制である。

いてボランタリークラスが必要とされ、把捉されて

独立以降、カムズ・バンダ大統領の一党独裁体制が

きたのか、教員、政府、保護者、3 者の立場からそ

長らく取られていたが、1994 年に総選挙が実施さ

の存在意義を考察していく。

れ、政党再編の結果、複数政党制による民主主義が
導入された。その影響で、1994 年以降、教育行財

2-2.

マラウイにおけるボランタリークラスの実施

政においても地方分権化を進めようとしているが、

状況

財政不足と人材不足も重なり、現在のところ進捗は

次に、これまでのマラウイにおけるボランタリー

芳しくない (World Bank 2009)。
学校への就学者数に関しては、初等学校において

クラスの実施状況について確認しておく。ボランタ
リークラスの教育形態は、大きく 2 つに分けられる。

も中等学校においても近年、増加傾向にある。初等

まず 1 つ目の形態は、一般的なクラスである。教員

教育は 1994 年に無償化政策が導入され、「教育爆

が放課後に希望する児童を空きスペースに集め、実

発」と称される程、就学者数が急増した (1993 年 :190

施する形である。これは他のアフリカ諸国でも多々

万人 ⇒ 1994 年 : 約 286 万人 )。そして、その影響

確認される。2 つ目は、教員が他の教員を指導する

で中等教育への進学者数も、近年、増加している。

形態である。本形態は、中等学校修了資格を有さな

しかしながら、量的拡大は達成した一方で、教育の

いまま教員になったいわゆる「低資格教員」に対

供給側 ( 教員や教科書等 ) の整備は遅々として進ま

して教員が実施する授業である。本授業の目的は、

なかった ( 澤村 2009)。特に、教員供給に関しては、

低資格教員が中等教育の修了資格 (Malawi School

1997 年から 2004 年にかけ、教員資格を簡素化し、

Certificate of Education: 以下 MSCE ) を取得する試験

無資格教員の有資格化という政策を実施したため、

対策である。MSCE を取得すれば、給料が上がるた

見かけの児童数対教員数の割合は多少、改善した。

め、MSCE を保有していない教員は資格取得のため

ただ実際には、それまで教室で勤務していた無資

の試験勉強をし、年 1 回、実施される試験に臨むこ

格教員を有資格化したのみなので、学校レベルにお

とになる。そのための準備としてのクラスを指す。

ける教員が増えることはなかった ( 川口 2010)。反

その他、異なる形態のボランタリークラスが、僅か

対に、通常の教員養成が実施されず、却って実数は

ながら小規模で存在するが、本稿では対象としない。
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表 1 非正規の授業を受けている 6 年生の割合（％）
− SACMEQ Ⅰ (1998 年 ) とⅡ (2003 年 ) の経年変化−

SACMEQ Ⅰ

SACMEQ Ⅱ

ケニア

68.9

87.7

マラウイ

22.1

79.7

モーリシャス

77.5

86.6

ナミビア

34.7

44.7

ザンビア

44.8

55.1

タンザニア（ザンジバル）

46.1

55.9

平均

49.0

68.3

国名

（出典）Ross et al. (2004)

尚、マラウイにおいては、他の国でよく見かける保

教育だけでは充分な教育の質が担保されなかった

護者が実施するボランタリークラスは、ほとんど確

こと。2 点目は、学歴競争の激化のため、保護者か

認されていない。

らのより高度な教育に対するニーズが高まったこ

次に、実施状況の経年変化を確認しておく。マラ

と (Chimombo et al. 2005)。つまり、保護者側の要請

ウイでは、1990 年後半から 2000 年代半ばにかけて、

により、教員が通常教育以上の教育を実施すること

全国的にボランタリークラスが広まった。定義につ

になったという点を指摘している。

いては「ボランタリークラス」のみを指すわけでは

しかしながら、マラウイ政府は拡大し過ぎたボラ

SACMEQ Ⅰ (1998 年 ) とⅡ (2003 年 ) では、
ないが、
「非

ンタリークラスを 2007 年に禁止する法令を施行し

正規の授業を受けている児童の割合」を調査してい

た (Malawi MOE 2012)。本施行の理由は、公務員と

る。本調査によると当該 5 か年の間に、対象国にお

しての公立校教員が課外授業の方に注力し過ぎ、本

ける児童の割合が急速に高まったことが確認される。

務を疎かにする恐れがあるということであった。マ

上記の表の通り、周辺国においても同様に、非正

ラウイの慣習として、ボランタリークラスに参加す

規の授業を受ける児童数が増加しているが、中で

る児童は、少額の授業料を教員に渡していたため、

もマラウイは増加率が突出していることが分かる。

教員の方も、金銭的なモチベーションが先に立ち

尚、本 SACMEQ の調査が対象としている「非正規

過ぎる事例が多々あったとされている。ちなみに、

の授業」とは、民間の塾や予備校、スポーツ、芸術

上記の SACMEQ Ⅱの調査では、非正規の授業に参

活動などのプライベートな課外活動も全て含むが、

加している児童自身に、当該クラスが「有償か無償

マラウイの場合には、民間で課外活動を請け負う機

か」、児童本人に尋ねている。その結果は、以下の

関が皆無に等しく、
ここで言う「非正規の授業」は、

表 2 の通りである。

ほぼ学校を主体としたボランタリークラスを指す
と考えられる。

次頁の表の通り、マラウイにおいては、有償と認
識している児童が非常に少ない。そもそも有償か、

では、なぜ、この時期にマラウイにおいてボラン

無償か「知らない」と回答した児童の割合が他国の

タリークラスが増加したのか、その理由をチボンボ

児童と比べても非常に高く、マラウイにおける謝礼

は以下のように 2 点、述べている。1 点目は、1994

の授受が、保護者と教員の間で秘密裏に実施されて

年に初等教育が無償化された影響で、教室内には児

いることを窺わせる。

童が溢れ、教員のマネジメントが十分及ばず、学校
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員が在籍していたため、当該 2 名にも、補足的にイ

３．調査方法
本研究では、上述した通り、マラウイの初等・中

ンタビューを実施した。

等教育を事例に取り、ボランタリークラスの「正当

調査対象とした学校は、8 校 ( 初等学校 6 校、中

性」と「教育権」の 2 つの観点を軸に、その存在意

等学校 2 校 ) であり、各学校の特性は以下の通りで

義を考察していく。調査対象者は、教員、政策担当

ある。

者、保護者の 3 者に絞った。教員と政策担当者には、

下記の通り、比較的、マラウイの中で首都が位置

インタビュー調査を実施した。保護者に対しては、

する中部から南部を中心に調査を実施した。これ

質問紙調査とインタビュー調査を実施した。尚、調

は研究上の理由というよりも、チェワ語というマ

査を実施した中等学校には日本の青年海外協力隊

ラウイの母語を使用する部族が東南部地域に多く

表2

SACMEQ Ⅱ (2003 年 ) における非正規授業の授業料について

有償（%）

無償（%）

有償か無償か児童は「知らない」
（%）

57.9

33.0

9.1

8.9

9.6

81.4

モーリシャス

90.5

8.1

1.4

ナミビア

17.3

39.7

43.0

ザンビア

50.9

39.5

9.5

タンザニア（ザンジバル）

37.9

24.6

37.5

平均

43.9

25.8

30.3

国名
ケニア
マラウイ

（出典）Ross et al. (2004)

表3

地域

初
等
学
校

中
等

対象校の特性と対象教員数

学校の特色

所属児童数

対象教員数

実施状況

1172 人

2名

○

897 人

1名

○

1671 人

2名

○

A校

首都

教員養成大学の付属校

B校

西部

農村部の普通校

C校

湖畔部

大規模校

D校

ゾンバ

ムスリム校 ( 男女別習 )

452 人

1名

×

E校

ゾンバ

良質な学校

895 人

2名

○

F校

南西部

障がい児教育のデモンストレーション校。
高い教育の質

1348 人

3名

○

G校

首都

進学校、高い教育の質

331 人

2名

○

H校

ゾンバ

普通校

298 人

2名

○

計

15 名

（出典）筆者作成
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住んでおり、筆者の調査能力に鑑みた選定である。

さないとボランタリークラスには参加しにくいと

上記、調査に合わせて 3 回の授業観察も実施した。

いうことであった。このような意見は、他の保護者

尚、調査はマラウイ教育省職員チコーザピリ氏と協

からも、さも当然という様相で述べられ、暗黙の事

働で実施した。調査対象者の数は上記の調査対象校

実となっているようである。

に所属する教員 15 名と対象校に子どもを通わせて

一方、教員からは授業料を受け取っていることに

いる保護者 38 名 ( 質問紙調査の対象が 38 名。イン

対する後ろめたい心情が垣間見られた。今回、対象

タビューを実施したのは、8 名のみ ) である。また、

とした教員の中で、
「完全な有償であること」を認

教育省の担当官 3 名にも個別にインタビューを実施

めた教員は皆無であったが、複数の教員からは、内

した。調査は 2010 年と 2012 年の 2 回に分けて実施

実は月 1 ドル～ 3 ドルの「経費」を徴収していると

した。

いう説明がなされた。つまり、授業実施に必要な教
具や教材を購入する必要経費を保護者が負担し、教

４．調査結果
本節では、調査の結果を示す。初めにマラウイに

師はそれを管理しているに過ぎないという意見で
ある。しかしながら、授業観察を実施した限りでは、

おけるボランタリークラスの実施状況を示す。その

教具は学校のものをそのまま使用しており、教材と

次に、正当性と教育権に関する議論を整理して示す。

言っても児童が持参しているノートだけであった。
そして、そのノートは児童自身が負担しているとの

4-1．ボランタリークラスの実施状況

意見が保護者から聞かれた。つまり、法令で授業料

まず、今回の調査で対象とした 8 校中 7 校におい

の徴収が禁止されたため、経費というように名称を

て、ボランタリークラスの実施が確認された。内訳

変更して、実質的には何も変わっていない実態が確

として、教員に対するクラスを実施している学校

認された。

は、初等学校 1 校、中等学校 1 校の計 2 校であった。
児童に対するボランタリークラスは、当該 7 校全て
において実施されていることが確認された。このよ

4-2．正当性と教育権に関する議論
（１）政策担当者の意見：ボランタリースクールの

うな事実に合わせて、今般の聞き取り調査からも、

問題点

現在もマラウイにおける大多数の学校において、ボ

本節では、ボランタリークラスの正当性と教育権

ランタリークラスが実施されていることが判明した。

について政策担当者、教員、保護者の 3 者の異なる

また、ボランタリークラスの実施に対しては、全

立場の各見解について示す。まず、教育省の職員か

ての保護者が事実上、有償であることを述べた。公

らの聞き取り調査の結果であるが、教員同士のボ

には、ボランタリークラス用に授業料を徴収するこ

ランタリークラス実施は容認しても、当然ながら、

と自体が 2007 年の法令により禁止されているため、

児童に対するボランタリークラスの実施には、否定

教員は認めないケースも散見されたが、実際に保護

的な意見が多く聞かれた。複数の意見を集約すれ

者にインタビューをすると以下のような事実が確

ば、「ボランタリークラスとは教員が小遣い稼ぎの

認された。

ために実施しているのであり、そこに正当性はな
い。フォーマルな授業を充実すれば、ボランタリー

保護者 Y.K (30 代 , 女性 )

クラス自体が必要なくなる。逆に教員がボランタ

教員側から課外授業 ( 彼女はエクストラ・クラス
と発言 ) の授業費はいくらだという提示は無いが、

リークラスを実施しようとすると、フォーマルな授

実際に以前から 1 人当たり月に 200MK (2010 年当
時：1 ドルは約 170MK) を渡しており、慣例で現在

がる。」ということである。つまり、正規課程の授

でもその額を払っている。教員にお金を渡さない児

を理解すれば、ボランタリークラスへのニーズは低

童は、クラスに行っても相手にされないだろう。

下し、教員は通常の給料しか手に入らなくなる。そ

業に対するモチベーションを低下させることに繋
業で全ての児童が完全に正規のカリキュラム内容

のため、少し穿った見方をすれば、通常授業で分か
つまり、法令で禁止されているため、教員が授業

らないところがある方が、教員にとってはビジネス

料を求めることは出来ないが、実際には授業料を渡

機会が増えるという見解である。極端にひどい教員
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になると、敢えて正規の授業で課題の答えを教えず

私も通常授業、農作業、( 自分の ) 子どもの世話な

に、終わらせる事もあるという意見が聞かれた。

どで多忙を極めるが、保護者や他の教員から「課外

上記の論理に基づく、ボランタリークラス実施に反

授業をして欲しい」という依頼があるとそれを無

対する見解は、一見、自然で正論と言えるだろう。

碍には断れない。児童の方から勉強がしたいと言っ

利益相反の理論に基づいても、同じ教員が異なる

ているのに、「これ以上、勉強しなくて良い」と言

教育形態で同様の対象児童に教育をするのは一般

える教員はいないだろう。

的に好ましくない。当然ながら、日本を含む、他
の先進国では厳しく禁止されている。公平性の観点

そうであれば、当然ながら「ボランタリークラス

からしても、必然的に授業料を負担できる児童が構

を無償で、全員に実施すれば良いのではないか」と

造上、有利になり、公立学校が「不平等な公共サー

いう疑問が湧いてくるが、同氏によれば、無償にす

ビスを実施している」事になるだろう。

ると全員が全てのボランタリークラスに参加し、結

上記のような考えを支持する意見として、中等学

局、正規の授業で実施している大講義の形式になっ

校の H 校に勤務する青年海外協力隊員からは、以

てしまい、一斉授業しか実施出来ないとのことで

下のような意見が聞かれた。

あった。また、政府が禁止しているボランタリーク
ラスを実施することの公平性について質問すると、

青年海外協力隊員（理数科教師として勤務、男性、

同氏は「ボランタリークラスが必要になった状況を

27 歳）

生み出したのは、誰の責任か考えて欲しい。そして、

私はボランティアですから、正規の授業に対して
支援するべきで、教員が個人的に実施している授業
への協力はするべきではないと考えています。全て

その拙速な政策の影響を誰が受けているのか、考え
て欲しい。」 という見解を示した。
上記の質問（無償で全員に実施すべきではないか

の生徒を平等に教えることが公教育の役割であり、

という質問）を他の教員にした際に「月謝という意

私たちボランティアの使命だと思います。

味合いよりも、必要経費という名目の “ 謝礼 ” とい
う意味合いで受け取っている。それは制度ではな

上記の隊員によると青年海外協力隊とは、公共

く、我々の文化である。文化を規制することは政

サービスに従事するべきで、個人の利益確保に加担

府も出来ない。」 と述べた教員も存在した。さらに、

する行為は、するべきでないという考えを示した。

政府の人間も金銭の授受を黙認しているという意

日本のボランティアの公共性という観点からする

見も確認された。
「ボランタリークラスを実施して

と正論であり、他の青年海外協力隊員も賛同する

もらい、一番感謝しているのは教育省ではないか。」

意見であろう。だが、教員自身が個人的にボランタ

という政府の拙い政策に対する皮肉を込めた意見

リークラスを実施することには、ある程度は容認

も聞かれた。

( 仕方がないと ) するような意見を持っていた。

他には、公立の教員給与の低さや私立学校の台頭
に言及して、次のように述べる教員も存在した。

（２）教員の意見：正当性を主張する意見
一方、教員と保護者からは、ボランタリークラス
の正当性と教育権の容認を求める意見が多数派を

初等学校教師 R.H (40 代、男性 )

政府は、ボランタリークラスを実施し、教員がエ

占めた。特に、正当性を訴える主流な理由として、

クストラの収入を得ることに対して、黙認してい

現在の公教育の状況に対する現実的な「必要悪であ

る。もし、厳密に取り締まるのであれば、当該教員

る」という立場から以下のような意見が複数、聞き

を処罰すれば良いのだが、これまで誰も罰則を受け
ていない。理由は主に 2 点あるだろう。１点目は、

取ることが出来た。

有資格教員数を増加させたため、教員給与を十分に
初等学校教師 P.T (50 代、男性 )

支払い切れず、教員に不満が溜まっていること。給

私のクラスだけで、毎日、150 人を超える児童が
登校してくる。その子ども 1 人、1 人の学習機会を

与の不足分をボランタリークラスで補填してくれ

担保するには、どうしても課外学習が必要になる。

頭していること。もし、政府がボランタリークラス

れば、政府が助かる。2 点目は、近年、私立校が台
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を厳しく取り締まれば、教員も児童もますます私立

への教育の質を担保する方法としては、ボランタ

学校に流出するだろう。そうなると政府の教育に対

リークラスが欠かせないという意見は多くの保護

するコントロールが弱まり、政府にとって問題とな

者から聞かれた。

るのではないか。

５．考察
上記の意見は、個人の見解としてはマラウイの教

本節では、上記の調査結果を基に、
「正当性」と「教

育についてマクロの視点からも達観しており、的を

育権」の 2 つの観点を中心に、マラウイにおけるボ

射ている。つまり、ボランタリークラスとは実質的

ランタリークラスの存在意義を考察していく。ま

に政府が賄い切れない財政的負担を保護者に求め

ず、上記で確認した通り、教員は非正規の授業実施

る構造になっており、政府としても実際には恩恵を

に対して、2010 年現在でも金銭を受け取っている

被っているという指摘である。他の教員からは同様

ことが明らかになった。自発的かつ無償で実施して

の意見は聞き取れなかったが、貴重な意見と言える

いる課外活動であれば、正当性について議論する余

だろう。

地はないのだが、やはり政府が禁止した以上、正当
性が疑問視されるのはやむを得ないだろう。しかし

（３）保護者の意見：最低限の教育を受ける権利を
主張する意見
初めに、質問紙を用いた調査の結果を示す。調査
項目の内、「経済的に余裕があれば、ボランタリー

ながら、マラウイをだけでなく、アフリカで広まっ
ているこのボランタリークラスを単に非合法な行
為と “ 正論 ” によって断罪出来るかと言えば、現状
の教育事情に鑑みると一概に判断は出来ない。

クラスに通わせたいか」という質問には 84％の保

理由として、まず、マラウイを典型的な事例と

護者 (38 名中 32 名 ) が Yes と回答した。また、類

して大多数のアフリカ諸国が、現在、「ポスト EFA

似の質問で「経済的に余裕があれば、私立校に通わ

期」という特殊な状況にあることが挙げられる。急

せたいか」という質問には 76％の保護者 (38 名中

激な就学者増加に対して、学校現場は充分にその学

29 名 ) が Yes と回答した。サンプル数が少ないため、

習者や教育ニーズに応えられていない。少なくとも

マラウイ全体の傾向を示しているとは言えないが、

マラウイの教育は EFA 政策の下、ただ単に就学者

公立学校の教育の質に対する不満は、インタビュー

を教室に閉じ込めただけで、実質的な学習機会を提

調査からも確認された。

供出来ている状況ではない。政府としても教育の量

上述の通り、特に初等教育において無償化政策の

的拡大は成し遂げたが、質の改善に関しては充分な

影響もあり、1990 年代～ 2000 年代にかけて教育の

対策を講じられていない。さらに国際機関の圧力２）

質が急激に低下し、保護者のニーズに応えきれてい

により、有資格教員数のみを増加させ、教育財政を

ない状況が確認された。その上で、ある保護者から

圧迫し、却って教員給与を十分に支給出来ていない

は「政府には公教育の質を確保しない上に、ボラン

事情がある。このような特殊な環境下において、ボ

タリークラスまで禁止する権利はない。なぜ、私立

ランタリークラスは保護者や教員らが自発的に編

校の設立は容認して、ボランタリークラスは禁止す

み出した「苦肉の策」と言えよう。そして、マラウ

るのか。どちらが貧困層にはアクセス可能か、考え

イ政府もこの緊急事態に対応する応急処置として、

て欲しい。」 という意見が聞かれた。つまり、ボラ

ボランタリークラスをある一定度は、黙認せざるを

ンタリークラスを禁止することは、保護者の経済的

得ない状況であることが確認された。仮に、現在の

格差によって、児童の教育に対する公平性が損なわ

マラウイでボランタリースクールを廃止すれば、公

れてはいけないという政府の判断があったわけだ

立校の児童の学力がますます低下し、私立校への需

が、私立校は規制されていないため、当該論理には

要が高まるだけであろう。特に、私立学校が少ない

矛盾が生じるという意見である。

農村部においては、最低限の教育の質を満たす受け

マラウイにおいては、私立校が都市部にしか存在
せず、農村部では公立学校のみにアクセス可能とい

皿がボランタリークラスしか現実的には存在しな
い現状がある。

う家庭がまだ大多数である。そのため、公立校の教

マラウイの学校現場における教師と保護者に

員のみが彼らにとって貴重なリソースであり、児童

とっては、児童の教育を受ける権利を保障するため
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に、ボランタリークラスを「必要悪」として、活用

