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小

川

寿美子（名桜大学）

『ボランティア学研究』第 18 号の特集テーマは

新たに組み立てなおして原稿執筆したものです。同

「国際ボランティアと大学連携」です。その内容は、

フォーラムでは、国際ボランティア学会の中村安秀

平成 29 年 10 月に沖縄にて開催された、第 14 回全

学会長がシンポジウムの登壇者、また同学会理事の

ⅰ）

国大学コンソーシアム研究交流フォーラム （テー

小川寿美子が総合司会と分科会の発表者、さらに同

マは「大学コンソーシアムとボランティア」）で登

学会の玉城直美理事が分科会ファシリテーターで

壇された方々が、その発表内容を本学会誌のために

した。

表１

フォーラム概要

第 14 回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム
1)

テーマ「大学コンソーシアムとボランティア」

平成 29 年 10 月 7 日：シンポジウム「大学コンソーシアムとボランティア」
発表者：オリビエ・アダム（国連ボランティア計画：UNV 事務局長）
＊+
名誉教授）

中村安秀（大阪大学

アグネス・チャン（歌手・教育博士）
木村泰政（UNICEF 東京事務所代表）
布村幸彦（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
副事務総長）
今井絢一（関西学院大学社会学部 4 年、国連ユースボランティア経験者）
＊
教授）

総合司会：小川寿美子（名桜大学

平成 29 年 10 月 8 日：第 2 分科会「ボランティアリズムによる人づくり」（計 5 分科会）
ファシリテーター：玉城直美（沖縄キリスト教学院大学
報告者：山内
本村

彰（沖縄女子短期大学
真（琉球大学

＊
講師）

客員教授、元沖縄県教育委員会教育長）

教授、子どもの居場所学生ボランティアセンター センター長）

＊

小川寿美子（同上）
1) 詳細は http://www.consortium.or.jp/project/zenkoku-conso/forum
2)

＊

3)

+

：国際ボランティア学会関係者
：甲南女子大学・教授

この全国規模のフォーラムでボランティアを

説明、そして沖縄県の大学教員らからは現在沖縄で

テーマに取り上げた経緯は、前年（平成 28 年）開

深刻な課題でもある子どもの貧困に対して大学生

催の大学コンソーシアム沖縄に遡ります。その時の

のボランティア組織が取り組む教育支援事例の紹

テーマは「ボランティア精神」、大学生による国連

介がありました。終了後、このテーマについて更に

ボランティアへの参加の話、また国際協力機構の沖

深めて追究したいという要望が幾つかの連携校か

縄センター長による青年海外協力隊を中心とした

らあがりました。そこで、その要望を汲み取り、全
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国規模でボランティアについて考える機会を通じ

発行、テーマは「ガバナンスの変革」でした。その

て、様々な地域や立場で実践されているボランティ

内容は、ボランティアがガバナンスの改善にどの

ア活動を知る機会を持ち、そのポテンシャルについ

ように貢献できるかを検証していますⅱ）。貧しく、

て意見交換し、全国レベルで大学間の連携か可能か

社会から疎外されたコミュニティで、ボランティ

どうかを議論し合うこと、全国大学コンソーシアム

アがサービスの拡大と改善にどう役立てるのかを

研究交流フォーラムの内容として提案し、それが実

紹介し、どのようにそれを実現できるのかについ

現したものです。

ても論じています。ボランティア活動は、私たち

ボランティア活動を通じて他者とつながり、他者

の開発への取り組みに欠かせない要素となるべき

に感謝されることにより、我々の「生きる力」が涵

であり、市民が自らの課題克服に参画し、努力す

養されます。このように「ボランティア精神」ある

れば、開発成果だけでなく、平和と安定も更に持

いは「ボランティアリズム」は、他者の支援を超え、

続可能なものになると言及しています。国連がポ

社会をより豊かで幸福にする可能性をも秘めてい

スト 2015 開発アジェンダに関し、世界的な対話を

ます。人生を豊かにしてくれるボランティア活動。

促す決定を下した背景にも、このような考え方が

やがて市民社会の中核を担う大学生たちが、ボラン

あります。また本白書では、ボランティアや開発

ティア活動の意義を学生のうちに体得することは、

機関が、現地の有権者やボランティアを国内、そ

現代社会をよりよくするためにも重要です。

して世界の政策決定者とつなげるために活用でき

さて、今回の特集の最初の論文は「ボランティア

る戦略も紹介し、そのようなパートナーシップは、

リズム」の役割、意義、貢献について『世界ボラン

政府を含む開発主体が、グローバルな合意によっ

ティア白書』の最新の指針を解説した、オリビエ・

て生じる新たな機会や、国と地方の政策を、人々

アダム氏（国連ボランティア計画・事務局長）に

の需要にしっかり合致する行動へと転換していく

よる「The State of the World’s Volunteerism Report: its

手助けとなりえると力説します。実際に白書では、

role, significance and contribution」を掲載します。国

ボランティア活動によって、ガバナンスが改善し

連ボランティア計画（UNV）は、「ボランティア国

た例も紹介しています。例えば、ブラジルやケニア、

際年」10 周年を記念する国連総会において、国連

レバノン、バングラデシュやその他の国々で、ボ

初の「世界ボランティア白書」を 2011 年 12 月 5 日（国

ランティアが法律改正や政策実施への貢献、当局

際ボランティアの日）に公式に発表しました。この

の適切な対応を支援する事例も掲載しています。

初版（1 作目）の報告書は、平和と開発への貢献に

UNV は 1 作 目（2011 年 ）、2 作 目（2015 年 ） を

ついて未だ十分に認知されていないボランティア

経て、現在 3 作目の『世界ボランティア白書』
（2018

活動についての理解をより深めることを目的とし、

年）を編集中です。テーマはレジリエンス。今回、

ボランティアリズムに内在する価値の普遍性、ボラ

本学会のために刊行前に教えていただいた内容を

ンティア活動の 21 世紀の新しい形態、そしてボラ

紹介いたします。

ンティアリズムの問題領域について議論しており、

二本目の論文は、同じシンポジウムで登壇した中

その特徴として、ボランティアリズムに内在する

村安秀・学会長の「地域で活動するヘルス・ボラン

「信頼」、「相互扶助」、「コミットメント」等の価値

ティア：インドネシアの経験に学ぶ」です。前半は、

を正面から取り扱うことによって、ボランティア活

1980 年代後半に著者が自ら JICA の母子保健専門家

動を社会に対する単なるサービス提供の一手段か

として携わったインドネシア共和国の「北スマトラ

ら、ボランティア活動それ自身が持つ、持続可能

州地域保健対策プロジェクト」での体験に基づく内

な開発、社会包摂、社会の絆、防災、ガバナンス、

容です。インドネシアの同プロジェクトでは、プラ

政治参加を促進する役割に注目していることが挙

イマリヘルスケア活動の実施、拡大、定着のために

げられます。報告書は、特に、ポスト MDGs の開

ヘルス・ボランティアたちの存在が欠かせませんで

発課題におけるボランティアリズムの役割につい

した。彼女たちのポシアンドゥ活動に、自ら 100 回

て議論し、ボランティアリズムが個人並びに社会

以上参加し、ボランティア達と本音で語れる仲とな

の「幸福（well-being）」を促進するものであること

りました。その彼女たちが希望したことに一つが、

を議論しています。第 2 版（2 作目）は 2015 年に

彼女たちのボランティア活動を評価してほしい、と
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いうものでした。それらの経験に基づき、著者は国

践報告を題材に、全国から参加した大学教職員との

境を超えボランティアそのものについて客観的に

意見交換、将来のコラボレーションを語った同分科

表現することの大切さと国や文化によって異なる

会の内容を紹介します。

ボランティア感に関心を寄せました。

次に、同分科会で沖縄の子どもの貧困とそれを支

ボランティアについて「日本では無償性が強調

える大学生ボランティアに関する報告をした、本

されすぎる傾向があります。多くの国でボランティ

村真氏の寄稿です。ボランティアリズムは、また

ア活動が無償の慈善活動から組織的な社会活動に

人々の間に生じた様々な格差を是正する潜在能力

発展する過程で、無償性というレッテルが削られる

を持っています。昨今、日本でも問題となってい

ようになりました。一方、外国ではすでに方法も開

る子どもの貧困といった教育格差は、主にその家庭

発され、活動内容にも定評のある、安心して行える

の経済格差と健康格差が背景となっています。これ

活動を継続的に行っているボランティア活動が少

らの課題解決のために、もちろん政府や NGO も取

なくありません。決して、先駆性や無償性はボラン

組んでいますが、組織を立ち上げただけでは改善さ

ティアにとって必須条件ではありません。」と語り、

れるものではありません。若者の積極的な参画、特

後半では、アメリカ合衆国におけるボランティア概

に社会人に比べ時間的拘束の比較的少ない大学生

念の歴史的変遷について、またスウェーデンでのボ

がボランティア活動に参画することによる社会へ

ランティアに対する考えの相違などについても興

のインパクトは大きく、その経験は彼らが社会人に

味深く紹介しています。

なってからも必ずや生かされます。ここでは大学生

三本目の論文は、布村幸彦氏（公益財団法人東京
オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

による教育格差是正のためのボランティア活動の
広がりについて論じられています。

副事務総長）による「東京 2020 大会とボランティ

以上、沖縄で開催された第 14 回全国大学コンソー

ア そして大学連携」です。全国大学コンソーシア

シアム研究交流フォーラムでは、グローバルな視点

ムのフォーラム会場でもシンポジストとして登録

から、現代社会にボランティアリズムが必要不可欠

された際に、2020 年の東京オリンピック・パラリ

である理由や、大学におけるボランティア教育の

ンピック大会に数多くの大学生がボランティア・ス

重要性について再確認し、シンポジウムではボラ

タッフとして参加することを期待されていました。

ンティア実践者も加わっての白熱したディスカッ

本論では「Volunteers are the lifeblood of the Olympic

ションが繰り広げられました。本フォーラム終了

Games …（ボランティアはオリンピックゲームの

後、それぞれの大学にてどのようなコンソーシアム

ⅲ）

という言葉を紹介し、オリンピック組

（共通の目標に向かう）活動が可能であるか、更に

織委員会として初めてとなる大学との連携に期待

ボランティアによる “ 実践者 ― 受益者 " の双方向

を馳せています。スポーツ・ボランティア、即ちス

への裨益効果を全国の大学生に体得してもらうた

ポーツを支えながら自らも楽しむといった、新しい

めには、大学間でどのような連携と仕組みづくりが

スポーツ文化が、東京オリンピックを機に更に定着

可能なのか、今後の活動の展望のヒントが得られる

するのではないでしょうか。

シンポジウムでした。

活力源）」

最後は、本コンソーシアムの 2 日目に開催された
分科会「ボランティアリズムによる人づくり」に関
する寄稿を 2 本掲載しました。
まず、玉城直美・本学会理事（沖縄キリスト教学
院大学）による報告です。分科会では、3 名の実践
発表（ボランティアリズムの可能性、福祉によるボ

【脚注】
ⅰ） 全国大学コンソーシアム協議会、一般社団法人大学
コンソーシアム沖縄の共催。今回のフォーラムには
全国から 263 名の大学教職員が参加。
ⅱ） 日本語の要旨は、
以下のサイトからダウンロード可能。

ランティアリズム、教育によるボランティアリズ

https://unv.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/10/

ム）と参加者とのディスカッションで構成された分

Summary_JPN_v3-1.pdf

科会でした。著者はファシリテーターとして会を上
手にナビゲートしました。沖縄の地域や大学等にお

ⅲ） ロンドンオリンピック（2012）の組織委員会会長の
セバスチャン・コー氏の言葉

けるボランティア活動とその取り組みに関する実
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The State of the World’s Volunteerism Report

The State of the World’s Volunteerism Report―its role, significance and contribution
Olivier Adam（Executive Coordinator, United Nations Volunteers）

Introduction

national volunteers would combine with international

The United Nations Volunteers’(UNV) State of the

volunteers in “mixed” teams in UNV activities. 5)

World’s Volunteerism Report (SWVR) has become

National volunteers were defined as contributors to

established as a significant global review of volunteering

development programmes, but critically were now seen

for development practice, addressing the crucial

as part of the process of redefining the focus of the work

contribution that volunteers make to the development

away from technical assistance to “promoting national

of countries and communities throughout the world.

and local capacity building and the strengthening of

This article attempts to trace how and why the SWVR

local institutions.” 6)

developed as part of the wider context of the changing

The context for these developments was a growing

role of UNV. It looks at how the SWVR process has

interest in how the challenges of Development could

impacted both within and outside of UNV and how

be effectively addressed. The Copenhagen World

SWVR can continue to play an important role in the

Summit on Social Development in 1995 had seen

context of the SDGs.

1)

over 100 countries embrace ten commitments on areas
such as poverty alleviation, promoting employment,

The Road to the SWVR

and social integration. In November 1997, the UN

In 1970, the UN Secretary General proposed the

General Assembly determined that 2001 would be the

formation of a new United Nations volunteer corps which

International Year of Volunteers.

became known as United Nations Volunteers (UNV).

This immediately resulted in a range of activity focused

This was initially designed to contribute volunteers to the

on the promotion of volunteering, including posters, a

UN programmes.

2)

logo, multi lingual website and publications. There was

The areas in which volunteers might engage was

significant engagement with governments and a “broad

gradually drawn widely to cover the “entire spectrum

range of actors at global, regional and national and local

of activities from crisis to sustainable human

levels.” 7)

development. ”

The role of the volunteers was duly

In the preparations for the special session of the General

recognised and valued, documented, for example, in

Assembly held in May 1999 the Government of Japan

1996 in “Volunteers Against Conflict,” where the role

proposed the importance of volunteering for social

was more precisely defined:

development be addressed in the special session of the

3)

General Assembly in June 2000. UNV was requested
“The United Nations Volunteers Programme,

to produce the report for this session. An expert panel

a branch of the United Nations Development

was convened in November 1999 in New York and its

Programme, is, at its core, a multilateral means of

deliberations widened the debate on the potential role

programming and fielding volunteer specialists to

of volunteers and how governments could support it.

assist the developing world.” 4)

As the discussion moved between the various bodies of

8)

the UN, a Roundtable was scheduled in the Netherlands
From the outset, the UNV programme was an

in November 2000. The report was titled “Below the

International Volunteer programme. But in the early

Waterline of Public Visibility”, explained as follows:

1990s, UNV began to develop a new model, where
*The author wishes to acknowledge the contribution of Dr Cliff Allum in this article.
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“The International Year of Volunteers (2001) offers

volunteerism could contribute to capacity development

a unique moment to bring about significant progress

(and so going beyond technical assistance) was published

in bridging the gap between acknowledgements

“connecting the ongoing debate on capacity development

of a long-standing tradition of voluntary action

with volunteerism as a key means of achieving desired

on the one hand, and a recognition of its potential

results.”13) The contributions from earlier expert panels

as a major national asset for promoting social

and round tables were now brought together in a

development on the other.”

9)

publication on Developing a Volunteer Infrastructure
aimed at the “principal stakeholders in the promotion

The outcome was to enable a potential step change

of volunteerism… with the information they need to

for UNV and for volunteering for development. The

put in place a volunteer infrastructure.”

role of volunteers was not simply limited to how they

specific publication on Volunteers and the Millennium

contributed in development programmes, but also

Development Goals, in association with two civil society

about engaging as active members of civil society.

partners, CIVICUS and IAVE, showed how volunteerism

Governments were not just recipients of volunteers but

could contribute to eight MDGs. 15) The role of UNV had

potentially active in releasing the power of volunteering

changed both in terms of its role within the UN system and

to address development challenges. IYV 2001 became a

in its external position, as the examples of partnerships

catalyst for changes that moved UNV into a role that was

with civil society, the private sector, and the use of

not simply about providing volunteers to development

academic and practitioner expertise demonstrated. 16)

programmes, but promoting the value of volunteering as

The tenth anniversary of IYV 2001 presented an

a global contributor to development and the achievement

opportunity to again promote the role of volunteerism

of the Millennium Development Goals.

in development and one approach was to link this to

14)

Finally, the

the International Year of Youth (IYY), 2011. The UNV
“IYV 2001 will have a lasting impact on how

annual report of 2010 was totally focused on how young

UNV works to encourage volunteerism worldwide.

people contributed to development challenges, working

Equally important, it has also given us an extended

from the position that “Youth are not the problem, they

role within the United Nations to promote the

are part of the solution.” 17) UNV focused on the tangible

volunteer dimension in the entire range of UN peace

work of youth volunteers at this time, embracing the

and development issues.”

10)

overlap between IYV+10 and IYY, opening up the
“opportunities to recognize and mobilize young people

This new role for UNV brought with it a new recognition,

as volunteers.”

but also higher expectations. The message from the

This refreshment of the potential of volunteerism

outgoing UNDP Administrator Mr. Mark Malloch Brown

simultaneously embraced youth as another group who

in 2004 emphasised both aspects:

were arguably undervalued as a contributor to the success
of achieving the MDGs. The link with volunteerism

“I look back with pride at the way in which UNV

was designed to show the power and potential of both

has grown and diversified tremendously to become

volunteers and young people, bringing both to the

the jewel in the crown of the UNDP group…

attention of key stakeholders, within and outside the UN

the importance of mobilizing citizens through

system.

volunteerism has never been more critical.”

11)

It can be seen that in the case of volunteerism, despite the
significant progress ten years earlier, that there was still

It needed to have practical dimensions. Volunteer stories

more to do. This would be central to the forthcoming

were promoted to a far wider audience in the partnership

SWVR (2011).

with the United Colors of Benetton, with the production
of an ambitious magazine format.
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Guidance on how

“While the recognition of volunteerism has been

The State of the World’s Volunteerism Report

growing in recent times, especially since the

level Advisory Board21). A system of internal review

United Nations proclaimed 2001 the International

was established, with a UNV Readers Group providing

Year of Volunteers (IYV), the phenomenon is

feedback on written drafts. 19 thematic and 7 regional

still misconstrued and undervalued. All too

background papers were commissioned. 22)

often, the strong links are overlooked between

The outcome in some ways was very different to the

volunteer activity on the one hand and peace and

HDR. There was limited quantitative analysis to

human development on the other. It is time for

be presented, so reliance was placed on significant

the contribution of volunteerism to the quality of

qualitative case studies. The main chapters sought to

life, and to the well-being in a wider sense, to be

explore the thematic links of volunteerism and were

understood as one of the missing components of

consequently issue based. In the words of the report’s

a development paradigm that still has economic

authors:

growth at its core.”

18)

“The SWVR is both a description and a celebration

The SWVR Journey

of the positive impact of volunteerism, especially on

IYV 2001 had set a legacy in changing ways in which

the large numbers of people experiencing income

volunteerism could be recognised and valued both within

poverty, insecurity and social exclusion.” 23)

the UN and externally. However, as seen above, this
had some limitations as time progressed. The search for

The report also served as a baseline in at least two key

attribution that would give legitimacy to volunteerism

areas: understanding how volunteerism was defined

as a development contributor had resulted primarily

and dealing with misconceptions about different

in a model that focused on volunteer experiences

aspects. While UNV had adopted a formal definition of

and perceptions, those of their partners and intended

volunteerism, the report recognised there were a number

beneficiaries. This was unlikely to generate data that

of ways of interpreting volunteerism and that it had

could effectively connect volunteerism to the MDGs.

19)

many aspects. It considered not only the meaning of

At the same time, UNDP had produced for 20 years the

volunteerism but how it was expressed.

Human Development Report (HDR) which was based on

It also identified some key misconceptions of

20)

the principle that people are the real wealth of a nation .

volunteerism: that it is not only formal, but informal;

It also provided a regular, reliable and well-respected

that it does not just occur in civil society, but universally;

vehicle that reinforced this principle. But volunteerism

that volunteerism is not the reserve of the well-off and

did not significantly feature. For all of its achievements,

well-educated; that volunteerism is not the domain of

IYV 2001 did not generate a sustained publication of that

amateurs; that men and women volunteer for the same

kind that would serve to reinforce the powerful messages

number of hours; that young people do volunteer; that

of volunteerism as a development actor.

volunteering can happen without it being face to face;

The legacy of IYV+10 was therefore identified as the

that the state does have a role to play; that volunteerism

SWVR 2011, to be produced to celebrate the contribution

is not free.

of volunteerism, but as a baseline review. The principle

But the purpose and timing of the report was inextricably

used to develop the report was one of participation.

linked to the need to be on track to achieve the MDGs.

Nine consultation meetings were held in different

The 2010 review of the MDGs raised serious doubts

parts of the world between October 2010 and February

about some of the goals being achieved. As the SWVR

2011 , bringing together researchers, academics, civil

notes, there was a call to develop “community-led

society leaders, and development practitioners. This

strategies aligned with national development priorities

generated data for a research and writing team, which

and strategies” which clearly offered an opportunity to

comprised academics and consultants, who in turn were

volunteerism. 24)

supported by a Technical Advisory Board and a High-
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“Connecting volunteerism and national development

which sought to encourage both the recognition of

planning is likely to bring considerable benefits to

the potential role of volunteers in the development

the countries that most need to accelerate progress

process but also their participation in developing the

towards the MDG targets.”