究結果を基に検証したい。本論で焦点を当てたマラ

せざるを得ない状況である。現在、保護者が求めて

ウイにおけるボランタリークラスの実態は、ボラン

いるのは、より高次の教育ではなく、「最低限の教

ティアという言葉を隠れ蓑にした不当労働という

育」である。そのために、唯一、利用可能である公

側面も垣間見られた。
「ボランティア」という言葉

立学校の教員というリソースを活用しようとする

は、本来、
「自発性」に加えて「無償」という意味

権利は多少の問題を抱えつつも、ある程度は尊重さ

が含まれることが一般的だが、今回の事例では明ら

れるべきであろう。

かに経済的な行為として “ ボランタリークラス ” が

但し、公教育としての公平性の観点からすると月

実施されていた。ただし、この実態を違法行為と切

に 1~3 ドルという少額のお金であっても捻出出来

り捨てることは容易だが、マラウイの社会 / 経済実

ない家庭にとっては、不公平感が生じるのは尤もで

体に鑑みると経済行為に繋がらざるを得ない厳し

ある。長期的、構造的に把捉すれば、非正規の活動

い状況であることは理解できる。むしろ、教育の無

を奨励出来ないという理論に正当性があるだろう。

償化政策導入による緊急事態を 3 者 ( 教員、保護者、

特に、教員自身が正規授業で教えている児童相手に

政府 ) が、児童自身には知らせずに暗黙の合意の上

ボランタリークラスを開講すると、本務の方に影響

で、対処しようとしている様相が垣間見えた。

が出ることは必然であり、同じ児童には同じ教員が

ボランティアの概念を純度の高い社会的に “ 立派

授業を実施しないなどの工夫も必要になろう。そし

な行為 ” としてのみ、規定しようとすると、今回の

て、最終的には正規課程の授業が最重要視され、教

事例で取り上げたボランタリークラスは、ボランティ

員が存分に注力できるように体制作りに務めるこ

アの概念から逸脱している。しかしながら、ボラン

とが重要なことは明らかである。

ティアとは、そもそも ( 若さや熱意等も含んだ広い

教育は公的には長期的な視座の中で計画、実施さ

意味での ) 技能や見識を有した人が、余暇などを活

れるものである一方、当事者にとっては、短期的で

用して、現状を少しでも改善しようとする自主的な

差し迫った問題である。自分の子どもにきちんとし

行為である。つまり、公制度に縛られずに、または

た教育を受けさせるために、公的な教育制度が整

制度が整備されることを待たずに、
「独自に限られた

備されるのを待つわけにはいかない。だからと言っ

リソースを最大限活用した創意、工夫」と拡大解釈

て、ボランタリースクールを公認してしまえば、公

することもできるのではないか。本事例でのボラン

教育の構造上、長期的に問題を残すことは間違いな

ティアは、純度は低いながらも、生臭い「世俗的な

い。つまり、このグレーゾーンとも言えるボランタ

ボランタリー行為」として捉える必要があろう。

リースクールを「教育の量的拡大の過渡期における
一時的な工夫」として位置付ける必要があろう。

この世俗的なボランタリー行為からは、ボラン
ティアとは「かくあるべき」という固定観念に縛ら

実際に、マラウイだけの問題だけではなく、ア

れない、アフリカ人の柔軟性や頼もしさも同時に示

フリカを中心とする途上国全般においても、ノン

唆された。彼らは、多少の問題を抱えつつも、社会

フォーマルな教育形態が広まっている。背景には、

を変革していく原動力となる可能性を秘めている。

EFA 達成に向けた教育の量的拡大に伴う教育の質

所与の現実を甘受するだけでない「変革者としての

の低下などの反作用、もしくは公教育の機能不全に

ボランティア」こそが、アフリカの現状を改善して

よる対処策としての発展であろう。中には、南アジ

いくのではないだろうか。

アのような無認可学校の普及が公教育を凌駕しそ

最後に本研究の限界を示す。本研究は調査期間の

うな勢いで発展し、時に、公教育との衝突が見られ

制約もあり、限定されたサンプル数のみで分析して

る事例も確認される。政府として国の根幹を為す基

いる。また、調査地域も首都と南部のみを対象にし

礎教育において「公教育」を如何に位置づけ、ノン

た。そのため、マラウイのボランタリークラスに関

フォーマル教育との両立に向けて施策していくの

する全体を代表する意見や状況を示しているとは

か今後、注目される。

言えない。まして、アフリカの多様性を表すことに
は限界がある。今後の継続的な調査、研究が必要に

６．おわりに

なろう。

最後に、「ボランティア」の概念について、本研
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Justifiability and Education Rights on Voluntary Class in Africa:
A Case Study of Primary and Secondary Education in Malawi
Jun Kawaguchi
(Osaka University)
In the phase of basic education, non-formal education style has recently expanded to many developing countries.
Voluntary class is one of non-formal education styles, which became popular in the developing countries after 2000.
This research paper discusses the meaning of existence on the voluntary class in Sub-Sahara Africa from view of the
justifiability and education rights, focusing on the case of primary and secondary education in Malawi. The Malawian
government has tried to expand the quantity of education by introducing free primary education, especially since 1994.
On one hand, regarding the influence on the introduction of free primary education policy, the supply side of education
is hindered to provide quality education. On the other hand, the demand side expects to keep quality education to some
extent under such a situation as extremely a lot of pupils in their class rooms. Based on the field research in Malawi, this
paper shows the reality of school level that the supply side struggles to utilize voluntary classes to enforce the quality
of education to some extent. On the other hand, it became clear that teachers face the dilemma between the function of
voluntary class to supplement the quality education and the work of voluntary class to become onerous in school work
Keywords : non-formal curriculum, security for the quality of education, the role of public education, education rights
and equity
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【研究ノート】
英国の教育政策における NGO の立場

英国の教育政策における NGO の立場
− NGO のシティズンシップ教育活動を事例に−
根

本

久美子（宇都宮大学大学院）

【要旨】
本稿は、英国において、ブレア政権時代にシティズンシップ教育が必修化されたことに着目し、その政策
施行以前の NGO の軌跡を追い且つ施行後の NGO の具体的事例を分析し、NGO の教育政策におけるスタンス
を考察したものである。英国のシティズンシップ教育は、人権教育・環境教育・多文化教育・開発教育等そ
してその統合教育としてのグローバル教育活動の上に成立していると考えられる。こうした教育推進活動を
行ってきた NGO の中から、国際的 NGO の Oxfam と小規模なボランティア団体の事例の分析を通して、英国
の NGO がシティズンシップ教育必修化という教育政策においてどのような立場に立っているのかを検証する
ことが本稿の目的である。パートナーシップにおいて政府と NGO は同等の立場にあるのだろうか。NGO は
政府に対し先導的存在であろうか？それとも補完的な存在なのだろうか？この点が本研究の論点である。
【キーワード】Oxfam、シティズンシップ教育、パートナーシップ、QCA

必修化という教育政策は、VCO の存在があってこ

はじめに ― 研究の背景と目的
グローバリゼーションの進展に伴い、教育の在り
方も変化を迫られている。

そなされたと言えるであろう。英国では、ブレア登
場以降の新自由主義政策において、VCO は、政府

グローバル化は、人・物・情報・思想・金融・技

の「パートナー」として位置付けられている。

術の移動や交わりにより、人々に対し、生活文化様

教 員 免 許・ カ リ キ ュ ラ ム 局（Qualifications and

式・思考様式・行動様式の、多様化と同質化を同次

Curriculum Authority: QCA）報告では、シティズン

元でもたらす。グローバル化は、金融・情報の側面

シップの意義において、政治的領域における自由及

からスピードと効率を求めて同質化をめざすが、他

び十分なる市民行動が実現されるか否かについて

方、文化・価値観・思想の側面からは、より多様化

は様々な類の非政治的団体やボランティア団体に

していく。地球化と個別化・集中と分散・成長と脱

よって作り出される社会、いわゆる市民社会の実

成長・共生と競争等、相反する事柄に同時に対応し

態に頼る部分が大きいと考えているのである（QCA

ていく力が必要とされる社会・時代となった。地球

2008）。

上のこうした複合的な状況から、世界のどのような
国家も一個人も逃れることはできない。

わが国においては、様々な行政文書上に、「ボ
ランティアの活用」という文言がよく見受けられ

こうしたグローバル時代を見据えて、ブレア労働

る。行政機関にとりボランティアはコストを意識し

党政府は教育政策を重視し、シティズンシップ教育

ないで使える便利な下請け的存在なのかもしれな

１）

の必修化という教育政策を打ち出した 。英国のシ

い。しかし、本来、ボランティアで組織されている

ティズンシップ教育は、人権教育・環境教育・多文

VCO は、行政から独立した組織で、決して下請け

化教育・開発教育等そしてその統合教育としてのグ

という補完的存在ではない。

ローバル教育活動の上に成立していると考えられ

本稿は、英国のシティズンシップ教育政策施行以

る。そしてそれらの教育活動は、1950 年代以降英

前の VCO の軌跡と施行後の VCO の具体的事例を

国の開発 NGO 等のボランタリーコミュニティセク

分析し、これまで教育推進活動を行ってきた VCO

ター組織（Voluntary Community Organisation: VCO）

諸団体が、シティズンシップ教育必修化という教育

によって推進されてきた。シティズンシップ教育の

政策において、現在、教育推進においてどのような
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役割を担っているかを検証し、政府とのパートナー

口 2005: 48)。

シップが、VCO が政府の補完的な存在故に成り立っ

ブレアの教育政策とは、グローバル時代の経済的

ているのか、それとも、先導的な存在故に成り立っ

国家戦略としての教育政策の側面と、公正・平等と

ているのかという論点についての考察を目的とし

いう社会正義を実現するための教育政策の側面を

ている。

併せ持っていた。つまり、保守政権から受け継いだ

尚、本稿では、先行研究を踏まえると VCO より

「新自由主義」的政策と労働党による「社会民主主

も NGO という表現が一般的なため、NGO を VCO

義」的政策という異なるものを組み合わせたハイブ

という表現の同義語として用いることにする。又、

リッド教育政策であった。その骨子となったのがシ

「英国のシティズンシップ教育政策」はイングラン
ドとウェールズの政策を指し、スコットランドおよ
び北アイルランドは含まれない。

ティズンシップ教育の必修化である。
労働党が歴史的大勝利をおさめたにも関わらず、
18 歳から 24 歳までの青年の 32％が投票に行かな
かった（佐貫 2002 : 170）。こうした若者の政治・

１．政府によるシティズンシップ教育の目
的と限界

社会への不参加の選挙結果から、民主主義の根幹

― 政府が目指したグローバル競争時代の人材

リック（Bernard Crick）教授を中心とした諮問会議

育成と国民統合 ―

に、シティズンシップ教育に関する研究を依頼した

1-1．選挙結果と政府の教育政策

に危機感を募らせた政府は、ロンドン大学の B・ク

のである。

1997 年 5 月の総選挙でブレア率いる労働党は地
滑り的大勝利を果たした。政権についたブレアは、

1-2．シティズンシップ教育必修化政策の指針であ

1988 年サッチャー教育改革で行なわれたナショナ

るクリック報告と NGO

ルカリキュラムやナショナル・テストを継承し、更

諮問会議は、1998 年 9 月、「シティズンシップ

に基礎学力向上戦略を掲げて成績到達数値目標を

と学校における民主主義の指導のための教育 ― シ

設定し、英国の国際競争力の復活を目指した。

ティズンシップに関する最終報告書 ―」を提出し

ブレア政権が前保守政権の教育政策を継承し更

た。この報告書において、
「シティズンシップ教育」

に強化させた理由は、グローバルな経済競争が激化

は、教科横断的に、全体のカリキュラムの 5％程度

した中で、自国の経済競争力を強化するためであ

を占める形で、学校全体、且つ社会の多様な関係

る。この点を山口二郎は、「人間を生産に不可欠な

者により長期にわたって段階的に行われるべきも

｢ 資本 ｣ と捉えそれに投資するのが教育政策だとい

のであり、そして、
「参加的民主主義の本質と実践」、

う発想のもと、知識水準や労働能力を向上させるた

「義務・責任・権利・市民育成」、「地域及びより広

めの学力強化という教育政策を経済政策の一環と

いコミュニティにおける個人・学校・社会参加の

して行なった」
（山口 2005: 47）と捉えている。一方、

価値」に関しての知識・技能・価値を含む評価は

政府は、労働党として独自の社会正義を実現するた

教育水準局によって行われることとし、個人・組織・

めの教育政策も打ち出した。貧困家庭の子どもでも

地域・国家など全ての社会構成者が、シティズン

高い教育を受ければ、社会における成功の可能性が

シップ教育の関係者として、社会全体で行うべき

高くなるとし、平等・公正の点から質の高い公教育

であるとの勧告を行なった。この勧告は、市民の

の実現をもってして、労働者の底上げを図ろうとし

育成は学校や教師だけの役目ではなく子どものコ

た。従来の英国的階級社会では労働者階級に生まれ

ミュニティへの参画と市民社会の教育への関与に

た子どもは、上昇・向上の意欲や誘因を持ちにくい

よって実施されることを前提として掲げた。未来

状況にあったため、潜在的な能力を持った人材が社

の市民の育成は、社会全体が責任を負うべきとし、

会の下層に埋もれることがあった。一般的に、読み

シティズンシップ教育目標として、①参加的民主

書き能力が低いと労働力の質も低く、外国との競争

主義の本質と実践のための知識・技能・価値を保

に勝ち抜くことはできない。社会正義の観点から、

障し更に高めること、②子どもたちが行動的な市

全ての人が上昇や向上の機会を得ることは、同時に

民に成長するために必要な権利と義務・責任感を

人的資本の質を高めることに繋がるとしている（山

高めること、③地域や更に広いコミュニティにあっ
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て、個人・学校・社会が関与することへの価値を
確立すること、④議会・理事会・政党・圧力団体・
ボランティア団体の働きを含め民主的な制度、実
践、目的は地域・国家の両方において理解されな

２．NGO のシティズンシップ教育への参
加までの軌跡と目的および立場
―NGO が目指した地球市民意識の醸成―
2-1．UNESCO が提唱した教育への NGO の取り組

ければならないこと、⑤本来の政治的活動が、英

みの軌跡

国やヨーロッパという文脈における市民社会にど

英国の NGO は、第二次世界大戦以降、国際理解

のように関与するのか、ということを掲げた。更に、

教育からシティズンシップ教育までの流れの中で

国際問題や地球的課題への理解や関心を深めるグ

カリキュラム開発を行なうなど大きな役割を果た

ローバルな市民性の育成も掲げた。

してきた。それは、労働党政権下において、NGO

この勧告の鍵は、市民を、国家（公）だけでなく

が国内のプラットフォームやアンブレラ・グループ

市民社会（公共）、個人（個）の重層の存在として

（連絡調整・ネットワーク型組織）の一部として活

教育することである。諮問会議の座長のクリック

動する際、全てのロビー活動や、政府との連携など

は、「政治リテラシー」の定義を「政治的知識」か

を通してグローバル教育を効果的にサポートした

ら「公的生活を送ることとその方法の学習」へと変

ことによる。英国においては、UNESCO が提唱し

えた。それまでの「統治の原理や教養としてのデモ

てきた国際理解教育・開発教育・人権教育・平和教

クラシー」から、「制度や仕組みとしてのデモクラ

育・多文化教育等に、様々な市民や NGO がかかわっ

シー」へ、即ち、
「知る民主主義」から「作る民主

てきた。そして、これらの様々な教育を横断的に

主義」とシフトさせたのである。

纏めたいくつかの優れた授業資料が委託作成され

クリック報告によるシティズンシップ教育の鍵

た。そうしたものの一つに、
「ワールド・スタディー

は ､ 子どもの社会への参加であり、社会の教育への

ズ」３）プロジェクトがある。このプロジェクトは、

関与である。「民主主義」の意識は教科書で育つも

第二次世界大戦終結以降、UNESCO により提唱さ

のではなく、民主的な社会の中で育まれるものとし

れた国際理解教育・世界市民教育・国際協力教育・

た。子どもを、国家や地域の政治や市民社会から切

平和教育・人権教育・多文化教育等、次々と生まれ

り離し、競争原理の学校という空間だけで教育がな

た教育の理念と実践手法を纏めあげたものである。

されても、それは、青少年の社会化、即ち自立した

この「ワールド・スタディーズ」の実践プログラム

市民の育成とはならない。大人になれない若者の増

開発の過程で、多様な教育資料や教育教材・教育手

加の危惧は、英国における若者の政治不参加という

法等が創出された３）。これらを活用することで、シ

問題を浮き上がらせた。それにより、民主主義の道

ティズンシップ教育の必修化において「社会を構成

２）

が閉ざされかねないということが危ぶまれた 。政

するよき市民資質の育成と政治参加による民主主

府が危惧した「青少年の政治的無関心、投票率の低

義の発展のため」の実践が可能になった。ブレア政

さ、問題行動」は政府の重要課題になった。「青年

権下での「シティズンシップ教育」の必修化とは、

の社会参画、権利と責任の問題は、政治課題として

政治学者クリックの「シティズンシップ教育」の理

も教育課題としても重大かつ深刻な様相を呈して

論と、ワールド・スタディーズに関わってきたセル

２）

いた 」のである。このことがシティズンシップ教

ビーやパイクたちの「グローバル教育」の実践論の

育の必修化の背景にあった。

統合といえるであろう。

諮問会議の勧告は、教育は単なる訓練とは異なり

シティズンシップ教育が必修化されたことは、開

グループ決定への積極的参加、記憶の保持を超えた

発教育・平和教育・人権教育などの教育を推進して

精神の更なる発達の様な異なった経験に遭遇する

きた関係者や関係団体にとって大きな転機となっ

ことを求めた（QCA 1998:

Section 10.5）。この方

た。これまで、ばらばらに推進を図ってきた４）、開

針は、社会の教育の関与、即ち市民社会における

発教育・人権教育・平和教育・国際理解教育の教育

VCO の教育参画の重要性を明示した。即ち政府の

理念は、グローバル教育に統合された形で、中等学

教育政策指針に VCO の参画の必要性が示されたの

校において必修化された「シティズンシップ教育」

である。

に組み込まれた。その意味で、これまで様々な教育
支援活動を行ってきた NGO は、その経験と専門性
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により、政府のシティズンシップ教育政策に大きく

ム教材の作成や開発教育キャンペーンの学校部門

貢献している。

の VCOAD（Voluntary Committee on Overseas Aid and
Development）の教育ユニットが学校カリキュラム

2-2．NGO によるシティズンシップ教育推進の根幹

における開発問題学習の包括のための政策提言し、

としての開発教育の軌跡

開発教育活動を行うようになった（国際協力推進

1960 年代、国際協力 NGO としてアジア・アフリ

協会 1997: 2）。その後、VCOAD は政府の支援を受

カなどの国々で援助活動を行なった NGO は、支援

け CWDE（Centre for World Development Education）

活動のための募金の必要性を感じ、自国でキャンペー

（ 現 在 は World Aware に 名 称 変 更 ） を 設 立 し た。

ン活動を始めた。このことが開発教育の誕生へと繋

CWDE は政府主導であった。一方、開発 NGO 主導

がった。
「歴史的にイギリスの労働党は開発協力に

で設立されたのが開発教育センター（Development

積極的で、労働党が政権に就くと国際開発にかかわ

Education Centre: DEC）である。DEC は、最初、バー

る専門機関を省に格上げをし、1964 年に海外開発省

ミンガム、エディンバラ、リーズ、マンチェスター

（Overseas Development Ministry: ODM ）、1997 に 国

に設立されたが、その後、国内各地に設立され、地

際 開 発 省（Department for International Development:

域における開発教育専門のセンターとして、様々な

DFID）が設立された（重田 2007: 192）」が、この

教材開発・資料作成・セミナー開催等を行ない開発

ことは、教育分野にも大きな影響をもたらした。労

教育の推進を担ってきた。しかし、1979 年労働党

働党政府の海外協力省による NGO 支援は、途上国

が敗れ、サッチャー保守党に政権が移ると、開発

援助だけに限らなかった。ODM は、開発教育基金

教育関係団体は 1997 年の労働党政権誕生まで「冬

（Development Education Fund: DEF）を設立し、教育

の時代」を迎えることになった（重田 2007: 193）。

にも力を入れた。

保守党政権は開発協力には消極的で、海外開発省

英国の開発教育は 1960 年代中盤から後半にかけ

（Overseas Development Ministry: ODM）を海外開発

て、開発 NGO の広報キャンペーンをきっかけに開始

庁（Overseas Development Administration: ODA) に格

されたが、その後、Oxfam、Christian Aid、CAFOD

下げし、援助が見直され開発教育推進に陰りが見

（The Catholic Fund for Overseas Development）などに

られるようになった。1990 年代に入ると、開発教

よって教育活動が始まった。1970 年代中盤に入る

育を支援してきた Oxfam や Christian Aid 自体の財

とその活動は本格的になり、シュミレーションゲー

政状況も厳しくなる中で、開発教育よりも政策提

（出典）筆者作成
図１
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言（アドボカシー）を重視する傾向が強まった。又、

国家を全面的に打ち出す「政治教育・国民教育」と

開発教育部門の縮小やスタッフの解雇といった対

いうより、様々なレベルのコミュニティへの社会参

応を開発 NGO も迫られることとなり（重田 2000: 2）

画を促す「市民性育成のための教育」についての勧

開発教育は低迷を余儀なくされた。

告であった。この勧告により、国家という枠にとら

そうした中、1992 年、NADEC の役割を引き継

われずに貧困撲滅・平和構築・人権などに取り組み

いだ全国協議会である開発教育協会（Development

ながら公正な社会のためのコスモポリタン的活動

Education Association: DEA）が結成され開発教育の

を行ってきた NGO に光がさした。NGO にとって「グ

推進にあたってきた。1997 年の選挙でブレア率い

ローバルシティズン」育成の教育推進は歓迎すべき

る労働党が政権を奪還した際、海外開発庁は国際開

ことであった。

発省（DFID）に昇格され、開発啓発基金（Development

国家にとって教育は、国家構成員として国益にか

Awareness Fund）が設立され、開発教育に関して手

なう市民の育成である。しかし、グローバル化が進

厚い支援が行なわれるようになった。重田によれ

み、もはや、国家枠内に収まりきれない課題が国

ば、この開発啓発基金は DFID が開発教育の必要性

内外に重積してきている現在それに対応しうるグ

を認識し、全国及び地域の開発教育を支援するた

ローバルな視点を持った市民の育成も重要である。

めに設立されたものだという（重田 2007: 196）。そ

政府・NGO のシティズンシップ教育推進の狙い

の他にも 2、3 小規模の助成基金が設けられるなど

はそれぞれ異なっていようとも、最終目的は同じく

開発教育の支援策が打ち出され、教育推進が図られ

グローバルな視点を持った未来社会を担う市民の

た。そしてその開発教育の理念は、必修化されたシ

育成である。政府の打ち出したシティズンシップ教

ティズンシップ教育へと繋がっていったのである。

育政策には、NGO の参画によって、政府の目指す

政府は、NGO 等の組織や団体を ODA という形

「多文化した連合国としての統合を目指す市民育成

で支援した。それは、NGO が開発教育に関して先

の教育」と NGO が目指す「コスモポリタン的市民

導的な存在であったからである。図 1 はその流れを

性育成の教育」という異なった教育目標が統合され

図式化したものである。

たものとなった。
政府は、シティズンシップ教育の必修化を打ち

３．政府と NGO によるシティズンシップ
教育推進

出したが、敢えて教科として授業設定は行わなかっ

―政府の国民教育「公」と NGO のコスモポリタ

ぞれの教科の授業において、シティズンシップ教育

ン的市民教育「公共」―

を実施することが求められた。彼らは、自ら資料や

英国は多民族国家である。イングランド、スコッ

文献や教授法を探らざるを得なかった。そうした

トランド、ウェールズ、北アイルランドそれぞれが

中、独自の専門性を持った、人権教育・環境教育・

ナショナルアイデンティティ意識を強く持ってい

開発教育・多文化教育などの教育活動を行ってきた

る。又、そのほかに、アフリカやアジアからの移民

NGO からの資料や教育実践プログラム等の提供は、

も多く定住している。こうした状況において政府は

彼らの大きな支えとなった。

た。教師達は自分が担当する数学や歴史などのそれ

英国国家の構成員としての市民性を育み、ユニオン
ジャックの下にブリティッシュとしての統合を望
み、国家への帰属意識を育む教育の必要性を政策と

４．開発教育 NGO のシティズンシップ教
育推進における役割と成果

して掲げシティズンシップ教育の必修化を図った。

2002 年にシティズンシップ教育が必修化されて

多様な文化の人びとが英国で共生していくために、

からは、開発教育やグローバル教育を推進してきた

政府は、市民に基本的な権利と義務を明示し国家帰

市民組織や NGO は、シティズンシップ教育の推進

属意識を持たせる必要性に迫られ、シティズンシッ

に力を入れるようになった５）。1970 年代から NGO

プ教育政策を重要課題とし、英国の制度を知ること

は、英国の学校システムに教育内容とアプローチ

や人びとの纏まりの重要性を強く打ち出した。政権

において、これまで重要な役割を果たしてきた（シ

は国民統合を念頭にシティズンシップ教育の検討

ンクレア 2002: 102）。資料販売・図書目録の作成・

を諮問委員会に依頼したが、上がってきた報告は、

小規模図書館といった基本的な資料の提供、特定の
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カリキュラムに焦点を合せた教員向け入門研修や

2014 年現在、英国の国内には、580 のフェアトレー

教員向けの活動、チーム・ティーチングや共同計画

ドタウンがある。地域や町がフェアトレードタウン

に加わり、カリキュラム開発プロジェクトに携わる

として認証を受けるには、市民団体だけの行動だけ

教師と共に会合や広範な教材づくり等を行い、開発

では不十分で、議会・行政・地域の住民が共に合意

教育活動を続けてきた。

しなければならない仕組みになっている。英国の国

では、NGO が推進を図ってきた開発教育とはい
かなる教育なのだろうか。
以下に、開発教育の代表的研究者のオスラーの言
葉を抜粋する。

内で 580 の街や地域がフェアトレードタウン認証を
受けているということは、それ以上の地域市民団体
が各地において、行政・住民と共にその活動を行っ
てきたということにほかならない。今回、事例分析
対象としたサネット地域の団体は、他の多くの地域

開発のための教育におけるいかなる計画も、

団体同様、地域住民や学校を巻き込んだ活動を展開

広い意味において政治教育の一部として構成

してきた。その意味では事例分析における代表性が

されるべきである。私たちが「新しい国際間の

あるといえるだろう。

経済的、社会的秩序」のために活動するには、
地球レベルだけでなく、地域、国レベルで、自

4-1．国際 NGO

Oxfam の教育活動

らの社会にある社会的、経済的権力構造を理解

この節では NGO 開発教育を推進してきた英国の

することが重要である。政治を見る目と経済

代表的 NGO である Oxfam の活動の事例を取り上

的自覚は開発教育において重要な領域である。

げる。Oxfam の開発教育は英国の開発教育の歴史

従って、学校は、空間レベルに適した各開発プ

といっても過言ではない。重田によれば、1960 年

ロセスにおいて社会的・経済的・政治的な問い

代の NGO や教会、地域のボランタリー組織などが

を考える上で必要な知識と技能を生徒に提供

参加した「飢餓からの解放キャンペーン」をきっ

する必要がある。（Osler 2002: 12）

かけに、Oxfam や Christian Aid 等の国際開発 NGO
は、それまでの団体の広報や募金活動ではなく途

彼女のいう開発教育はクリックによる報告書の

上国の貧困問題をどのようにアピールしていけば

シティズンシップ教育の勧告と重なっているとい

よいかを考えるようになり開発教育に力を入れる

えるであろう。
「多様な社会や人々への貢献」こそ、

ようになった６）。1974 年 Oxfam はキャンペーンの

開発教育推進を図ってきた NGO のミッションで

目標から分離させた開発教育に関する政策を提案

あった。政策としてのシティズンシップ教育推進

した。労働党は、海外開発省を通して、年間 100 万

は、NGO にとり自らのミッション実現に有効であ

ポンドまでの NGO のための開発教育基金を設立し

り教育活動をより容易にしたといえる。

た。そのことにより新たな NGO が急増し、政府と

この 4 節では、イギリスの国際的 NGO である

援助機関の共同出資により地域ベースの開発教育

Oxfam とケント州の小規模ボランティアグループ

センターが設置されるようになった。その後、サッ

の活動を分析する。Oxfam は、開発教育推進の過程

チャー政権では、予算は削減され開発教育への出資

で開発教育センター開設及び運営において大きな

は行われなくなったが、Oxfam は他の NGO と共に

存在であった。現在でもシティズンシップ教育のた

基金を設立しプロジェクトを遂行してきた。

めの資料やプログラムを提供している故に、代表性

1997 年の選挙で再度ブレア労働党が政権を握る

があるといえる。しかし、地域の小さなボランティ

ことになると、その年、Oxfam は英国の開発教育

アグループの活動が果たして研究事例の代表性が

プログラムとして、地球市民のためのカリキュラム

あるかどうか問題となろう。しかし、筆者は、フェ

を発表した。このカリキュラムは「貧困の撲滅は

アトレードタウン活動をしているという点で代表

安全で且つ持続的な未来を保障する唯一の方法で

性があると判断した。フェアトレード推進は、人権・

あり、これらを達成するためには地球市民教育が必

環境・公正・開発等の問題解決を目指す市民活動で

要であるとの考えから作成された」
（重田 2002: 12）

ある。こうした市民活動団体は、地域においてシ

という。2000 年には「教育いま！」のキャンペー

ティズンシップ教育活動を行っていることになる。

ンを行い、
「南」の国々である途上国や、地域の子
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どもたちの初等教育の基本的な権利を保障し、子ど

1970 年代以降続けられてきた開発教育とそれまで

もたちが貧困から脱出できる機会が得られるよう

の様々な教育を統合したグローバル教育のコンセ

活動を展開し資料作成が行われてきた。

プトそのものである。

Oxfam GB（Great Britain）は、学校のためのカタ

Oxfam のグローバルな市民性を育もうとする教

ログ資料集を発行している。それには、初等教育、

育目標は、正に、ナショナルカリキュラムの中にそ

初等 ･ 中等教育、中等教育のレベル別に指導及び

のコンセプトが取り入れられたといえるであろう。

学習資料等が載っている。教師たちは自分の指導

Oxfam は、NGO として長年培ってきた専門性と

教科に合った資料を探すことが可能である。コピー

情報を活かした多様な教材開発及び資料提供とい

可能な資料、CD ROM 教材、DVD 教材、ビデオ教

う形で教師たちを支援し、シティズンシップ教育の

材、５歳以下の子ども用教材、青年用教材、ウェブ

推進に関与してきた。NGO として長年携わってき

情報等、きめ細かく分類され、カタログは各教科用

た開発教育のノウハウが、学校の教育に提供される

に対応するように編集されている。国語教師であれ

ことで、リアルな内容が専門的立場から学校教育現

ば「英語 ･ 読み書き」、社会科教師であれば「地理」
「経

場に提供され教育効果が期待できる。又、国家枠に

済 ･ 実務」、算数 ･ 数学教師であれば ｢ 数学 ･ 計算

限定されない価値観の醸成も可能となる。つまり、

｣ 等の頁を開けば、自分の教科の授業でシティズン

コスモポリタン・地球市民意識の醸成と促進が図れる。

シップ教育を行なう際の資料に当たることができ

Oxfam はこれまで開発教育の教育支援を行って

る。そのカタログ資料に当たれば、教師は、担当教

きたため、その成果として、学校の教師たちに信頼

科を通じてシティズンシップ教育の具体的資料や

できる NGO として真っ先に挙げられる存在である。

プログラムを入手でき、自分の授業プランを作製

筆者が、2013 年 3 月にケント州の数校の小中学校

し易くなる。これらの資料は冊子で配布され、又、

を訪問し訪問校の教師たちに、
「シティズンシップ

Web 上にも公開されており、いつでもどこからで

教育において自分が参考および協力を得る NGO は

もダウンロード可能になっている。

何か」と質問した際、AMNESTY と UNICEF そし

次に、Oxfam が掲げている「グローバルシティ
ズンシップの鍵」となる要素を見てみよう。
図 2 は、筆者が、Oxfam の学校用ガイドから、グ

て Oxfam の名前が必ず挙げられた。こうした教師
の回答は、Oxfam のこれまでの NGO 教育活動の成
果と言えよう。

ローバルシティズンシップのための鍵となる要素

Oxfam は、教育プログラム作成や教師支援におい

を抜粋し筆者が図式化したものである。図に示され

ては、政府の戦略的パートナーである。しかし、パー

たグローバルシティズンシップの鍵となる要素は、

トナーの役割に甘んじている訳ではない。Oxfam は、

（出典）筆者作成
図2

責任あるグローバルシティズンシップのための鍵となる要素
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登録チャリティであるがために、政治活動に関して

①フェアトレードを地域に定着させるというまち

自らの活動に関係ない政治活動は認められない。し

づくり活動

かし、政策提言への姿勢は強い。元 Oxfam Japan 代

フェアトレード週間に行うケーキコンテスト →

表の重田（2006）によれば、政策提言チームには 30

子どもから大人までがフェアトレード商品を使っ

人、シティズンシップ教育の根幹をなす開発教育キャ

て焼いたケーキを出品し、地域のシェフたちがその

ンペーンでも、約 10 人のスタッフがいたという。

ケーキの優劣を判断するコンテスト。審査後参加し

重田は、
「Oxfam は選挙で選ばれたわけでないし、
誰を代表しているのかという点も曖昧である」と指

た市民がそのケーキを食するコミュニティ活動。
②自らのまちについての再考・郷土愛を再確認等の

摘している。この指摘は正鵠を得ている。しかし、

市民参加型まちづくり教育活動

Oxfam は、グローバル社会における公平さと公共

まちを知る・知らせるための市民による郷土か

の追及のミッションが市民に受け入れられている

るた作成および採用者の授賞式 →

からこそ、政策提言が可能なのである。国内には、

日本の文化の学びを通したコミュニティ参画活動。

750 以上の Oxfam ショップがあり、市民から提供

かるたのカード作成のために地域を紹介する主な

されたリサイクル商品や途上国から輸入したフェ

場所や事柄の絵を描いて応募する活動に子どもか

アトレード商品の販売など市民の生活に密着した

ら大人まで参加。絵カードに採用となった人たちの

活動を展開していることも市民の信頼を得ること

表彰式をおこなう、市民参加型まち再発見活動。又、

に繋がっている。そうしたミッションと市民の日常

かるたの文字カードの文章作成のためのまち再考

生活に密着した活動への信頼の裏付けがあるから

の教育活動。

こそ、政策提言などが可能となり政府の政策に対し

③よりグローバルより地域的な教育の体験活動を

先導的立場となり得るのである。

生徒たちに提供する活動
学校対抗かるた大会 →

4-2．地域の NGO の教育活動

かるたという

異文化理解に留まらず、

地域の学校の教育活動として NGO と繋がる複合的

では、Oxfam のように大々的に資料作成や配信

な学校教育。外国人 ( 日本人 ) インターンを受け入

は行っていない地域の中小 NGO やボランティア団

れ、かるたを学び、大会に向けてその練習という競

体の実情はどのようになっているであろう。実は、

技体験向けの教育活動。

中小の市民組織も同様に、学校に教育内容や手法

④異文化を学びそれを別の活動とリンクさせる教育

そしてリソース等の提供や地域との連携による教

活動

育活動を行っている。即ち、教育政策のパートナー

小学校でのクラブ活動を通じたフェアトレード

として学校や地域社会で活動している。

ポスター作り →

小学校において行われた日本文

2013 年 2 月、筆者は、ケント州サネット地域の

化の紹介 ( 書道や折り紙の体験活動 ) は、授業後の

6 つの学校を訪問し交流授業に参加したが、その活

クラブ活動として拡張。クラブに参加した生徒たち

動を事例として取り上げ、地域の中小 NGO や市民

により大会会場向けのフェアトレードのポスター

団体がどのような教育活動を行っているかを論じ

を折り紙で作製するというフェアトレード推進の

たい。ここで取り上げるプログラムは、サネット地

ためのコミュニティ参画活動。

域のフェアトレード NGO と連携した日本の団体が、
学校において、異文化としての「かるた」を紹介

この一連のプログラムは、学校というフォーマル

することから始まり、学校内でかるた大会を行い、

な存在と NGO や外国のグループというインフォー

その上で、フェアトレード 10 周年記念行事として、

マルな存在が対等な立場でのパートナーシップの

コミュニティにおいて学校対抗「かるた大会」開催

下に行なわれた、異文化理解、地域再発見やフェア

という一連の活動である。それは、正に地域の中小

トレード等を学ぶ複合的なシティズンシップ教育

NGO と市民が連携して行うシティズンシップ教育

の一例である。それを図式化したものが図 3 である。

活動であり、下記の 4 つの活動の融合体としての市

サネット地区のこのプログラムは、WEDG（World

民共同型シティズンシップ教育活動となっていた。

Education Development Group―Think Global）のメン
バーや Tharnet Fairtrade Initiative 等の市民団体およ
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び日本のフロムジャパンによる共同プログラムで、

育つものではなく、民主的な社会の中で育まれるも

地域の未来創造のためにネットワークを結び重層

のとした指針は、学校教育現場に NGO やコミュニ

的な教育活動を学校と共に柔軟且つ総合的に行わ

ティが「参画」し、まぎれもなく活かされている。

れたものである。即ち、サネット地域のボランティ

国民教育「公」と市民社会の存在としての NGO の

アセクター組織主催のフェアトレードタウン 10 周

コスモポリタン的市民教育「公共」のパートナー

年記念事業は、学校・地域住民・外国人を交えた異

シップ教育が実際なされている。図 4 はそれを図式

文化・人権・公平・平等・経済活動・まちづくり、

化したものである。

環境、地域発見・食育等を総合的に行うシティズン
シップ教育となっている。

英国においては、世界的な NGO であれ地域のボ
ランティア団体であれ、市民の信頼と理解によって

NGO 等のボランタリーセクターと学校がパート

その存在が成り立っている。それ故に、インフォー

ナーシップの下に連携して行ったこうした複合的

マルな教育活動が、フォーマルな教育と連携可能と

な学びこそ、グローバル時代に必要な学びであろ

なり、パートナーシップが成り立っている。大規模

う。サネット地域のこの取り組みは、様々なステー

な NGO は、印刷物や CDROM ばかりでなく、ダウ

クホルダーの参画による複合的連携としての地域

ンロード可能な資料を広く配信しており、どんな場

戦略パートナーシップの典型と言える。つまり、地

所のどんな教師でもアクセス可能な状態を保持し

域の NGO は、学校の教師が行うフォーマル教育の

ようとしている。又、研修会を開催するなどの教

補完的役割を担う存在ではなく、西村が「地域再生

師支援も行っている。中小の組織は、コミュニティ

政策とローカル・パートナーシップ」において述

の祭事や学校の授業への参画を通じて地域と密接

べているところの「パートナーシップにおけるパー

につながりを持っている。大小それぞれの NGO は、

トナー間の対等性を保持した存在」なのである。

「公共」市民意識を育む活動を行い、それが地域の
市民に支持されることに繋がり自らの存在を確固

５． シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 教 育 政 策 指 針 と
NGO の参画の在り様

としたものとしているのである。
クリック報告による「民主主義の意識は教科書で

クリック報告によるシティズンシップ教育が目

育つものではなく、民主的な社会の中で育まれるも

指したのは、子どもの社会への参加であり社会の教

の」とした指針は、学校教育現場に NGO やコミュ

育への関与である。
「民主主義」の意識は教科書で

ニティが「参画」することで、まぎれもなく活か

（出典）筆者作成
図3

2013 年 3 月実施されたサネット地域のシティズンシップ教育事例

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.15

121

根本 久美子

（出典）筆者作成
図4

イギリスのシティズンシップ教育における学校と市民社会の連携教育

されている。サネット地域のフェアトレードシティ

いく過程で、財政に関した点で妥協し易くなるとい

プロジェクトは、まさに、その実態を表していると

うことである。

言えよう。
こうした地域の NGO の教育活動の成果は、子ど

この姿勢は、市民からの支持基盤を失う可能性
を孕んでいる。NGO にとり、政府からの助成は、

もたちが成長し、様々なレベルでのコミュニティ

NGO の「自由」と「独自性」のリスク要因となり

（町、国、世界）へ参画するという形で現れるので

うるのである。自由であってこそ自らのミッション

あり、未来に託されている。

を全うできる。財政問題の克服こそ、NGO が直面
する課題なのである。

６．パートナーとしての NGO の課題

重田（2006）は、「NGO は、「選挙」で審判を受

NGO は開発教育で培った教育手法や資料提供に

けないが、NGO は常に、自らのミッションは公共

よって、英国の学校教育システムに対し様々なアプ

益のためであることを市民に浸透させ共感を持っ

ローチを行い、重要な役割を果たしてきた。Oxfam

て支持されなければならない」という点を指摘して

のような大規模 NGO の影響力は多大である。小規

いる。

模 NGO であっても、彼らの資力に応じて、様々な

「財政」と「公共における立場」という 2 つの課

ことに挑戦してきた。しかし、NGO には財政管理

題が NGO には重くのしかかっている。この課題克

という課題が付きまとう。

服に関しては、Oxfam の手法から示唆を得ること

アーノルド（1987）は、NGO の課題として、
「資

が出来よう。即ち、自らのミッションを一般市民に

金集めの限界が「教育制度」とのつながりやその効

浸透させるべく、様々な側面から、自らが描く理想

果について、長期的目標と戦略的課題の検討の妨

とする未来社会構築に向けて、先導的立場で活動を

げになることを NGO 自体として認めざるを得ない」

展開することである。NGO は先導的であって初め

ことを指摘している。又、シンクレア（2002）は、
「内

て、政府の対等なパートナーになりうる。補完的立

部には被害者意識が見られる。つまりその成果は防

場に甘んじるということは、ある意味 NGO 自身が

衛的で、内部の見かけ上の成功はシステムを分断化

自らの信念 ･ 信条を政府に売り渡し独自性を失うこ

し、また、「人々の積極的参加」や自主性を伸ばす

とになろう。

というよりも財政上の弱点を強調する傾向がある」
という問題を指摘している。

おわりに ― 結論

そうした弱点を抱えやすい故に、NGO は政府や

英国のシティズンシップ教育は、人々が属して

地方自治体からの公的プロジェクトを請け負うこ

いる家族、地方、国家、地域、地球という異なっ

とで、財政を保ち続けるという姿勢が生まれ易くな

たレベルのコミュニティにおいて、個人がそれぞ

る。それは、有る意味、NGO は本来自分たちのミッ

れ権利と責任の分かちあいの為の教育である。権

ションに忠実であるが故に、自らの役割を探求して

利や責任のための教育を政治主導として行う場合、
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国家が優先される。それ故に、様々なレベルでの

研究課題としたい。

権利と責任のための教育には、多様な人々・団体・

3.11 東日本大震災を機に、我が国において、エネ

組織の関与が必要となる。その意味で、NGO 等の

ルギー問題、共生（自然・他者）、危機管理、人権問題、

市民組織は、政府の「公」
・
「国民」意識とは異なっ

環境問題、少子高齢化等の社会問題とともに、人間

た、教育の具体的方法の開発や教師支援を行なうこ

と自然、高齢者と子ども、現世代と未来世代、自

とが求められているのである。その教育理念は、
「参

分と他者、自文化と他文化、マイノリティとマジョ

加型民主主義」であり、
「見識ある市民」であり、
「積

リティ、女性と男性等、相反する論争問題が表面化

極的シティズンシップ」である。ブレア政権は、そ

した。社会基盤の復興、持続可能な未来社会の構

れまでの保守党政権が NGO を政策の「代理人」と

築をどうすべきかを考えることが緊急課題となっ

いう補完的存在としていたのに対し、
「パートナー

ている。我々ひとり一人が、どのような未来社会

シップの下にガバメントではなくガバナンスへ結

を思い浮かべるのか、そして、その未来社会実現の

びつけた」（Taylor 2001）と言えるだろう。

ためにどのような行動を起こしていくのかが問わ

必修化されたシティズンシップ教育とは、2 節で

れている。又、今を生きる自分たちだけでなく、未

示したように、施策になる以前から NGO が推進し

来世代のために、
「持続可能な社会」の構築に向け

てきた開発教育の理念の上に、
そこに政治参加（様々

て合意形成を行なえるよう、そのためのスキルアッ

なレベルのコミュニティへの参画）の為の学びが具

プと資質向上を図っていかなければならない。そ

体的、実践的に加味されたものである。その点から

のためには、政府のみならずボランタリーセクター

言えば、英国の NGO はシティズンシップ教育必修

である NGO や地域のボランティアサークル等の市

化という政策決定に至らしめるという先導的な存在

民組織の力が、未来社会構築にむけた教育には必要

として活動を展開してきたといえる。特に、Oxfam

不可欠なのである。

の様な大規模な NGO は、政策提言を活動の中に位
置づけており、正に先導的な役割を担ってきた。

我が国の NGO も、規模の大小にかかわらず、行
政に活用される便利な補完的存在に甘んじること

一方、地域のボランティアグループなどの中小

なく、自らのミッション・ヴィジョン・パッション

NGO は、子どもたちに対し、開かれた市民社会に

を明確に示し、地域に密着する活動を通して市民が

おいて多様な価値観に触れさせるための具体的な

身近に感じ且つ信頼できる存在を目指さなくては

プログラムを提供している。この観点に立てば、

なるまい。そして、募金活動や自らの団体の広報活

NGO は、学校のシティズンシップ教育に多様な形

動に終始することなく、政策提言などを積極的に行

で参加をすることで、シティズンシップ教育にお

い、理想とする未来社会構築のために、先導的立場

いて学校の対等なパートナーとなっている。即ち、

で活動を展開していくことが望まれる。

英国においては、NGO は、政策の先導の役割を果
たしながら、パートナーの役割を担っており、政策
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英国の教育政策における NGO の立場

The Position of NGOs in Education Policy in England:
NGOs in Citizenship Education
Kumiko Nemoto
(Utsunomiya University)
Citizenship education was introduced in secondary schools in England by the Labor Government in 2002. The key reason
for the inclusion of citizenship education in the National Curriculum was the report of the Advisory Group on Citizenship
published by the QCA (Qualifications and Curriculum Authority). This report stresses on community involvement, which
means that citizenship education should be carried out not only in schools but also in the community. Until now, British
NGOs educational activities focused on current issues, such as international understanding, human rights, environment,
development, etc. It is my understanding that these particular issues are nowadays integrated into the larger concept of
Global Education. The National (England and Wales) Curriculum of Citizenship Education is based on Global education
and political literacy combined. The main purpose of this study is to analyze the report of the QCA and the activities of
two volunteer organizations in particular, Oxfam and a smaller community volunteer group, in order to clarify NGOs’
position toward the National Education Policy. Do the government and the NGOs stand on common ground in their
partnership? Is the position of the NGOs one of leadership, or one of followership? It is the issue of this study.
Keywords : Oxfam, Citizenship Education, Partnership, QCA
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【研究ノート】
難民がつくる新たなコミュニティの可能性

難民がつくる新たなコミュニティの可能性
−シリア難民が経営する学校をめぐって−
山

本

香（大阪大学大学院）

【要旨】
コミュニティ間の往来の増加や、オンライン・コミュニティの活発化により、近代コミュニティは地理的
近接性に関わらず人々の連帯を拡大している。そうしたコミュニティは、とくに難民による学校経営におい
て大きな影響力を持つ。難民には身分を保証する行政や地域社会がないため、彼らによる学校経営に公共性
という保障を与えるのは、独自に形成されたコミュニティに他ならない。それはシリア難民が経営する学校
の事例でも確認できる。彼らのコミュニティは構成員の営みに伴って国境を越えて広がり、インターネット
を通して繋がっている。また、学校内にも独特のコミュニティが形成されている。そこでは、とくに教師と
生徒がモラルを通じて連携している。子どもはそこで紛争で負った傷や憎しみを表出させ、帰属意識を獲得
するとともに心理的な安定を得ている。コミュニティへの帰属は、社会関係資本を得るだけでなく、構成員
としての責任を負い、他者との相互依存関係を構築することを意味している。そのなかで難民は受動的な立
場に留まらず、そこに活動の主体として固有の意義を見出している。コミュニティはそのような難民の営み
を支え、強化する役割を果たしている。
【キーワード】コミュニティ、難民、学校、教育、シリア