25)

SDGs themselves.

28)

In this climate where issues of

civic engagement and participation were emerging as
In some ways SWVR 2011 was very similar in approach

key issues, SWVR 2015 explicitly connected to an

to IYV 2001. It was a call to recognise the value and

“unpublished chapter” of 2011 - the interface between

potential of volunteerism amongst all stakeholders and a

volunteerism and civic engagement through a focus on

challenge: that without releasing this potential the MDGs

governance. 29)

will not be achieved.

The report in consequence addressed the wider role

The context of the SWVR 2015 was significantly

of volunteerism in development, where volunteers

different. The MDGs were coming to a close and

“enable voice and participation, accountability and

attention was focusing on how they would be replaced,

responsiveness as key pillars of good governance

which eventually took the form of the Sustainable

complementing other development solutions and

Development Goals.

resources.” 30)
The report built upon the baseline of 2011. Whereas in

“The world is in the process of rethinking and

SWVR 2011 it was important to address misconceptions,

reshaping a modern-era development agenda that

SWVR 2015 is more forthright in asserting the potential

will supersede the Millennium Development Goals

role of volunteers and the barriers they may face.

targeted for 2015. This process -referred to as

The discussion of how volunteers “engage in invited

“post-2015” – offers an unprecedented opportunity

spaces, open up closed spaces or claim new spaces”

for UNV to advocate for volunteerism and the

is a clear attempt to draw out the relationship between

values it stands for as an intrinsic component of any

volunteerism and social activism. 31)

future global development framework.” 26)

The SWVR 2015 provided continuity with the first
report in providing key messages about the potential

In recognition that the SDGs needed to be developed

of volunteerism. There were four key messages:

not just within the UN framework, important though it

volunteerism builds capacity at local level; National

was, but with wider support and potentially ownership

governments creating greater space for volunteerism

across communities, UNV emphasised the link between

bring social inclusion; global volunteer networks promote

volunteering and civic engagement.

27)

This was reflected

voice, participation, accountability and responsiveness;

in the approach to the development of the new SDGs,

and volunteerism will be valuable for drawing in

Box 1: UNV in Action: Advocating for volunteerism post-2015
UNV is fortifying the position of volunteerism in the post-2015 debate by:
⇒ Strengthening national level capacity to integrate volunteerism into discussions about development goals
and to expand outreach and stakeholder engagement
⇒ Engaging with key constituencies, mechanisms and institutions at the national and global level that are
involved in the development of the new framework including supporting United Nations Development
Group (UNDG)-led national consultations and the roll out of the MY World survey
⇒ Developing thematic inputs and paper outlining the contribution of volunteering to development issues and
underlining its cross cutting role as an enabling factor for sustainable outcomes.
From UNV in Action: Advocating for Volunteerism post-2015, January 2014
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SWVR 2015 Extract on Volunteerism and Social Activism
“Volunteering in this report is also understood as overlapping and converging with social activism; while it is
recognised that not all activists are volunteers, many activists are volunteers and many volunteers are activists…The
idea that volunteers only serve to support service delivery or are only involved in charitable activities is one that is
limited and provides a superficial line of difference between volunteerism and activism.”
SWVR 2015, p.xiv
resources for the post-2015 sustainable development
agenda.

32)

recognised a growing body of research literature on
volunteering, but the experience with the SWVR 2015

The framework for developing SWVR 2015 involved

demonstrated the challenges of securing effectively

changes to that of the initial SWVR. While the internal

documented case studies and the lack of higher level data

processes were similar, the external engagement was

that could be used.

differently structured. There was just one Expert Group,

Consequently, for SWVR 2018, it was decided to

which had some continuity with the previous Technical

undertake a research activity, using 24 volunteers

Group and the extensive consultation process was not

from ActionAid, the Beijing Volunteer Federation, the

repeated. This is in part reflected the specific focus of

Egyptian Red Cross, Red Cross Burundi, Red Cross

the report which was not intended to cover the similar

Netherlands, Japan International Cooperation Agency,

ground to SWVR 2011. This was a clear statement: the

Association of Voluntary Centres in the Russian

SWVR reports could not be considered as performing the

Federation, VSO International, and United Nations

same function as the HDR reports and could not be seen

Volunteers as the lead researchers, supported by a team

as simply updating past data. This was further evident in

of four research mentors, who would generate the data

the choice of Resilience as the theme for SWVR 2018.

required based on grass roots experience. This brought

Resilience is seen as a bridge between two conversations

UN partners directly into the process of generating the

in volunteering. In this way development and

research and participating in SWVR process. 34)

humanitarian issues are brought together, uniting the

This represented an extension of the principle of bringing

great challenges of our time such as climate change, with

together key internal stakeholders within the UN system

pathways to responding effectively to the aspirations of

alongside leading academics and practitioners. This

the Sustainable Development Goals.

is evident not just in the generation and gathering of
evidence but in the composition of successive expert

“The contribution of volunteerism to building

panels; in the balance of the writing team; and in the

resilience in the modern world is without question.

conscious promotion of the report when published.

Fragility and instability is increasingly resulting

Such combinations essentially proved both creative

in vulnerable communities whose survival often

and challenging, but the outcomes as discussed above

heavily relies on the resilience of its people.

resulted in reports that have addressed the major issues

Volunteers are the first line of response in the event

and added to the body of knowledge in key thematic

of destabilization and disasters. Volunteers are

areas.

often key interlocutors in humanitarian crises, postconflict situations and peacebuilding efforts at
local, national and global levels.”

33)

The Challenge of Research

The issue of research has emerged as a major challenge
to be addressed. In terms of high level data, this can be

While the formal structure for supporting the

seen from the outset of the SWVR process. It depended

development of SWVR 2018 is similar to SWVR 2015,

heavily both on the quality and scope of the data

the process has significantly changed. The SWVR 2011

provided by individual member states on volunteering
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and how those collating and interpreting the data set in

which volunteering for development can thrive

place appropriate frameworks. At the same time, while

at all levels

there has been an emerging body of academic work on

(4) Contextual factors that should be considered

volunteering for development, this arguably remains at

when researching volunteering for development
(5) The need for an inclusive process to implement

an early stage of its development.
In 2015, UNV in association with a leading international

and evolve the global research agenda

volunteer research body, the Centre for Social

onvolunteering for development.” 37)

Development (CSD), and a leading volunteering
for development network, the International Forum

The Global Research Agenda has provided an enabling

for Volunteering in Development (FORUM), met to

framework for research initiatives and activities in a

discuss strategic directions for global research. This

variety of areas and for individual researchers. There is

inaugural event was held at UNV in Bonn, 2015 and

some evidence both the quality and scale of research is

was attended by 34 researchers and practitioners

developing, not just through the SWVR processes but

from various universities and social organizations. In

through organisations such as the International Society

total, representatives from 16 universities and 18 civil

for Third-Sector Research (ISTR). 38)

society or governmental organizations participated in
the workshop. This work was initially in parallel with
the SWVR 2015 process and there was an intended
crossover between the two processes.

35)

The outcome

was the formulation of the Global Research Agenda.

Conclusions

This paper has focused on the SWVR process. However,
it has argued that understanding this process cannot be
achieved without appreciating the contribution of the
changes that led to IYV 2001 and how this broadened the

“As a result of the collaboration. the researchers

role of UNV and articulated a wider role for volunteers

and practitioners formulated a Global Research

in the development paradigm as important contributors

Agenda that identifies research priorities and

who were not duly recognised. Underpinning this

opportunities for the next decade and the resources

change, however, can be seen the process of developing

needed to achieve it.”

36)

and achieving first the MDGs and then the SDGs.
In this respect the SWVR process has run alongside

Five key research priorities were identified, which are

the SDG processes. The SWVR reports have brought

detailed in the workshop report:

to wider attention the potential of volunteerism and

(1) Useful theoretical frameworks to understand

the active role of volunteers, which has reinforced

a n d e x p l a i n t h e re l a t i o n s h i p s b e t w e e n

the engagement of volunteers in the development and

volunteering and development

monitoring of the SDGs.. For example, the establishment

(2) Locally informed methods, tools, and processes

and work of the Volunteer Groups Alliance is in part an

to understand the scale, scope, and contribution

outcome of these parallel processes. 39)

of volunteering to global sustainable

The dissemination of the SWVR has been undertaken

development goals

through presentations and seminars across the globe

(3) Conditions for an enabling environment under

and is accessible on-line. It has served to promote the

The working vision statement of the Global Research Agenda reads:
The development of a rigorous body of global multidisciplinary knowledge to better understand and inform the
practice and contributions of volunteering to sustainable
development, based on the values of participation, collaboration, and partnership.
Seelig & Lough (2015): Workshop on Strategic Directions for Global Research
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potential contribution of volunteerism to member states

was seen as a complementary model for member state

and other key stakeholders. This is evidenced in the

volunteer programmes which had played a role since the

Secretary-General’s report of June 2015 which set out the

1960s in providing key skills and inputs in developing

Plan of Action 2016-2030 for integrating volunteering

countries. See Gillette (1966) for a contemporary account.

into peace and development in the next decade. This is

For a more recent summary review of the history of

consciously linked to SWVR 2015.

40)

volunteering for development, see Lough (2015). For the

The Plan of Action drew significantly from the

implications for volunteer models, see Allum (2007).

outcomes of the SWVR 2015 in identifying three

3)

UNV (1996) p.xii

strategic objectives: strengthening people’s ownership

4)

UNV (1996), p.xii. These are the words of James Gustave

of the development agenda through enhanced civic
engagement and enabling environments for citizen

Speth, then Administrator of UNDP.
5)

T h e T h i r d U N V i n t e rg o v e r n m e n t a l m e e t i n g i n

action; integrating volunteerism into national and global

Kathmandu, Nepal, in December 1991 endorsed the

implementation strategies for the post-2015 development

National UNV initiative, subsequently approved by the

agenda; and measuring volunteerism to contribute to a

Governing Council Decision 92/35, which included

holistic understanding of the engagement of people and

the use of mixed team of international and national

their well-being and be part of the monitoring of the

volunteers. See UNV (1998) for detailed guidance on how

41)

sustainable development goals.

National UN Volunteers should be used.

SWVR 2018 in focusing on Resilience as the key theme

6)

UNV (1998), p.4

will further articulate the contexts and ways in which

7)

UNDP (2000), p.16

volunteering has the potential to address development

8)

UNV (1999)

challenges by additionally focusing on humanitarian

9)

UNV (2000), p 4. “Volunteering constitutes an enormous

dimensions. It has brought leading expertise in the

reservoir of skills, energy and local knowledge but it is

area of resilience and connected this to expertise in

unusual for volunteering to be recognized as a strategic

volunteering for peace and development. It is anticipated

resource which can be positively influenced by public

the outcome will deepen understanding of the potential

policy. It is even rarer for it to be factored into national

of volunteerism through new research and documented

and international development strategies.

programme models that will influence policy makers and

10) Sharon Capeling-Alakija, Executive Co-ordinator UNV,

those involved in volunteer programmes.

in UNV (2001) p.5. This view was reinforced by the

The SWVR can be seen as a substantial and ongoing

Administrator of UNDP, Mark Malloch Brown: “UNV

legacy of the importance of volunteers both in its

plays an increasingly pivotal role in mobilizing volunteers

recording of what is taking place and in facilitating

and promoting volunteerism…volunteers will, in many

the recognition and engagement of volunteers in

cases prove the difference between success or failure in

development. While SWVR 2018 has yet to be published,

meeting the Millennium Development Goals.” P.4. See

consideration is already focused on the theme for the

also UN (2002) which asserts the impact of IYV “The

next SWVR as part of the process of building a body of

Year was successful by any account. One hundred and

knowledge that will inform the volunteering contribution

twenty-three National Committees and scores of local,

to the SDGs for many years to come.

regional and state committees were formed. The official
web site received close to 9 million hits. A heightened

Footnotes

recognition of the role of volunteerism in development

1)

I would like to thank the UNV VKIS team for their

resulted from the plethora of activities, including efforts to

contribution and insights to this article.

measure the contributions of volunteers, in every part of

See UN ESOC (1970) which sets out the proposed model

the world. There were marked improvements in legislative

for UNV in the report of the secretary-general to the

frameworks and national and local infrastructure for

Economic and Social Council E/4790 April 1970. This

voluntary action, and networks were established among

2)
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stakeholders from Governments, the United Nations
system, civil society, the private sector and elsewhere.”

27) UNV (2014) p.1 “UNV believes that to achieve and
sustain real change, civic engagement, including

11) Mark Malloch Brown in UNV (2004), p3. In the same

volunteering, must be embedded in the holistic

annual report, UNV Executive Co-ordinator, Ad de Raad,

conceptualization of growth and development and be part

stated “none of the (MDGs) will be met if not also for the

of the delivery mechanisms across thematic goal areas.”

engagement, through voluntary action, of many millions

28) UNV (2014), p2, replicated as box 1 below.

of citizens.”

29) Wallace et al (2015), p.vii. This is in the introduction by

12) UNV (2001)

Richard Dictus, Executive Co-ordinator, UNV.

13) UNV (2002)b, p.4. This indicates the desire to connect

30) Wallace et al (2015), p.vii

to the development debates and not simply to remain

31) Wallace et al (2015) p. xiv

within the narrow confines of the volunteer past. “The

32) Wallace et al (2015) pp. xv-xvi

intense debate on the review of technical co-operation for

33) UNV (2016).

capacity development ran parallel to the International Year

34) This happened at a number of levels. For example, on

of Volunteers but reflections and exchanges on the subject

research papers Professor Sawada from the University of

largely overlooked the important role volunteerism has

Tokyo jointly studied how 130 communities in the hardest

been playing in this area.”

hit areas of Tohoku reacted to the 2011 Earthquake and

14) UNV (undated), p.7. Although undated, this publication
was contemporary with the similar publications.

Tsunami, including why the mortality rate from the
tsunami varied tremendously across communities; on

15) UNV (2003).

volunteer researchers, the Japan International Cooperation

16) With this came the challenge of delivery and specifically

Agency deployed two Japanese research volunteers to

the search for understanding and documenting impact and

communities in Tanzania and Sri Lanka in support of this

attribution. This was a challenging pathway and it was

project. Furthermore, Dr Mayuko Onuki from the JICA

many years before a final handbook was produced on the

research institute sits on the Expert Committee for SWVR

contribution of volunteering to development. See UNV

2018.

(2011). For an account from an external perspective

35) See Seelig & Lough (2015). “With the Millennium

on this process and how UNV collaborated with other

Development Goals (MDGs) reaching their end in 2015

agencies on this work see Allum (2017).

and the new Sustainable Development Goals (SDGs)

17) Flavia Pansieri quoted in UNV (2011)b

coming into effect, stakeholders have recognized the need

18) Leigh et al (2011), p.xx

to reassess and realign research and practice with the

19) UNV (2011)a. The methodology explicitly rules out the

sustainable implementation of volunteerism for peace and

ambition of impact assessment.

development.”

20) UNDP (1990) Human Development Report

36) Seelig & Lough (2015), p.2

21) Continuity with the expert panel of 1999 and the round

37) Seelig & Lough (2015), p.7

table of 2000 was achieved with Justin Davis Smith on the

38) In 2008, UNV, Forum and CSD presented at ISTR with

Technical Advisory Group and Robert Leigh from UNV

one joint panel. By 2016, there were three well-attended

staff and senior writer involved in all three processes.

panels and a round table event.

Soukeyna Ndiaye Ba Chair of the 1999 expert panel was
a member of the 2011 High Level panel
22) Leigh et al (2011), p.vi The opening comment is “This
report is the result of truly participatory effort.”

39) International Forum for Volunteering in Development
(2013)
40) UNV (2015)
41) UNV (2015), pp 23-24. The issue of measurement has

23) Ibid, pxxiii

been a key feature of wider discourse among practitioners

24) UNGA (2010), p.5

and researchers. See for example Haddock and Devereux

25) Leigh et al (2011), p.93

(2015).

26) UNV (2014) p.1
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特集：国際ボランティアと大学連携
「世界ボランティア白書」－その役割・意義・貢献

「世界ボランティア白書」－その役割・意義・貢献
オリビエ・アダムス（国連ボランティア計画・事務局長）
意訳

小 川 寿美子（名桜大学）

するという方法である。 国レベルのボランティア
5）

はじめに

国連ボランティア計画（United Nations Volunteer:

は開発プログラムの貢献者として認知されたが、一

UNV）発行の「世界ボランティア白書」
（原著名 “The

方で “ 国や地方の能力強化促進と地元機関の強化 ”

State of the World’s Volunteerism Report”；SWVR）に

のための技術支援とはかけ離れた人材として再定

は、ボランティアが世界中の国々や地域社会の発

義されるなど、批判的であった。

6）

展に寄与するため、またその実践活動の発展のた

1995 年にコペンハーゲンで開催された、世界社

め、グローバルな視点に立った意義深い検証の数々

会開発サミットでは、社会開発を効率的に進めるた

が論じられている。ここでは UNV に対する期待と

めにボランティアに注目が集まった。そして 1997

役割が変化しつつあるなか、「世界ボランティア白

年の国連総会では、2001 年を国際ボランティア年

書」がどのような理由で発展してきたのかについ

（The International Year of Volunteerism: IYV）とする

て論じる。また「世界ボランティア白書」が UNV
の内部のみならず外部にどのような影響を及ぼし

ことが決定した。
早速、ボランティアを促進するためにポスター、

ているか、さらに「世界ボランティア白書」が持

ロゴ、多言語による Web ページ紹介、関連資料が

続可能な開発目標（Sustainable Development Goals:

刊行され、行政と “ 世界、地域、国、地方レベルの

SDGs

ⅰ）

）達成のためにいかに重要な役割を担い続

けているかについても紹介したい。

幅広い層の人々 ” が協力し合うことになった。7）
1999 年 5 月に開催された国連特別総会の準備中、

1）

日本政府は 2000 年 6 月の特別総会において、社会開

「世界ボランティア白書」に至るまで

発のためにボランティア活動の重要性を提案した。

過去を遡ること 1970 年、当時の国連事務総長が

1999 年 11 月、ニューヨークで専門家によるパネル

新たに国連ボランティア隊を結成しようと提案し

ディスカッションがあり、ボランティアの潜在的役

たのが UNV の始まりである。UNV は当初、国連

割と、それを政府がどのように支援できるかについ

プログラムに対するボランティアという位置づけ

ての議論となった。 議論が国連のさまざまな機関

に過ぎなかった。 その後、ボランティアが手掛け

で行き交うなか、2000 年 11 月にオランダで円卓会議

る領域は、途上国の危機問題から持続可能な人間開

が開催された。報告書には以下のような説明がある。

発に至るまで幅広くなり、その役割が価値の高いも

2001 年の IYV は、ボランティアに対して、

2）

8）

のとして正式に認知されるようになった。 例えば

長年考えられてきた伝統的な考え方と、開発を

1996 年に国連開発計画（United Nations Development

促進する国の財産という考え方という二つの

Program: UNDP）の行政官であるスペス氏は「紛争

相異なる概念のギャップを橋渡しする特別な

に立ち向かうボランティア」（国連大学出版）とい

機会をもたらした。 9）

3）

う書物のなかでボランティアの役割を「UNDP の一

結果として、UNV は開発のためにボランティア

部門である UNV は、途上国を支援するため、多国

活動という今後重要となる第一歩を踏みだすこと

籍から構成される事務と現場の双方におけるボラ

ができた。ボランティアは、開発プログラムに貢献

ンティア専門家を中核とする」とより厳密に定義し

することに制限するのでなく、市民社会の積極的な

たのである。

メンバーとして関わるという役割も担った。政府は

4）

UNV は国際ボランティアのプログラムの実施団

ボランティアを受け入れるだけでなく、開発の課題

体であるが、1990 年代に UNV は新たなモデルを打

に取り組むためにボランティア活動の力を発揮す

ち立て始めた。それは海外ボランティアと当該途上

ることに積極的であった。UNV にとって国連ボラ

国出身ボランティアの “ 混成 ” チームで支援活動を

ンティア年とは、単にボランティア達が開発プログ
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ラムに従事しただけでなく、ボランティア行為その

おけるボランティアの役割を再び促進する機会が

ものが地球規模の開発に寄与し、ミレニアム開発目

発表された。それは国際青年年（The International

標（Millennium Development Goals: MDGs

ⅱ）

）を達

Youth Year: IYY）と関連させるアプローチであった。

成するための促進剤として価値が高いと位置づけ

2010 年発行の UNV の年次報告書は若者が如何に開

られた年である。

発に対する挑戦に貢献できるかという内容に焦点

「国際ボランティア年によって、UNV は全世

が当てられ、“ 青年は問題ではなく、彼らは問題解

界にボランティアリズムの奨励を印象づける

決の一部である ”