はじめに

そのため、マジョリティ（あるいは支配集団）とマ

今日、グローバル化とともに多くの人々が、様々

イノリティ（あるいは従属集団）をどのように関係

な形で越境するようになった。そのなかで課題のひ

させ、係争を避けながら国家内で統合もしくは共存

とつとされているのは、民族的・文化的多様性を

させていくかということが主要なテーマであった

はらむコミュニティ形成など、コミュニティをめ

（Gallagher 2004；Cheong et al. 2007 ほか）。しかし本

ぐる議論である（Shinn and Toohey 2003；Gallagher

稿では、主にコミュニティ内部の個人に焦点を当て

2004；Khan 2013 ほか）。人々が国境を含むあらゆ

る。とくに難民として越境した個人がどのように他

る境界線を行き来する機会が増えたと同時に、これ

者と繋がり、新たなコミュニティを形成しうるのか

まで地域的な広がりとともに自然と形成されてい

という点について、そのなかの難民自身の働きに着

たコミュニティは、そのあり方を変容させている。

目することでこれまでのコミュニティ形成に関す

たとえば、紛争による物質的破壊や構成員の減少・

る研究を問い直し、その可能性の在り処を探る。

喪失によって、人は既存のコミュニティを失いう

これまで、難民のコミュニティに関する議論で

る。難民として自国外へ避難した人は、その本来の

は、その保護的な側面に比重が置かれていた。し

コミュニティを失った状態にある。そのような背景

かし現在世界の難民人口のうち半数以上が都市難

のもとで、彼らは避難先でコミュニティを持たない

民としてキャンプ外で独立的に生活を営むように

まま生活するのだろうか。あるいは、もし新しくコ

なり（UNHCR 2013）、難民はこれまでと比べてよ

ミュニティが形成されるとすれば、それはどのよう

り自立性を強めている。彼らは外部からの支援を

なプロセスを経るものなのであろうか。

受けながらも、自ら能動的に生活福利を整えている

難民の例を含むトランスナショナルなコミュニ

場合もある。そしてその活動を支えるものとして、

ティ形成に関連するこれまでの研究の多くは、複数

コミュニティの存在が考えられる。しかし難民のコ

のコミュニティ間の外向的な関係に着目している。

ミュニティ形成は容易ではない。その一因は、避難
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先において既存のネットワークが存在することが

よってコミュニティの構成員は繋がりあうことが

稀であることである。彼らは自ら互いを探しあい、

できる。

繋がりあわなければならない。それは特定の場を介

主としてコミュニティは、居住地域によって決

在しなければ難しい作業である。そのような難民同

定づけられる「地理的コミュニティ」、それぞれの

士をつなぐ場を提供するものとして、ひとつに学校

属する民族や信仰する宗教によって分けられる「民

がある。難民となった人々は、
「未来を与える機能」

族・宗教的コミュニティ」、それぞれの家庭の共通

としての教育をより強く希求する傾向にある（内海

した教育目的のための「家庭・教育的コミュニティ」

2008: 211）。難民間において教育を求める活動のな

などに分類される（Bray 1996）。ただし、これらは

かで学校が生まれ、そこを基盤としてさらに広く生

地理的コミュニティ以外の分類においても、多くの

活福利を補うコミュニティ形成が行われている可

場合地理的近接性と深く関連するといわれている

能性が考えられる。

（Ibid.）。しかし、コミュニティの発展は現地の人々

そこで本稿では、まずコミュニティの概念（第 1

の日常生活に端を発し、それが持続可能な変化の

節）とそれが構成員に与える心理的影響（第 2 節）

ためのコンテクストとなるといわれている（Ledwith

を捉え直し、次にそれをもとにこれまでの学校と

2011）。すなわちコミュニティは人々の営みによっ

コミュニティに関わる言説を学外コミュニティと

て形作られるものであり、その営みの広がりととも

学内コミュニティとに分類して整理する（第 3 節）。

に地理的要因を超えて拡大していくものであると

さらにコミュニティが難民に対して果たしてきた

いうことができる。

役割を検証し、それと学校との関連性を探る（第 4
節）。最後にそれらの文献レビューから得られた視

1-2.

理論と分類

点を、シリア難民による学校経営とそこでのコミュ

コミュニティは、社会学において「ゲマインシャ

ニティ形成の事例を通して問い直す（第 5 節）。そ

フト」と「ゲゼルシャフト」の 2 つに分類される。

のことから、難民によるコミュニティ形成の意義と

Tönnies（=1957）によるゲマインシャフトおよび

役割、そしてそれに寄与する学校の影響を浮かび上

ゲゼルシャフトについての理論は以下のとおりで

がらせた（第 6 節）。これまでの関連研究において

ある。

は、難民と、学校教育、コミュニティとを総合的に

ゲマインシャフトは一般に、共同体組織と訳され

繋ぐ研究は行われてこなかった。本稿は、それらの

る。多くの場合、コミュニティという語が指すのは

用語を文献レビューおよび事例検証から繋ぎ合わ

この概念である。これには 3 通りの型があり、類似

せることでこれまでの議論の不足を補おうとする

性、場所、思考によって形成されると考えられてい

試みであり、本稿の目的は、難民間における教育と

る。類似性によるゲマインシャフトは、家族等が持

コミュニティの概念を捉え直すことで難民研究に

つ「我々」アイデンティティからくる存在の統合か

おける新たな視座を獲得することである。

ら形成される。場所によるゲマインシャフトは、街
や国などの居住地や場所を共有していることから表

１．コミュニティの概念
1-1.

定義

出し、共通のメンバーシップと帰属意識によって、
「私」から「我々」に自身の存在が拡大される。思考

コミュニティという語が意味するものは、それを

のゲマインシャフトは、共通の目的、共通の価値観

取り巻く人々や、それが存在する状況によって変化

などによってもたらされ、それによって「我々」ア

する（Bray 2000）。そのため、一定の定義が得られ

イデンティティは強化される。この共通の思考によ

るものではない。ただ、一定の人口が統合されて

る「我々」アイデンティティの増幅は、特に学校内

いること、そしてそこで構成員が保護されている

で築かれるコミュニティにとって重要なものとなる。

ことがコミュニティを形成する要素となる（Piñeiro

他方、ゲゼルシャフトは、機能体組織ともいう。

and Haller 2012）
。コミュニティの構成員はたいてい

この概念は、社会と訳される場合もある。近代社会

共通の由来を持っており、それは人々の社会的起源

が発展していくにつれ、ゲマインシャフトからゲゼ

であることが多いといわれるが（Cronick 2002）、そ

ルシャフトへの転換が促進されるといわれている。

れに限定されるものではなく、その他様々な要因に

そのなかで、コミュニティの価値観は契約上のもの
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に取って代わられ、ゲマインシャフトは衰退してい

社会関係資本は、移民を迎え民族的多様性が増した

く。ゲゼルシャフトのなかで人生はより客観的なも

「分断された（fractured）
」社会において、それを補

のになっていき、人生に対する意味づけや特徴づけ

い社会的統合を再生させるものとして用いられよう

はより難しくなっていく（Sergiovanni 1999）。そこ

としてきた（Cheong et al. 2007）
。これらの社会関係

での関係は事務的であり、感情的な交流さえ型には

資本が、コミュニティ間およびコミュニティ内の関

まった人生の一面に押し込められ、社会的な関係性

係における緩衝材と接着剤の役割を果たしている。

は、何らかの理由にもとづいて意図的に生み出され

コミュニティ間関係から見るとき、たとえばホス

る（Ibid.）。しかし、ゲゼルシャフトのなかでは実

ト社会における民族的コミュニティは、そのコミュ

利的なやり取りが増えるために社会がより発展し

ニティの構成員となりうる新来の移民がやってき

やすくなる側面もあり、ゲゼルシャフトとゲマイン

たとき、
「クッションとなって移民たちになじみの

シャフトの適度なバランスをとることが求められ

ない異文化の衝撃を緩和」する役割を果たす（村

る（Ibid.）。逆にいうと、現代社会においてゲゼルシャ

井 2011: 43）。そのようなコミュニティは、その構

フトとゲマインシャフトを明確に判別することは

成員が持つ「技能を活用するためのよりよい機会を

難しくなっているが、これらの分類は、ゲゼルシャ

与え」るだけでなく、さらにコミュニティに属する

フト的性質やゲマインシャフト的性質として、ある

家族の健全な状態を保持し、
「親の権威を強化する

コミュニティの傾向や特徴に言及する際に用いる

働き」を持っている（同書 : 43-44）。ここには、コ

ことができる。

ミュニティが持つ橋渡し型、結束型、連結型社会関
係資本の働きが凝縮されている。そのコミュニティ

1-3.

コミュニティの形成

が持つ機能は、資源の乏しい移民にとって重要であ

もっとも原始的なコミュニティ環境は、とくに教

る（同書）。そして、そのようなコミュニティがも

会やローカル・ビジネスを中心として、その周辺地

たらす社会関係資本は、その構成員の結束の強さに

域に築かれてきた（Shinn and Toohey 2003）。このと

依存しているという（Portes and Rumbaut 2001）。

き、コミュニティはゲゼルシャフト的性質とゲマイ

ただし、1-2 で確認したとおり、ゲマインシャフ

ンシャフト的性質を持ち合わせながら、地理的に繋

トにおいて、人々をつなぐ連帯は契約や約束にもと

がった人々によって構築されていたと考えられる。

づくものではない。組織とコミュニティとの違いは、

しかし、その働きが発展するにつれ、他地域の人々

コミュニティにおいては類似した意図を持った他者

がそのコミュニティに携わる機会が増え、また、資

との社会的生活が常識、目的、価値観や自然な相互

源に乏しいコミュニティでは外部環境を利用する

依存を形成するのに対して、組織においては他者に

人々が多くなる場合もあるため、全般的福祉を考え

既に決められたヒエラルキーのなかで役割を与えら

る上では、コミュニティ環境を地理的近接性から切

れ、さらにそうした役割に対して期待を寄せられる

り離して考える必要がある（Ibid.）。

点にある（Sergiovanni 1999）
。すなわち組織とは異

こうしたコミュニティは、それがもたらす社会関

なり、コミュニティでは、それに属したからといっ

係資本の働きによって構成員間を繋ぎ、その規模

て、
その恩恵が保障されているわけではない。コミュ

を拡大させてきた。社会関係資本には「橋渡し型

ニティは、諸関係とそれを育む相互依存にもとづい

（bridging）
」と「結束型（bonding）
」がある（Putnam

て、社会的に組織されるものなのである（Blau and

2007）
。橋渡し型社会関係資本は、民族・宗教・社

Scott 1962）
。コミュニティに属する構成員のうち一

会経済的差異を超えた共通の関心にもとづく境界的

部を受動的なものとし他方を能動的なものと考える

なつながりを表すものであり、結束型社会関係資

ことは、一面的な見方に過ぎない。彼らは相互に作

本は、同質性にもとづいて人々が築く排他的な社

用し合い、依存し合いながらコミュニティがもたら

会的つながりを示す（Ibid.）
。またそれらに加えて、

す社会関係資本の機能を強めているのである。

「連結型（linking）
」社会関係資本が近年提言された
（Woolcock and Narayan 2000）
。これは、社会経済的

1-4.

地理的要因にもとづかないコミュニティ形成

な発展のため個人が公共資本にアクセスできるとい

前項 1-3 で見たとおり、より全般的に機能するコ

う縦断的な関係性である（Ibid.）
。とくに橋渡し型

ミュニティにおいては、その規模は地理的要因に依
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拠するとは限らない。このような地理的近接性を

Toohey 2003）。このようなコミュニティ意識は、社

伴わないコミュニティの特徴として、目的特化型

会変容の原動力となりうるため、社会関係資本のひ

で機械的な働きをする点が挙げられる（Shinn and

とつとして語られている（Shinn and Toohey 2003；

Toohey 2003）。すなわち、そのようなコミュニティ

Cheong et al. 2007）。

は社会関係資本や規範等の源となることで、構成員

社会的アイデンティティ理論にもとづくと、人間

の生活状態に影響を及ぼし、社会的な役割を創出す

のアイデンティティの一部は自身が所属する社会

るのである（Ibid.）。このことから、現代のコミュ

集団に基盤を置いている（Gallagher 2004）。この社

ニティ形成において、地理的要因は絶対条件とはい

会的アイデンティティの意識は自身の集団の特徴

えないということができる。それよりも、その内部

だけでなく、他集団と自集団との比較に基盤を置い

と周辺に暮らす人々の社会経済的背景と、それにも

ており、自尊心を維持するためにその比較を通し

とづく実際の営みを見ることが重要である。

て自集団を肯定しようとする（Ibid.）。また、我々

と く に、2000 年 代 以 降、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 普

は言語と実践にもとづく具体的なプロセスを通し

及とともに、インターネット上に存在するオンラ

て世界を社会的に構築している。しかし独立した個

イン・コミュニティに関する議論が盛んになった

人が自由にそれぞれの世界を構築しているわけで

（Wellman et al. 2002；Preece et al. 2003；Schwen and

はなく、過去からの積み重ねのもとでコミュニティ

Hara 2003 ほか）。オンライン・コミュニティは、地

から社会構築が生じ、社会生活を組織化していく

理的近接性にもとづかないコミュニティ形成の典

（Ibid.）。すなわち、人々はコミュニティのなかでア

型である。その構成員はどんなに物理的に離れた場

イデンティティを獲得し、それと同時にその一部を

所にあっても繋がりあうことができる。そしてそれ

コミュニティに預け、それによって組織的な社会生

は決して実体のない仮想のコミュニティではなく、

活が可能となっているのである。そして、そのこと

人と人とを繋ぐ確かなネットワークである。

が思考、価値観などによる人生への意味づけをもた

オンライン・コミュニティの特徴は、村のような

らし、人生を特徴づけるものに持続的に結びつく

密集性の高いコミュニティとは異なり、その構成

（Sergiovanni 1999）。その感覚があるからこそ、人々

員の散在性にある（Wellman et al. 2002）。それによ

はコミュニティへの帰属を求めるのである（Ibid.）。

り、直接的なコミュニケーションの希薄化が危惧さ
れているが、オンラインの遠隔的なコミュニティを
利用することによってオフライン・コミュニティが

2-2.

コミュニティの必要性

Durkheim（=1961）は、人々は互いに繋がりあうこ

補強される可能性も同時に示唆されている（Ibid.）。

とで、人生における方針と意味づけを提示する一連

現在のところ、そのようなオンライン・コミュニ

の規範を自覚するため、帰属欲求を人間の基本的な

ティは、商業や趣味を目的としたネットワークのた

欲求であるとした。また、彼は、コミュニティにお

めに利用されることが多い（Preece et al. 2003）。こ

ける連帯には 3 つの要素があるとした。それは、義

のようなインターネット上におけるソーシャルメ

務（集合に対する責任による自己強制の感覚）
、愛

ディアの発達により、コミュニティの地理的近接性

着（集合とともにある帰属、傾倒、アイデンティ

との関連性は、現代においていっそう希薄化したと

ティの意識）
、自己決定（集合に対する統制、帰属の

いうことができる。

理由となる知識、理解などの理性的な自覚）である
（Durkheim=1961）
。言い換えると、
コミュニティを失っ

２．コミュニティの心理的側面

た人間は、義務を果たし、帰属し、自己決定を表現

2-1.

構成員が得る帰属意識、アイデンティティ

する機会を同時に失う。それゆえにコミュニティは

人々が持つコミュニティ意識（sense of community）

必要であり、コミュニティに属さない人間は不安定

は、メンバーシップ、影響、統合、ニーズに対する

な自我を持つ傾向にある。すなわち、コミュニティ

満足、共通の感情的つながりによって構成される

とは、人と人との間を繋ぎ、その生活を保障する社

ものと定義されている（McMillan and Chavis 1986）。

会的な役割を果たすだけでなく、個人においてもそ

そしてそれは、近隣性（neighborhood）や経歴（history）

の内に心理的な安定をもたらすものなのである。

に裏付けられているとされる場合が多い（Shinn and
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す決断をするものであるが、それと同時に無私な振

みられた（Gallagher 2004）。しかし、国家内のすべ

る舞いをすることも可能である（Sergiovanni 1999）。

ての人々に対してそのような市民性が同様に受け

人間を動機付けるものとして、
（1）「報酬のある物

入れられたわけではなく、これまでの事例からも、

事」、
（2）「価値のある物事」、
（3）「自分が価値を置

調和のとれた未来を保障する教育制度の構造はない

いており良いと思われる物事」の 3 点が挙げられる

（Ibid.）
。そのような教育制度の代わりに、学校にお

（Sergiovanni 1992）。(1）は外発的な利益、（2）は内

いて人々の連携を促すものとして期待されるのが、

発的な価値づけ、
（3）は義務や規則の感覚から来て

コミュニティである。教育についての議論がなされ

いる（Ibid.）。これらは人間関係において、意図的

る際、コミュニティはその重要な論点の 1 つとなっ

な関係をもたらす外発的結びつき、外部要因とは独

ている（Bray 1996,2000；Sharma 2008 ほか）
。

立的に働き関係を維持する内発的結びつき、そして

コミュニティによる学校への介入に関しては、学

物質的な満足ではなく文化的規範にもとづくモラ

校に子どもを通わせる保護者をその担い手として

ル的結びつきをもたらし、そのうちモラル的結びつ

論じられることが多い（Sharma 2008）。そのなか

きは、外発的・内発的なものよりも強固なものと

で保護者には、子どもを最もよく知る理解者とし

なる傾向がある（Ibid.）。ゲマインシャフトにおい

て、学校に対して教育活動に関する示唆を与える役

ては自然な意思が主要な動機づけになっているよ

割が求められる。そのために学校は保護者から学

うに（Tönnies=1957）、人々はモラルによって繋がっ

び、保護者は学校に対して教育要求を行うのである

ているということ自体に意義を見出し、そこに明確

（Ibid.）。公 ― 私関係を軸とする学校の内部構成実

な目的や利益はない（Sergiovanni 1999）。一方ゲゼ

体と外部関係実体を関係づけるにあたっては、
「地

ルシャフトでは、理性的な意思が主要な動機づけと

域社会の教育的指向性」が重要な役割を果たす（堀

なっており、人々は何らかの目的を果たすため、何

内 1985: 33-34）。そのため、学校での教育活動は、
「そ

らかの利益を得るために互いに繋がっていて、それ

の責任要求、教育要求によって相対的にならざるを

がなければ関係性は終わる（Ibid.）。それは計画的

えない」
（堀内 1989: 43）。すなわち、そのような「教

な結びつきである。

育要求」の主体である「
『父母及び地域代表者』に

ここでいうモラルとは文化的規範にもとづく倫

よる他律性と向き合うことによって」
（木岡 2004）、

理意識を指すが、これらの議論からは、これから

学校はその存在を正当化できるのである。そのよう

くる結びつきが最も無目的的で強固な結びつきを

な相対性を失うと、学校組織は「独善的になる危険

コミュニティにもたらすということができる。さ

性を抱える」（同書 : 423）。すなわち、そのような

らに、コミュニティは、内部の結びつきが強化さ

保護者などが学校に与える影響が、学校に地域との

れるほど、その構成員が持つ社会関係資本の働き

融和性を与えている。

を高める（Portes and Rumbaut 2001）。すなわち、コ

また、保護者とは別に、より強く学校に介入しう

ミュニティがもたらす他者との繋がりは人々に規

るコミュニティのアクターとして、学校が設けられ

範に対する自覚をもたらし、それゆえに人々は心理

た地域の行政が挙げられる。環境変化に適応でき

的安定を獲得しコミュニティを必要とするように

なかった企業などの組織が淘汰されていくなかで、

なる。同時にそうした人々の意識は循環的にコミュ

「不易」を重んじる学校という組織が存続し得たの

ニティ全体の連結につながり、より増強させる力と

は、公教育制度として国や自治体から手厚く保護さ

なっている。コミュニティはその構成員の需要のも

れてきたためという背景がある（木岡 2004）。それ

とに維持されているだけでなく、それら個人によっ

ほど学校という組織の存続において行政の保護は

てその働きを増幅させているのである。

重要なものなのである。
学校は、その本質を「社会的に公認された『教

３．コミュニティと学校教育

育組織』である」
（木岡 2012: 88）という部分に持っ

3-1.

ているため、近代的な学校という組織体は公的なも

学校運営の公共性とコミュニティ

伝統的に、大衆教育制度の役割は国家の安定性の

のでなければならない。それは、学校という組織

維持と統一の促進にあると考えられ、公教育におい

が必然的に、
「教育価値に対するコンセンサス形成

て国家の言語的、文化的、政治的同質性の構築が試

の困難性と外的基準への依存性の高さ」
（同頁）を
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兼ね備えた存在だからである。学校という組織は、

ティティや帰属意識などの独特で恒久的な感覚を

社会に対してどの程度の責任を果たすことができ

与え、個人の短所や日常生活のなかの困難を補うこ

るかという尺度によってその功績を認められる（堀

とができる（Sergiovanni 1999）。しかしコミュニティ

内 1989）。すなわち、学校での教育活動は社会的な

にその構成員が求めるものは、前節 2 で確認したよ

価値認知があるからこそ成立するものなのである。

うに、実利的なもののみではない。人々はコミュニ

そのため、公共性は学校運営のための不可欠な要

ティに帰属することで、自らのアイデンティティを

素のひとつだと考えられるが、このとき公共性を

確立し、それにより社会的な生活とそれに対する意

与える「地域」とは基本的に行政区をさし（堀内

味づけを行うことが可能となる。そのため、人はコ

1989）、すなわち「地域代表者」とは、行政的な代

ミュニティへの帰属を求め、それを失った場合はそ

表者と言い換えることもできる。これまでの学校と

の代替となるものが必要となる。とくに学校コミュ

コミュニティに関する議論においては、それが前提

ニティは、自尊心と責任感を喚起して帰属する権利

として扱われてきた。しかし一方で木岡（2004）は、

を学ぶ場でもあり、それは子どもにとって重要なも

「学習者の生活圏」こそが学校運営において想定さ
れるべき「地域」だといえるのではないかと問題提

のである（Ibid.）。
生徒がコミュニティを失ったとき、彼らには (1)

起し、その「対象範囲は、そもそも物理的に「地域」

その代替となるものを創る、(2) コミュニティなし

として囲えるものではなく、まさにネットとして捉

で生きる、という 2 通りの選択肢が考えられる。実

えるべき広がりと要素間の隔たりをもち、しかも形

際に、青少年育成の取り組みのなかでは、コミュニ

のないものである」
（同書 : 424）という可能性を示

ティ・プラニングをさせるものや、最近ではイン

唆した。

ターネットを通じたコミュニティ形成を行うもの

これらのことから、1-4 で議論した内容と同様に、

もある（Diaz et al. 2010）。青少年育成活動において、

学校を取り囲むコミュニティ形成においても、もは

コミュニティはその活動の効果を高めるものとし

や地理的近接性などの明示的な類似性は必要要件

て着目されている（Stein 2000）。

ではないということができる。すなわちそうした地

しかし、若い人々が独自に作るコミュニティは、

域的ネットワークに限らず、学校活動に教育要求

うまく機能しない場合も少なくない（Sergiovanni

を行い、それを評価することで公共性を与えるネッ

1999）。一方で、学校では、強大で広範な規範制度

トワークこそが、学校運営に介入し、それを保障す

のもとで生徒のサブカルチャーの形成が促進され

るという点でコミュニティとしての役割を果たし

るため（Ibid.）、一定の規則のもとでコミュニティ

ているのである。

を築くことが可能となり、何の土台もないコミュニ
ティと比べて、より機能的なものが構築される。学

3-2.