こととなった。もうひとつ重要なことは、国際

2011 年には IYV ＋ 10 と IYY が繋がり、若者のボ

ボランティア年によって、国連の役割である平

ランティア活動が奨励、推進されるようになった。

和や開発など全ての領域で、国連がボランティ

そのような背景のなか「世界ボランティア白書

ア的な役割を促進するといった、今までにない

（2011）」が執筆されたが、そのなかでレイ氏が言及

役割も担うようになった点である。」

17）

と鼓舞している。このように、

する中心的課題は以下の通りである。

10）

のの、とても期待が高いものであった。UNDP のマー

「特に国連が国際ボランティア年を宣言した
2001 年以降、ボランティアリズムに対する認

ク・ブラウン氏は 2004 年に次のように力説している。

知が広まりつつある一方で、いまだ誤解され過

こういった UNV の役割は、新たな側面であったも

「私は、UNV の驚くほどの成長ぶりと多様化

少評価されている。例えば、ボランティア活動

を振り返ると、一種の誇りを感じずにはいられ

が、世界の平和や人間開発と密接な関係がある

ない。それはまるで、UNDP グループという王

にも関わらず、その多くが見過ごされている。

冠を飾る宝石のような存在になった。ボラン

今こそ、ボランティアリズムが広義の意味で、

ティアリズムを通じて人々を動かすことは、も

人間の生活の質やよりよく生きることに寄与

はや批判されるべきことではない。」

すること、そして経済発展が中心と捉える世の

11）

次にボランティアは実用的な側面の強化が必要
であった。ベネトンのユナイティッド・カラーズと

中で失ってしまった人間の大切な構成要素の
ひとつであることを理解すべきである。」 18）

の提携により、意欲的な雑誌広告を通じて、ボラン
ティアの話題が幅広く市民へと広がった。

12）

ボラ

ンティア活動が能力の開発にどのように貢献でき

「世界ボランティア白書」の道のり

IVY 2001 は、ボランティアリズムが国連やその他

るか（技術的な援助を超えて）という指針について、

でも価値が認められ、評価される方法を変えること

“ 能力開発に関するボランティアの議論を望ましい

で伝統を確立した。しかし上述のように、その後思

結果とするための重要な手段として関連付ける ” と

いのほか発展しなかった。例えば、開発に貢献する

発表、 それらに関わった専門家によるパネルディ

ボランティア活動の合法性という内容でネット検索

スカッションや円卓会議での議論の内容は、「ボラ

すると、主にボランティアの経験と認識、パートナー

ンティア基盤整備の開発」と題する出版物となっ

や特定の受益者のモデルしか検出されなかった。つ

ている。同資料には “ ボランティア活動を促進する

まり、ボランティア活動と MDGs を効果的に結びつ

主たる関係者は、ボランティア活動を促進するため

けたデータは検索できなかった。

13）

に、その現場における基盤整備を整えることが必要
である ”

19）

同 時 に、UNDP は 国 に と っ て 国 民 が 真 の 富 で

というメッセージが綴られている。最終

あるという原則に基づく人間開発報告書（Human

的に、ボランティアと MDGs、2 つの市民社会のパー

Development Report: HDR）を 20 年間発行した。20）

トナー、CIVICUS と IAVA の共同により、ボランティ

またこの原則を強化するため、信頼性が高く貴重な

ア活動が 8 つの MDGs にどのように貢献できるか

車両を途上国の現場に定期的に贈与した。しかし、

が示された。

UNV の役割は、国連内部で変わる

ボランティア活動には大きな進展はなかった。IYV

のみならず、市民社会や民間セクターとのパート

2001 は、開発のためのボランティア活動について

ナーシップや、学術と実務家が専門知識として活用

確固たるメッセージを定期刊行物に記載し続ける

するなど、国連外部での立場も変わっていった。

ことはできなかった。

14）

15）

16）

国際ボランティア年 10 周年記念には、開発に
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そのため「世界ボランティア白書」2011 はボラ

「世界ボランティア白書」－その役割・意義・貢献

ンティアに関する基本的な論評であったが、却って

しかし白書の目的と時期は、MDGs 達成のために

10 周年記念としたボランティ
「国際ボランティア年」

軌道に乗せる必要性があった。MDGs が 2010 年に

ア活動の貢献を祝福する刊行物と捉えられた。同書

レビューされた際に、達成した幾つかの目標に対し

の作成にあたり “ 参加 ” を原則とし、2010 年から

て深刻な疑念が提起された。「世界ボランティア白

2011 年 2 月まで、研究者、学者、市民社会の指導

書」にて、ボランティア活動の機会を提供した「国

者、開発実践者を集めた会議が世界中のあらゆる地

家開発の優先事項と戦略に沿ったコミュニティ主

域で 9 回開催し、更に学術顧問とコンサルタントで

導型戦略」を策定するよう指摘があった。

24）

構成された研究チームと執筆チームはデータを収集

「ボランティアリズムと国家開発計画を関連

したが、そのチームは技術諮問委員会と上級諮問委

させることは、MDGs の目標達成の速度を早め

員会の支援があった。

る必要性のある途上国諸国にとってかなり有

内部で論評する体制が確立

21）

し、UNV 読者グループは書面による草案に対して
コメントをフィードバックした。19 の主題論文と 7
つの地域の背景に関する論文が執筆された。

22）

益をもたらすと思われる。」 25）
何らかの形で「世界ボランティア白書」2011 は、
IYV2001 へのアプローチと似ていた。それは全て

その結果、幾つかの点で HDR と大きく異なって

の関係者の間でボランティア活動の価値と可能性

いた。それは定量的分析には殆ど触れずに、その代

を認識し、その可能性を開放しなければ MDGs が

わりに意義のある定性的事例を紹介したのである。

達成されないという挑戦的姿勢であった。

主な章でボランティアという主題に結びつけるよ

一方、「世界ボランティア白書」2015 の背景は大

うにし、必然的に課題に基づくような構成とした。

きく異なっていた。MDGs のゴールは近づいており、

以下、報告書に記載された著者の言葉である。

最終的にどのように SDGs に移行するかに焦点が当

「世界ボランティア白書は、特に所得貧困、
不安、社会的排除を経験している多数の人々に

てられていた。

対してボランティア活動がプラスの影響を及

「世界は現代の開発計画を再考・再形成する
過程にある。それは 2015 年を目標に掲げた

ぼすことに対する記載であり、またその称賛で

MDGs の後、何に引き継ぐかという計画である。

もある。」

その過程をポスト 2015 と呼ぶが、それは将来

23）

「世界ボランティア白書」2011 は、ボランティア

の地球規模の開発概念からなる本質的な要素

活動がどのように定義されているかを理解し、様々
な側面についての誤解に対処するという、少なくと

を支持するボランティアリズムとその価値を
奨励するうえで、UNV にとってまたとないチャ

も 2 つの重要な分野での基準を提供する点で役立っ

ンスである。」 26）

た。UNV はボランティア活動の正式な定義を採択

SDGs は国連の枠組みの中で開発される必要があ

したが、その解釈や指標は数多くあることがわかっ

ると認識されていた。もちろんそれは重要であった

た。ボランティアの意味だけでなく、その表現方法

が、地域社会全体で幅広く支持された UNV は、そ

も考慮した。

れに対してボランティアと市民参加の関係を強調

またボランティア活動の主な誤解の幾つかを特

した。

27）

これは開発過程におけるボランティアの

定した。例えば、ボランティア活動は公式な活動ば

潜在的役割として認識され、新しい SDGs の開発へ

かりでなく、非公式な活動もあること、市民社会で

のアプローチとして反映された。

の活動ばかりでなく地球に対するあらゆる活動で

題が重要な課題として浮上していた状況で、第 2 作

あること、ボランティアは裕福で学歴の高い人だけ

目「世界ボランティア白書」2015 は第 1 作目（2011

の活動ではないこと、ボランティア活動は素人集団

年）の未公開の章である “ ガバナンスにおけるボラ

ではないこと、男性も女性も同等であること、若者

ンティア活動と市民参加の共通の課題 ” に焦点をあ

たちもボランティア活動に参加すること、ボラン

てたのである。

ティア活動は直接顔を合わせなくてもできること、

28）

市民参加の問

29）

結果としてボランティアが「他の開発解決や資源

国家には果たすべき役割があること、ボランティア

を補完する良いガバナンスの重要な柱として、発

は時間の余裕がある人が行う活動ではないこと、な

言、参加、説明責任、応答力を促進する」とし、開

どである。

発におけるボランティア活動の幅広い役割につい
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て記載されている。

るものの、外部に対する機序や構造が異なってい

30）

このように第 2 作目の「世界ボランティア白書」

た。例えば、1 つの専門家グループが存在し、それ

2015 は、第 1 作目を基盤にして執筆された。第 1

は技術グループと繋がっていたが、第 2 作目ではそ

作目でボランティアに対して誤解を生む考えを広

の連携に頼らなかった。その理由は第 1 作目と重複

めてしまったにも関わらず、第 2 作目では、ボラ

した内容や校正を避けたためである。これは単に過

ンティアの有望な役割と彼らが直面するであろう

去のデータを更新する HDR 報告書と明らかに異な

困難について単刀直入に解説している。ボランティ

る出版形態を意識したことによる。この姿勢は第 3

アは「招かれた空間で業務に従事し、招かれざる空

作目の「世界ボランティア白書」2018 がレジリエ

間があれば、その空間を新たに開拓する」という議

ンス（危機時の耐性と回復する力）という新たな

論は、ボランティア活動と社会的行動の関係性を明

テーマに挑戦することからも明らかであろう。

らかにする試みである。

レジリエンスは、ボランティアの対象である二つ

31）

「世界ボランティア白書」2015 は、ボランティア

の課題が対話するための橋渡しとなりうる。すなわ

活動の可能性についての重要なメッセージを提供

ち、開発問題と人道問題である。前者は気候変動な

する最初の報告書として引き続き作成された。そ

ど時代の大きな課題であり、後者は持続可能な開発

こには４つの重要なメッセージがあった。それは、

目標の達成に効果的に対応するための道筋である。

①ボランティアは地方レベルでの活動を通して能

現代社会におけるレジリエンス構築へのボラ

力を構築する、②各国政府は社会的包摂をもたらす

ンティア活動の貢献は、疑いの余地がない。虚

ボランティア活動に大きな期待をしている、③地球

弱と不安定はコミュニティを益々脆弱させる。

規模でのボランティアネットワークは、発言、参加、

人々の生存は如何にレジリエンスを持っている

説明責任と応答力を促進する、④ボランティア活動

かに大きく依存している。ボランティアは、不

は 2015 年以降の持続可能な開発アジェンダのため

安定化や災害が発生した場合の最も重要な対応

の資源を活用する上で貴重なもの、である。

である。ボランティアは、しばしば人道危機、

32）

第 1 作目の「世界ボランティア白書」を作成した
ときと比べて第 2 作目では内部のプロセスは類似す

紛争後の状況、地方、国家及び世界レベルでの
平和構築のための主要な対話役を担う。 33）

■ UNV の行動：2015 年以降のボランティアリズムの唱道
UNV は、2015 年以降の議論でボランティアリズムの地位を強化している：
⇒

国の能力を強化し、ボランティアリズムに開発目標と関連する議論を集約し、地域社会の援助活動
やその関係者の協力関係を拡大すること

⇒

国連開発グループを支援する新たな枠組みの開発を含め、国や世界レベルの主要組織、機構、機関
と連携すること

⇒

主要な開発テーマ対するボランティア活動の寄与について論文を執筆し、その持続的な成果を可能
とする要因に対する横断的な役割を明確化すること
「UNV in Action」ポスト 2015 年のボランティアリズムの唱道（2014）より

■「世界ボランティア白書」2015：ボランティアリズムと社会的行動に関する記載の引用

「この白書では、ボランティアについて、社会的行動主体と重複する点があり、かつその定義に収まると
記載されている。すべての社会活動家がボランティアではないが、多くの活動家がボランティアであり、
また多くボランティアが活動家でもある。ボランティアは奉仕的支援のみに役立つとか慈善事業だけ関
与するという考えは、とても了見が狭く、ボランティアリズムと行動主義の違いを表面的に線引きして
いるに過ぎない。」
「世界ボランティア白書」2015 より
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「世界ボランティア白書」－その役割・意義・貢献

第 3 作目の「世界ボランティア白書」（2018 年発

ボランティア活動に関する新たな学術研究もおこ

行予定）は第 2 作目（2015 年発行）と正式な構造

なわれてきたが、それらは初歩的段階に留まってい

は似ているが、その作成過程は大きく変わった。第

たようである。

1 作目（2011 年発行）は、ボランティアに関する研

2015 年には、有力な国際ボランティア研究機関

究文献が多かったが、第 2 作目は、事例紹介を文

で あ る、 社 会 開 発 セ ン タ ー（the Center for Social

章化しつつも、利用可能な科学的根拠に基づくデー

Development: CSD）、開発ネットワークの国際ボラ

タがないという課題が残った。

ンティア・フォーラムと共同で、グローバル・リサー

その結果、「世界ボランティア白書」2018 につい

チの戦略的方向性について議論した。この初のイベ

ては、アクション・エイド、北京ボランティア連盟、

ントは 2015 年にボンの UNV で開催され、34 名の

エジプト赤十字、ブルンジ赤十字、オランダ赤十字、

研究者と様々な大学や社会組織の実務家が参加し

JICA（国際協力機構）、ロシア連邦ボランティアセ

た。合計で 16 大学、18 市民団体・政府機関の代表

ンター協会、VSO インターナショナル、国連ボラ

がワークショップに参加した。

ンティア計画の各団体からなる 24 名のボランティ

ンティア白書」2015 と並行して開催され、その成

アを研究のリーダーとし、草の根レベルの経験を地

果によりグローバル研究アジェンダが策定された。

盤としたデータを抽出するために 4 名の研究指導者

“ コラボレーションの結果、研究者と実践者

これは「世界ボラ

35）

の支援を受けた。これにより第 3 作目の作成には、

は、今後 10 年間の研究の優先課題と機会、及

研究と実務の両過程において国連諸機関が直接関

びそれを達成するために必要なリソースを特
定するグローバル研究アジェンダ ” を策定 ” 36）

わることとなった。

34）

「世界ボランティア白書」2018 を作成するという
目標に対して、学者と実務家が国連諸機関の主たる
職員と共に共同作業をすることに発展していった
のである。根拠のあるデータを集めるだけでなく、

5 つの重要な研究優先課題が確認され、その詳細
はワークショップの報告書に記載されている。
“(1)		 ボランティアと開発の関係を理解し説明す
るための有用な理論的枠組みを構築

継続的に専門家チームを構成することによって、執

(2) 地球規模の SDGs に貢献するボランティア

筆チームとも釣り合いが良く、意図的に「世界ボラ

の規模や範囲、貢献度を理解するため、地

ンティア白書」出版の促進ができることが明らかと

方でも理解される方法や手段、手順の導入

なった。これらの新たな連携による試みは、本質的
に創造的かつ挑戦的であることが証明されたが、上
記で論じたように、主要な問題に取り組むなかでボ
ランティアには知識体系の構築が重要なテーマで
あることがわかった。

(3) 開発のためのボランティアがあらゆるレベ
ルで実践できる環境条件
(4) 開発のためのボランティアを研究する際に
考慮すべき背景や要素
(5) 開発のためのボランティアに関する世界的
な研究課題を実施し進化させるための包括
的プロセスの必要性 ”

研究に対する挑戦

37）

取り組むべき課題として、研究の問題が浮上して

グローバル研究アジェンダは、さまざまな団体や

いる。信頼性の高いデータに関しては、第 1 作目

研究者のための発案や活動のための枠組みを提供

の「世界ボランティア白書」から見受けら、それは、

している。ボランティアに関して研究の質のみな

各加盟国がボランティアに提供したデータに対し

らず規模も発展しているという事実は、「世界ボラ

て、その質と範囲を適切な枠組みで照合し解釈する

ンティア白書」のみならず、第三セクターに関す

方法に大きく依存していた。同時に、開発のための

る国際第三セクター研究会（International Society for

■グローバル研究アジェンダ実施の展望

持続可能なボランティア活動の実践と貢献をよりよく理解し、情報を提供するための世界の学際的知識
を有する厳格な組織の開発参加、協力、パートナーシップの価値にもとづいて開発を進めている。
Seelig & Lough (2015)：グローバル研究の戦略的方向性に関するワークショップ
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小川

寿美子

Third-Sector Research: ISTR）等による組織も幾つか

を主要テーマとし、ボランティア活動が人道的側

の科学的根拠を示している。

面に更に焦点を当てて開発課題に取り組む可能性

38）

を秘めた文脈と方法を明確にするであろう。それ

おわりに

は、有数の専門知識をレジリエンスの分野にもたら

この論文は「世界ボランティア白書」が成立する

し、その知見を平和と開発のために活躍するボラン

経緯に焦点を当て執筆した。世界ボランティア年

ティアの専門性と関連づけた。政策立案者やボラン

（2001）による評価の高い変革が寄与していること

ティア企画関係者に影響を与える新たな研究や文

は疑うまでもない。上述のとおり、UNV の役割は

章化したプログラムのモデルを通じて、ボランティ

幅広く、またボランティア達が典型的な開発の現場

アの可能性について、さらに理解が深まることを期

に関与し、広範囲にわたる役割を担うという多大な

待している。

る貢献をしながら、ボランティアそのものが、世間

「世界ボランティア白書」は、世界で何が起こっ

では必ずしも期待通りには認知されなかった。し

ているかを記録し、開発のために活躍中のボラン

かし MDGs、そして SDGs が発展、達成するために

ティアの認知と関わりを促進することがいかに重

ボランティアの活躍は必至であり、故にボランティ

要であるかについて、実質的かつ継続的な先人た

アに対する期待は、今後 SDGs に対する取り組み続

ちの軌跡を読み取ることができる。第 3 作目の「世

けることにより確固たるものになるであろう。

界ボランティア白書」2018 はまだ発行されていな

この点で、「世界ボランティア白書」は SDGs と

いが、SDGs に対するボランティアの貢献を長年に

同時並行に進化している。
「世界ボランティア白書」

わたり伝える知識体系を構築するプロセスのも、次

は、ボランティア活動の可能性とその積極的な役

のテーマの一部である。

割に注目し、SDGs の開発とモニタリングにボラン
ティアをより多く関与させるべきとしている。例え

【脚注】

ば、ボランティア団体連盟の設立と活躍は、ボラン

1）～ 41）原文（本誌、pp7-16）の Footnotes を参照。

ティアに対する役割の拡大の結果である。

ⅰ） 持続可能な開発目標（SDGs）は 2015 年 9 月に「国

39）

「世界ボランティア白書」は、世界中でプレゼン

連持続可能な開発サミット」で採択され、17 の分野

テーションやセミナーを介して普及しており、また

別目標を掲げた。①貧困の撲滅 , ②飢餓の撲滅 , ③

その情報はオンラインでのアクセスも可能である。

健康と幸福度 , ④教育 , ⑤ジェンダーの平等 , ⑥安

加盟国およびその他の主要な関係者は、ボランティ

全な水と衛生の保証 , ⑦持続可能なエネルギーの確

ア活動の潜在的な貢献を促進する役割を果たした。

保 , ⑧持続可能な経済成長と人にふさわしい仕事の

これは 2015 年 6 月の事務総長の報告書にも示され

推進 , ⑨すべての人のための技術の開発と普及 , ⑩

ており、今後 10 年間でボランティア活動を平和と

不平等の削減 , ⑪安全なまち・地域社会への転換 ,

発展に統合するための行動計画 2016-2030 を策定し

⑫責任ある消費と生産の確保 , ⑬気候変動への対応 ,

た。これについては「世界ボランティア白書」2015

⑭海洋資源の保存 , ⑮地球環境の保護 , ⑯平和で誰

に意図的に関連付けられている。

もが受け入れられる社会の実現 , ⑰目標達成のため

40）

この行動計画は「世界ボランティア白書」2015

の仕組みと国際協力の強化

に明らかな 3 つの成果をもたらした。①市民参加の

ⅱ） ミレニアム開発目標（MDGs）は、2000 年 9 月、国

強化と市民行動の環境を整えることによって開発

連ミレニアム・サミットが開催され、21 世紀の国

アジェンダの人々の所有権を強化すること、②ボ

際社会の目標として国連ミレニアム宣言が採択され

ランティア活動を 2015 年以降の開発アジェンダの

た。具体的には以下の 8 つの目標を掲げ、2015 年を

ための国内および世界の実施戦略に統合すること、

達成期限とした。①極度の貧困と飢餓の撲滅、②初

③ボランティア活動を測定し、人々に幸福をもたら

等教育の完全普及の達成、③ジェンダー平等推進と

す活動に従事し、SDGs のモニタリングに関わると

女性の地位向上、④乳幼児死亡率の削減、⑤妊産婦

いった、多面的な性格をもつボランティアを相対的

の健康の改善、⑥ HIV ／エイズ、マラリア、そのた

に理解すること、である。

の疾病の蔓延の防止、⑦環境の持続可能性確保、⑧

41）

「世界ボランティア白書」2018 は、レジリエンス
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開発のためのグローバルなパートナーシップの推進