学校におけるコミュニティ形成

学校とコミュニティという文脈で議論が行われ

校が持つゲマインシャフト的性質とゲゼルシャフ
ト的性質のバランスを上手く保つことができれば、

るとき、そのコミュニティは多くの場合学校外のも

学校コミュニティは、最も有効な社会関係資本を持

のを指している。3-1 で論じたコミュニティも、学

つ組織となりうるのである。

校外に存在し、他者として学校に介入するものとし

しかしもちろん、学校は家族や地域に取って代わ

て語られている。しかし、学校に関わるコミュニ

るべきではなく、家族や地域の強固なコミュニティ

ティは、学校外にあるものばかりではない。1-1 で

があったうえで、学校でのコミュニティ形成は暫定

論じたように、コミュニティの要件は、一定の構成

的な戦略としての安全網を提供し、家族や地域がよ

員が統合される場において彼らが保護されている

り強化されるよう促進するものである（Sergiovanni

ことであった。この条件に従えば、学校内にもひと

1999）。しかし、難民のケースでは、こうした学校

つのコミュニティが形成されているということが

コミュニティの基盤となる家族・地域コミュニティ

できる。

が存在しない場合が多い。そのため、学校でのよ

学校で形成されるコミュニティは、共通の価値観
と理想のもとに、教師と生徒を「私」の集合ではな
く、集合体としての「我々」に変化させ、アイデン
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り強固なコミュニティと学校を中心としたネット
ワークづくりが求められる。

難民がつくる新たなコミュニティの可能性

４．コミュニティと難民

ための暴力を促進するという（Scheff 2000）。これ

4-1.

はコミュニティに対する人々の帰属意識や、コミュ

コミュニティと難民に関する言説

1951 年に採択された「難民の地位に関する条約」
のなかで、難民とは、迫害を受けるおそれがある

ニティがその構成員にもたらす自尊心が、暴力とい
う形で表出される、負の側面だといえる。

という十分な理由のもとに国籍国外にいる者を指

また、集団暴力を経験することによって人々のア

し、その上で国籍国の保護を受けられない、もしく

イデンティティが混乱し、被害者としての独特の

はそれを望まない者と定義された（United Nations

アイデンティティが形成される場合がある（Bar-Tal

1951）。本稿においても、難民としての正式な地位

et al. 2009）。また、そのような状況のなかで自集団

に関わらず、この状態に当てはまる者を難民と呼ぶ

と他集団の意識上における二分化が進み、たとえば

こととする。

難民集団においては自集団を難民という立場に追

そのような背景のもとで難民は、多くの場合、紛

いやった他集団の人々に対して、怒りや恐怖、脆弱

争によって本来のコミュニティを失った状態にあ

性など、難民としての経験の中で育まれた特有の

る。こうした難民の教育を含む生活福利の向上の

感情を高めているとされる（Zembylas 2012）。そし

重要性は、冷戦以降より強く認識され、議論が行

てそのような難民としての背景を含む内的な情緒

わ れ て き た（World Education Forum 2000；Sinclair

的作用が、難民となった教師においては、教育に

2002；INEE 2004；Pupavac 2008 など）。そのように

おける彼らの働きに影響を及ぼすといわれている

紛争の負の影響を受けた人々と、コミュニティの関

（Zembylas and Bekerman 2008；Zembylas 2012）。 そ

わりとは、どのようなものであろうか。
紛争や虐殺を含むあらゆる集団的暴力は、個人、

のようなアイデンティティにもとづいて形成され、
そこに人々を受け入れるコミュニティと、そのなか

コミュニティ、社会に対して広範な負の影響を与

で行われる教育は、他集団への暴力や被害者意識の

える（Pearlman 2013）。それは加害者においても被

発揚など、紛争の負の側面を促進する可能性を孕

害者においても集団的なプロセスであり、それが

んでいる。紛争後復興においてコミュニティ形成・

行われた後は、とくにコミュニティの復興が重要

開発が細心の注意を持って行われなければならな

な焦点となる（Ibid.）。紛争後復興のためには、紛

いのは、このためである。

争によって分断された人々の関係性を構築するこ

その一方で、Pearlman（2013）は、構築主義的自

とが重要な過程のひとつであることも認識されて

己発達理論（Constructivist Self Development Theory:

いる（Davies 2004）。そのような集合的アプローチ

CSDT）を用いて虐殺後のルワンダで行った調査の

をとることによって、コミュニティの復興を通し

結果から、同じコミュニティ内の構成員間におけ

て個人の回復にも寄与することができる（Pearlman

る心的外傷後ストレス障害（PTSD）を癒す助け合

2013）。また、コミュニティが持つ適応性のある能

いの可能性を示唆している。そのなかでは、起こっ

力のネットワークは、リスク管理や組織的な連結、

たことを認識し、その影響を表現すること、そして、

社会的支援、信頼できる情報ネットワークの探究に

見守り（active bystandership）を促進することが重

役立つといわれている（Norris et al. 2008）。こうし

要であると述べられている（Pearlman 2013）。すな

たこれまでの研究は、社会関係資本を持たない人々

わち、紛争のもとで築かれた境界的なコミュニティ

に与えるという点に着目している。一方で、これら

には、集団間を分断する側面もある一方で、平時と

の人々はその立場に甘んじて留まるわけではなく、

同様にその構成員の心理的側面に安定をもたらす

その営みによってさらにそのコミュニティが持つ

効果を併せ持っている。

社会関係資本を高める役割を果たすようになって
いくものと考えられる。

紛争中後のコミュニティ形成は慎重に行われな
ければならないが、平時と同様に、もしくはそれ以
上に、必要なプロセスでもある。そしてそのような

4-2.

難民の心理的側面に与える影響

紛争を経験すると、それに対して人々は様々な反
応を見せる。たとえば、虐殺の被害者が経験する

コミュニティの持続性と人々の再帰属のためには、
公教育などの人的基盤にもとづくプロセスが最も
有効であると指摘されている（Pearlman 2013）。

恥辱（shame）の感覚は、自集団の価値を取り戻す
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4-3.

難民の教育とコミュニティとのつながり

これまで難民の教育に関しては、紛争の被害者と

５．シリア難民の学校とコミュニティ形成
5-1.

調査概要

しての難民に対する人道的な措置として、いかにし

シリア・アラブ共和国（以下シリア）では、2011

て平時と同等の教育を提供するか、すなわち難民で

年 3 月の大規模民衆運動をきっかけにシリア紛争

はない人々と同質の教育を可能とするかという議

が勃発した。2014 年 6 月時点で他国へと避難した

論がなされてきた（Preston 1990；Demirdjian 2011；

シリア難民は 280 万人を超え、その人口はアフガ

Dryden-Peterson 2011a, 2011b など）。とくに子ども

ニスタン難民を超え世界最多となった（UNHCR

に関しては、紛争の最たる被害者として、彼らに対

2014）。そのうちトルコに居住するシリア難民は約

する支援や保護の必要性が訴えられてきた（Machel

80 万人に達するが、キャンプ内に居住している人々

2000）。そのなかでそうした人々に対する教育に関

は約 20 万人にすぎず、それ以外の 70% 以上は街中

する議論は、彼らに対する支援に焦点化され、彼ら

に暮らしている（UNHCR Turkey 2014）。トルコで

は受動的な立場に据えられていた。そのため難民を

は、レバノンやヨルダンなど他のシリア難民の大

主体とした教育活動に関する研究は、これまでほと

規模ホスト国とは異なり、シリア難民支援活動の

んど行われていない。しかし、現在世界の難民人口

大部分をトルコ当局（首相府災害緊急事態対策局：

のうち半数以上が難民キャンプなどではなく街中

AFAD）とトルコ赤新月社が担っており、国連難民

で居住していることからも見えるように（UNHCR

高等弁務官事務所（UNHCR）など国際難民支援機

2013）、ただ外部者に囲い込まれ支援を待つだけの

関の介入が少ない（山本ほか 2013）。それゆえ、ト

存在から難民は脱却しようとしている。それは教育

ルコでは難民自身による生活福利の獲得および向

分野においても例外ではなく、たとえばトルコに居

上を促す土壌が築かれていると考えられる。そして

住するシリア難民の間には、自立的な学校運営の動

その傾向は教育分野にも表れており、100 校以上の

きとともに、そこから教育ネットワークを拡大して

シリア難民学校がトルコ各地で難民自身によって

いる様子が見られている。

運営されている（2013 年時点 : 同論文）。

そうした難民による学校運営においては、固有

現地調査は、2013 年 3 月および同年 9 月から 10

の課題が見られる。その特徴的なものは、行政お

月にかけて、のべ約 5 週間行った。調査地としたト

よび地域コミュニティの不在である。3-1 で議論し

ルコ南部ハタイ県の県都アンタキヤ市は、人口 14 万

たように、学校運営においては公共性が不可欠な

人程の街である。シリア国境から直線距離で 30km

ものであり、平時においては、そのような社会的

程の距離にあり、約 1 万 5 千人のシリア難民を抱え

認知は行政と地域によって自然と与えられていた。

ている
（調査時の聞き取り）
。この地域は激戦地となっ

しかし、難民が経営する学校においては、行政や

ているシリア国内のアレッポ、イドリブなどの都市

地域コミュニティが存在しない、もしくは機能し

と近接していることもあり、シリア紛争勃発当初か

ない場合がほとんどである。そのため、そうした

らシリア難民の出入りが活発に行われていた。

学校は行政と地域が与える公共基準という規制を

アンタキヤ市内にはシリア難民のための学校が 5

受けない代わりに、その文脈のなかで学校に与え

校運営されており、そのうち最も早くに設立された

られていた公共性という保障を失うのである。そ

2 校（A 校および B 校）を調査対象校として定めた。A,

れゆえに、難民が経営する学校が自らそれを追求

B 校は同一の理事体制のもと運営されており、すべ

しなければならない。その場合、行政や地域の代

ての教職員および生徒がシリアから来ている。2 校

わりに公共性を与えるものとして、その学校を中

に通う生徒は計約 1,735 名、教職員は計約 100 名で

心として広がる独自のコミュニティが想定される。

ある。ただし、難民という立場の不安定性のため、

そしてこのコミュニティが持つ公共基準が、学校

生徒・教職員数は非常に流動的なものであり、ここ

運営やそこでの教育活動に影響を及ぼしていると

に提示できるのはあくまでおおよその数である。

考えられる。次節からは、トルコにおいてシリア

シリア本国の学校制度においては初等・中等教育

難民が経営する学校の事例を用いて、そのあり方

は 6・3・3 年で区切られているが（UNESCO 2011）、A,

を探る。

B 校はそのように明確には区別されておらず、A 校
には 1 ～ 8 年、B 校には 9 ～ 12 年生が通っている。A,
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B 校では授業料や文房具などの学費を生徒から徴収

また、A, B 校の運営資金の獲得方法からも、学

せずそのすべてを運営費で賄っているが、比較的遠

外におけるコミュニティの広がりを見ることがで

方に暮らす生徒はスクールバスに乗車するための

きる。A, B 校の学校運営資金は、学校の運営方針

交通費として月に 30 トルコリラ（約 15 米ドル）を

に共感する支援者から大半を得ているとされてい

支払うことになっている。

る。それには両校の設立者でもある理事長の知人も

調査手法としては半構造化およびナラティブ・イ

含まれているが、なかにはフェイスブックなどの大

ンタビュー、参与観察を実施し、教師・理事を中心

規模ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）

に生徒を含む A, B 校関係者を対象とした。インタ

を通して同校の活動を知り、新たに支援を開始した

ビューでは、対象者に関する基本事項（年齢、性

人もいる。SNS 上には A, B 校のページが作成され、

別、出身地、職歴、家族構成等）をはじめとして、

そこでは学校活動の広報や、職員・支援の募集だけ

シリア本国および避難先での生活状況、教師と理事

でなく、支援を受けた際にはそれに対する感謝や用

の教職・学校運営に対する動機づけやその背景等の

途が掲載される。単なるホームページとは異なり、

聞き取りを行った。倫理的配慮により、紛争に関わ

SNS の特徴は、その相互性にある。A, B 校の SNS

る子どもの内面に関しては生徒に直接尋ねること

上のページにおいても、学校側からの一方的な表現

はせず、教師・保護者からの聞き取りや参与観察に

が行われているわけではなく、学校による投稿に対

より析出した。参与観察では授業、休憩時間、放課

して支援者のコメントが寄せられるなど、双方向的

後の様子を調査し、とくに生徒同士、教師同士、生

なやりとりが行われている。また、このページ上で

徒教師間の交流について探ることで、インタビュー

A, B 校の財務もすべて公開されており、学校側で

結果の裏付けを行うとともに、そのなかでのコミュ

は経営の透明性を確保することで支援者の信頼を

ニティ形成、相互作用を分析した。

獲得するとともに、支援者はそれを監視し、それに
対して一定の抑止力を働かせることができる。すな

学外アクターとのコミュニティ形成とその働き

わち、1-4 および 3-1 で議論したようにコミュニティ

難民によって経営される A, B 校には、依拠する

形成に地理的近接性は必要でないとすれば、そこに

べき制度や行政主体がない。シリア政府からも認可

相互的で活発なオンライン・コミュニティが組み上

を与えられていない同校においては、長らく中等学

げられており、それは学校に公共性を与えることに

校を卒業してもそれ以上の高等教育機関へ進学す

も繋がっていると考えられる。そのような双方向的

ることができていなかった。しかし 2013 年 2 月に

なつながりが、A, B 校に不可欠な働きを行うコミュ

特定非営利団体（NPO）としてトルコ政府に認可

ニティを築いている。

5-2.

を受けたシリア教育委員会（Syrian Commission of
Education）が設立され、それによりトルコ全土の

5-3.

学校におけるコミュニティとその心理的側面

シリア難民学校がまとめられ、ユニセフやリビア政

これらの学校に勤務する教師に、なぜ教職に就い

府の支援を提供されるようになった。その結果、中

たのかと理由を尋ねると、多くの場合「今後のシリ

等学校卒業資格は、リビア政府から与えられるよう

アを背負う子どもたちに貢献するため」と答えた。

になり、これが国際的に通用する効力を持つため、

彼らは学校に通う子どもたちをシリアの未来を担

これらの学校の卒業生は大学入学試験を受ける資

う主体と捉え、その復興と発展を託している。しか

格を得られるようになった。これにより学校に通う

し、その一方で、ある教師は「ここの子どもたちは

子どもたちの将来的な選択の幅は大きく広がった。

どんなに勉強しても欲しいものは手に入れられな

すなわち、シリア教育委員会のもとで統合されたシ

い」と語った。子どもたちを守るべき政府や本来の

リア難民学校とその関係者が、これにより実利を得

コミュニティを、彼らは現在全て失った状態にある

ることができたのである。これは学校外で築かれた

ためである。そしてそれと同時に、学歴等とは関係

コミュニティの、社会関係資本の源としての典型的

なく、彼らの人生の意味づけとなる「モラル」を子

な働きである。そしてこのコミュニティは、難民自

どもに指導したいと考えている教師は少なくない。

身が中心となり、難民のために形成されたものであ

彼らのいう「モラル」は、多くの場合、学校関係者

る点で画期的なものである。

の大半が信仰するイスラーム教スンニ派の教義に
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もとづいている。これらのことから、教職に対する

どもの主体性によるものだとして黙認しているが、

動機づけという大局的な質問をした場合、教師らは

SNS 等を通じて公開する映像等のなかでは決して

子どもたちが今後担っていく責任に言及すること

見せようとしない。現在も本国が紛争下にあるシリ

が多い一方で、子ども一人ひとりの人生に対する責

ア難民にとって、一定の保護の下でそうした表現

任感のもと、日々の教育活動をこなしている側面も

をすることができるのは、学内の閉ざされたコミュ

あるということができる。生徒側も、家族を支えて

ニティにおいてのみなのである。そのようなコミュ

いくため、またシリアの未来のために今自分たちは

ニティの偏重性は構成員間における相互依存と帰

学ばなければならないと就学理由について言及し、

属意識を促進し、2-2 における議論のようにそれが

今後自分たちが担うべき責任に対して自覚的な様

強化されるほどにそのコミュニティがもたらす社

子を見せた。

会関係資本も増強される。

すなわちこの学校内に形成されたコミュニティ

ある生徒に学校で最も好きな教師とその理由を

のもとでは、信仰を基盤とする文化的規範が教師と

尋ねると、彼はある教師を上げ、「彼は会ったら必

子ども、ひいては保護者を含む学校関係者全体を繋

ず『最近どう？』と聞いて、僕たちの生活の話をよ

ぎ、強固な結びつきがもたらされている。そのなか

く聞いてくれる。兄弟みたいな人だ」と語った。ま

で、教師と生徒のどちらもがコミュニティの能動的

た、そうした生徒－教師間の関係性は卒業後も継続

な構成員とみなされ、相互依存関係を作り上げてい

しうるものであり、子どものなかには卒業後も学校

るといえる。

を訪れ、教師と交流する者も少なくない。そうした

A, B 校に通う子ども、子どもの保護者、勤務す

様子から彼らは学校に学習による利益の機能だけ

る教師、学校を運営する理事を含むほぼすべての A,

でなく、校内のコミュニティが与える見守り（active

B 校に関わるアクターは難民であり、彼らはシリア

bystandership）の機能を求めているということがで

本国で属していたもしくは自ら築いていた本来の

きる。そのなかでは、構成員の心理に安定をもたら

コミュニティを失った状態にある。それも、彼らの

す「癒し」の機能も同時に増幅されており、そのた

なかでは、そのコミュニティを破壊した加害者を自

めに子どもたちは学校に通い続けているとも考え

分たちと二分化し、深く憎んでいる者が少なくな

られる。

い。しかし全世界の人々が参画する可能性のあるオ
ンライン・コミュニティにおいては、政治的な中立
性を求められるため、そのような二分化と敵愾心を

６．難民によるコミュニティ形成がもたら
す可能性

共有することはできない。また、4-2 にあったよう

コミュニティは、難民にとって、過去・現在・

に、あまりに強くそのような敵愾心がコミュニティ

未来をつなぐ架け橋としての役割を果たしうる

内で結びつくと、暴力につながることがある。そ

（Hadjiyanni 2002）。そのために紛争によって本来

れは紛争の長期化を助長することであり、避けなけ

のコミュニティを失った難民においても新たなコ

ればならないことである。しかし、ある教師が「学

ミュニティが必要とされてきた。しかし、これまで

校には戦争で家族を失った子どももたくさんいる。

の議論で見たように、コミュニティとは本質的に動

そんな子たちはどうしたらいい？

的で、相互依存的なものであり、その構成員が受動

戦うしかない

じゃないか」と語るように、多くを失った悲しみや、

的である限り、その恩恵は保障されないという側面

それを奪った「敵」に対する憎しみは、子どもが 1

もある。

人で抱えるには重すぎる。そのように不安定な心を

難民となった人々に焦点を当てて議論がなされ

安定させるためには、4-2 で確認したように事実の

るとき、これまでは彼らの紛争の被害者という側面

認識とその影響の表現が必要となる。B 校のある男

ばかりが浮き彫りにされることが多かった。その

子クラスで、紛争のなかで戦闘を行った経験がある

ために、難民がコミュニティを必要とすることは、

者を尋ねると、半数以上がためらうことなく手を挙

弱い立場にある人々のセーフティネットを欲する

げた。また、学校の廊下や教室の壁には、絵や言葉

がための行動とみなされがちであった。しかし難

で表現された現政府に対する批判や風刺が所狭し

民のなかにはそのような受動的な立場に留まらず、

と貼り付けられている。そうした状況を教師は子

自らコミュニティの原動力となり、それを自ら社会
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関係資本化する働きをする者も存在する。それはシ
リア難民の教師および生徒の事例においても見ら
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Towards New Community Creation on Refugees’ Initiative:
A Case of Syrian-Managed Schools in Turkey
Kaoru Yamamoto
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The increase of trans-bordering movement and online relationships enabled community to develop solidarity among
its members even if they stay apart in the world. This sort of community has a large influence on school management
especially run by refugees. The community brings publicness as social security to refugee-managed schools which have
no official status in general. This situation can be also found in the case of Syrian-managed schools in Turkey. Their
community expands beyond national borders due to the members’ activities, connecting them even online. Another
community is built inside the schools. Members are attached to each other, especially between teachers and students,
through their particular sense of moral which is based on their religious beliefs. The children can evince their scar and
hatred, which were developed through the experience of conflict, only inside this secured community in the schools. This
will mitigate their vulnerability by providing them the sense of stability. Belonging to a community helps its members to
acquire social capital, as well as to obtain responsibility and establish interdependent relationship with other members.
Refugees do not remain to be passive recipient of supports which are brought from outside, but they have found a new
aspect as active independents through this mechanism. Community plays a key role to support and foster the members’
active movements.
Keywords : community, refugee, school, education, Syria
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【調査報告】
東日本大震災復興支援の実践から生まれた、学生の学び

東日本大震災復興支援の実践から生まれた学生の学び
市

川

享

子（明治学院大学）

【要旨】
本研究は東日本大震災の復興支援活動に取り組んだ学生が、地域における実践と学習プログラムとして構造
化されたリフレクションから、どのように学び変容しているかを大学ボランティアセンターの実践の分析によっ
て明らかにしようというものである。大学ボランティアセンターによる、東日本大震災の復興支援活動は大学
コミュニティ、地域コミュニティを包含した、ラーニング・コミュニティを構築しており、学生はそのコミュ
ニティから影響を受けて、
「学ぶ意欲を向上」させ、
「社会への問題意識が深まる」
、
「コミュニケーション能力が
向上する」などの、成長の実感を持っていることが分かった。こうした実践コミュニティから生まれる学びは、
状況的な学習として、学生の主体的な学びを生成している。
【キーワード】東日本大震災、状況的学習、リフレクション、循環型の学習、大学の社会貢献

しての役割を果たす大学」と述べられており、大学

１．研究の背景と目的
本研究は東日本大震災の復興支援活動に取り組

が自ら変革するように促している。教育政策の背景

んだ学生が、地域における実践と学習プログラムと

には、学生が主体的に学ぶ環境を大学を整備し、大

して構造化されたリフレクションから、どのように

学や学生が社会の課題解決の担い手として積極的

学び変容しているかを明らかにしようというもの

に関与を求める期待がある。

である。

こうした背景から、大学や学生が社会の課題解決

1995 年の阪神淡路大震災以降、大学生を含めた

に携わり、学生自身も学び成長することを期待した

ボランティアが震災復興の担い手として注目され

新たな教育に関する様々な工夫が取り組まれてお

ている。2011 年に発生した東日本大震災において

り。そのひとつが社会貢献活動と学びを融合した新

も、警察や消防、自衛隊等の行政による支援、企業

たな学習のあり方についての実践である。

等による支援に加えて、市民による支援の動きが震

本稿ではＡ大学で取り組まれた東日本大震災の復

災復興の一助となっていることは、広く社会で共有

興支援活動と活動のインプット（地域研究や震災、

されている。大学においては 200 近くの大学

１）

が

復興に関する研究、ボランティア学など）
、現場実

復興支援活動に関与していることからも大学も積

践（地域課題の解決に向けて学生と地域の協働によ

極的に震災復興に参加している姿が伺える。

り取り組む活動）
、リフレクション（事前・事後学習、

現代社会において、大学の使命と役割は転換点に

地域からのフィードバック等）
、活動の再構成とい

ある。中央教育審議会の 2005 年の答申においては、

う循環的なプロセスが、学生の変容に影響をもたら

教育と研究に加えて、大学の第三の使命として「社

しているか、事例分析を通して明らかにしたい。

会貢献」が打ち出されている。2012 年の同答申では、
「大学が地域再生の拠点となるとともに、地域の未
来を担う有為な人材の育成」の重要性が指摘され、

２）

２．研究方法

本研究は以下のような方法で進める。まず、大学

2013 年度からは文部科学省の地（知）の拠点事業

生の社会貢献の経験と学習に関わる先行研究を整

も始動した。この地（知）の拠点事業では、
「学生

理し、社会貢献活動を通した学習は、大学教育及び

がしっかり学び、自らの人生と社会の未来を主体的

学生の学習にとってどのような意味があるのかを

に切り拓く能力を培う大学、地域再生の核となる大

考察する。続いて、A 大学ボランティアセンターが

学、生涯学習の拠点となる大学、社会の知的基盤と

おこなう東日本大震災の復興支援活動と学習プロ

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.15

143

市川 享子

グラムとして構造化されたリフレクションが、学生

これまで学校教育を中心に、「学習とは、知識の

の学びと変容にどのような影響を与えているかを、

内化であり個人の内在する能力の問題として捉え

学生を対象としたアンケート調査とインタビュー

られていた。この前提には、学習は主に個人の頭で

調査を通して考察する。さらに、社会貢献活動と学

起こることが前提であり、外的な環境は思考し、学

びを融合した学習は、大学教育や学生の主体的な学

習する方法にはほとんど影響がないという考えが

び、社会や人生を自ら切り拓く能力にどのような意

あった（松本 2006）。

味をもたらすのかを考察する。

これに対して、成人学習論の研究者であり、レイ
ヴとウェンガー（1993）は、
「学習を社会的相互作

３．大学生の社会貢献の経験と学習に関わ
る先行研究

用」の視点から捉えた上で、
「学習とは実践コミュ

社会貢献活動と学びを融合した学習プログラムの

義した。こうした状況的学習論が提起される背景に

開発と実践は各地で進められている。そのひとつと

は、「学習とは個人の内的な精神的な活動で、いか

して、ボランティア活動を通した学びである。池田

なる状況にも転移可能である」という従来の学習観

（1995）は、ボランティア学習を「社会の課題に体

に対する問題提起を含んでおり、
「学習が意味を構

験を通して触れ、自ら考え、より良い社会の実現に

ニティへの参加のなかで構築されていくもの」と定

成するプロセスである」との立場がある。

向けた具体策を創造する力を育成する学習活動」と

こうした成人学習論は、大学教育における、教

定義し、市川（2009）は大学ボランティアセンター

育／学習論にも影響を与えている。日本学術会議の

の機能として「キャンパスを飛び出たボランティア

「大学教育の分野別質保障のあり方について」
（2010

活動により、様々な生き方や価値観、社会が抱える

年）では、教師による Teaching 主体から学生による

課題について触れることができる。このような経験

Learning 主体へと力点を変えていく必要性が指摘さ

を通して、幅広い視点で物事を捉え、自らのあり方

れた。大学教育学会は、2013 年度の全国大会のテー

や生き方について考える力が養われる。それは理論

マを「教育から学習への転換」とし、学ぶ主体とし

や知識、技術を教わるという学びではなく、自ら

ての学習者（学生）を中心とした大学教育のあり方

考え、実践し、検証するという学生の主体的な学び」

についての問題提起がなされている。こうした学習

とし、ボランティア活動を通した学びは、学生の

者中心の学習観への認識が深まるのなかで、正課外

主体的な学びを支える有効な基盤であると述べて

の学生の実践や社会的な活動も、学生の学びに影響

いる。

を与えていることも注目されるようになった。

アメリカで生まれた「サービス・ラーニング」は、

河井（2012）は、
早稲田大学平山郁夫記念ボランティ

コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 参 加（community involvement）、

アセンター（WAVOC）の教育実践の分析をもとに、

実践（practical experience）、学術的な学び（academic

学生の授業外での経験と学習の結びつきを明らかに

study）を統合した学習プログラム（Cress 2013）で

しようとした。河井は、
「WAVOC の教育実践に参加

あり、村上（2012）はサービス・ラーニングとは「有

する学生の授業外での活動が学習へと結びつくのは、

意義な社会貢献活動を統合した教育及び学習プログ

こうしたリフレクションの深化の過程である。
（中略）

ラムであり、指導やリフレクションを伴うことによ

したがって、ボランティア活動とプレゼン活動に見

り学習経験を豊かにし、市民的責任を育み、コミュ

られる WAVOC 教育実践参加学生の授業外での学習

ニティを強固にすることを目的とする」としている。

は、パーソナルで省察的な意味形成としての学習に

上記の学習は、その成り立ちこそ異なるものの、

なっている。
（中略）パーソナルで省察的な意味形成

①学びの場をキャンパス内とキャンパスの外（社

としての学習は、自分の生き方を紡ぎだすことにも

会）に位置づけていること

なっている」と、ボランティア活動とリフクレクショ

②学習方法として経験

と学習を連続的に循環させること

③学習内容は

ンの学習における意味を述べた。

教科書等に記述された既存の理論を学ぶだけでは

以上のように社会貢献活動は学生が社会課題に

なく、実社会に足を踏み入れることで社会課題につ

向き合う経験であるが、学生にとっては「実践コ

いての問題意識を深め、学習者が主体的に学習を進

ミュニティへの参加」として、参加を通して学生の

めていく点が共通している。

主体的な学びとして「状況的な学習」が生成されて
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その後地域との関係構築のなかで、5 月以降には支

いる可能性が示唆された。
こうした先行研究から導き出される社会貢献活

援物資の整理や配布、避難所での炊き出し、仮設住

動とそのリフレクションがもたらす学習への影響

宅への転居者への買い物支援など、住民のニーズ

は、筆者が勤務するＡ大学ボランティアセンターの

に応じた活動を地域と協働しながら取り組んだ。8

呼びかけで、社会貢献活動の実践（東日本大震災の

月には「海沿い地域一帯が津波で流されてしまい、

復興支援活動）に活動している学生の発言「学びの

親が外遊びをさせたがらなくなってしまった。い

原体験がある」、
「復興支援を通して、学びの種をも

つもの夏休みのように、思いっきり遊ぶ場を提供

らっている」にも重なる。

してあげたい」という、小学校 PTA の話をうけて、

次章からは、A 大学が取り組む復興支援活動と、

夏休みの子どもたちの遊び場「わんぱく広場」を実

そこに参加する学生の学びと変容を明らかにしたい。

施し、現在までこの活動は定期的に続いている。中
学校からは「震災で遅れた学習のフォローが必要」、

４．A 大学による震災復興支援活動と構造
化されたリフレクション
4-1.

「仮設住宅では集中して勉強ができない」という声
を聞き、学生は学習支援活動にも取り組んでいる。
また、学生が地域の人々を訪問した際に聞くことに

震災復興支援活動の概要

阪神淡路大震災をきっかけにして 1998 年に立ち

なった地域の言葉や文化、震災直後に地域住民が協

上げられた A 大学ボランティアセンターは、それ

力し合い進められた地域救援の様子などを記録に

までの新潟県中越地震、スマトラ沖地震発生による

残すアーカイブ活動にも取り組むこととなった（詳

大津波の支援経験を生かし、被災者主体の復興を側

しくは表 1 と図 3 を参照）。

面的に支援する活動を立ち上げた。

こうした、地域住民との関係を基盤にして、同年

2011 年 4 月 19 日から行った緊急支援活動は大槌

9 月以降は、大学、学生、主に K 地域内の小中学校、

町教育委員会から依頼を受けて、25 人の学生が大

社会福祉法人、自治会、NPO 等と協働し、地域ニー

槌町内の小・中学校の学校再開支援に取り組んだ。

ズに沿った６つのプロジェクト
（表 1）
を展開している。

表１
プロジェクト

K 地域のニーズと学生、地域、大学が協働に取り組むプロジェクト

被災地のニーズ

学生、地域、大学の協働による
プロジェクト

地域からのフィードバック

わんぱく広場

津波被害を受けた場所はガラス
の破片等があり危険であるために
外で遊べない。仮設住宅に住んで
いる子どもは、物音を気にして騒
げない。子どもが思い切り遊べる
環境づくりが求められていた。

2011 年夏に PTA 会長と話し合い、
子どもの遊び場を作ることとなっ
た。科学実験やスポーツ、スイカ
割りをはじめ、手芸、お菓子作り
など、多様な遊びが展開されてい
る。現在までも定期的な活動が続
き、平均 50 名（小学校児童の約半
数）が活動に参加している。

子どもたちは大人には言えない
悩みを学生に打ち明けるように
なっている。（PTA 会長）
震災後、子どもは家庭環境が本
人に意志に反して変化するなど、
小さな身体にたくさんのストレス
を抱えている。子どもが安心して
遊べる場を大学生が作ってくれて
いることはとてもありがたい。（大
槌町教育委員会）

中学生の学習
支援

震災直後は、震災による授業の
遅れを取り戻す必要があり、また
先生方は、震災後休みなく働き心
身の疲れが限界に達していた。（中
学校長）
震災により仕事を失った家庭の
子どもたちは「自分は高校に行け
るのだろうか」と不安を抱えてい
た。（担任教師）

テスト前の週末や春と夏の長期
休暇中に学生が学習支援に取り組
んでいる。総合学習の授業では、
学生の高校受験の体験談等を話す
ことで、中学生のロールモデルに
もなっている。
2012 年 4 月以降は、中 3 の東京
修学旅行の際に A 大学に訪問し、
郷土芸能の披露をするなど、相互
交流が広がっている。

生徒は「忘れられるのが怖い」
と話をしているなか、学生が継続
的に通ってくれているのは、心の
支えになっている。中学生は勉強
や将来など自分の悩みを学生に話
すようになっている。（担任教師）
アンケート結果 によると、中学
３年生の 64％が「大学で勉強する
ことに興味を持つようになった」、
32％が「震災後の不安な気持ちが
軽減した」、25％が「自分から勉強
するようになった」と回答した。
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仮設住宅生活者
への支援

震災で仕事を失うなど環境が大
きく変化した人は家に閉じこもり
がちで、心身の変調が懸念されて
いた。また、自宅が残った住民と
仮設住宅住民の間での被災状況の
差異により「軋み」が生じており、
両者の関係回復を通して、ともに
復興に向けて歩む状況づくりが必
要であった。

多様な立場の人が集まれるサロ
うちの旦那は 80 才なんだけど
ンを定期的に開催。例えば、学生 ね、海の仕事してたけれど、船が
が住民から郷土料理等を習うこと
なくなってずっと家にいたんだよ。
により、住民の主体的な参加が促 「学生が来っずよ、お父さん。それ、
進されるような工夫をした。また いくべしっ」て声をかけると動く
仮設住宅周辺での農園開設の手伝
ね。男の人も誘ったら、来るよう
い や 地 域 の 木 材 を 使 っ た コ ー ス になった（老人クラブ会員）
ターづくり（図２）を通した住民
同士のつながりづくりも行った。

薪プロジェクト

震災により仕事を失った人に新
たに働く場を創るため、さらに津
波でダメージを受けた海を再生す
るために森林の間伐作業をする
NPO が地域住民主体で立ち上がっ
ていた。

住民と共に森に入って間伐や薪
割り作業をするとともに、地域の
子どもたちが森林や復興に関心を
もつきっかけづくりとして、NPO
と合同で「森林教室」開催した。
都心の子どもたちが、震災に触
れるきっかけとして、K 地域の木
材を使った工作のワークショップ
を実施した。

津波の直後から、被災地の現場
でいろんなお手伝いをスタートさ
せたのが、私は一番嬉しい。これ
からも「お手伝いしてあげる」で
はなく、「お手伝いしてもいいです
か？」っていう感じでいいんじゃ
ないですか。
うちのスタッフは、みな全てのも
のや人を亡くしている。そういう連
中がですね。学生の態度、薪を割る
姿、笑顔から、いかに立ち上がる勇
気をもらったか、それははかりしえ
ないです。
（NPO スタッフ）

地域の言葉と文
化のアーカイブ
活動

津波により地域の言葉を集めた
方言集が流出し、著者より復刻版
の制作を相談された。

地域の文化を保存することで、
まちの魅力を再確認してもらいた
いという思いを持ち、学生らが方
言集の復活や地域の祭りの支援に
取り組んでいる。

祭りにも違和感なく入って、一
緒に踊っていたでしょう。この前
もお祭りの後に神社で反省会が
あったんだけど、そしたら学生は
すごいって。（祭りのリーダー）

震災と復興の歩
みのアーカイブ
化

K 地域では震災前から住民自治
が発達しており、震災後は住民主
体での救援活動や避難所運営等が
展開された。こうした地域の社会
資源とそれを実現する仕組みが広
く社会で共有する価値があるとと
もに、地域の若い世代への継承が
求められていた。

震災後、復興の最前線に立つ住
民のインタビュー記事や住民によ
る救援活動、震災の教訓等をまと
めた冊子「吉里吉里から今～伝え
たいこと」（図３）を発行した。

みんな「冊子はどこでもらえる
の」と言っていますよ。（民宿の女
将さん）
大槌町内の学校で開講される「ふ
るさと科」の教材としても活用さ
せてもらいます。（教育委員会）
新聞各紙に紹介され送付依頼が
殺到し増刷を繰り返し、1 万部発
行し、大槌町を含めて、全国に配
布した。

（注）地域からの声の聞き取りは 2012 年 8 月〜 10 月に実施した３）。
（出典）筆者作成

2014 年 10 月現在において、これまでのべ 844 名
４）

大槌町は協定を締結し、今後継続して大槌町を支援

の学生が、383 日間活動してきている 。震災直後

すること、復興支援活動が学生の学びの機会として

から現在までの学生の復興支援活動への参加状況

も高められることも確認された。

は図１としてまとめた。2012 年 3 月にはＡ大学と
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（出典）筆者作成
図1

大槌町における復興支援活動の学生の参加状況（2011 年 4 月〜 2014 年 10 月）

（注）サロン活動にて、K 地域の木材を使ったコースター作りを学生が
企画し、地域内の多様な立場の住民がつながり合う機会を作った。

図2

地域内のつながりづくりの活動

4-2. 経験学習として構造化されたリフレクション
3 の先行研究でも触れた河井（2012）、村上（2012）

図3

震災と復興の歩みのアーカイブ活動として
「吉里吉里から」を発行

動では、そうしたサービス・ラーニング理論をもと
に、
「循環型学習」として構造化し、Plan（インプッ

の研究でも明らかにされているように、社会貢献活

ト：地域研究や震災復興に関する研究、ボランティ

動が学生の学習プログラムとして機能するために

ア学、社会調査方法など）、Do（地域ニーズに応じ

はリフレクションは非常に大切なプロセスである。

た活動）、Study（振り返りシート、学生間のグルー

サービス・ラーニング理論においては、実社会の現

プディスカッション、教職員とともに行う事後学習

場と教室でのリフレクション活動を往復すること

会、シンポジウム等の社会との相互的で多面的な検

で、その学習効果が高まるとされており、事前学習、

討）、Action（気づきや学びをふまえた活動の再構成）

現場での実践、事後学習という一連の流れで取り組

という学習サイクルとした（図 4）。

まれることも多い。A 大学によるリフレクション活

そこでは学生は、地域の課題解決に向けて、多様
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な学問領域からインプットしつつ、現場での実践を

本稿の目的である、東日本大震災の復興支援の実

積み重ね、それを個人／学生間のグループ／教職員

践から生まれた学生の学びを分析するために、まず

からの助言／広く多様な立場の方との双方向的な

参加学生にアンケートを実施した。アンケート実施

リフクレクションをおこない、さらに活動の再構成

にあたっては、地域と学生の学び、大学の社会貢

をするという循環を通して、地域の課題解決と学生

献の互恵的な関係づくりについて研究を重ねてい

の学びの深まりが期待されている。

る、Campus Compact が作成した Assessing Service-

本章では、A 大学が取り組む東日本大震災の復興

Learning and Civic Engagement（2001）の枠組みを

支援活動とそのリフレクションが循環型学習とし

採用し、地域やプログラムの特徴を踏まえて検討

て設計されていることを述べた。次章では、そうし

し、独自の質問項目を作成して、アンケート調査及

た取り組みの結果、学生がどのように学び変容して

びインタビュー調査を実施した。
2012 年度夏期活動の参加者へのアンケートから、

いるのかを明らかにしたい。

復興支援活動への参加は学生の学ぶ意欲や社会へ
の問題意識などに影響を与えていることが分かっ

５．学生の学びの調査
（１）学生へのアンケートからみる、学生の学び

た。第一に「学び」に対する意欲の向上である。復

（出典）明治学院大学ボランティアセンター（2014）
図 4「循環型の学習」

（注）被災地のニーズとそれに対する学生がおこなった活動、活動の成果と課題、
学生自身にとっての学びを一人ひとり発表している。

図5
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興支援活動への参加した学生全てが「知ること、学

りにも影響を与えている様子が伺えた。第四にキャ

ぶことへの意欲」が向上したとしており、77％の学

リアに関する影響として、43% が今後携わりたい

生が「大学の授業への意欲」も向上したと回答した。

職業を明確にするのに役立ったとしていた。

第二に「社会への問題意識」の深まりである。参加
学生の 94％が「社会が抱える問題や課題への気づ
き」や「社会に貢献したい」という意欲の向上があっ
たと回答した。第三にコミュニケーション能力や

（２）参加学生へのインタビュー
続いて、本研究テーマを明らかにするために、学
生に対して、個別のインタビューを実施した。

リーダーシップ力などの能力の向上や自己理解へ
の深まりである。
「協働する能力」は 94％が、「考
えを伝える能力」は 88％、「困難を乗り越える力」

（３）インタビュー結果
インタビュー記録について、まず学生自身が語っ

は 75％、
「リーダーシップ能力」は 66％、の学生か

た変容について分類したところ、主に「将来のキャ

ら向上が見られたという回答が得られた。さらに、

リア形成への影響」（A,G,L）、
「大学における学習へ

93％の学生が「先入観や偏見への気づき」があった、

の積極性」
（B,E,F,H）、「社会参加の促進と共生への

85％の学生が「自分の強みと弱みへ理解」としたと

理解」
（C,K）、
「能力の向上を実感している」
（D,H,I,J）

回答しており、復興支援の経験が自己理解の深ま

のようになった。

【参加学生へのアンケート概要】
［実施時期］2012 年 9 月
［場

所］A 大学

［対

象］2012 年度Ａ大学ボランティアセンターがおこな復興支援プロジェクト夏期活動参加学生（事
後ミーティングにて調査票を配布）配布数 43，回答数 32，
（回収率 74.4％）
。学年：１年 12 人、
２年 15 人、３年 3 人、４年 1 人、大学院修士課程１年 1 名。性別：男子 17 人、女子 15 人。学部：
文学部 3 人、社会学部 8 人、法学部 8 人、経済学部 3 人、国際学部 8 人、心理学部 2 人

［主な調査項目］
・復興支援活動と学びの関係について（例「知ること、学ぶことへの意欲が向上したか」）
・復興支援活動と諸能力活動と諸能力の向上について（例「自分の強みや弱みを明らかいするのに役立ったか」
）
・地域社会に関する意識と態度（例「社会が抱える課題について気づいたか」）
・復興支援活動とキャリア形成との関係について（例「今後携わりたい職業を明確にするのに役立ったか」）

図6

学生に対するアンケート結果
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【学生へのインタビュー】
［対象］ 2012 年度夏期活動参加学生のうち、インタビューへ協力に応じた学生 12 名。インタビュー対象
学生は［表２］
インタビューの実施時期は 2013 年 2 月～ 3 月。
［方法］ 半構造化インタビュー。一人 60 分程度。
主な質問項目「参加動機」
、「復興支援活動から何を学んだか」、「自己の変容に何が影響をもたら
したか」、「学びを今後どのように生かしていきたいか」。

表２

以上はインタビュー結果の分類であるが、その学

インタビュー対象学生

学部

学年

性別

生の変容のプロセスからは、復興支援活動への参加

Ａ

社会

２

女

により、学生はボランティアセンター教職員や先輩、

Ｂ

経済

１

男

同学年のメンバーなどの大学コミュニティ及び、Ｂ

Ｃ

国際

２

女

地域におけるコミュニティの両方から影響を受けな

Ｄ

社会

２

男

がら、学びを深め成長していることが分かった。

Ｅ

心理

１

女

Ｆ

社会

２

女

Ｇ

社会

３

男

Ｈ

文学

２

男

時代に何か取り組んでみたいといった、サークルに

Ｉ

国際

１

男

入るような感覚で活動に関わる学生や、社会に関

Ｊ

社会

１

女

わる活動を通して成長したいという動機から参加

Ｋ

国際

２

女

する学生もいた。こうした学生も、土台だけになっ

Ｌ

法学

１

男

た家並みを真のあたりにして衝撃を受け、継続的な

復興支援活動に携わる学生の多くは、当初から継
続的な復興支援活動を志向してわけではない。大学

【学生のキャリア形成への影響】
大学に入ったときから、将来は子どもに携わる仕事がしたいと思っていたので、復興支援活動でも「わんぱく広場」
に参加した。子どもは言うことを聞いてくれなくて困ってしまうこともあるけれど、やっぱり仕事として関わりたい
と強く思うようになった。（A）
これまでは漠然と先生になりたいと思った。中学生は「先生のおかげで数学の点数が上がりました」と電話をかけ
てくれて、待っていてくれる生徒がいるから、継続的に K 地域に通った。この活動に参加する前は、歴史やサッカー
を教えることが目的だったけれど、教科の勉強や部活動で、人と協働していく大切さなどを教えたいという気持ちが
明確になった。（G）
【大学の勉強への影響】
授業に全く興味がもてなくて教室の後ろで寝ていたが、今は大学での学びに価値を見つけられるようになった。
NPO とか社会起業とかにもすごく興味がある。今は自分の学科である経済学に興味が出て、人に優しいお金の使い方
にすごく関心がある。（B）
・これまでは大学の授業に興味がわいてこなかった。福祉のことを勉強しても、法律や制度についてピンとこなかった。
でも、今はこれは活動に生かせそうと、興味が広がっている。誰かの顔を浮かべながら、勉強に取り組めている。理
論と実践のつながりも理解できるようになった。(F)
ミーティングの時に、先生が学問と結び付けて考える視点を与えてくれて、もっと勉強したいと思うようになった (L)。
【社会参加の促進と共生の理解】
・現地に行って土台だけになった建物や街並みをみて、衝撃を受けて、これからもっと復興に役立ちたいと思った (C)。
・被災者として出会うのではなく、固有名詞をもった○○さんとして出会うことで何かしたいと考えるようになった (H)。
【能力の向上を実感している】
受け身で話し合いするのが苦手だったけれど、自分から話をするようになった。高齢者とも話せるようになった（Ｈ）
。