特集：国際ボランティアと大学連携
地域で活動するヘルス・ボランティア―インドネシアの経験に学ぶ

地域で活動するヘルス・ボランティア―インドネシアの経験に学ぶ
中

村

１．村のボランティアから教えられた日々

（１）インドネシアのプライマリヘルスケア

私がはじめて、プライマリヘルスケア（Primary

安

秀（甲南女子大学看護リハビリテーション学部）

ランティアがいる。体重の減っている赤ちゃんに対
しては、お母さんへの栄養指導が行なわれている
（写真３）
。定期的にピルをもらっている女性もいる。

Health Care：PHC）の真髄に触れたのは、1980 年代後
半のインドネシア共和国北スマトラ州であった。私
は JICA（国際協力事業団、現在は国際協力機構）の
「北スマトラ州地域保健対策プロジェクト」の母子保
健専門家として、2 年 3 か月の任期を過ごしていた。
インドネシアは赤道周辺に 1 万 7 千以上の島が散
在する世界最大の島嶼国家である。人口は 2 億人を
越し、近年は家族計画の普及などにより出生数や合
計特殊出生率の上昇に歯止めはかかっているが、乳
幼児死亡率や妊産婦死亡率は依然高い状態にある。
インドネシアでは、ポシアンドゥ（POSYANDU：
乳幼児健診 ) が 1985 年に設立され、住民参加のも
とで乳幼児死亡率の減少をめざした PHC 活動を展

写真１ 乳幼児健診は、青空のもと村の広場で行われていた。
（1987 年：インドネシア・北スマトラ州アサハン県。以下の写真
も同じ）

開していた。全国の村ごとにポシアンドゥ組織を作
り、毎月１回、５歳未満児の体重測定を住民の手で
行ない、母子保健、家族計画、予防接種、栄養改善、
下痢症対策の５項目の保健サービスを実施してい
る。ポシアンドゥの健診の流れは、①受診の登録、
②体重測定、③測定結果の記録、④栄養や家族計画
の指導およびビタミン剤などの投与、⑤予防接種、
という５つの活動を順序だてて実施していた１）。
（２） モデル村でのポシアンドゥ（インドネシア版
写真２ 天秤棒で子どもの体重を測定するヘルス・ボランティア

乳幼児健診）
北スマトラ州アサハン県のティンギ・ラジャ村
は、人口 5,779 人、面積 21.4

の水田とゴムのプラ

ンテーションに囲まれた典型的な農村である。13
の集落に分かれており、そのうち 10 ヵ所の集落ご
とに毎月１回ポシアンドゥ健診が開かれていた。
ポシアンドゥの健診の会場は、青空の下。赤ちゃ
んたちの泣き声に、ヘルス・ボランティアの村人た
ちの声が交じる
（写真１）
。いつもは市場で野菜を売っ
ているおばさんが、ボランティアとして一所懸命赤
ちゃんをあやしながら体重を計っている。体重計は
天秤棒そのものである（写真２）
。そのとなりでは、
体重をインドネシアの母子手帳に書き込んでいるボ

写真３ 母親に栄養指導するヘルス・ボランティアは３人でチーム
を組んでいた
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中村

安秀

また、健診の会場の壁には、避妊用具を村の人に
わかりやすく説明するために、絵の上手な青年が

なボランティア・リーダーの言葉が村人の共通の心
情を物語っている（写真４）。

作った手描きのポスターが貼られていたりもする。

「今まで、この村では、小さい赤ちゃんがいっぱ

ちょっと見学しただけでは、だれが保健所の人で、

い死んでいった。だれも、好きでボランティアを

だれがボランティアの村人で、だれがお母さんなの

する人はいないよ。ぼくだって、本当はボランティ

か、まったく見当がつかない。でも、お母さんと赤

アなんかしたくないさ。だけど、子どもたちが健康

ちゃんは、大騒ぎのなかで、みんなきちんと健診を

で、コミュニティの人が安心して暮らせるようにす

済ませ、相談したいことを話して帰っていく。混沌

るためには、行政が何かしてくれるのを待つのでは

さと、いい加減さと、たくましさがミックスされて、

なく、コミュニティの人間ががんばらなきゃいけな

２）

楽しくにぎやかな健診ができあがっていた 。

いんじゃないか。」
ここで彼がいうコミュニティとは、国、州、県、

（３）ヘルス・ボランティアたちの心意気

村と連なる行政組織としての村ではなく、あくまで

インドネシアのポシアンドゥと日本の乳幼児健

も地縁集団としてのコミュニティである。その基本

診の最大の相違点は、村の人々がヘルス・ボラン

にあるのは、自分たちもけっして経済的には豊かだ

ティアとして自主的に健診に参加していることに

とはいえないけれど、コミュニティのために自分た

あった。保健所や市町村などの職員だけが働いてい

ちにできることから始めていこうというコミュニ

る日本の健診と違って、ポシアンドゥは自分たちの

ティの自助自立の精神である２）。

ものだという住民参加の意識がポシアンドゥの随
所に作用していた。

このようにコミュニティの存在に支えられる形
で、ヘルス・ボランティアが活動している。ティン

ヘルス・ボランティアはインドネシア語でカダー

ギ・ラジャ村では、ボランティアの大部分は継続的

ル（Kader）と呼ばれ、読み書きさえできれば誰で

にポシアンドゥに参加することができたが、官製

も希望することができる。保健所で基本的な研修を

の住民組織の多い地域では、半数以上のボランティ

受けた後、ポシアンドゥに参画することになる。

アが脱落しポシアンドゥ活動に参加しなくなって

ティンギ・ラジャ村の報告では、76 人のヘルス・

いた。ボランティア活動を継続していくためには、

ボランティアのうち、71％が女性であり、67％が独

ボランティア個人の資質や意志だけでなく、コミュ

身者であった。中学校以上を卒業したものが 59％

ニティからの持続的な支援が必要だった。

を占めており、当時の一般住民と比較してかなりの
高学歴であった。ボランティアの主たる生計手段は
農業であり、農作業の合間にポシアンドゥ活動に参
加しているものが多かった。

２．住民参加のもとでのコミュニティ活動
の展開

ヘルス・ボランティアたちの活動に毎週のよう

自発的にヘルス・ボランティアを希望した動機に

に私も参加させてもらった。参加したポシアンドゥ

関しては、個人的な要素が大きい。ただ、次のよう

は、２年間で 100 回を数えた。ボランティアと本音
で付き合えるようになると、彼らから２つの要望が
出された。ひとつは、自分たちの知識向上のための
セミナーがしたい。もうひとつは、実施しているポ
シアンドゥ活動により村の母子の健康状態がどう
変わったのか知りたいということであった。
（１）コミュニティ・ベースの全戸健康調査
ヘルス・ボランティアにとって、住民全体の健
康状態や社会背景の問題点を明らかにすることが
重要であり、そのために住民ニードを的確に把握

写真４ ティンギ・ラジャ村のボランティア・リーダー。プロジェ
クト終了後に、
北スマトラ州の最優秀ボランティアに選出された。
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する健康調査を実施することになった。読み書き
のできない住民が多いので、ボランティアが一軒

地域で活動するヘルス・ボランティア―インドネシアの経験に学ぶ

ずつ訪問して直接質問するという形の聞取り法に

しないように呼掛けを行なった。その結果、世帯調

よる全戸調査、すなわち手作りセンサスが実施さ

査の６か月後、ティンギ・ラジャ村で竹刃を使用し

れた（写真５）。

た出産は皆無になり、臍帯の断端に泥土を塗ること

まず、私がインドネシア語で質問用紙の原案を作

もなくなった３）。

り、北スマトラ州衛生部で手直しをした後、村のボ

これは、自分で行動することが最もよい健康教育

ランティアが最終チェックを行なった。調査項目

(self-doing is the best education) という典型的な事例

は、家族構成、飲料水・トイレ、燃料、交通手段、

である。もし、村の外の者から竹刃による臍帯切断

妊娠歴、出産時の状況、栄養摂取、家族計画、予防

の危険性を指摘されたのであれば、村人はこのよう

接種歴、下痢症対策など 28 項目にわたった。全世

に迅速に従来の習慣を変えることはできなかった

帯の訪問調査はすべてボランティアが実施した。ボ

であろう。自分たちの足で村中を歩いた結果であっ

ランティアは無報酬であるが、調査のための用紙と

たからこそ、結果を身に沁みて理解し、行動に移す

筆記具は配布された。

ことができたのである。

２ヵ月にわたる調査の後、
世帯数 1,039、
人口 5,779
人の全データが集計された。結果が出た時点から、
ボランティアたちは行動を始めた。例えば、新生児

（２）モデル村でのボランティアによる自主セミ
ナー

破傷風を惹起する竹刃による臍帯切断が 8.4％と想

ヘルス・ボランティアに対しては、最初に保健所

像以上に多かった（図１）。この事実に衝撃を受け

で医師や助産師からの 28 時間の講習を受けること

たボランティアたちが、口コミで妊婦に竹刃を使用

が条件であった。しかし、教える立場の保健所ス
タッフの力量不足もあり、十分なトレーニングを受
けたとは言いがたい状態であった。一方、ポシアン
ドゥにおいて母親に栄養指導などを行なうには、か
なりの知識と力量が必要とされる。そういう背景を
もとに、ボランティアが実践的な知識を得るための
現任研修（in-service training）が切望されていた。
セミナーのテーマはボランティアが決定し、会
場の設営や広報はボランティアの責任で行なった。
セミナーのテーマにふさわしい講師の選定および
村までの移動については、私の責任で行った。正味

写真５ 村のなかを一軒ずつ歩いて調査するヘルス・ボランティア
たち。お揃いのバティックの上着は自分たちで縫製したもの。

の講義時間は約１時間、その後質疑応答を１時間。
村長や保健所長も毎回出席するが挨拶は最小限に

8.4%

Medical Scissors
Ordinary Scissors
Safety Razor
Bamboo

87.4%
図１

臍帯切断の方法

Source: Tinngi Raja Household Survey, 1988 (N=704)

図１ 臍帯切断の方法
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する、というインドネシアでは画期的なシステムで

指導の下に、体重測定や栄養相談や記録方法などを

毎月１回のセミナーを続けた（写真６）。

現場で習得するシステムである。

栄養改善、離乳食、家族計画、予防接種、安全な

先輩のボランティアが後輩ボランティアを指導

飲み水などをテーマに、10 回のセミナーが行なわれ

し仲間に組み込んでいくという形は、ボランティ

た。ボランティアだけでなく、村の婦人福祉組織員

ア・グループの自立につながっていった。まさに、

や小学校の教師も出席するようになり、１回につき

ボランティアのエンパワメントであった。そのため

約 40 － 60 名の参加者となった。はじめは、州衛生

には、確かな知識に裏付けられた自信と、活動の方

局の高官たちに遠慮していたボランティアも、回を

向を議論する場が必要であり、それがモデル村での

重ねるにつれ積極的に質疑応答をするようになり、

自主セミナーの存在意義であった２）。

講師がたじたじする場面もみられるようになった。

このセミナーは、情報提供と教育と対話という適

このセミナーで自信をつけたヘルス・ボランティ

切な健康教育がなされたときに、住民は自立と参加

アは、新入りボランティアを自分たちで実地訓練す

の精神で健康改善に取り組むことができることを実

るというプログラムを自主的に開始した。新入りの

証した。しかし、この経験を普遍化するには、適切

ボランティアは保健省による標準の講習だけでな

な健康教育を実施できる人材が各地に育っている必

く、この村で行なわれているポシアンドゥにおける

要がある。ティンギ・ラジャ村はモデル村なので健

実地実習が義務付けられた。先輩のボランティアの

康教育の指導者として州の高官を講師に呼ぶことが
できたが、他の村では保健所長やスタッフが指導者
の役割を担うことになろう。今後は、適切な健康教
育を実施できるスタッフを育てる、コミュニティ・
レ ベ ル で の 指 導 者 養 成 講 習（training of trainers：
TOT）がますます重要となると考えられた。

３．ボランティア活動を評価する

住民参加を主体とした家庭保健増進活動の結果、

ティンギ・ラジャ村の５歳未満児死亡率は 112/1000
出生 (1986 年 ) から､ 22/1000 出生 (1988 年 ) に短期
間に減少した（図２）
。小さな地域とはいえ、インド
写真６ 自主セミナーの会場の設営はヘルス・ボランティアの
役割。子どもを連れてセミナーに参加している主婦のボランティア
もいた。

ネシア政府を瞠目させる結果ではあった３）。しかし、
これはあくまでも単なるアウトプットに過ぎない。

Under Five Deaths per 1000
livebirths

120
100

Health Promotion Activities

80
60
40
20
0

1986
図２

1987

1988 (Jan.-Nov.)

５歳未満児死亡率の減少 Source: Tinngi Raja Survey, 1988

図２ ５歳未満児死亡率の減少
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乳幼児死亡率の減少よりも高く評価すべきこと

共有している集団をいい、村落共同体などがこの概

は、ヘルス・ボランティアのリーダーたちがポシア

念にあてはまる。２つ目は、関心や利害を共にする

ンドゥ活動を 37 頁の手書きの小冊子にまとめあげ

集団をいい、この場合コミュニティのメンバーは時

たことである。この手作り小冊子には、ティンギ・

と共に変動していく。Rifkin らは、疫学的視点から

ラジャ村の地勢、人口、ポシアンドゥ活動の実態、

みた対象人口集団やリスク集団の概念を提出し、保

カダールの生態が詳細に報告されている。言い換

健医療専門家にとって重要なコミュニティ概念に

えれば、住民自身による地域診断である。この地

基づき、地域における住民参加の状況を評価分析す

域活動の最終段階において、カダールたちは村の乳

る５つの指標を提唱した５）。

幼児死亡率と粗出生率を自分たちで算出できるよ

私たちは、Rifkin らの指標をインドネシアの地域

うになった。すなわち保健活動の評価方法をも自分

で応用できるように改変した評価指標を利用した。

たちの手中に収めたのである。このように、自分た

リーダーシップについては、ヘルス・ボランティア

ちのできることから、自分たちの手で健康に取り組

がいない状況から、関心や利害を共有する多彩な集

んだカダールたちは、プロジェクト終了後も、ティ

団が活動する住民主導までの５段階に分類した。同

ンギ・ラジャ保健所長を講師にして自主的な健康セ

様に、組織力、資源活用度、管理運営能力、住民ニー

ミナーを引き続き開催していた。

ドについても５段階分類を行なった（表１）。

ティンギ・ラジャ村における地域保健モデル村活

この評価指標をもとに、ティンギ・ラジャ村の住

動を住民参加の視点から振り返って考察してみる。

民参加度をモデル村活動開始の前後で比較検討し

インドネシアの他の村と同様のポシアンドゥ組織

た。全ての評価指標において、モデル活動後の住民

とヘルス・ボランティアから出発したモデル村の住

参加度の向上が見られるが、とくに、組織力、管理

民参加は、自分たちで健康調査を実施し、保健改善

運営能力、住民ニード評価という組織マネージメ

の計画、実施、評価までを行なえるようになった。

ントに関する向上が顕著であった（図３）。これは、

これらの住民参加の質的な変化を客観的な指

モデル活動の直接の対象が住民ではなく、ヘルス・

標を用いて評価する前に、住民参加（Community

ボランティアであったことと深く関連している。す

Participation）という用語を定義しておく必要があ

なわち、モデル村地域保健活動の内容が住民に対す

る。Midgley はコミュニティには、２つの意味合い

る直接的な保健医療サービスや健康教育ではなく、

４）

があることを言及した 。ひとつは、地理的なコミュ

住民をリードしていく立場のボランティアたちの

ニティであり、同じ地域に住み同じ価値観と組織を

自主的集団に対する組織的な支援であったことの
表１ ヘルス・ボランティア活動の評価指標

（出典：Nakamura Y, Siregar M: World Health Forum, 1996を改変）
表１

評価指標

２
よくない

３
ふつう

ボランティ
アがいない

ボランティ
アがいる

ボランティ
アが指導

住民自身
が参加

住民活動
がない

毎月１回の
活動開始

毎月１回の
活動発展

日常的な活 日常活動
動も生じる が活性化

資源活用 労力も資金 労力提供
もない
がある
度

労力提供
の自立

資金提供も
ある

資金労力も
自立

管理運営 保健所の
みで運営
能力

運営主体
は住民

住民が計
画に参加

住民が計
画運営

住民も評価
に加わる

住民主体で
評価

リーダー
シップ
組織力

住民ニー
ズ評価

１
悪い

ヘルス・ボランティア活動の評価指標

保健所が
評価

住民が運
営に参加

住民ニーズ ボランティ
に気付く
アが評価

４
良い

５
非常に良い

住民が主
導

（出典：Nakamura Y, Siregar M: World Health Forum, 1996 を改変）
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住民ニーズ

組織力

1

活動前
活動後

0

管理運営能力

資源活用
図３

住民参加指標の変化

（出典：中村安秀．インドネシアのプライマリー・ヘルス・ケア．小児保健研究，1991）

図３ 住民参加指標の変化
として、簡単な療法士のような役割を任されること

成果であると考えられる６）。

（出典：中村安秀．インドネシアのプライマリー・ヘルス・ケア．小児保健研究，1991）
このように、住民参加という客観的な評価が困難
もある。訓練を受けたボランティアに簡単な投薬や
に思えるものでも、適切な指標を設定することによ

リハビリテーションを行うことを認可するのかど

り保健医療ケアの質の評価が可能になる。この評価

うかについては、医師や看護師の専門職の職能団体

指標は、単に継時的な比較が可能であるだけでな

の意向もあり、保健医療政策に関する高度な政治的

く、地域ごとの比較や異なる立場からの評価の比較

判断にゆだねられることが多い。

なども可能であり、住民参加だけでなく PHC 活動
の評価としても有用であると考えられる。

女性の医師や看護師の不足に悩む国では、女性に
対する保健医療サービスの提供において、女性のヘ
ルス・ボランティアが果たす役割は非常に大きい。

４．ヘルス・ボランティアの特徴

イスラム圏だけに限らず、男性の保健医療者による

でヘルス・ボランティアが活動している。多くの国

ある。

いま、多くの国や地域で、コミュニティ・レベル

医療サービスを拒否する女性が少なくないからで

で共通しているのは、ヘルス・ボランティアの選定

インドネシアにおいて、ヘルス・ボランティアは

については、村の住民の中から自発的に参加希望者

地域母子保健医療において大きな役割を果たして

を募集する場合が多いことである。村人であればだ

いた。その理由としては、大きく３つの要因があげ

れでもなることができる。ただし、種々の報告や記

られる。ひとつは、伝統的な村落単位での相互扶助

録が求められるので、読み書きのできる人が多いと

体制が残っていることである。ジャワ島ではゴト

いう特徴がある。無償の場合が多いが、交通費など

ン・ロヨンと呼ばれ、農村社会で田植えや刈り取り

の実費や日当が支払われる有償ボランティアも少

などの農作業を共同で行うようなかたちで、住民の

なくない。

まとまりが得やすいという背景があった。つぎに、

一方、ヘルス・ボランティアの役割や位置付けは、

スハルト政権のもとで女性による住民組織が育成

国や地域によって大きく異なる。その国で、保健

され、その政治的な役割が肥大していたことがあげ

医療システムがどのように構築されてきたのかと

られる。大統領夫人から州知事夫人や村長夫人にい

いう歴史的な経緯も大きく影響している。ヘルス・

たるまで、女性による女性のための組織が設立さ

ボランティアの役割としては、インドネシアのよう

れ、保健や保育や福祉活動などに精力的に取り組

に、母子保健や栄養改善に関して活動する場合が多

んでいた。最後に、地域住民からの敬意がヘルス・

い。あるいは、家族計画やクスリ生協の運営を任さ

ボランティアにとって大きな励みとなっていたこ

れ、ピルや抗生剤を処方するといった業務を任され

とを強調しておきたい。ヘルス・ボランティアは保

ている国もある。コミュニティにおける障害者ケア

健医療に関する研修を受けているので、村人から病

である Community-based rehabilitation (CBR）の一環

気の予防や医薬品に関する質問を受けることが少
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なくない。私が村で出会った小学校の校長先生も

その後、欧米では保健医療分野において、病院ケ

妻がヘルス・ボランティアであることを誇りにし

ア、エイズプログラム、ホスピス、国際保健医療協

ていた。金銭的な報酬ではなく、このようなコミュ

力など多くの分野で、ボランティア団体が政府機関

ニティや家族からの敬意や賞賛がモチベーション

や医療機関と対等の関係で種々のサービスを行っ

を高める大きな要因となっていた。

ている。アメリカ合衆国では、NPO の数は増大し、
その多くは税金が免除された法人組織であり、雇用

５．ヘルス・ボランティアを論じる

や経済生産の面からみても企業と遜色のない活発

ヘルス・ボランティアには、大きく３つの特色が

な社会活動を展開している。ここでは、Korten に

あると考えられる。ひとつは、選択権があること

よる NGO の分類に基づき、NGO を組織論の立場

である。参加する自由、参加しない自由、そして、

から整理しておきたい８）。

いつでもやめることのできる権利である。つぎに、
自発性に基づくことである。献身的に関わるといっ

①ボランティア組織

Voluntary Organization: VO

た崇高な意思はまったく必要ないが、少なくとも自

共通の価値観に基づいて何らかの社会的使命

ら手を挙げる必要がある。他人から強制される形

（ミッション）を達成することを目的とする組織で

のボランティアは存在しない。最後に、ボランティ

ある。阪神淡路大震災のまえの 1993 年に、厚生省

ア活動を行うことで何らかの益があることを強調

中央社会福祉審議会が提唱した「個人の自由意志に

しておきたい。達成感や爽快感といった主観的なも

基づき、その技能や時間をすすんで提供し社会に貢

のだけでなく、コミュニティや家族からの賞賛、地

献すること」という定義に最もよく適合している。

域からの名誉など、種々の益が伴うものである。

ただ、組織の規模が大きくなり、公的資金などが投

日本では無償性が強調されすぎる傾向がある。多

入されるに従い、公共サービス団体との境界が不鮮

くの国でボランティア活動が無償の慈善活動から

明になっている。

組織的な社会活動に発展する過程で、無償性とい

②公共サービス団体

Public Service Contractor: PSC

うレッテルが削られるようになった。また、日本

市場原理に従って公益事業を請負い実施する非

では時代を先取りする先駆性などをあげる場合も

営利団体である。例えば、社会的な使命と市場の

あるが、多くの国ではすでに方法も開発され、活動

シェアの選択を迫られたとき、ボランティア組織は

内容にも定評のある、安心して行える活動を継続的

前者を選び、公共サービス団体は後者を選択すると

に行っているボランティア活動が少なくない。決し

説明される。

て、先駆性や無償性はボランティアにとって必須条

③住民組織

件ではない。

People’s Organization: PO

組織メンバーの利益への奉仕を主軸にした互恵

アメリカ合衆国では、1960 年代にはボランティ

性をもち、メンバーがリーダーを常にチェックする

アは「無報酬でパートタームで暇な時間に人々が

民主的な構造をもち、部外者の指示や資金に依存し

参加する組織」と定義され、クラブや宗教的慈善

ない自立性を備えた当事者組織である。日本の例で

団体などが例示された。当時は、経済的にも精神

は、町内会や患者会などが相当する。途上国におい

的にも余裕のある人たちが自発的に参加する非営

ても、ヘルス・ボランティア、医薬品回転資金など

利組織（NPO：Non-Profit Organization）であり、キ

種々の保健医療に関する住民組織ができている。

リスト教文化と市民社会の伝統を基盤にしてボラ

④政府系 NGO

Government-oriented NGO: GONGO

ンティアが発展してきた。1970 年代に入り、参加

政府が作った、政策実施の道具として機能する

participation という概念の重要性が強調されるよう

組織である。日本の国際 NGO の中にも政府や政党

になった。そして、個人の私的領域と政府などの公

と深いつながりをもつ NGO も存在している。また、

的機関の活動とを媒介するという社会的役割の重

途上国では、表向きはボランティア組織や住民組織

要性が認められてきた。社会学的にいえば、個人の

の装いをしているが、実際には政治家や政府高官

私的生活に一定の安定をもたらす機能だけでなく、

が意のままに操ることのできる政府系 NGO も少な

都市化、産業化、官僚機構の成熟による社会的疎外

くない。途上国のローカル NGO と協力するときは、

７）

感を緩和する側面をもっていた 。

この政府系 NGO の存在を考慮する必要がある。
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一方、日本では「ボランティア」という言葉は

スウェーデン市民にいわれたという

。

11）

なかったが、長い間にわたり「ボランティア精神」

ひとりひとりの市民の生活や安全を保障するた

は息づいていた。古代から中世にかけて、大陸から

めの行政サービスと、自分の意志によって参加し、

伝来した儒教思想や仏教思想に基づく「救済事業」

そこに生まれる人間関係を楽しむボランティアは

９）

や「慈善事業」が行われてきた 。奈良時代には「悲

本質的に異なったものである。インドネシアの村の

田院」や「施薬院」が建てられ、鎌倉時代には僧侶

ヘルス・ボランティアたちの心意気に、私たちが

の忍性が「北山十八間戸」というハンセン病患者の

学ぶ時機が到来している。行政とは協働するが行政

救済施設を修築した。キリスト教の伝来とともに、

の歯車に取り込まれることなく、自発的な自由意志

ポルトガル人宣教師のアルメイダは大分市にわが

で楽しみながら、地域社会からの敬意を励みにゆっ

国で初めての洋式の病院とともに、育児院を建設し

たりと続けられるようなボランティア活動がます

た。明治時代以後も、貧民救済を掲げたセツルメン

ます広がってほしいと思う

ト運動が活発に行われ、関東大震災においてはこの
ような市民や学生による活動が大きな役割を果た
した

。
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布

村

幸

彦（公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会）
今から大会後のレガシー

１．東京 2020 大会の目指すもの

夏季大会としては、56 年ぶりに東京にてオリン

をしっかり考える

ピックが開催されます。また、夏季大会として、同
じ都市で初めて二度目のパラリンピックを開催す
る栄誉を担うことが出来ます。

東京 2020 大会のレガシーとして何を未来の世代
へ、社会へ継ぐことが出来るのでしょうか。例えば、

この好機に東京 2020 大会は大会ビジョンとして、

最先端のテクノロジーで日本らしいおもてなし－

『スポーツには世界と未来を変える力がある』を揚

携帯型自動翻訳器で言葉の壁を超える、街のバリ

げ、①自己ベスト、②多様性と調和、③未来への継

アフリーの定着から心のバリアフリーへ、そして、

承

スポーツボランティア文化の定着などの実現を目

をキーワードに位置付けています。
スポーツの力

－一人ひとりの内面を、そして、

指したいものです。

社会を大きく変える力があるのではないでしょう
か。2011 年は文部科学省のスポーツ青少年局長と
して震災復興の仕事に携わりながら、文字どおり、
スポーツの力を実感した年でした。

２．新しいスポーツの楽しみ
－スポーツを支える楽しみ－

東日本大震災の年の 6 月、
「スポーツ基本法」が

復興の過程の中で、多くのボランティアの中にア

制定されました。震災の谷間に小さいスポーツ文化

スリートが加わっていました。ドイツ・フランクフ

の花が咲いた、と語られた記憶があります。スポー

ルトでのなでしこジャパン（女子サッカー）の不屈

ツ基本法を受け 2012 年に策定された「スポーツ基本

の姿勢が生んだ、ワールドカップ優勝

計画」では、スポーツボランティアという言葉とと

－日本ファ

ンのみならず、世界から応援がありました。

もに新しいスポーツの楽しみ方として「する、観る、

昭和 39 年の大会 －日本は新幹線や高速道路など

支える」楽しみが語られ、
スポーツを実践する楽しみ、

のハード面でも、ソフト面でも大きく変わりました。

スポーツを観て、応援する楽しみ、そして、指導者

ゴミ収集で街が清潔になり、ママさんバレー、実

やスポーツボランティアとして、スポーツを支える

業団、スポーツ少年団もレガシーになっています。

楽しみにも着目して、新しいスポーツ文化の定着、

東京 2020 大会は何を日本人に、日本社会に、そして、

スポーツ文化の拡がりへの期待が記されています。

アジア、世界に何をもたらすことが出来るのでしょ

スポーツを「支える人の重要な要素であるスポー

うか。そのようなことを考えながら、東京 2020 大

ツボランティアは、地域スポーツクラブ等のスポー

会は三つの拡がりを持った大会を目指しています。

ツ団体において、日常的に運営やスポーツ指導を支
えたり、国際競技大会や地域スポーツ大会等の運営

ア

分野的拡がり － ス ポ ー ツ の 祭 典 で は あ る
が、文化・芸術プログラム、

層の活躍が期待される」として、新たなスポーツ文

環境問題の提起や最先端

化の担い手としてのスポーツボランティアの意義

のテクノロジーでのサプ

と重要性が明文化されています。

ライズによる盛り上げ
イ

地域的拡がり － 東京 2020 大会ではあるが、
被 災 地 復 興 支 援 そ し て、
ALL JAPAN での盛り上がり

ウ

を支えるなどしており、スポーツ推進のために、一

時間的拡がり －東京 2020 大会に向け、文
化プログラムを積み上げ、
大会の盛り上げにつなげ、

併せて、大学に対しても「大学においては、学生
によるスポーツボランティア活動を支援すること
が期待される。」と書き込まれています。
現在でも、市民マラソン大会をはじめ、国内外の
スポーツ大会ではスポーツボランティアが活躍さ
れ、スポーツを支えていています。
東京 2020 大会を通じて、スポーツボランティア
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活動に対する国民の方々の関心が高まり、新しいス

アが、優雅に本当に素晴らしい活動をし、それは

ポーツボランティア文化の定着につながることを

間違いなく大会の顔であった」という言葉で大会

願っています。

ボランティアを評価しています。

３．オリンピック・パラリンピック大会と
ボランティア

* 二宮 雅也「スポーツボランティア読本『支えるスポーツ』
の魅力とは？」（『悠光堂』、2017 年、40 ページ）。

東京 2020 大会を、東京 1964 大会のように、人々

の心に深く残る歴史的な大会となるためには、国民
一人ひとりに大会成功の担い手になっていただく
ことが必要不可欠です。
オリンピック・パラリンピックでは、過去大会に
おいても、多くのボランティアが大会の成功を支え
ました。ロンドン 2012 大会ではボランティアを含

４．東京 2020 ボランティア戦略

2016 年 12 月に組織委員会は東京都と共に、「東

京 2020 大会に向けたボランティア戦略」を作成し、
募集や研修運営のあり方、参加者の裾野拡大等につ
いての基本的な考え方を公表しました。
現在、この「ボランティア戦略」に基づいて、関

むスタッフを「Games Maker」
（ゲームズ・メーカー）

係機関と調整し、2018 年夏頃の募集開始に向けた

と呼び、大会そのものを作り上げる一員として、そ

準備を進めているところです。

れぞれが誇りを持って活動し、大会を成功に導いた
と言われています。

ここでは「ボランティア戦略」について触れさせ
ていただきます。

一方、リオ 2016 大会では、ボランティアが黄色

まずは、ボランティアの方々には、日本人の強み

や緑の明るい色のユニフォームに身を包み、歌やダ

である「おもてなしの心」や強い責任感を持って、

ンスを楽しみながら笑顔で活動し、多くの人を笑

自らの役割を心から楽しんでいただき、大会全体の

顔にしていたのを拝見しました。まさにボランティ

雰囲気を盛り上げていただくことを期待していま

アの方々の存在、そしてその一人ひとりの活躍が、

す。東京 2020 組織委員会としては、大会成功の担

それぞれの大会の成功に大きく寄与していました。

い手でもあるボランティアの方々に最大限の力を

東京 2020 大会では、11 万人以上のボランティアに

発揮していただくためには、研修を充実させ、知識、

活躍いただく予定で、全員が「大会成功の担い手」

接遇、マナーを習得していただくことが大切であ

として、責任感をもって生き生きと役割を全うする

り、又、ボランティアの方々のモチベーションを高

ことが重要です。

めていくことも重要と認識しています。

また、ロンドン 2012 大会の組織委員会会長のセ

東京 2020 大会では様々な方々にボランティアと

バスチャン・コーはボランティアについて、次のよ

して活躍いただきたいと考えており、ボランティア

うにコメントをしております。

は大きく「大会ボランティア」と「都市ボランティ
ア」の 2 種類に分かれます。

「Volunteers are the lifeblood of the Olympic Games

「大会ボランティア」は、直接大会運営に携わる

and part of the DNA of thousands of people in this

ボランティアで、東京 2020 組織委員会が担当しま

country」

す。その役割は競技会場、選手村等大会関係施設で

「ボランティアはオリンピックの血である」とい
う言葉で表現し、オリンピック後には、記者会見
で次のようにコメントをしております。
「Our volunteers have been sensational.They`ve had
boundless enthusiasm,goodwill,numour – they`ve
done it with grace.And they have in large part been the
face of these Games」

ボランティア学研究

言語サポート等があります。
一方、「都市ボランティア」は、東京都などの自
治体が担当します。空港や主要駅、主要観光地等に
て、国内外からの旅行者に対する観光交通案内を行
うほか、競技会場の最寄り駅周辺における観客への
案内等を担当します。
大会ボランティアと都市ボランティア、あわせて
11 万人以上の活躍を期待しています。

「熱意と善意とユーモアを兼ね備えたボランティ
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きたいと考えており、障がい者や学生、働く世代・

タイミングでネーミングを策定する予定でもあり、

子育て世代に参加しやすい環境作りを検討してお

決定方法等を検討しております。大会後のレガシー

ります。なかでも、大学生がボランティアの中核を

として、関係機関とも連携し、大会後もボランティ

形成してもらいたいと期待しております。

アとして活躍できる仕組みを検討し、ボランティア

大会ボランティアの募集の条件は現在詳細を検
討中ですが、現時点の応募条件としては、下記の点
があげられます。
（１） 平成 32（2020）年 4 月 1 日時点で満 18 歳
以上の方
早朝や夜間の活動があることなどを踏

文化の定着を目指します。
最後に今後のスケジュールについて、触れさせて
いただきます。過去大会にならい、大会の 2 年前の
2018 年夏頃に募集を開始し、書類選考、面接を経て、
大会の 1 年前ごろから研修を実施し、2020 年の大
会を迎える方向で検討しています。

まえ、年齢を 18 歳以上としています。
（２） ボランティア研修に参加可能な方
大会ボランティアとして活動いただく

５．初の取組となる「大学連携」

ここまで、ボランティアを中心に話を進めてきま

ためには、事前に研修を受講いただくこ

したが、東京 2020 大会に向け、東京 2020 組織委員

とが必要となります。

会として取組んでいる「大学連携」について、言及

（３） 10 日以上活動出来る方

したいと思います。

研修を受講いただいたり、ユニフォーム

スポーツ基本計画では、「大学については、学生

を受け取っていただいたりと、いろいろ

のスポーツボランティア活動を支援することが期

な機会をご提供させていただくことも

待されている」と記されていました。東京 2020 大

あり、過去大会を参考に 10 日以上で活

会は 2020 年 7 月～ 9 月が大会期間ですので、授業、

躍していただければと考えています。

試験や就職活動が時期的に重なってしまいますの

（４） 日本国籍を有する方又は日本に滞在する
資格を有する方

で、学事日程を是非、工夫していただきたいとい
うのが、期待したい役割の一つです。しかしなが

旅行者等も含め日本へ入国する資格の

ら、大学の持っている力、期待したい力は、そこに

ある方が該当します。

留まるものではありません。人材としては、スポー

（５） チームとして活動したり、情熱をもって最
後まで役割を全うできる方

ツのみならず、文化、経済、テクノロジーをはじめ、
総合的な学術などあらゆる分野の専門的な人材が

ボランティアはチームで動くことが多

集積しており、かつ学生という若い世代が存在して

いため、お互いを思いやる心を持って、

います。また、施設面でも、素晴らしいキャンパス

チームで活動していただき、大会成功に

やスポーツ施設が集積しています。先述の三つの拡

向けて情熱を持って最後まで活躍いた

がりをもった大会を実現するために、大学の有する

だける方を考えています。

総合的な力をお借りしたい、お貸しいただきたいと
いうのが「大学連携」のスタートです。

また、ボランティアの方には、様々な研修の機会

昭和 39 年の大会でも、学生、教職員の方々がア

を提供する予定です。ボランティア全員に共通な

スリートとして参加されていますが、語学サービス

研修として、接遇や「おもてなしの心」、
「責任感」、

のボランティア、競技ボランティア、各国選手団が

「大会概要」等について説明する共通研修を実施す
るほか、リーダーシップ研修、役割別研修、会場別
研修などを実施する予定です。
ボランティアの機運醸成・裾野の拡大も重要な
テーマでもあり、ボランティアが大会運営の重要な

行う事前キャンプなどで大学、学生が大きく貢献さ
れていました。
東京 2020 大会ではより拡がりを持って、大学に
学生を参画いただいて、一緒になって大会を作り上
げたいと願っています。

担い手であること、また、他では得られない感動を

206 の 国 と 地 域 か ら 来 日 さ れ る 選 手 団 は、 文

体験できる貴重な機会であることを広く知ってい

化、宗教、食習慣、生活様式など正しく「多様性」

ただくように工夫をしていきます。また、適切な

（diversity）そのものでしょう。例えば、留学生の方々
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が母国の選手団を支えていただければ、選手団も

て、若者の参加を高めようと努力しています。テレ

心強いのではないでしょうか。障がいをもったアス

ビゲームを多人数で実施して、それを大画面で展開

リートに医療福祉系の学生が介助のサポーターと

して楽しむ「e スポーツ」も出現しています。スポー

してついていただければ学んでいることを実体験

ツ文化も変わってきていますが、若者とボランティ

できる良い機会となるのではないでしょうか。

ア活動という観点に立つと、私の知る限り日本では

ボランティアスピリットとは何か、オリンピッ

若い世代をはじめとするボランティアが定着して

ク・パラリンピックとは何かを伝えようとしている

きているのではないでしょうか。何を為すべきか分

中、実体験するだけでも生きる力となるのではない

からないという時代は変わり、自然災害や事故など

でしょうか。既に実践に向けて、動いていらっしゃ

での住民の方々の窮状を知り、行動に移される方が

る大学もありますが、ボランティア活動を大学とし

増え、組織的な受け入れ態勢も整いつつあるのでは

て評価して、単位認定していただければ、大学連携

ないでしょうか。

の実践となると思います。
これまで、大学連携の取組としては、意見交換の
場としての地域巡回フォーラム、学生として “ リオ

東京 2020 大会は、そのようなボランティア文化
の流れを一層加速する、好機となりうるのではない
でしょうか。

2016 オリンピック・パラリンピックに参加 ”、や学

ボランティア 11 万人以上という規模の大きさも

生主催の “ 学園祭 ” としての盛り上げなどのテーマ

一つの要因となりうるでしょう。11 万というのは

を持ったディスカッションのイベントを重ねて来

大会運営ボランティア８万人と東京都の都市ボラ

ましたが、学生にとってオリンピック・パラリン

ンティア 3 万を足した数字ですが、それに東京都以

ピックと結び付く実のある活動につないでもらい

外の開催地での観光ボランティアや 100 日以上で全

たいと考えています。

国展開される聖火リレーでのボランティアなど、規
模の大きさとともにボランティアも全国的な拡が

６．ボランティア文化の定着に向けて

りを持っています。

レガシーとしてのボランティア文化の定着に向

また、これまでスポーツボランティアとして請っ

けて、ボランティアの要件としては、自主性、主体

ていましたが、活動分野は競技大会の運営だけでは

性、社会性、公共性、無償性、無給性などが整理さ

なく、言語の壁を超える言語サービス、文化・生活

れ語られています。かつて、文部科学省では、ボラ

習慣の壁を超える支援、障がいの壁を超える介助ボ

ンティア活動の意義、役割に鑑み、中学生時代にボ

ランティアなど、生きることそのものを支える拡が

ランティア活動を体験することを義務付けしては

りを持った活動範囲があります。そして、新しいス

どうか、という議論がなされたことがありました。

ポーツ文化の方向性として「スポーツを支える楽し

しかし、自主性、主体性という要件と反するのでは

み」を紹介しましたが、スポーツボランティアには

ないか、という議論もありましたが、とにかくボラ

“ 楽しみ ” が加わると思います。

ンティア活動を体験して、ボランティアとは何かを

東京 2020 大会に向けて、今夏頃からボランティ

考えるキッカケにしては、ということで実施に踏

アの募集が開始されます。日本国中からボランティ

み切った記憶があります。また、我々も清掃活動、

アに参加をいただき、多彩な活動を楽しんでいただ

ゴミの分別、駐車場での誘導などの役割を担うボラ

く。学生ボランティアの養成から単位認定の支援ま

ンティアに対して、拒絶反応が出たらどうするか、

で全国の大学のご協力をいただく。それが、次の世

ということも悩んだことがあります。（一方で、清

代、日本の社会を変える力になることを願いつつ、

掃活動を自発的に行う NPO 法人が自ら手をあげた

取組んでまいります。

いという声もいただいています。）
また、若い世代のスポーツ離れも存在します。オ
リンピックでも若い世代の関心を高めようと、東
京 2020 大会ではサーフィン、スケートボード、ス
ポーツクライミングなどの新種目を追加して、アー
バンスポーツフェスティバル的な要素を醸し出し
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特集：国際ボランティアと大学連携
「ボランティアリズムによる人づくり」（分科会）