150

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.15

東日本大震災復興支援の実践から生まれた、学生の学び

活動への思いを持つようになっている。すでに継続

ニティ、地域コミュニティを包含した、ラーニング・

的に取り組んでいる学生にとっても、ときには自分

コミュニティを構築しており、学生はそのコミュ

たちの活動に意味があるのか心配になってしまう

ニティから影響を受けて、
「学ぶ意欲を向上」させ、

ところが、小学校児童の半数を超える子どもが学生

「社会への問題意識が深まる」
、「コミュニケーショ

が企画した遊び場「わんぱく広場」に訪れたことで

ン能力が向上する」などの、成長の実感を持ってい

手ごたえを感じるなど、学生は K 地域から影響を

ることが分かった。こうした実践コミュニティから

受けながら、変容していったといえる。

生まれる学びは、状況的な学習として、学生の主体

一方、学生の継続的な復興支援活動に関わりの背

的な学びを生成している。

景には、大学コミュニティからの影響もある。学生
にとっては、小学生や中学生からの反応、高齢者が

謝辞

喜んでくれる姿、津波の困難に負けないで、立ち向

本研究にあたり、復興支援活動の実施及び調査に

かう姿からは多くを学んでいる。しかし、学生は

あたっては岩手県大槌町関係者ならびに明治学院

「ミーティングのときに学生からものすごい影響を

大学の学生から協力を得た。また本研究は（公益

受けている」という発言があるように、身近な他者

財団法人）電通育英会による助成事業「明学・大

からの影響が強いと述べている。さらには学生や事

槌町吉里吉里復興支援プログラム」における PDSA

前・事後学習や報告会での発表があるからすごく勉

サイクルの導入を通した、社会的インパクトと学生

強になっていると、大学ボランティアセンターの復

の学びと成長の促進」の一貫として実施した。関係

興支援と循環型学習プログラムの仕組みへの評価

の皆様による協力、支援に対して、ここに記して深

を明確に述べていた。

く感謝の意を表したい。
【注】

６．結論
本稿では、大学や学生はどのように社会に貢献・

１）岩手県立大学学生ボランティアセンターを主な母

関与（Civic Engagement）できるのか、それは学生

体とした「いわて GINGA-NET プロジェクト」には

の学びとの関係性においてどのような意味をもつ

146 の大学が参加し（
「学生ボランティアの組織化と

のかについて、大学ボランティアセンターの実践の

その支援」、『東日本大震災と NPO・ボランティア』

分析によって解明した。大学ボランティアセンター

2013 年）、東北学院大学の災害ボランティアネット

による、東日本大震災の復興支援活動は大学コミュ

ワーク会議には 48 の大学が加盟している。

図７「キャンパス外へと広がる学習の場」
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２）2012 年 10 月に明治学院大学ボランティアセンター
が K 中学の生徒（３年生）、保護者、教員を対象に
実施した。

Barbara, Jacoby. 2009. Civic Engagement In Higher Education
-Concepts and Practice. John Wiley and Sons.
Cress, Christine M. 2013. Service-Learning and Civic

３）「住民の声」の聞き取りは、A 大学ボランティアセ

Engagement: Definitions and Strategies. 明治学院大学ボ

ンターのプロジェクトとして、センターの教職員と

ランティアセンター「ヘボン吉里吉里未来塾」講演

学生が協働して、2012 年 8 月～ 10 月に取り組んだ。

記録．

本稿では、そのインタビュー記録やアンケート結果
の一部を筆者が抜粋して、表１としてまとめた。

【その他の関連文献】

４）大槌町で展開される活動としては、緊急支援期には

市川享子．2013．大学ボランティアセンターが果たす役

25 名の学生が３チーム（4 月 19 日～ 5 月 2 日は、7

割－復興支援を通して市民性を育てる．桜井政成編

～ 10 人のグループが３クール）に分かれて、まずは

著．東日本大震災とＮＰＯ・ボランティア ― 市民の

大槌町の教育委員会を窓口にして、現地入り後は、

力はいかにして立ち現れたか．ミネルヴァ書房．

吉里吉里地区の災害対策本部（吉里吉里小学校が拠

唐木清志．2010．アメリカ公民教育におけるサービス・

点）や K 地域に拠点をおく社会福祉法人や大槌で活

ラーニング．東信堂．

動する国際協力 NGO 等と連携をして活動を実施し

河井亨．2012．リフレクションを支援する教授法につい

た。東京都港区と神奈川県横浜市にキャンパスをお

てのＫ探求－ Learning Through Critical Reflection の分

く A 大学は、2011 年 5 月から新学期が開始となった

析を通じて．日本福祉教育・ボランティア学習学会

が、その後も学期中は週末（金曜日の夜行バスで出

研究紀要．20: 19-30．

発し、月曜日の朝に帰京する）に大槌町に訪れ、ま
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東日本大震災復興支援の実践から生まれた、学生の学び

A Study of the Impact on Student Transformation :
The Great East Japan Earthquake and Tsunami Relief Project
Kyoko Ichikawa
(Meijigakuin University)
This study examines the impact of learning through service on student transformation during their participation in The
Great East Japan Earthquake Relief Project organized by A University’s Volunteer Center (AVC). The initial project
began in April 2011 in the K community of Otsuchi-cho in Iwate prefecture which suffered a great devastation from the
earthquake and tunami. In order to promote sustainability and create learning in the volunteer activities , AVC developed
an action research project that focus on a service-learning structure through a Plan, Do, Study, further Action (PDSA)
learning cycle. At first, students supported the resumption of local schools because most schools in Otsuchi-cho had
been destroyed by the tsunami. After this, students asked community needs and have started six projects(tutoring and
mentoring, archiving the process of recovery from the tsunami, preserving local culture, providing social activities,
engaging in seaside forest revitalization, and supporting program for children). This project had strong impact on students.
Findings from a survey conducted in 2012 exploring the outcomes of student learning reveled 100% of participants
experienced learning motivation, 93% of participants experienced consciousness raising about the community. 53% of
participants were influenced by problem-solving, and 34% of

participants found their future career path. AVC offers

study opportunities which are with the community. In this way, resources of learning are provided from both sides, from
in and out of campus. Through interaction, students became an active learner as citizen.
Keywords : Great East Japan Earthquake, situated learning, reflection, PDSA learning cycle, university civic engagement
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【書評】
新ボランティア学のすすめ―支援する／されるフィールドで何を学ぶか

新ボランティア学のすすめ―支援する／されるフィールドで何を学ぶか―
内海成治・中村安秀編著

昭和堂（2014 年）
澤

「ボランティア」を冠する図書は数多くあるが、

村

信

英（大阪大学）

災害ボランティアの新たな課題 ―「標準形」から

「ボランティア学」となると、本書の編者の一人で

の脱却と「見えにくい」被災者への配慮（渥美公秀）、

ある内海の編著書だけである。これは大阪大学人間

13 章 ボランティアの相互扶助論 ― 海外から支援を

科学部に新しくボランティア人間科学講座が 1996

受ける立場になったとき（高橋真央）、14 章 ボラン

年に設置され、内海が最初の教授として着任したこ

ティア学はどう変わるのか ― 共生社会の未来をめ

とに関係している。編者は本学会の会長と事務局長

ざして（中村安秀）］

という巡りあわせであるが、2008 年までは同僚と

各章を要約すると次のようになる。

して「ボランティア学」の草創期を形作ってきた二

1 章：ボランティアの基本的な条件である「自発

人でもある。

性」「非営利性」「公共性」を確認しつつ、理想的な

本書は 2001 年に出版された『ボランティア学の

条件として「創造性」
「先駆性」「相互性」をあげ、

すすめ』の新版であり、その内容は一新されている。

ボランティアとは何かを問い直している。また、教

前編著がボランティアの現状分析や活動の実践、な

育的効果を得るためには、子どもを指導する教師や

らびに経済学、社会学、福祉社会論などの既存の学

地域の人々がボランティア活動を自覚的に行うこ

問領域からボランティアの位置を探索しているの

とが重要であり、そうでなければかえってマイナス

に比べると、本書は実践や組織の紹介を最小限に

効果があるとも述べている。

し、さらに踏み込んだ広範な議論が行われている。
本書は 3 部、14 章から構成されており、各章の
題目と著者は、次のとおりである。

2 章：憲法や法律の面から市民活動の制度や政策
の変遷を概観している。例えば、戦前の日本企業は
社会貢献活動をずいぶん行っていたが、戦後、何事

第Ⅰ部 ボランティア学の原点［1 章 ボランティ

も行政が社会の問題解決の主体であり、民間や市民

アとは何か ― 教育の視点から（内海成治）、2 章 ボ

の自発的活動は時代遅れという認識が近年まで続

ランティアの制度と政策 ― 公共活動の新たな主体

き、ボランティア活動に対する意識が低下してし

として（早瀬昇）
、3 章 ボランティアから捉える現

まったという。そのうえで、公共活動に市民が主体

代社会 ―「近代」との関係から考える（関嘉寛）、

的に取り組む意味を論じている。

4 章 ボランティアを組み込んだ教育 ― サービス・
ラーニングの可能性（森定玲子）］
第Ⅱ部 ボランティアの実践［5 章 大学生とボラ

3 章：社会学におけるボランティアの位置づけを
概観し、ボランティアが今日のように「普通」になっ
た現象を通して、逆に現代社会のあり方を再考して

ンティア ― 地域社会をフィールドに（李永淑）、6

いる。さらに、ボランティア学研究の変遷をたどり、

章 外国人とボランティア ― 子どもの就学を支える

ボランティアをめぐる言説をもとに、その現代的な

「市民の力」（小島祥美）、7 章 障害者とボランティ

特質を探索している。そこには「近代的な価値と脱・

ア ― 関係性の変容と相互変革（竹端寛）、8 章 平和
活動とボランティア ― 共生社会にむけて（大江浩）、

近代的な価値との相克」（76 頁）があるという。
4 章：ボランティア教育は学校のカリキュラムに

9 章 開発援助とボランティア ― 自立支援をめざし

組み込まれるようになったが、二つの振り子のよう

て（折居徳正）
、10 章 途上国とボランティア ― 保

に揺れ動いているという。一つは系統主義と経験主

健医療の場合（小川寿美子）、11 章 人道支援とボラ

義、もう一つは強制と自由意志の尊重である。参

ンティア ― 紛争・災害から生じた人道危機への支

考になるのが米国で実践されてきたサービス・ラー

援（桑名恵）］

ニングであり、著者の実践経験も含めて日本のボラ

第Ⅲ部 東日本大震災後のボランティア学［12 章

ンティア教育に関する議論が展開されている。
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5 章：大学生が行うボランティアに焦点を当て、

私を隔てない付き合い方などがあるという。

いくつかの特徴的な事例から、その活動の可能性に

11 章：人道支援の豊富な経験から、「～緊急時こ

ついて考察している。そのなかで社会人ではなく学

そ、外部からの支援がその社会のあり方に多大に影

生だからこそ可能となる活動のあり方や工夫を論

響し、市民の底力が結集して、一人一人の市民の存

じている。ボランティア活動の本質は
「真剣な遊び」

在意義が最も高まるように思う」（208 頁）と冒頭

（ロチェスターほか）であり、その中から新たな自
分の潜在力を発見できることを示唆している。
6 章：外国人の子どもの就学を支える事例を通し
て、ボランティアの意義を問い直している。国が法
的に就学の保証をしない一方で、地域や「市民の力」

で述べ、被災者が担う新たな社会づくりにおいて市
民やボランティアが果たし得る役割を示している。
最後に、人道危機という非日常的経験を日常につな
げることの意味を捉え直している。
12 章：東日本大震災における効果的な活動の裏

により、教育現場に変化が見られるという。初等教

側では、災害ボランティアに関する重大な課題も表

育普遍化は、日本には一見関係ないように思われ

出しているという。初動時に「標準形」は効率性を

る。しかし、外国人の子どもの就学は、政府が取り

高めるが、さまざまな深刻な問題も引き起こしてお

組まなければいけない「宿題」であり、その手がか

り、そこからの脱却の必要性と解決に向けた素案を

りはこの「市民の力」にあると結んでいる。

提示している。さらに、復興過程における課題を論

7 章：「ボランティア拒否宣言」と題する障害者
自身の作と思われる詩の引用からはじまる。そし
4 つの前置詞（
て、
「のための（for）」
「とともに（with）」

じ、「見えにくい（見えていない）住民」に対する
配慮の重要性を示している。
13 章：日本が東日本大震災後に受けた国際的支

「による（by）」「の（of）」）を糸口として、障害者

援の形態や方法を分析し、今後日本が担うことがで

とボランティアの間の関係性の変容と相互変革を

きる（担うべき）役割を考察している。このような

めぐり議論が進んでいく。そのなかで障害者「の」

支援は、過去に支援を受けたことに対する恩返し、

ボランティアを端緒として、両者をめぐる課題とそ

持続的な支援を考えていること、支援に対する共感

の解決の可能性を示唆している。

が広がった、という 3 点が特徴であったという。こ

8 章：NGO 職員として関わったアフガニスタン
難民およびインド洋スマトラ沖地震・津波の被災地

れまでに受けた支援と共感を世界に「恩送り」する
ことが日本にできることでもある。

での体験をもとに、平和と共生の問題を再考してい

14 章：キーワードは共感と連帯、共生である。「今

る。日本政府は「積極的平和主義」を標榜し、集団

後は、国境を越えたグローバルな双方向の関係性

的自衛権の行使、ODA の見直しなどを行っている

のなかでの国際協力のあり方が問われている」
（264

が、平和な共生社会へ向けて、市民がグローバルな

頁）。東日本大震災の被災地における生活環境など

課題解決に貢献できることを示している。

は、災害時の国際標準を維持できていなかったとい

9 章：NGO での活動から「自立を支援する」とい
う命題に対して、アフリカでの経験をもとに議論は
進められている。例えば、
「～やらなかった方がま
しであるような援助も実は多いのである」
（174 頁）
、

う。現場経験豊富な著者の「ニーズは掘り起こすも
のである」（274 頁）という言葉は重く響く。
内海が中心となりこれまで編集してきた「ボラン
ティア学」シリーズは、社会のボランティアを取り

「～お節介や傲慢に陥らず、途上国の人々の理解を

巻く環境の変化以上に進化し続けている。東日本大

待って行うことは、いうのは簡単でも、現場で行う

震災がこのような変化に加速度を付けたことは間

のは本当に難しい」
（187 頁）という。東日本大震

違いない。そういうなかで、研究者と実践者の協

災後の若者世代の変化についても考察している。

働により形づくられようする学問領域について、一

10 章：保健医療ボランティアに従事した 3 名の

読できる意義は大きい。ボランティア学に通じる諸

ライフストーリーを通して、この分野で活動する際

研究を鳥瞰し標準化した書ではないが、大学生やボ

には看護師などの医療系資格は有効であるが、現場

ランティアを行う社会人にも新たな視点を提供し

ではバランス感覚と協調性が大切になることを述

てくれる類書のない役立つ一冊だと思う。本書の副

べている。日本人だから果たせる役割として、専門

題にある「支援する／されるフィールドで何を学ぶ

性以外に、気くばり、仕事をする姿勢、柔軟性、公

か」は、読者に対する問いかけでもあるだろう。
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【書評】
国際看護学

国際看護学
徳永瑞子・内海博文編

クオリティケア（2014 年）
森

本書の章立ては以下の通りである。

定

玲

子（プール学院大学）

蓄積があった。そのような現状を踏まえて、グロー
バルな視点を持ち、国際協力を担うことができる人

はじめに（徳永瑞子）

材育成が看護教育に必要であると公的に認められ

第Ⅰ部

たのである。その方向性は、2009 年のカリキュラ

国際看護学を学ぶにあたって

第1章

国際看護学（徳永瑞子）

ム改訂でさらに明確に打ち出され、多くの看護系

第2章

異文化を容認する（徳永瑞子）

大学・短大等で「国際看護学」に関する科目が必

第3章

貧困について（徳永瑞子）

修科目としてカリキュラムの中に位置付けられる

第4章

母子保健（徳永瑞子）

ようになってきた。それに伴い、「国際看護学」を

国際看護学の現場での出会い

タイトルとしたテキストも多数出版されるように

第Ⅱ部
第5章

学生による国際協力（千早啓介）

なってきたのである。本書も、看護教育で用いら

第6章

地域の人々が認識する健康観と保健対

れる「国際看護学」のテキストとして執筆された

処行動（岡部紀代子）

ものである。

第7章

古くて新しい感染症－結核－
（西浜佳子）

第8章

HIV 陽性者たちの語り－ AIDS だけど

で、看護教育のためのテキストという枠組みを越え

みんなと変わらない－（高塚綾子）

て、私達の情感を強く揺さぶり、大きな知的刺激を

母ちゃん、神様、ガマン－ 10 代妊婦へ

与えてくれる。1 つは、中央アフリカ共和国での実

のインタビューから－（加藤章子）

体験とインタビュー調査に基づいて執筆されてい

第9章

第 10 章 親を亡くした子どもたち－エイズ孤児
たちの心の風景－（河野小夜子）
第 11 章 ガンジャと「部族の誇り」
（徳永瑞子）
第Ⅲ部

国際看護学の理解を深めるために

第 12 章 近くはない、でもそう遠くでもない－
専門家と非専門家のための柔軟性の
レッスン－（内海博文）
付
おわりにかえて（内海博文）

しかしながら、本書は 2 つの点でとてもユニーク

ることである。それぞれ、社会学者、医師、保健師、
助産師、看護師という専門性の異なる 8 名の執筆者
全員が、中央アフリカ共和国に数週間から数十年滞
在し、現地の人々と関わった経験を持つ。彼・彼女
らの記述は、彼の地で出会った普通の人々の思いと
生活を生き生きと伝えてくれる。
中央アフリカ共和国は、アフリカ中央部に位置す
る人口約 450 万人の小国だ。1960 年にフランスか
ら独立したが、軍事クーデターが頻発して政治的に
不安定な状態が続き、たびたび内戦を経験してき

編著者達も認めているように、
「国際看護学」は

た。とりわけ 2013 年以降内戦と人道危機が深刻化

新しい学問だ。1999 年に出版された国際看護研究

し、2014 年 4 月に国連安全保障理事会で国連平和

会編『国際看護学入門』が、「国際看護学」という

維持活動（PKO）の展開が決議されたのは記憶に新

言葉を冠した最初の書籍である。その直接の契機と

しい。新聞やテレビは、中央アフリカ共和国で繰り

なったのは、1997 年に改訂された看護教育のカリ

広げられる凄惨な惨殺の場面や破壊的な略奪の場

キュラムの中に、「国際社会において、広い視野に

面を伝えていた。

基づき、諸外国との協力を考える」という内容が明

本 書 に は、 今 回 の 内 戦 が 勃 発 す る 前 の、 主 に

記されたことである。もちろん、それ以前から海外

2007 年～ 2011 年の状況が記録されている。新聞や

の災害救援や保健医療活動の現場で活躍する看護

テレビが伝えていない平和な日常生活だ。表紙を

師達は数多く存在し、国際看護の実践には豊富な

開くと、数頁にわたって、現地の人々のカラー写真

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ

Vol.15

159

森定 玲子

が収録されている。診療や看護に関わる写真に加

内海は、「国民」の “development” という近代的

えて、伝統治療師、農作業や小学校、家族の様子

な時空間像が「遠さ」を生み出すと論じている。世

を伝える写真も含まれ、それらにざっと目を通す

界中の諸「国民」を “development” の段階に従って

だけで、現地の人々の生活について具体的なイメー

序列的に配置するという思考様式が、私達に中央ア

ジを掴むことができる。貧しいけれど、
家族や親族、

フリカ共和国を「遠い」ものと感じさせる。そして、

隣人達と豊かな人間関係を築き、伝統文化を大事に

その思考様式が、
「国際看護」という「特殊」な科

して、穏やかな生活を営んでいたことがわかる。

目を作り出す。看護学という「普遍」的な技術は、

インタビュー調査は、主に、NGO「アフリカ友
の会」が首都バンギで運営している保健センターを

他国では「特殊」な文化があるため、そのままでは
通用しない。他国の「特殊」な文化を考慮しながら、

拠点に行われている。そこに通ってくる一人ひとり

「普遍」的な看護学を適切に適用するためには、看

がかけがえのない大切な存在であることを私達に

護学とは別に、
「国際看護学」を学ばなければなら

改めて気づかせてくれる。調査時の 7 年前に AIDS

ないのだ、と。

で夫を亡くし、5 人の子どもがいるメラニー（仮名）

しかしながら、
「国民」の “development” という

は、自分自身も HIV 陽性者だ。AIDS が死に至る病

時空間像は変容しつつあると内海は指摘している。

とされたのは過去の話。今は服薬によって良好な健

“development” 論をレビューすることで、内海は、

康状態を保つことができ、普通の生活を送ることが

人間開発論を中心とする現代の “development” 論が

できる。メラニーは家族に支えられ、病院で治療を

従来の時空間像を問い直す段階に達しつつあると

受けながら、小さな商売をして穏やかに暮らしてい

評価する。度重なる “development” の失敗から、現

る。「私は、他の人たちと同じように生きていける

代の “development” 論は、自由の拡大という人間の

ということを知っています。だから、私はこれから

“development” を目標に置き、「モノのパラダイム」

も、まっすぐに生きていきます。私は、ザパー（引

から「人のパラダイム」への転換を提唱する。「新

用者注：神）が私に人生を与えてくれたことにとて

しいプロフェッショナリズム」に即して、人々の参

も感謝しています。」（p.82）

加を重視する。

メラニーが HIV に感染していても、人生を前向

このことは、中央アフリカ共和国を「遠い」と思

きに受け止めることができたのは、彼女の健康を親

うだけではすまなくなりつつある過渡期に私達が生

身に気遣ってくれる医療者の存在と、HIV 陽性者

きていることを意味する。
「国際看護学」が看護教

に治療薬を届けるシステムによるところが大きい

育において必修化されるのも、この時空間像の変化

と言えるだろう。首都バンギにおいてさえ、その

と無関係の現象ではないと、内海は述べる。そして、

ような人材の育成とシステムの構築に、どれほど

この過渡期では、専門家も非専門家も、従来の世界

の時間と労力を要したであろう。HIV 陽性者にとっ

の見え方への執着をゆるめていく必要があるのだ。

て命綱ともいえるシステムを内戦は簡単に粉砕し

それを、内海はベイトソンに倣って、
「柔軟性のレッ

てしまう。メラニーは、家族と共に、あの内戦を生

スン」と呼んでいる。専門家が日々経験する矛盾を

き延びることができたのだろか？戦禍を免れたと

「個人的な情報」として発信し、非専門家がそれを

しても、メラニーは治療薬を手に入れることができ

受け取ることによって、
「柔軟性」を拡大できる、と。

ているのだろうか？内戦が彼の地から奪ったもの

そのことを念頭に置いて、本書を読み直すと、
「普

の大きさに愕然とする。
もう 1 つのユニークな点は、執筆者に社会学者が

遍的な」看護の技術や情報が通用せず、困惑や迷い、
さらには、自分が習得した技術や情報の「普遍性」

加わっていることである。編著者の一人、社会学者

への疑念などを吐露している、専門家の「個人的な

の内海も、1 ヶ月程首都バンギで NGO「アフリカ友

情報」に満ちあふれている。本書は、看護学生にとっ

の会」の活動を手伝った経験を持っている。しかし、

ても非専門家の人にとっても「柔軟性のレッスン」

内海が論じるのはその経験ではない。その経験の過

となるだろう。いや、海外での保健医療活動に携わ

程で内海自身が感じた中央アフリカ共和国の「遠さ」

ることがなく、専門的技術や情報の「普遍性」を素

を生み出す要因についてだ。
「遠さ」を手がかりに、

朴に信じてしまいがちな非専門家の人にこそ読ま

「国際看護学」を学ぶ意義に切り込んでいく。
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【書評】
< できること > の見つけ方―全盲女子学生が手に入れた大切なもの―