「ボランティアリズムによる人づくり」（分科会）
玉
【はじめに】

城

直

美（沖縄キリスト教学院大学）

教授）、本村真氏（琉球大学・教授）、山内彰氏（沖

全国大学コンソーシアム協議会と一般社団法人大

縄女子短期大学客員教授、元沖縄県教育長）が、沖

学コンソーシアム沖縄による共催の下、平成 29 年

縄の地域や大学等におけるボランティア活動とそ

10 月 7 日（土）
、8 日（日）の 2 日間にわたり、沖

の取り組みに関する実践発表をした。分科会会場に

縄科学技術大学院大学（沖縄県恩納村）において、

は沖縄をはじめ、北は東北、関東、九州など全国か

「大学コンソーシアムとボランティア」をメインテー
マとし、第 14 回全国大学コンソーシアム研究交流

ら集まった参加者（大学教職員）が約 40 名参集した。
以下その要約を掲載する。

フォーラムが開催された。
1 日目のシンポジウムでは、まず Olivier Adam 氏、
Agnes Chan 氏に加えて、中村安秀氏（大阪大学 名
誉教授、甲南女子大学教授、国際ボランティア学会

【実践発表】

１．ボランティアリズムの可能性

（小川寿美子）

会長）、木村泰政氏（UNICEF（国連児童基金）東

はじめに小川寿美子会員（名桜大学教授）から

京事務所代表）、布村幸彦氏（公益財団法人東京オ

は、ボランティアリズムの定義や考え方から名桜大

リンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

学生の海外ボランティアの事例についての発表を

副事務総長）、今井絢一氏（関西学院大学社会学部

行った。

4 年生、国連ユースボランティア）らボランティア

ボランティアの基本的な定義を、本学会の内海先

実践者が「大学コンソーシアムとボランティア」を

生、中村先生らの「国際ボランティア論」より引

キーワードに発表した。また、総合司会を小川寿美

用し、①自発性、②非営利性、③利他性、④公共

子・国際ボランティア学会理事（名桜大学教授）が

性とし、さらに応用発展的な定義として⑤創造性、

務め、会場との質疑応答も活発になされた。

⑥専門性、⑦選択権の有無（参加する・しない・や

2 日目の分科会では 5 つのグループに分かれた。

める自由）を紹介した。併せてボランティアリズム

第一分科会では「持続可能な発展と環境法政策」、

（Volunteerism）について、幸福の促進（信頼、助け

第二分科会では「ボランティアリズムによる人づく

合い等）、人間開発（連帯、エンパワメント等）の

り」、第三分科会では「産学の「連携」から「共創」へ」

視点から話された。

第四分科会では「地域貢献とボランティア」、第五

何故、現在の日本において互いにボランティア・

分科会では「災害時に活躍できる学生ボランティ

ボランティアリズムが必要であろうか、一つは日本

ア育成の現状と展望 ― 京都、秋田における防災教

の人口変遷に関して、1970 年から 2050 年未来予想

育の取り組み事例から ―」であり、それぞれの会

に至る人口の深刻な減少と少子・超高齢社会につい

場で実践発表や参加者とのディスカッションが展

て解説があった。小川氏は、これまで名桜大学で教

開された。本学会長の中村安秀氏、本学会理事の小

鞭をとる傍ら、多くの学生を海外に送り出してき

川寿美子氏が全体会や分科会で重要な役割を担っ

た。一つの方法として、青年海外協力隊員へ派遣さ

ており、これからの本学会活動への期待も込めて、

れ成長する学生との出会いから以下の過程が見え

国際ボランティア学会の学術誌に寄稿する。主に

てくると語られた。

本稿は、10 月 8 日（日）の第２分科会「ボランティ
アリズムによる人づくり」に関する内容である。

ボランティアリズムによる人づくりは、他者や
世界とのつながり上手になる、殊に国際ボランティ
アは自己変革の３つ、即ち①「自己解凍」（肩書き

【分科会概要】

を捨て、「素」の私が真剣勝負の異文化の場で、六

第 2 分科会は、「ボランティアリズムによる人づ

感を駆使）、②「変化」（自分の殻を破り、変化の過

くり」というテーマで、小川寿美子氏（名桜大学・

程で自己発展）、③「汝を知る」（自分を俯瞰的に見
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つめることにより、他者に対する気くばり力が高ま

か、内閣府で平成 28 年度から実施している「沖縄

り、他者や世界とつながり上手になる）の各ステッ

子どもの貧困緊急対策事業」では、県内各市町村で

プへの発展を助長するという。またボランティア

子どもが安心して過ごせる「居場所」の運営支援が

リズムを高めることで、人は “ 生きる力 ”（自尊心、

実施されている。また、既述したようにこの対策事

積極性、雅量）を獲得できるという結論で発表を締

業の一環として内閣府が沖縄県に補助金を交付し、

めくくった。

沖縄県が大学コンソーシアム沖縄に事業を委託し
て「学生ボランティアセンター」の活動が開始し

２．福祉のボランティアリズム
－子どもの貧困を通して

た。更に各居場所や本活動に理解を示した企業の協
（本村真）

力も得ながら、2016 年 5 月より活動が始動された。

本村真氏は、沖縄の子どもと貧困の現状について

自己肯定感の低い子どもたちに寄り添う形で、学生

解説をし、子どもの居場所づくりからそこを見守る

らによるボランティア活動を通じ、学生の自己解凍

学生ボランティア活動について発表を行った。尚、

が生じ、個人の成長につながる互いのよりよい関係

詳細は、次章の本人の論文を参照されたい。ここで

づくりにつながるボランティアセンターの運営に

は骨子のみを記載する。

関する発表であった。

まず、2015 年に実施された沖縄県の実態調査結
果、即ち子どもの貧困率が 29.9％であるという結果
は、県民を驚愕させる社会的な課題であったことを

３．教育のボランティアリズム
－「肝高の阿麻和利」を通して

（山内彰）

紹介した。発表内容は、沖縄県の貧困実態調査の報

最後に地域における教育のボランティアリズム

告の紹介、関係者へのヒアリング等の調査結果（一

の事例として、山内彰氏は、学校・行政や地域を巻

人親世帯を対象とした社会的サービスにおける状

き込んだ、地域ぐるみの子ども支援から子どもの社

況）について解説があった。

会参加に至るボランティア活動の発表をした。

貧困化から生活の低下が生じ、そこから負のスパ

それは山内彰氏が、現職の教員時代から関わり、

イラルが発生するなかで、子どもの自己肯定感であ

現在もサポーターとして見守る「肝高（きむたか）

る 3 つの力（①踏ん張る力、②チャレンジする力、

の阿麻和利（あまわり）」という中高生が主役の現

③適切な方法で他者に頼る力）が低下する実態を紹

代版組踊を支援する活動に関する説明であった。舞

介し、社会全体の余裕の無さ等による「回復の場」

台公演は、沖縄県中頭郡勝連町（現うるま市、沖縄

の喪失（かつては保護者の関わり以外で子どもの希

本島の中部に位置する）の中高生が出演者の中心で

望や自己肯定感が回復 していた面もあっただろう

あり、伝統芸能の組踊を現代風（公演ポスター参照）

が、現状としては社会が悪化している）を以下のよ

に創作（舞台劇）したものである。約 18 年前、山

うに分析した。

内彰氏は沖縄県の 5 か所あるうちの一か所である中

１つは教師の多忙化・多忙感による子どもとの

頭教育事務所の所長として勤務していた。行政官と

関わりの低下、例えば報告書の提出、会議、部活、

して地域の学校

行事への対応、保護者への対応など、教師の多忙に

や社会教育に関

より子どもを「引っ張り上げる力」が低下したこと。

わり、貧困・学力

２つめに、他の仲間にも余裕がなく（塾、お稽古）

低迷・自己も地域

子ども同士のサポート「引っ張り上げる力」も低下

も愛せない子ど

したこと。３つめに、若年労働者の労働環境の悪さ、

もがいる現実に

即ち搾取を行わないと維持できない零細企業に務

衝撃を受けた。そ

めると、搾取を前提とした犯罪（性犯罪含む）に巻

の解決策として

き込まれ、従来であれば、その子の将来を考えてサ

沖縄の伝統芸能

ポートしていた「親方」が減少したこと。故に、若

「組踊」の舞台を

者を使い潰さない社会の構築が急務であるとの説

つくり、そこで子

明があった。

どもたちが主役

このような沖縄県の「子どもと貧困」の実態のな

36

ボランティア学研究

Vol.18

になり、自己肯定

「ボランティアリズムによる人づくり」（分科会）

感を少しでも高めてもらおうと考え、行政の立場か

る学生の概要および変容について説明した。「学生

ら仕掛けづくりに携わった。そのプロセスである人

ボランティアセンター」は、内閣府からの補助金事

員体制の整備、資金作り、子どもたちの成長の様子

業として発足、さらに 2016 年度は県内大手企業の

についての発表であった。
「肝高の阿麻和利」の舞

寄付を受け 2400 万円弱受けて発足している。また、

台公演は 2000 年に一度限りの講演を予定しており、

センターに参加してくる学生は、子ども支援には

当時は教育事務所等の支援を受け勝連町教育委員会

興味はあるが経済的な事情でアルバイトせざるを

の事業であったが、子どもたちをはじめ、その親や

得ないものが大半であるため、時給 700 円を支給し

地域がその継続を強く希望し、現在は補助金、助成

ている。少し弱いなという学生が、体当たりしてく

金の支援を受けずに単独で上演を継続、2017 年現

る子どもたちの前で自己解凍せざるを得ない状況

在までの公演回数は 300 回を超え、観客動員総数は

が生まれてくる。さらに問題行動があり、自己肯定

17 万人以上、今まで沖縄県はもとより、県外や海

感の低い子どもたちも年齢の近い、にーにー、ねー

外（ハワイ）でも公演を経験している。出演者は高

ねー（沖縄語のお兄さん、お姉さん）が自分の名前

校を卒業すると、舞台公演からも卒業する。つまり

を覚え、一緒に遊び、頑張りを認めてくれる、つま

毎年、新たな中高生ボランティアにより構成されて

り寄り添ってくれる人として学生を認識していく

いる、次世代継承度や持続性の高い地域活動である。

過程で、ボランティアの相互作用が生まれている。」

そのボランティア活動を継続するうえで大切に

次に山内氏は、「肝高の阿麻和利」の主役を演じ

していることは、①舞台の手作り性（地域の保護者、

た H 君の変容について紹介した。レッテルを張ら

機材の調達、衣装制作、資金調達等、現役の参加学

れた地域に嫌気をさし、中学を卒業したらこの地

生の保護者および、舞台を卒業した OB 会も継続し

域を離れたいと思っていた H 君が、舞台に関わり、

て活動に関わっていく仕組み）、②地域に根ざした

さまざまな生徒との出会い、地元の支援、主役を演

活動（地域に眠る歴史的なストーリーの掘り起こし

じる中で地域と関わる意識が変化していった。高校

が、地域への誇りにつながる。伝統芸能、歌、三線

は地元、大学は県外、そこで演劇を専門的に学び、

についても、地域にはプロ級に奏でることができる

現在は沖縄に戻り、離島の伝統文化を掘り起こし脚

大人が存在し、それを子どもたちに伝えてもらうこ

本づくりに携わる 31 歳の青年に成長した。

と）、③平和的活動（戦後復興の中で、沖縄の芸能
は重要な役割を担っており、子どもたちの心の中に
平和の砦を築いていく手段として、文化芸能を軸と
した青少年活動）である。④平和的活動に関しては、

２．ボランティア活動やそれに関わる学生
の後押しについて

小川氏は、学生や若者に対して、ボランティアリ

「肝高の阿麻和利」の団体（あまわり浪漫の会）は

ズム（自発性）のきっかけをどのように作り、その

その功績を認められ、日本ユネスコ協会により「プ

結果、彼らがやる気を起こしたかについての経験を

ロジェクト未来遺産」に認定された。それらの活動

語った。大学教員として学生と関わる際に意識して

から生まれるボランティアリズムとして、本活動を

いることとして、躊躇して前に進むか悩んでいる学

継続的に上演していくための、地域の支援、保護者、

生に対して、ポンと後ろから軽く押すようにしてい

上演先の支援者、卒業 OB 等多くの人との出会いと

るとのことであった。それをある学生は（先生に）

いった大きな見えない支えのもと、舞台に出演する

「騙された」と表現するものもいる。自発性つまり

現役の中高生たちは、自ら資金造成に関わり、地域

自分から自ら動くということを尊重しつつ、気持

を大切にする心（清掃活動や、地元勝連城址の地震

ちがありながらも一歩前に踏み出せない人の後ろ

崩落に対する再建募金活動など）が育まれ、地域活

からポンッと、ライオンの子どもを崖から落とすよ

性化の原動力となっている。

うな感じではなく、少しだけ力をかけてあげるこ
とで随分その学生の人生がより良く変わることを、

【ディスカッション】

１．今までの活動の中で会場と共有したい
と思った子どもや学生の変容について

まず本村氏が、学生ボランティアセンターに関わ

教員生活で長年体験してきた。学生が前進するため
前に傾斜しているところを、さりげなくポンッと押
してあげると、学生は「あ、自分がやったんだ！」
「自分にもできる！」という気持ちを持って前進す
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る。この引っ込み思案の自発性にちょいと勢いをつ

援型」のそれぞれのリーダーに出会えて支えあっ

けられたことを、学生は「騙された」と表現をする

た。3 つめに、行政の支援で何をやるのか、その地

のかもしれない。「騙す、騙される」の表現に関し

域しかできないものをしっかり見据えて仕組みを組

て、行動経済学では「ナッジ：NUDGE」という概

み立てることを重視した。
「肝高文化教育ポートフォ

念と重なる。今、行動経済学は私の専門である公衆

リオ作り」をプロジェクトとして進めた。

衛生学にも影響を及ぼしていますが、内向きのボラ
ンティアリズムを表出するためにもその人の良か

【発表者から結びの挨拶】

れと思うことを仕掛けてあげる、「NUDGE」（ポン

ディスカッションを受け、会場からの質問、各地

と勢いをつけてあげる）が教員の一つの使命である

域の取り組みを提案し、意見交換が活発に交わされ

と思う。

たが、本稿では割愛し、発表者のまとめの発言を掲

本村氏は、本人も恩師が自分の一つのモデルと
なっているとの説明の後、学生を後押しするとき

載する。
小川：アルバイトとボランティアの違いに関する

に「遺伝子の自己実現」を重視していると説明した。

質問があったが、ボランティアは、その人がそれに

即ち、一人ひとりどの方向に芽生え、進もうとして

関わりたいという意思の存在が第一であり、お金が

いるのかは個性がある。学生には幼稚園のとき何

貰えるか否かは二の次であると思う。一方、アルバ

が好きだったか、その時にやりたかった、放ってお

イトは行為者が賃金・報酬を第一義的と考える業務

いてもやっていた方向性で大人になっても、あなた

形態である。今日、ボランティア活動に交通費や食

の身体が一番喜ぶんじゃない？といった形で説明

費などが考慮されるようになってきたが、まだまだ

を行う。基本的にどの方向に進みたいのかを見て、

「無償で働くのが当たり前」という風潮がある。日

その上で「ほたる」のように、こっちの水甘いよ

本の社会ではまだ「ボランティアやらない？」とい

と言うのと同じように、甘い水を望んでいる子には

う言葉の中に ‘ タダで働かない？ ’ という意味で語

できれば甘いよと誘い、塩っぱいのが欲しいという

られることが多い。

学生には、こっちが塩っぱいよ、と対応している。

ボランティアリズムの志を促進するためにも、市

幸いにも私が教える専攻（福祉）の学生は人に関わ

民が自発的に社会にコミットする気持ちを絶やさ

りたいという願いを持った学生が多く、すでにボラ

ないためにも、ボランティア（〇自発性、× 無償性）

ンティアの芽が出始めているので、そこは小川先生

本来の言葉の意味が広く世間に理解されていくよ

と同じく、場をセッティングして、教員から言われ

うな仕組みづくりを模索すべきである。

ると断りにくいというところも活用しながら、一歩
ちょっと現場に足を踏み入れて、その結果楽しかっ
たから次も、と続くことを期待している。

山内：沖縄は島国であり、地域とあるいは交易、
大交易時代というものをもっている。語源を辿ると
「ボランティ (Volunte)：喜びの精神」である。沖縄
の子どもには脈々と育まれており、外から来る人に

３．子どもたちを支援するうえで、行政、
親、地域が変わっていくことによる
ハードやソフト面の持続性について

は歓迎である。そういう精神を、これからも学生た

山内氏は、教育行政職の経験から 3 つのことを学

して設定したが、それを高めるための最初のステッ

び実践してきた。1 つは、地域の実態と子どもに返

プとして、子ども自身が「できた」という体験を

るということ。地域の実態を見て、学力も低い、地

積み重ねることである。そのために学生ボランティ

域のネガティブなレッテルといった表面を見てい

アが「にぃにぃ、ねぇねぇ」として関わるというこ

るだけでは何も変わらない。地域を見据えるために

とで、達成したい。次のステップとしては、でき

も、その地域の実態を数字から判断し、直接その地

たことが「誰かの役に立つ」というヌチグスイ（沖

域住民と対話することで見えてくることがある。2

縄語の「命薬」と明記し、生きるための大事な処方

つめは、リーダー力の理解である。リーダーは４タ

箋という意味）とあるように、自分がやることが

イプあり、幸いなことに「肝高の阿麻和利」を作り

他の人の為になる、それがまた自己肯定感の向上に

上げていく中で「発想型」、
「創作型」、
「演出型」、
「支

つながる、地域活動に貢献できるようなボランティ
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ちにつなげていきたい。
本村：発表の内容に自己肯定感を一つのテーマと

「ボランティアリズムによる人づくり」（分科会）

アセンター作りを模索していきたい。
【おわりに】
全国大学コンソーシアム研究交流フォーラムは
「大学コンソーシアムとボランティア」と題し、全
体会および各分科会において「ボランティア」の視
点を様々な地域、組織、国内、国際レベルで発表、
それぞれが考える機会となった。その中で第 2 分科
会「ボランティアリズムによる人づくり」は、沖縄
の地域の課題（子どもと貧困）、地域の人や伝統文
化による人づくり、沖縄から海外に飛び出す学生ボ
ランティア活動等の発表を織り交ぜ全国の研究者、
大学関係者の方々と議論を重ねる時間となった。
全国から沖縄に集った方々が、現場で学生のボラ
ンティア活動、地域活動と学生を結ぶ中間に立ち、
悩み、喜びながら奮闘していることも共有できたこ
とは沖縄の発表者にとっても有意義であった。
また、本会員小川氏からは全国大学コンソーシ
アム交流会の 1 日目と 2 日目に参加者に対して「国
際ボランティア学会」の研究活動の紹介や学会員と
しての参加を促していたが、全国の大学関係者、研
究者にとって「大学におけるボランティア」はこれ
からの研究テーマとして、実践の収集とその共有は
重要な意味があるだろう。本学会の果たす役割は重
要であり、これからのさらなるボランティア研究の
可能性や期待を込めて報告に代えさせていただく。
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特集：国際ボランティアと大学連携
子どもの居場所支援における学生ボランティアの役割に関する考察

子どもの居場所支援における学生ボランティアの役割に関する考察
本

村

真（琉球大学）

【要約】
本稿においては、沖縄県の子どもの貧困に関する沖縄県が実施した調査結果等の関連データや新聞報道記
事、および筆者自身が実施した関係機関・施設職員へのインタビュー結果等を踏まえて、子どもの貧困対策
において重要と考えられる支援のポイントを検討したい。そして、センターより派遣される学生ボランティ
アの活動の意義を、この支援ポイントとの関連で考察する。
【キーワード】子どもの貧困、学生ボランティア、自己肯定感、大学コンソーシアム

はじめに

との関連で考察する。

実施された「沖縄県子どもの貧困対策計画」による

１．沖縄県の「子どもの貧困」状況について

子どもの貧困率が 29.9％であるという 2015 年に

実態調査は県民の関心を引く社会的な課題となり、

沖縄県が 2015 年に実施した 2 つの調査によって、

それ以降、沖縄県および内閣府においてこの課題の

子どもの貧困の状況がより明らかとなった。一つは

解決のための具体的な施策が展開されている。沖縄

沖縄県内の市町村データを用いて子どもの貧困率

県においては、子どものライフステージに沿った切

を推計したものであり、もう一つは沖縄県内の子ど

れ目のない総合的な支援を行うため 2016 年度から

も及び子どもを育てる保護者の生活実態を把握す

2021 年度までの 6 年間を計画期間とした「沖縄県子

ることを目的として実施されたアンケート調査で

どもの貧困対策計画」が策定された（沖縄県 2016）
。

ある。本章では、沖縄県が実施したこれらの調査結

内閣府においては、全国に比べて特に深刻な沖縄の

果および、筆者が独自に実施した関係者へのインタ

子どもの貧困に関する状況に緊急に対応するため、

ビュー調査結果を用いて、沖縄県の「子どもの貧困」

前述した 6 年間を子供の貧困対策の集中対策期間と

状況について述べる。

位置づけ、市町村の子供の貧困対策支援員の配置や、
子供の居場所の運営支援等を行うための「沖縄子供
の貧困緊急対策事業」が新設された。
（子どもの居
場所学生ボランティアセンター編 . 内閣府）