< できること > の見つけ方―全盲女子学生が手に入れた大切なもの―
石田由香理・西村幹子著

岩波ジュニア新書（2014 年）
内

著者の石田由香理さんは、国際基督教大学（ICU）

海

成

治（京都女子大学）

だということを教えられる。

を卒業し、大学院に在学中の全盲の学生であり、西村

第 1 章「私がいたら邪魔？」は石田さん自身が振

幹子さんは ICU 教養学部の上級准教授を務められ

り返る大学に入るまでの思い出である。このなか

ている。西村さんの書かれた最初と最後の章のな

で、大学進学を巡っての母親との確執が、石田さん

かに石田さんの文章がはさまれており、共著となっ

の側から語られている。
「あんたは目が見えないの

ているが、内容は石田さんの文章に、西村さんが解

やから、どうせ将来就職ないんやから、高いお金

説を付けたという方が正確だと思う。

使って大学行っていったいなんになる。
・・・」と
いう言葉に自分の存在が否定されたという思いを

著者について

強くする。この思いは本書の通奏低音のように流

はじめに二人の著者について本書の中から紹介

れている。私は、この言葉を石田さんとは少し違っ

しておこう。石田由香理さんは大阪生まれ、3 人兄

て、お母さんとしての愛に裏打ちされた言葉と受け

弟の末っ子、1 歳 3 か月の時に網膜芽細胞腫（もう

取りたい。

まくがさいぼうしゅ）という眼球にできる癌状の

第 2 章「自ら壁を作っていたかもしれない最初の

病気で転移予防のため眼球を摘出したために全盲

1 年」は ICU での寮生活の体験からはじまる。寮で

である。和歌山県盲学校から東京の護国寺にある

の役員を巡る確執、アルバイトでの苦い思い出をへ

筑波大学附属特別支援学校高等部 ( 付属盲学校 ) に

て、フィリピンへのスタディーツアーに参加した体

進学した。1 年間の浪人生活を京都の盲学校で過ご

験が語られる。石田さんが参加したフィリピンへの

し、ICU に合格。3 年生終了後、フィリピンに 11

スタディーツアーは NGO のフリー・ザ・チルドレン・

か月留学、ICU 卒業後は大学院に進学し、2014 年

ジャパン（FTCJ）が行っているもので、困難な状

9 月からイギリスのサセックス大学教育系大学院で

況にある子どもたちとの交流を中心としたツアー

学んでいる。

である。このツアーで、石田さんは傷ついた子ども

もう一人の著者西村さんとは、私は 15 年以上前
から知っており、ウガンダやアフガニスタンでも
ご一緒したことがある。国際教育開発やアフリカ

たちとの触れ合いから自分が何かできるのではな
いかと感ずるのである。
第 3 章「みんなで『できること』を見つけたい」

教育研究の分野で意欲的な研究を進めておられる。

はスタディーツアーから戻って、再びフィリピンに

その西村さんが ICU への赴任を前にした 2011 年 2

11 か月留学した現地での経験が語られる。ここに

月に石田さんから届いた 1 通のメールから物語は

は第 1 章の内向きの石田さんとは違う、前向きの石

始まる。

田さんが生き生きと語られている。フィリピンの盲
学校での体験など、心打たれる話が続く。

本書の内容

第 4 章「見方が変われば景色がかわる」は石田さ

「はじめに」では、西村さんの講義を石田さんが

んの最近の生活のエピソードが語られる。フィリピ

受講することになり、初めての全盲の学生との出会

ンから帰国し、積極的に人生を始めた石田さんの生

いで西村さん自身が様々なことに気づき、また石田

き生きした生活の点景は思わず笑い、思わず胸をう

さんから学ぶ場面が描かれている。例えば、大学が

たれる。服飾デザイナーの横森さんとの話しは盲人

点字ブロックを設置したりしてバリアフリー化す

であっても服装へのセンスや色が大切なことを教

ることは、実は障害のある人を自立の名のものに孤

えてくれる。また、1 章で語られた浪人生活を経て

立させてしまうのではないか、かかわりこそが大切

ICU に合格した時、周りの人たちと喜びを分かち合
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う話しが、やっとここで語られる。ここまでの石田

い」と言われた。障害のある人と当たり前につきあ

さんの文章は率直かつ論理的であり、思わず読み進

うことの難しさと楽しさを知らされた。

めてしまう魅力に富んだ筆運びである。
第 5 章「誰にでもできることがある社会を求めて」

石田さんのフィリピンの経験の一つにフィリピ
ンの盲人の教会の状況が語られている。何もない、

は再び西村さんの思いが語られる。アルマティア・

十字架すらない教会の壁に折り紙を飾っていくと

センのケイパビリティ、本書のタイトルを巡る石田

いう話である。私のはじめての海外は 40 年前に日

さんと西村さんの葛藤、最後にインクルーシブな社

韓の盲人クリスチャンの交流会に同行してソウル

会、インクルーシブな教育について西村さんの思い

に行ったことである。そこで、私は、韓国の盲人

が語られる。

の方の教会を見て、石田さんと同じ思いを抱いた。
そして韓国の盲人の方々の生活を見て心痛めたが、

私が感じたこと、思い出したこと

一方、韓国の盲人の方々の人格の素晴らしさ、心温

私は本書を読み終えて、私自身の経験と重ね合わ

まる親切な歓迎に、何かをしなければ、自分でも何

せていくつかのことを感じた。まず、心を打たれた

かができるのではと思ったことが忘れられない。こ

のは、72 頁にある ICU に初めて全盲で入学した草

の韓国での体験が、私が国際協力を自分の仕事とし

山こずえさんの在学記録の中から石田さんが発見

て選んだことの原点であると思っている。

した文章である。
「周囲からいろいろ助けていただ

この本を読むと、私自身心の奥にしまっていた、

く代わりに、私にとってできることは誠実でいるこ

いろいろなことが出てきて、本書は私自身にとって

とだけです」とこずえさんが記している。この言葉

とても大切な本になった。

に石田さんは入学前の母親との葛藤や自分が大学
に入る意味について考えてきたことの答えと感じ
たとある。

おわりに
石田さんはたくさんのボランティアの方々との

哲学者の三木清が、ゲーテの「幸福とは人格であ

支援を前向きに受け止め、
「自分を支えてくれる人

る」を引用して、幸福とは人のうちにあり外に表れ

たちに自分は何ができるだろうか」という問いに対

る。人に寛容であり、親切であるということなのだ、

する答えを見つける過程をこの本で一つの形にし

ということを言っている（三木清『人生論ノート』）。

たのだと思う。そして今、サセックス大学で国際教

誠実であることも、このような意味で幸福の形なの

育開発あるいは国際教育協力について学んでいる

だと思う。石田さんが探し求めていた言葉はとても

のではないかと思う。石田さんがフィリピンでの経

大切なことだと思う。

験と ICU、サセックス大学での学びと研究からどの

私自身、20 代から 30 代にかけて盲人のクリスチャ

ような歩みを始めるのかを期待を持って見つめた

ンのためのいくつかのプロジェクトを行った。ひと

いと思う。また、私自身が石田さんをはじめとする

つはテープ雑誌（年 4 回発行）の作成であり、日曜

国際協力に思いを持った若い研究者に何ができる

学校のクリスマス献金での『声の聖書』の発行で

かをあらためて問い直さねばならないと感じた次

ある。また、全盲の子どもの学校生活を描いた『目

第である。。

の見えないお友達』という音声スライドセットを

本書は、岩波ジュニア新書として 2014 年 11 月に

作成した。その取材と撮影のために石田さんが通っ

出版された。ジュニア新書は高校生を主な対象とし

た東京護国寺にある筑波大学付属盲学校に何度も

たシリーズであるが、本書は大学生や社会人にもひ

足を運んだ。そこでは西村さんが石田さんとの出会

も解く価値のある本であると思う。

いから感じたのと同じような積極的で前向きな盲
児に心を動かされたことを覚えている。
もうひとつ思い出したことは、石田さんが服の話
に関連したことである。私も全盲の友人から、
「『ワ
イシャツの襟が汚れているよ』と、人に言われてと
ても恥ずかしい思いをした。だから僕の服がおかし
かったら教えてほしい。それが友情だと思ってほし
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【執筆・投稿規定】

『ボランティア学研究』執筆・投稿規定
本誌は，国際ボランティア学会の機関誌であって、特集、論文、研究ノート、調査報告、フィールドレポート、
書評などからなり、発行は 1 年 1 巻とする。冊子として発行する他、国際ボランティア学会の責任において、
電子データとしても公表する。
１．投稿資格
・筆頭著者は本学会員に限る。
・投稿される論文等は未刊行のものに限る。定期刊行物（学術雑誌、商業雑誌、大学・研究所紀要など）
や単行本として既刊あるいは刊行予定のもの、あるいはこれらに投稿中の論文は本誌に投稿できない。
２．投稿原稿の種類
・ボランティア学に関する論文、研究ノート、調査報告、フィールドレポート、書評とする。
・論文：独創的な研究論文など。12,000 〜 20,000 字（図表・注記・文献・要約を含む全文）。
・研究ノート：ボランティア学にとって重要な研究資料やデータのまとめなど。12,000 〜 20,000 字（図表・
注記・文献・要約を含む全文）
。
・調査報告：調査研究等の状況等について、学術的見地から報告するもの。12,000 〜 20,000 字（図表・
注記・文献・要約を含む全文）。
・フィールドレポート：継続的な活動についてのレポート。6,000 〜 10,000 字（図表・注記・文献・要約
を含む全文）。
・書評：最近出版された日本語あるいは外国語の著書に対する書評。3,000 字程度（文献等を含む）。
・編集委員会が必要とみなした場合には、投稿原稿が制限字数を越えても認められることがある。
・英文での投稿を希望する場合は、制限ワード数などについて、別途編集委員会に照会すること。
３．投稿原稿の構成
①第 1 ページには、日本語のタイトルと著者名、所属、英文のタイトルと著者名、所属、ならびに著者（代
表者）の連絡先（住所および電子メールアドレス）、投稿原稿の種類、謝辞のみを記す。
②第 2 ページには、日本語のタイトル、日本語の要約、日本語のキーワード、ならびに英文のアブストラクト、
英文のキーワードを記す。
③第 3 ページ以降に、日本語のタイトル、原稿の種類に続き、原稿本文を書くこと（著者名は書かないこと）。
④書評には、英文のタイトルは必要ない。
４．要旨とキーワード
日本語の要旨は 500 字以内、英文のアブストラクトは 300 ワード以内、キーワードは、日本語、英文とも
3 〜 5 語とする。ただし、書評には、要約・キーワード（日本語・英語とも）は必要ない。
５．投稿原稿の執筆要領
１）原稿はワープロ使用を原則とする。用紙は A4（縦置き・横書き）を用い、1 ページは、横 40 字（全角
文字で）×縦 40 行とする。
２）表記について
・平易簡潔な文体で、新仮名づかいおよび常用漢字を用いる。
・句点は「、」、読点は「。」を用いる。
・数字は半角で、算用数字を用いる。
・ローマ字は半角を用いる。
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３）注記および引用文献は論文末に、注記・引用文献の順で記載する。
４）図表、注、引用文献の記述形式は、別添の「執筆要領〔図表表記・引用法〕」に従う。
５）論文と研究ノートにおいて、章や節等は以下のように番号をつける。
（例）
１．ボランティアの意味 ― 現在から過去へ ―
1-1. ボランティア活動の類型
(1) 社会問題への対応
６．投稿原稿の送付
投稿は、電子ファイルでの投稿を基本とする。MS-Word で作成したファイルを学会の事務局のアドレスに
送付すること。ファイルは図表を含めて一つにまとめること。件名に「ボランティア学研究投稿原稿送付」
と明記する。締め切りは、毎年 5 月末日を目安とする。
〔送付先〕「ボランティア学研究」編集委員会宛
E-mail：volsocio@hus.osaka-u.ac.jp
７．投稿原稿の審査
1 原稿ごとに 2 名の査読者を選定し、
投稿原稿の採否は、
編集委員会において決定する。審査にあたっては、
その結果を参考にする。査読者には、投稿者名を伏して依頼する。
８．著作権
学会誌に掲載された投稿原稿の著作権は学会に帰属する。
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「ボランティア学研究」執筆要領〔図表表記・引用法〕
１.

図表について
本文中の当該箇所に挿入する。ただし原則として、表と図はそれぞれ 400 字として数える。表には、表 1、

表 2 のように通し番号を付ける。表題は表の上部に付け、必要に応じ、注および出典を明記する。図の扱
いも表と同様にするが、表題は図の下部に付ける。
表1

ボランティアに対する意識（年齢別）

（注）
（出典）

（注）
（出典）
図1

ボランティア参加者数の推移

２．注について
注番号は、論文全体の通し番号で文中の必要箇所の右上に次のようにつける。
例）社会的相互行為 1) とは私たちが ･･･
３．引用方式
基本的に、論文中の引用方式を統一することが重要である。
（1）本文中での引用文献
文中の引用箇所には（第一著者の名字

西暦の発表年）を記載する。複数の場合は「；」
（全角）で区切る。

引用ページは、発表年の後「:」（半角）で区切り、明記する。また、数字は半角算用数字を用いること。
例）中田（2000）は、…
（中田 2000）
（木村 2002；Rothman 1997；田中 1998）
（WHO 1999）
（佐藤 2008: 211）
（2）翻訳のある外国書からの引用
原典から直接に引用する場合は、Thane（1996: 23-4）あるいは（Thane 1996: 23-4）のように記載するが、
翻訳書から引用する場合は、Thane（=2000: 34-5）あるいは（Thane=2000: 34-5）のように記載する。
原典と翻訳書からの引用を併記する場合は、Thane（1996: 23-4=2000: 34-5）あるいは（Thane 1996: 234=2000: 34-5）のように記載する。
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（3）短い引用
文献から短い文章を引用するときは、本文中に「
中に「

」が使用されている場合はその箇所を『

」でくくる形で引用を行う。その際、引用文
』に変える。

（4）長い引用（以下，□は空欄を表す）
本文・・・・・・
1 行空ける
□□□・・・・・・・・
□□・・・・・・・・・
□□・・・・・・・・。（佐藤 2008: 25）
1 行空ける
□本文・・・・・
・・・・・・・・
４．引用文献の記載方式（文末の文献欄における記載の方式）
①単著の場合
著者名．出版年．書名（タイトル ― サブタイトル）．出版社名．
（例）
中田豊一．2000．ボランティア未来論 ― 私が気づけば社会が変わる．参加型開発研究所．
Goffman, Erving. 1961. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates.
Doubleday.
〔注〕
ⅰ．ファーストネーム、ミドルネームはイニシャルだけでもよい。
②共著の場合
文献上の著者順．出版年．書名（タイトル ― サブタイトル）．出版社名．
（例）
後藤武・佐々木正人・深澤直人．2004．デザインの生態学 ― 新しいデザインの教科書．東京書籍．
Kirk, Stuart and W. J. Reid. 2002. Science and Social Work: A Critical Appraisal. Columbia University Press.
③編書の場合
編者名．出版年．書名（タイトル ― サブタイトル）．出版社名．
（例）
内海成治編．2005．国際協力論を学ぶ人のために．世界思想社．
内海成治・勝間靖・中村安秀編．2008．国際緊急人道支援．ナカニシヤ出版．
Clark, Chris (ed.). 2001. Adult Day Services and Social Inclusion. Jessica Kingsley Publishers.
Hoffman, Susanna M. and Anthony Oliver-Smith (eds.). 2001. Catastrophe and Culture. School of American
Research Press.
〔注〕
ⅰ．欧文の場合、編著者名の後に、編者が１名の場合は ed. 複数の場合は eds. を入れる。
④編書論文の場合
論文著者名．出版年．論文名．編者名．書名．出版社名．論文初頁 - 終頁．
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（例）
岡本榮一．2006．ボランティア = 自ら選択するもう一つの行き方．岡本榮一・菅井直也・妻鹿ふみ子編．
学生のためのボランティア論．大阪ボランティア協会．6-21．
Stalker, Susan. 2001. Inclusive Daytime Opportunities for People with Learning Disabilities. Clark, Chris (ed.).
Adult Day Services and Social Inclusion. Jessica Kingsley Publishers. 46-66.
⑤雑誌論文の場合
論文著者名．出版年．論文名．掲載雑誌（もしくは紀要）名

巻 ( 号 ): 論文初頁 - 終頁 .

（例）
小野晶子・山内直人．2002．経済学からみたボランティア．ボランティア活動研究 11: 50-66.
厚東洋輔．1999．ボランティア活動と市民運動．奈良女子大学社会学論集 6: 125-141.
Ash, Sarah L. and Patti H. Clayton. 2004. The Articulated Learning: An Approach to Guided Reflection and
Assessment. Innovative Higher Education 29(2): 137-154.
〔注〕
ⅰ．3 名を超える著者については 3 名まで連記し、それ以上は「ほか（欧文の場合は et al.）」で表記する。
ⅱ．雑誌名、紀要名は出版元に関する表記は原則必要ないが、その名だけでは出版元がわかりにくい場
合は表記する。
ⅲ．雑誌・紀要の巻・号については、たとえば第 42 巻第 2 号を 42(2) というように表記する。巻のみ、
もしくは号のみの場合は、たとえば第 25 号を 25 というように表記する。
ⅳ．掲載頁が年巻通算頁で記されているものは、その頁で表記する。その場合は、号数表示を省略してよい。
⑥翻訳書の場合
原典の書誌情報．（＝翻訳の出版年．訳者名．訳書のタイトル．出版社名．）
（例）
Goffman, Erving. 1961. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates.
Doubleday.（＝ 1984．石黒毅訳．アサイラム－施設被収容者の日常世界 . 誠信書房．）
〔注〕
ⅰ．外国語文献の書名、雑誌名はイタリック体で表記するが、和文献は普通体とする。
ⅱ．ファースト・オーサーのみ、ファミリーネーム，ファーストネーム
み）．で表記し、後は、ファースト

ミドルネーム（イニシャルの

ミドルネーム（イニシャルのみ）ファミリーネームで表記する。

複数の表示は and を使用する。
⑦初出誌の掲載誌と再掲編著書を共に示したい場合
初出誌に関する書誌情報（再録：再録編著書に関する書誌情報）
（例）
吉田民人．1974．社会システム論における情報：資源処理パラダイムの構想．現代社会学 1(1): 7-27.
（再録：1990．情報と自己組織性の理論．東京大学出版会．153-72.）
⑧報告書の場合
著者または組織名．刊行年．報告書名．発行組織名 .
（例）
ボランティア白書編集委員会．2001．ボランティア白書 2001．日本青年奉仕協会 .

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.14

167

⑨政府刊行物等の場合
編集機関名．出版年．書名．発行元．
（例）
厚生労働省．2010．厚生労働白書（平成 22 年版）．日経印刷．
⑩修士論文・博士論文の場合
著者名．論文提出年．論文名．○○大学大学院○○学研究科修士論文（あるいは博士学位論文）．
⑪学会報告原稿の場合
著者名．発行年．表題．学会報告要旨集名（開催大学名）．原稿初頁 - 終頁 .
（例）
山口洋典・渥美公秀．2006．砂漠緑化活動のアフォーダンス：中国内蒙古自治区白二爺砂丘の 7 年．
第 7 回国際ボランティア学会大会発表要旨収録集（文教大学）．40-41．
⑫電子メディア情報の場合
著者名．公表年または最新の更新年．表題 [Web page]．発信元（URL, アクセス年月日）．
（例）
初等中等教育局国際教育課．2009．「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関
す る 調 査（ 平 成 20 年 度 ）」 の 結 果 に つ い て． 文 部 科 学 省（http://www.mext.go.jp/b_menu/
houdou/21/07/1279262.htm, 2011.7.20）．
The International Society for Third-Sector Research. About ISTR[Web page]. The International Society for
Third-Sector Research Web site.
（http://www.jhu.edu/~istr/about/, January 19, 2004）.
⑬ CD-ROM の場合
Anderson, Shauna C. and Keila B. Poulsen (eds.). 2002. Anderson's Electronic Atlas of Hematology [CD-ROM].
Lippincott Williams & Wilkins.
５．文末における注リストの記載方式：片カッコ № を列挙する。
【注】
1）□・・・・・・・本文
□□・・・・・・・・・
2）
3）
６．文末における文献リストの記載方式
①文献リストには本文中に引用もしくは言及した文献のみを記載する。
②１文献ごとに改行する。
③著者（ファースト・オーサーのファミリーネーム）の ABC 順に並べる。日本人のラ行は R の位置につける。
④同一著者の複数の文献がある場合は、出版年の古い順に並べる。
⑤同一著者の複数の文献が同一出版年である場合は、
（出版年 a）
（出版年 b）
（出版年 c）という具合に並べる。
⑥同一著者が共著のファースト・オーサーになっている場合は、単著が終わった後に並べていく。
以上
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第 15 号をお届けします。今号では、特集として「サービス・ラーニングの可能性」を取り上げ、この分野
の最前線で活躍されている 4 名の方からご寄稿いただきました。この全体取りまとめ、
および冒頭での解題は、
森定玲子理事・編集委員にお願いしました。自由投稿論文の中にもサービス・ラーニングおよびシティズンシッ
プ教育に関する論文を採録することができましたので、併せてご覧いただけますと幸いです。
次に、第 15 回大会（大西健丞実行委員長）は、早稲田奉仕園で 2013 年 3 月に開催され、その報告も収録
されています。特にパネルディスカッションはテープ起こしを行っていますので、当日の会場の熱気を感じ
ていただけるのではないかと思います。これら原稿の取りまとめなどは、
桑名恵理事に行っていただきました。
今回は、自由投稿論文として、5 篇の投稿がありましたが、いずれも完成度が高く、種別は著者の希望どお
りいかない点もありましたが、修正稿を再審査し、すべてを採択することができました。久しぶりに会員か
らの投稿論文がにぎわい、編集委員一同うれしいことでした。
今号より、従来の投稿原稿の種類である「論文」
「研究ノート」などに加え、
「調査報告」の種別を設けました。
この調査報告は、「調査研究の状況等について、学術的見地から報告するもの」と定義づけ、従来の研究ノー
トは論文への課題と展望を整理することが期待されていることに比べると、研究としてのハードルが少し低
くなります。
引き続き、会員諸氏からの積極的な投稿をお待ちしています。
（澤村）

［編集委員会］
澤村信英（大阪大学、委員長）
、小川寿美子（名桜大学）、日下部尚徳（大妻女子大学）、
森定玲子（プール学院大学）
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