1-1. 沖縄県の調査結果により示される状況
沖縄県では上記の 2 つの調査結果について、2016
年 3 月に発表された「沖縄子どもの貧困実態調査及

本稿で取り上げる学生ボランティアセンターは

び沖縄県子どもの貧困対策計画説明資料」（沖縄県

（以下、「センター」と記す）、上記の内閣府による

ホームページ、以下「説明資料」と記す ) および、
「沖

「沖縄子供の貧困緊急対策事業」の一環として沖縄

縄子ども調査 調査結果概要版」（沖縄県ホームペー

県より大学コンソーシアム沖縄が委託を受けて設

ジ、以下「子ども調査概要」と記す ) を公表している。

立されたものである。

以下、沖縄県がホームページで公表している「説

本稿においては、沖縄県の子どもの貧困に関する

明資料」と「子ども調査概要」より関連するデータ

県が実施した調査結果等の関連データや新聞報道

や説明記述を抜粋し、沖縄県が実施した調査結果か

記事、および筆者自身が実施した関係機関・施設職

ら把握できる子どもの貧困状況について記す。

員へのインタビュー結果等を踏まえて、子どもの貧
困対策において重要と考えられる支援のポイント
を検討したい。そして、センターより派遣される学
生ボランティアの活動の意義を、この支援ポイント

(1) 市町村のデータを用いた子どもの貧困率の推計
に示される状況
以下、沖縄県がホームページで公表している説明
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資料より関連するデータや説明記述を抜粋し、沖縄

その保護者を対象に各学級で調査票を配付して無記

県の子どもの貧困率の推計について述べる。上述し

名・自記式で実施された。この調査においては、児

た 29.9％という数字は子どもの相対的貧困率とさ

童手当など社会保障給付金を含んだ世帯全体の年間

れ、
「沖縄県下の 41 市町村のうち、子どもの貧困率

の可処分所得（いわゆる「手取り額」
）を聞き、そ

算出に関するデータの提供のあった 35 自治体の可

の額を基に世帯人数で調整した額（等価可処分所得）

処分所得算出用データを使用し、そのうち、すべ

を算出し、122 万円未満の世帯を貧困層としている。

てのデータが突合可能であった 8 自治体（サンプル

質問項目としては、子ども自身について「将来

A）を用いて子どもの相対的貧困率」を算出したも

の夢」
「物品の所有状況」
「友だちとの関係」
「食事」

のである。当該 8 自治体は平成 22 年の国勢調査に

「学校生活」
「子どもの自己肯定感」に関する質問が

よる沖縄県全体の子ども数に対する割合約 68% を

なされ、保護者については「就学援助の利用」「家

占める。厚生労働省「平成 25 年国民生活基礎調査」

計と子どもへの支出」
「子どもの進学に関する意識」

による貧困基準（122 万円）を物価調整した値（126

「困窮経験」「電気代などの滞納経験」「医療サービ

万円）を貧困基準とし、それを下回る世帯収入で

ス」
「社会的ネットワーク」
「子ども期の経済状況と

暮らす児童が 29.9％となった。都道府県別では全

現在の困窮経験」「子どもの放課後の居場所」に関

国で初めて子どもの貧困率が示されたものであり、

する質問がなされた。以下、本稿の後の章で述べる

厚生労働省が実施した「平成 25 年国民生活基礎調

子どもの貧困対策において重要となるポイントと

査」による子どもの相対的貧困率 16.3％（厚生労働

関連する項目について結果を述べる事とする。

省 2014 年）の 2 倍近い数字であったことより、沖
縄県のこの課題の深刻さを示すものとされる。

まず、子ども自身への質問についてであるが、
「将
来の夢」
「食事」
「子どもの自己肯定感」について述
べる。
「将来の夢がない」を尋ねる質問に対する回答と

(2) 「沖縄子ども調査」結果に示される状況
沖縄県が平成 28 年 3 月 25 日に発表した「子ども

しては、経済状況による有意な差はなく、小学 5 年

調査概要」は沖縄県内の公立小学校 32 校の小学 1 年

生（貧困層 12.9％、非貧困層 14.4％）、中学 2 年生

生の保護者、23 校の小学 5 年生の子ども及びその保

（貧困層 26.1％、非貧困層 29.1％）ともに少し差が

護者、公立中学校 18 校の中学 2 年生の子ども及び

見られる状況であった。また、夢が無い理由として

（出典）沖縄県 HP ①「沖縄子どもの貧困実態調査及び沖縄県子どもの貧困対策計画説明資料」より転載
図１
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貧困の生活や成長に与える影響
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半数以上の子どもが「具体的に何も思い浮かばない
から」としている状況であった。

「子どもの自己肯定感」に関する質問のうち、特
に「自分は価値のある人間だと思う」かを尋ねる質

「食事を誰と食べるか」を尋ねる質問に対する回

問に対して「そうは思わない」とする回答に関して

答としては、親といっしょに食べる割合や「食べな

小学校 5 年生において経済状況による差が見られ、

い」とする回答について家庭の経済状況による差が

貧困層 20.1％、非貧困層 11.4% であった。中学校

見られ、小学 5 年生において「平日の朝」「ひとり

2 年生に関しては経済状況による差はほとんど見ら

で食べる」とする回答は貧困層 18.9％、非貧困層

れなかった（貧困層 14.1％、非貧困層 13.7％）。沖

15.7％、朝食は食べないとする回答は貧困層 4.4％、

縄県の資料においては図 1 に示されるように、経済

非貧困層 0.8％、中学 2 年生において「平日の朝」
「ひ

的貧困によって生じる影響の一つとして「低い自己

とりで食べる」とする回答は貧困層 35.2％、非貧困

肯定感」が取り上げられている（沖縄県 HP ①）。

層 29.5％であった。朝食は食べないとする回答は特
に差はなかった（貧困層 3.6％、非貧困層 3.5％）。
ここで現れている、小学校 5 年生で差が見られて
も中学 2 年生になると差が見られなくなる回答結果

次に、保護者への質問についてであるが、「子ど
もの進学に関する意識」
「困窮経験」
「電気代などの
滞納経験」「子どもの放課後の居場所」について述
べる。

についてであるが、後述する沖縄県内の子どもの貧

「子どもの進学に関する意識」について、大学

困状況に関わる専門家より得られたインタビュー

進学率に絞った分析によると経済状況によって異

結果において、特に高学年においては家庭訪問等の

なっており、「経済的に受けさせられない」とする

より詳細な社会調査によってはじめて「貧困」状況

割合は子どもが小学 1 年生段階より既に差が生じて

が把握できることが少なくないという指摘があっ

おり、小学 1 年生では貧困層 27.8％、非貧困層 7.4％

た。通学時の衣服や持ち物を含めて、年齢が上がる

と 20.4 ポイントの差があった。小学 5 年生では貧

について子ども自身が「周囲の目」を意識するよう

困層 27.0％、非貧困層 9.3％と 17.7% の差、中学 2

になり、貧困等の特別な状況である事が外部に知ら

年生では貧困層 32.8％、非貧困層 11.0％と 21.8%

れないようにする傾向があるということである。無

の差であった。

記名とはいえ、このような意識が反映された回答が

「困窮経験」について、食料を買えなかった経験

高学年においては含まれてくる可能性について考

への回答を見ると、経済状況によって違いが見られ

慮する必要性があると推測される。

貧困層ではどの学年も買えなかった経験が「よく
表１

子どもの貧困が成長へ及ぼす影響

（出典）沖縄県 HP ①「沖縄子どもの貧困実態調査及び沖縄県子どもの貧困対策計画説明資料」より転載
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あった」「ときどきあった」「まれにあった」の合

抱えていたり、それを理由として未就労の状態で離

計がどの学年でも 50％近くを示している。さらに、

婚となる等、対人関係上の不安定さが生活上のスト

貧困層の保護者の「よくあった」割合は小学 1 年生

レスとなる状況が目立つ。あるいは、家計管理スキ

では 4.4％、小学 5 年生では 6.2％、中学 1 年生では

ルの乏しさから、優先順位を考慮しない無駄な支出

8.1％であり、子どもの年齢が高くなるにつれて増

の増加が増え、電気やガスを止められたり、子ども

加している。沖縄県の資料においては、ここでみて

を含めた家族員の栄養不良等の食生活への影響が

きたような貧困の影響が表 1 に示される様々な指標

生じる場合もある。この家計管理スキルの乏しさは

へと影響しているとしている（沖縄県 HP ①）。

親自身の何らかの障がいが影響している場合のみ
でなく、生活体験の不足や、将来に対する希望の希

1-2. 関係者へのインタビュー調査等により示され

薄さ等その原因は様々である。様々な要因が重なっ
て過大なストレスとなり統合失調症やうつ病等の

る状況
沖縄県の子どもの貧困状況に関する実態を把握

精神疾患の発症へとつながることもある。

する目的で、2016 年 9 月に子どもの貧困問題に対

このように、貧困問題に関連する直接支援サービ

して直接支援を行う専門職に従事する職員へのイ

スを利用する状態にある世帯の状況は様々な要因

１）

ンタビューを実施した 。各専門職の立場からみえ

が絡んでいるが、特に子どもへの必要な支援を整理

る子どもの貧困の実態やその背景に焦点をあてた

する上では、「低所得」状態と「貧困状態」を状態

半構造化面接を用いた。以下、このインタビュー調

像のモデルとして区別する視点が重要であると考

査の結果を基に関連するその他の資料と共に整理・

える。この 2 つはあくまで状態像のモデルであり、

分析した結果について以下で述べる。

個別の事例について明確に分類することを目的と
して設置するのではなく、各世帯の子どもに必要と
なる支援を検討する上でのツールとして提示する

(1) 低所得と貧困の区別
沖縄県が実施した市町村のデータを用いた子ど

ものである。

もの貧困率の推計においては、市町村が把握してい

まず、「低所得」についてであるが、可処分所得

る所得データを用いて子どもの相対的貧困率を推

の低さがその世帯において解決が必要な主たる問

計している。上述したようにその実態が 29.9％と具

題である場合、そのような世帯を「低所得」状態と

体的数値として明示されたことでこの問題の深刻

位置づけたい。そのような世帯においては就学援助

さが社会的に認識されることとなった。この貧困率

制度の活用や、子ども手当、児童扶養手当、あるい

の推計では、各世帯の「等価可処分所得」を計算し、

は生活保護の受給等の経済的支援の活用等によっ

126 万円を貧困基準として定めそれ以下の場合に貧

て可処分所得の低さが補われれば、その補われた所

困と定めている。関係者へのインタビュー調査から

得が子どもの成長に適切に使用されることになり、

は、このような可処分所得の低さのみがその世帯の

世帯における子どもの成長に関連した問題は解決

問題ではなく、その他の要因も絡み合って問題が複

する可能性が高いと想定する。このような世帯の特

雑になっている実態が伺える。

徴は、金銭的な余裕がない状態であっても、子ども

具体的には、自身の親やきょうだいを含めた親族

に必要な体験を少しでも増やそうとする保護者の

との関係が希薄であったり悪化しており、経済的支

姿勢がみられ、家庭内や社会生活において子どもが

援はおろか、子育てに必要な精神的、物理的な支援

「惨めさ」を感じることが少ない状態であり、子ど

も得られない孤立した状態となって公的支援を受

もの自己肯定感の低下も生じにくい。所得が国の基

ける世帯も少なくない。特に自身の保護者との関

準による貧困線よりも低い状態にあってもこのよ

係が希薄であったり悪化している場合には、過去の

うな姿勢を保護者が維持するためには、保護者自身

被虐待体験による自己肯定感の低さが見られる事

のある程度以上の自己肯定感が必要となる。何故な

が多く、そのような自己肯定感の低さゆえに、不十

らば、困難な状況においても子どものために踏ん

分な雇用環境でも受け入れてしまい、それが所得の

張って投げ出さず、状況を少しでも立て直すための

低い状態の原因となっている世帯もある。ドメス

適切な支援を求める行動につながる要件として自

ティック・ヴァイオレンスをはじめ夫婦間の問題を

己肯定感を考えているからである。また、所得が低
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い状況でも子どもに対する適切な環境を維持する

支援を検討する上での有効性を求めており、支援

上では適切な親族や友人等のサポートネットワー

に焦点をあてて関連性を述べたい。この推計で「貧

クが必要となり、それが成人になっても保持されて

困」に分類される世帯の中で「低所得状態」と位置

いるのは自己肯定感が一定以上高いことが想定さ

づけられる世帯については、その世帯が適切な所得

れるからである。とはいえ、就労環境の劣悪さ等の

向上につながる種々の支援を早期に活用できるこ

条件によるストレスの増大によって、元々備わって

とが重要となる。具体的には所得向上のための資格

いた保護者の自己肯定感が挫かれてそれが低下し、

取得のサポート等のキャリアアップ支援も、必要な

結果として下記で記す「貧困状態」となってしまう

住宅保障や養育支援とセットであれば有効性が高

可能性も想定している。そうなる前に適切な経済的

まると考えられ、すでに沖縄県が開始している「母

支援が届くような支援システムが十分に機能して

子家庭等生活支援モデル事業」（沖縄県ホームペー

いるかどうかを検証する必要性がある。

ジ）はこの具体的な実践活動であり、有効性に関す

次に「貧困状態」についてであるが、低所得のみ

る実証が進んでいる。

でなく、前述したその他の様々な要因も併存する

次に「貧困状態」と位置づけられる世帯に関して

世帯を想定している。この状態になると、適切な

であるが、すでに保護者の自己肯定感が低下してお

支援を求めないことも少なくないし、たとえ経済

り、このような世帯においては適切な支援を求めな

的支援がなされたとしても、それが子どもの成長

い場合も想定され、アウトリーチ的な支援が必要な

に必要な形で使われるとは限らず、子どもの成長に

場合もある。また、金銭的な支援を世帯としては活

関連した問題は未解決のままとなってしまうこと

用している場合でも、それが子どもの成長のために

が想定される。このような状態を「貧困状態」と位

適切に使われるかどうかについては課題が残る場

置づけたい。この状態にある世帯においては、所得

合が多い。金銭的な支援に加えて、子ども自身の自

の低さとその他の様々な要因が絡み合っているが、

己肯定感を高めるための中・長期的な支援の必要性

保護者の自己肯定感の低さがみられ子どもへの関

についての検討が不可欠である。また、
「貧困状態」

心が低下し、子どもの成長にマイナスの影響が生じ

と位置づけられる世帯については、貧困率の推計に

ていると考えられる。子どもが栄養不足や不衛生な

おいて「貧困」として類型されない世帯が想定され

状態に長期間さらされたり、あるいは関わりの貧し

ることは、子どもへの支援を検討する上で重要とな

さや体験の貧しさ、情報の貧しさが増し、その結果、

る。所得としては貧困基準以上であったとしても、

子どもの自己肯定感の低下が始まる。そのような状

金銭が子どもの成長のために適切に使われなかっ

態にある子ども自身への支援が欠けて自己肯定感

たり、あるいは、子どもの成長に必要な種々の体験

が低い状態がさらに継続してしまうと、本来子ども

が不足する状態であったとすれば、子どもの自己肯

の成長へとつながるはずの学校教育もうまく活用

定感の低下につながり、それが将来の「貧困状態」

することができず、それが貧困の連鎖の原因となっ

の連鎖につながる可能性が高くなるからである。

てしまう。

次に、沖縄県が実施したアンケート調査である
「沖縄子ども調査」( 沖縄県 2016) 結果との関連につ

(2) 沖縄県の調査結果との関連性について
上記で述べた「低所得状態」と「貧困状態」とい

いて述べる。上記した「貧困」として類型されない
「貧困状態」にある世帯の存在は、例えば、
「食事を

うモデルを用いた区別について、前節で記した沖縄

誰と食べるか」を尋ねる質問に対する回答として、

県の調査結果へ適用させて説明したい。

親といっしょに食べる割合や「食べない」とする回

まず、市町村のデータを用いた子どもの貧困率の

答について家庭の経済状況による差が見られる一

推計に関してであるが、この推計に用いられたデー

方で、小学 5 年生において「平日の朝」「ひとりで

タは当事者の意向等の影響を受けることなく取得

食べる」とする回答が、非貧困層においても 15.7％

できたデータであり、29.9％という「貧困」に分類

となっている（貧困層 18.9％）。所得による類型の

される世帯には、前項で述べた 2 つの状態のいずれ

みでは判別できない「貧困状態」の存在を推測させ

も含まれていると考えられる。

るデータとなる。

すでに述べたように、このモデルによる区別は
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２．子どもの自己肯定感に焦点をあてた支
援活動

将来に希望をもち、それに向かい挑戦することを表

前章においては所得状況のみでなく、子どものへ

ぶんの気持ちをコントロール（がまん）できるほう

の影響によって「低所得」状態と「貧困状態」と区

だ」「こまっても、おちついていられる」等、自分

別することを提案した。

の感情を調整できることを表す内容と捉えられる

す内容であり「挑戦」因子とする。第二因子は「じ

ここでは、子どもへの影響や、あるいは保護者の

「感情の調節力」因子とする。第三因子は「なれな

状態を述べる上で用いた自己肯定感について、支援

いことをするのは、すきではない」など、自分にとっ

の指標としての活用について述べる。その上で、現

て慣れない場面や状況下においての忍耐の不足に

状の学校システムにおいてはその回復が難しいと

ついて表す内容と捉えられる「忍耐不足」因子とす

考えられる状況および、大学コンソーシアム沖縄で

る（下川他 2009）。筆者のこれまでの相談活動から

実施している学生ボランティアによる支援活動の

実感されている３つの傾向は、この３つの因子と重

可能性について述べたい。

なる。「挑戦」因子や「忍耐不足」因子は、①興味
をもつ事を自ら見つけその達成に向けてチャレンジ

2-1. 子どもの成長における自己肯定感とその学校

する、②難しい課題に直面した際にも踏ん張れる傾
向に関連し、③必要な助けを適切に求めるためには

生活との関連
本稿では自己肯定感について、「自分は大丈夫と

困った状態に陥ったさいに感情的にならずに冷静に

いう感覚」「自分を大切にしてくれる存在がいると

対処することも必要となるので、下川らが指摘する

いう安心感をもつ」状態としてとらえる。上述した

「感情の調節力」因子との関連が深い。レジリエン

「貧困状態」に加えて、ネグレクトや身体的・心理的・

スが発揮された結果として、ここで述べている自己

性的虐待の被害経験をもつ児童・生徒はこの感覚が

肯定感が高まると考えられるが、それが発揮される

低下しており、筆者のこれまでの相談活動を通して

ための条件として、児童の身近に存在する学校の意

の実感としては、この自己肯定感が低下した結果、

義を示しているものとして以下のような研究がみ

興味関心が低い、すぐにあきらめてしまう、必要な

られる。庄司は Gilligan を引用し、本稿のテーマで

助けを適切に求めようとしない、という傾向がみら

もある貧困や、あるいは虐待を理由にして家庭から

れる。このような傾向が改善されないと学校生活に

保護された児童に関して、そのリジリエンスを高め

おける成功体験は少なくなり、逆に、自己肯定感が

るためには学校での経験と余暇の時間の体験が重

低下するような体験が増えることとなる。

要である点について指摘している（庄司 2009）。ま

それでは、どのような条件によって自己肯定感が

た、原もレジリエンスを引き出す１つの要因として

高まることとなるのであろうか。上記の自己肯定感

「学校でのポジティブな体験」を取り上げ、
「学校で

が低下した状態とは逆に、①興味をもつ事を自ら見

の責任ある仕事への従事、教師との良い関係」の重

つけその達成に向けてチャレンジする、②難しい課

要性を記している（原 2013）。このように、レジリ

題に直面した際にも踏ん張れる、③必要な助けを適

エンスや自己肯定感の回復においてその役割が期

切に求められる、という方向への変化が生じるため

待される学校であるが、日本の学校の教員の多忙感

に、どのような支援が有効なのであろうか。ここで

について様々な指摘がなされている。例えば神林

はレジリエンスに関する研究からその可能性を検

は 1950 ～ 60 年代と 2000 年代後半の教員の労働時

討したい。レジリエンスは逆境においても回復する

間調査に関する比較研究の結果について「近年では

力とされ、被虐待児童への研究を含めて多くの研究

教員の本務である教育活動、とりわけ課外活動の量

がなされている。「そのような困難な状況を経験し

的負担の増大と多様化から、子どもと向き合う時間

ながらも適応的な状態を維持している者とその現

が長くなり、多忙化が引き起こされたことが結論と

象を理解するための概念」となる（下川他 2009）。

して導かれよう」と指摘している（神林 2015）。ま

下川らはレジリエンス研究を土台とした「精神的

た、沖縄県内の状況についても、本稿で取り上げた

回復力」に関する研究において、それに関連する因

調査結果を基に策定された「県子どもの貧困対策推

子として３つの因子を抽出している。第一因子は

進計画」の素案に対する記事として、「全国水準学

「いろいろなことにチャレンジするのがすきだ」等、

力を目指すために、教師たちの多忙化を加速させ
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ている今の状況では、貧困問題の解消にはまずもっ

の役割は、「子どもの居場所を利用する子どもたち

てならない」とする沖縄県内の状況に詳しい有識

にとって、身近な『お兄さん、お姉さん』的な存在

者による意見が掲載されている。「貧困状態」にあ

となることである。そして、「一人一人の子どもた

る児童・生徒が自己肯定感を回復させる場として、

ちのその時々の実情に沿った寄り添い型のサポー

スティグマを感じることなく利用できる学校であ

トを提供することで、子どもの居場所における安心

るが、現実的にはその役割を果たす事が難しい状

感が高まり、自己肯定感も向上すること」を期待し

況となっている。

ている。そのために「子どもたち一人一人を尊重す
る態度でのぞみ、子どもたちにとって何が最善なの

2-2. 学生ボランティアの子どもの居場所支援にお

かという視点からの行動をとること」を学生には求
めている。各居場所における活動内容としては、学

ける役割
内閣府が平成 29 年度から実施している「沖縄子
供の貧困緊急対策事業」では、子供が安心して過ご

習支援、生活支援、芸術活動、共同給食などがあり、
それらを通して子どもたちと接している。

せる「居場所」の運営支援が県内各市町村で実施さ

本稿では子どもの自己肯定感に注目し、貧困の

れている。また、既述したようにこの対策事業の一

連鎖を断ち切るためにもこの向上を支援における

環として内閣府が沖縄県に補助金を交付し、沖縄県

重要なポイントしてきた。上述のように、センター

が大学コンソーシアム沖縄に事業を委託して「セン

のボランティア活動でも子ども達の安心感と自己

ター」の活動が開始した。各居場所や本活動に理解

肯定感の向上を期待している。実際にボランティア

を示した企業の協力も得ながら 2016 年 5 月より活

の活動によるそのような効果は期待できるのであ

動が展開されている。センターの実施体制図を図 2

ろうか。

で示している。
センター

２）

前項で述べたレジリエンスに関して、フリードリ

における学生サポートボランティア

ヒ・レーゼルはレジリエンスを発揮するための「保

（出典）大学コンソーシアム沖縄「子どもの居場所学生ボランティアセンター HP」より転載
図2

センター実施体制図

ボランティア学研究

Vol.18

47

本村

真

出典「子どもの居場所学生ボランティアセンター説明資料」より転載
図3

センターより派遣された学生の居場所における活動の様子

護機能」に関して以下のように述べている。「子ど

くようになって、メールでもそうだんにのってくれ

もの頃に大人との安定した感情的つながりがある

たり、学校まで一緒に行ってくれたりしてくれてか

こと。理想的な場合は親だが、おじ、おば、祖父、

んしゃしてます！」（原文まま）（沖縄県 2017）。３）

祖母、近所の人でもよい。」（ヌーバー 1997）また、

このように、居場所の活動自体が子どもの自己肯定

尾久は海外の研究を紹介し子ども達が支援される

感を高める可能性をもつことが示唆されるが、さら

経験の重要性を記している。「支援されていると感

に学生ボランティアがそこに参加することで子ど

じることや、思いやりのある社会的な関係が、環境

もの自己肯定感を高めるためには、どのような活動

上のストレスを受けている子どもたちの発達を促

が求められるであろうか。

進することが明らかにされている。」また、
「地域レ

レジリエンスが高まるための条件として、ヌー

ベルにおける家族外の社会的な支援やつながりが

バーは「社会的なモデルも大切。つまり、子どもや

子どもの発達に影響を与えることを『集団による効

青少年に対して、プラスのお手本になるような人間

力』（尾久 2012）、として重視している。

がいること。それは兄や姉、先生、牧師など身近に

ここで述べたようなレジリエンスを高めるため

いる人で、問題を建設的に解決してみせることがで

のプラスの要因を与える場として居場所がある。学

き、社会的に子どもの支えになる人」とする研究結

生ボランティアが派遣される居場所は地域におけ

果を述べている（ウルズラ・ヌーバー 1997）。学生

る文字通りの「居場所」となる事を目指しており、

ボランティアは子ども達と年齢が近いので、より身

その活動を通して集う子ども達が「支援されてい

近なモデルとなる可能性を有すると考えられる。ま

る」
「思いやり」を感じることができていることは、

た、このような指摘以外に、心理的居場所感が保障

以下の沖縄県の調査結果（居場所を利用している子

されることと同時に、「心理的居場所感に支えられ

どもからの感想）にも現れている。「支援員と会う

ながら、自分の良い面も悪い面もありのままの自分

ようになって前向きに明るくのびのびとすごして

をみつめ受容していくことが必要」とする指摘もあ

います。相談しながら１日、１日たのしくすごして

る（原 2013)。この指摘と関連するが、センターを

幸せです。」「【支援員】さんにあってから、おちつ

通した活動について、以下のような感想が語られて
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いる。「子どもたちが笑顔で受け止めてくれるよう

る大学コンソーシアムが主体となって、引き続き継

になって良かった」「学業とアルバイトの両立は大

続してセンターの活動に取り組んでいく意義は大

変だが、子どもたちとの触れ合いでかえって元気を

きいといえる。

もらっている」（子どもの居場所学生ボランティア
センター編 2017）。このような学生の反応は、学生

【注】

自身が子ども達に支えられていることの現れであ

1） インタビューの対象は沖縄県内の児童福祉関係の機

り、子ども達にとっては、自分達の存在のポジティ

関・施設に勤務する職員 4 名で、2016 年 9 月 15・

ブな面を実感できる体験となるといえるであろう。

16 日に各 60 ～ 90 分間のインタビューを実施した。

筆者の相談活動を通した実感より、特に子どもの自

2） センターの活動の詳細は『子どもの居場所とともに』

己肯定感が低い場合には、自分の悪い面をみつめ受

としてまとめられており（子どもの居場所学生ボラ

容するためには、その前段階として自分の良い面を

ンティアセンター編 2017）、このブックレットを参

感じる機会が必要となる。すでにみたような居場所

考にしてもらいたい。

の職員を含めた支援によって支えられつつ、学生ボ

3） 県外の調査を取り上げた記事においても、生活保護

ランティアの生身の反応によって自分の良い面に

世帯等の貧困家庭の子ども向けの学習支援事業につ

気づく体験が子どものレジリエンスを発揮させる

いて、「学習支援が学力だけでなく、社会的信頼の

きっかけになると考えられる。このような学生ボラ

醸成や将来展望の改善、自己肯定感向上など多様な

ンティアの活動の様子を図 3 で示している。

効果を生んでいる」とする評価が記載されている。

居場所は、教師の多忙化によって学校のみでは対

（毎日新聞 web 版 2017 年）

応できなくなりつつある子どもの自己肯定感の向
上を補完する側面をもつ。と同時にそこに学生ボラ
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【大会報告】
神戸から始まったボランティア学～研究と実践への還元～

神戸からはじまったボランティア学～研究と実践への還元～
－第 18 回国際ボランティア学会大会報告から－
高
2016 年度の国際ボランティア学会大会は、第 18

橋

真

央（甲南女子大学）

トナム原発計画の撤回に向けた活動を振り返って‐」
、

回大会として、2017 年 2 月 18 日（土）に神戸市に

深尾幸市会員から「草の根 NGO SESCO25 年間の活

ある甲南女子大学にて開催された。

動 ‐ アフリカの子ども支援とアフリカを伝える ‐ 」
、

大会校である甲南女子大学は、1995 年 1 月 17 日

川口純会員から「大学生同士の共同による国際ボラン

の阪神淡路大震災で被災し、キャンパスの一部が損

ティア活動 ‐ マラウイ大学と筑波大学を事例に ‐ 」
、

壊するなどの被害を受けながらも、学生、教職員、

藤掛洋子会員から「
『リスク』に向き合う若者たち ‐

卒業生が一丸となって復興に向けて取り組んだ場

パラグアイ共和国都市スラム『カテウラ』におけるボ

所である。当時全壊した芦原講堂のパイプオルガン

ランティア活動を通して ‐ 」の発表があった。

は、4 年の歳月をかけて復旧され、「震災からの復
興のシンボル」として今も語り継がれている。

「地域社会」分科会では、西川令子会員から「地域
における子どもの外国語活動 ‐ 堺市南区尾池台校区

今回、このような背景を持つ甲南女子大学にて国

の取り組みを事例として‐」
、玉城直美会員から「沖

際ボランティア学会第 18 大会が実施されたことは

縄移民教材の開発から教育現場への啓発活動まで ‐

非常に光栄なことと感じている。このような場をい

NGO と行政のパートナーシップ事例より ‐ 」
、黒瀬

ただけたことを心より感謝申し上げたい。

聖子会員から「国際ボランティアプロジェクト 受

本学で開催されるにあたって大会テーマも「神戸

け入れ 20 年目の果実 ‐ 岡山県美作市『美作国際交

から始まったボランティア学～研究と実践への還元

流をすすめる会』の事例 ‐ 」
、奴久妻駿介会員から

～」
とした。本学会大会は、
この 20 年間に
「ボランティ

「地域社会による日本在住外国人児童生徒へのサポー

ア学」は社会のどのような期待に応えられたのかに

トの変遷 ‐ カトリック組織と日本語ボランティア教

ついて考える貴重な機会となった。また「ボランティ

室の取り組みの経緯より ‐ 」の発表があった。

ア学」研究の最前線に立ってこられた先生方、また

「教育」分科会では、河合亨会員から「経験学習

本学会に研究発表をし、育てていただいた会員がシ

におけるリフレクションへの視座：行為の中の省察

ンポジウムでパネリストとして登壇し、研究と実践

と行為についての省察の関係性についての考察か

の双方から「ボランティア学」の 20 年について考え

ら」、李永淑会員から「大学生とソーシャル・ビジ

る機会になったことも非常に有意義なものであった。

ネスをつなぐもの ‐ 授業を通じた横断的学びから
‐ 」、笹田能美会員から「特別支援教育用教材開発

【口頭発表報告】
4 つのテーマ
研究発表は、
「開発途上国」
「国際協力」
16 の発表があった。
「地域社会」
「教育」に分かれて、

における 12 年間のボランティア活動」、尾辻かな子
会員から「2000 年代における LGBT 支援団体の立
ち上げ過程を巡って」の発表があった。

「開発途上国」分科会では、小川未空会員が「ケ

今回は、多彩なテーマであると同時に、研究発表

ニアにおける HIV/AIDS に抗する学校の役割と課

のほか、NPO やコミュニティの視点からの活動報

題－ NGO の活動に着目して ‐ 」、米川安寿会員が

告も増え、発表後の質疑応答も活発に行われた。

「南の国の人々の可能性 ‐ 心理学的健康の知見から
‐ 」、山本香会員から「トルコのシリア難民による

【シンポジウム報告】

学校運営の展開 ‐ 教育を支えるボランティア性の

テーマ「ボランティア学の 20 年を考える

背景 ‐ 」、林薫会員から「ポスト資本主義とボラン

‐ これまでのボランティア学、これからのボラン

ティア」の発表があった。

ティア学に向けて ‐ 」

「国際協力」分科会では、吉井美知子会員から「国

大会の午後には、
「ボランティア学の 20 年を考え

策に逆行する国際ボランティアについての考察 ‐ ベ

る ‐ これまでのボランティア学、これからのボラ
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ンティア学に向けて ‐ 」をテーマにシンポジウム

には大学院を開設し、ボランティア学を体系的に学

を開催した。

部から博士課程まで研究できる基盤を整えること

最初に大会実行委員長の高橋より、今回のシン

となった。

ポジウムの趣旨について話があった。本学会開催

同時に、大学院生の研究発表の場も必要であると

の地である神戸は、1995 年に阪神淡路大震災が起

の考えから、学会を作った。これは、「ボランティ

き、多くの人々がボランティアとして全国からこ

ア学」は新しい研究領域でもあることから、研究と

の神戸の地に駆け付けたという場所であるという

実践を結び、学問体系を構築していくためにも、議

説明があった。また、この震災をきっかけに、大

論をし、研鑽していく研究のアゴラ（場）を意図と

阪大学に「ボランティア」を研究する「ボランティ

したものであった。学会は、学問の世界での貴重な

ア人間科学講座」が設立され、ボランティアを様々

財産であると考える。一度作ったら、大きな責任が

な角度から研究する場が与えられ、この 22 年間で

伴うものであると常に感じている。

「ボランティア学」は研究、実践の場で多くの貢献
を果たしてきたということを述べた。

この学会を「国際ボランティア学会」と命名した
のには、研究者のみならず、NGO や NPO に従事し

今回の大会シンポジウムでは、これまでの 20 年

ている方々をはじめ、日本のボランティア活動に携

間を振り返り、「ボランティア学」はどのような貢

わっている方々を広く対象とすることができると

献をしてきたのか、そしてこれからの 20 年におい

感じたからであった。

てはどのような役割を担うべきなのか、についてパ

本学会が今後担う役割と課題としては次の 4 点が

ネリストの方々にお話しいただき、「ボランティア

あげられる。1 つは「国際ボランティア学会として

学」を担う次の世代へのメッセージを渡していく機

の継続性」である。「ボランティア」に関する話題

会としたいという話で始まった。

が上がるとマスメディアから学会としてどのよう

セッション１では、「ボランティア学の貢献 ‐ 研

な意見を持っているかコメントを求められること

究と実践の中で ‐ 」をサブテーマとし、パネリス

もある。また、ボランティアを冠している学会は本

トに国際ボランティア学会会長の内海成治氏（京都

学会だけであるからこそ、社会に発信していくこと

女子大学）と国際ボランティア学会次期会長の中村

が求められる。そういう意味でも重要な存在価値が

安秀氏（大阪大学）を迎え、ファシリテーターは高

ある。2 つめは、学会としての「情報交換としての場」

橋真央（甲南女子大学）が担当した。

である。研究者、フィールドワーカー、地域でのボ

まず、内海成治氏より大阪大学での「ボランティ

ランティアといった多様な方々が学会を通して「ボ

ア人間科学講座」の開設について、また国際ボラン

ランティア」に関する課題について議論し、情報を

ティア学会の創設に関わるエピソードを交えなが

交換する場としてあり続けることである。3 つめは、

ら、今後のボランティア学研究に期待することにつ
いて下記のような話があった。
阪神淡路大震災の直後、文部省（現

「多様性を高めていくこと」である。これからのボ
ランティアは今まで以上に多種多様なものとなっ

文部科学省）

てくると思われる。その多様な領域の中で必要とさ

は、日本社会の「ボランティア」に対する大きなう

れるボランティアの質を向上させていくことも必

ねりを受け、「ボランティア」を研究する機関が必

須となっていくであろう。時代の変化の中で、ニー

要であると考え、関西の国立大学に研究教育する場

ズに合わせたボランティアやボランティア学の多

を求めた。そこで、大阪大学人間科学部が手を挙げ、

様性を今後は追い求めていくことが必要となって

1996 年にボランティア人間科学講座が創設される

いくのではないだろうか。4 つめは、「国際性を高

こととなった。これは当時、国内で唯一「ボランティ

めること」である。これまで阪大では、多くの留学

ア」を冠する講座となった。この講座は、実践と理

生が「ボランティア学」やその周辺領域で研究をし、

論を基調として 3 分野の専門の教員を招聘した。そ

母国に戻っていった。彼らをはじめ、国際的なネッ

れが「社会福祉」
「国際協力」
「災害支援・まちづくり」

トワークを更に強化していきたい。また、国際的に

であった。内海氏と当時助手であった森定玲子氏 2

活躍している NGO や NPO の方々のフィールド経

名で奔走しながら、講座の基盤を整え、新しい教員

験をふまえた報告論文などを掲載する場となって

と学生を受け入れることとなった。また、1998 年

いってもらいたい。研究者、実践者の双方が互いに
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神戸から始まったボランティア学～研究と実践への還元～

刺激し合い、発信し、議論する場である学会になっ

あることによるものだと考える。この利益とは、先

ていってもらいたい。

ほどのヘルスボランティアに通じる、誇りや名誉、

多くのボランティア領域の研究者、実践者と連携
しながら、面白い研究を進めていくことで「ボラン

達成感などである。しかしながら、ボランティアの
行為そのものが偽善となってはならないだろう。

ティア学」の分野が拡がっていくのではないだろう

日本のボランティアの今後の課題について考え

か。そこに、国際ボランティア学会の未来が待ち受

ていきたい。日本のボランティアは、大きな災害に

けているように感じている。

よって変化を遂げてきた。第 1 に関東大震災とセツ

次に中村安秀氏よりインドネシアでのフィール

ルメント活動、第 2 に阪神大震災とボランティア元

ドでの学びからボランティア学研究の今後につい

年、その後の NPO 法。そして第 3 に東日本大震災

て下記のような話があった。

である。

30 年前にインドネシアで出会ったヘルスボラン

阪神淡路大震災に支援活動として入った 1995 年

ティアリーダーのマリリンさんの存在から多くの

1 月。神戸の長田で見たことは、ムスリムの人たち

ことを教えられた。

がテント前でコーヒーを被災者の人たちに振る舞

このヘルスボランティアは、母子保健・家族計画・

い、パキスタンの人たちはカレーを提供していた。

栄養改善・下痢症対策をコミュニティ内で取り組む

我々が知らないところで、在日外国人の人々が助け

ものであった。このボランティアを育てるために当

合い、支え合ってこの危機を乗り越えようとしてい

時は、医師、看護師が熱心に研修に携わっていた。

たことであった。

ボランティアもまた、自分たちで考え、自分たちの

東日本大震災では、世界各国から支援が入った。

村で実施するために、28 時間にも及ぶ研修に熱心

特にイスラエルは南三陸町に 60 名のスタッフから

に受けていた。彼女たちの信念として「自分たちの

なる医療チームを送ると共に、６棟の診療棟まで

村は、自分たちで変えていく ‐ コミュニティの自

持ってきて診療活動にあたった。

立」というものがあり、その根底には、self-reliance（自

この震災後に思ったことは、”Build back better（震

立）と self-determination（自決）があった。その信

災前よりも良いものをつくる）” である。インドネ

念こそが、インドネシアのヘルスボランティアから

シアの津波の後に、地域の人々が被災前よりも良い

教えられたことであった。

ものを作ろう！と復興に頑張っていたことがある。

また、ヘルスボランティア自身は、全くの無償で

災害支援の現場では、この ”Build back better“ の信

の活動であり、彼女たちが継続して活動ができるの

念で進まなければならないことを改めて気づかせ

は、「地域住民の彼女たちへの敬意と信頼」による

てもらった。

ものだということだった。つまり、村長をはじめ

日本の中で大災害ごとに変容してきた「ボラン

とする地域住民からの精神的サポートがあること。

ティア」であるが、ボランティアが進むべき社会は

そして彼女たち自身がヘルスボランティアとして、

次のようなこのような社会であろう。

地域住民の健康を支えることに対する誇りを持て
ていることも、この活動を継続していく上で重要な

偏見

➡

共感

要素であった。

利己主義

➡

利他性

攻撃

➡

相互扶助

差別

➡

連帯

「ボランティアとは何か？」であるが、「ボラン
ティア元年」と言われる以前に、厚生省（現

厚生

労働省）中央社会福祉協議会審議会が「個人の自
由意思に基づき、技能や時間を進んで提供し、社

つまり、偏見ではなく共感を、利己主義ではなく

会に貢献すること」と述べている。これは「ボラ

利他性を、攻撃ではなく相互扶助を、差別ではなく

ンティア」を非常にシンプルに分かりやすく説明

連帯をもたらす社会を構築することである。

している。

私 た ち の 中 に は、2 項 対 立 で は 説 明 で き な い、

地域のボランティアとは、geographical な縁（地縁）

ambivalence な部分が存在している。その両面を持

と common interest
（知縁）から発生している。そして、

ちうる私たちだからこそ、新しいボランティアの可

ボランティアには、選択肢、自発性、何らかの利益

能性を見出しうるのではないだろうか。

ボランティア学研究

Vol.18

55

高橋

真央

本学会では、「国際ボランティア学会」と称して

我々はどこに向かって走り、次の世代にどのような

いるが、海外に向けてだけではなく、同じ視線で、

バトンを託そうとしているのか。その答えをパネリ

日本国内に起こる多様な課題について「ボランティ

ストの発表を通してこのセッションの中から見出

ア学」の視点からアプローチしていく必要があるの

してくことを目的としたい、という話があった。

ではないかと考えている。

以下に各パネリストからの報告をまとめる。
桑名氏は、先生方から受け取ったバトンを次の世

＜セッション２：ボランティア学と私 ‐ 神戸から

代に渡すことを今から考えていかなければならな

世界へ ‐ 」

いことを改めて感じていると話した。大学院の扉を

本セッションのファシリテーター、パネリスト

叩いた当初は、現場の中で溺れそうになっていた自

は、1995 年の阪神淡路大震災を大学生や高校生の

分自身を「研究」という場が引き上げてくれたこと

頃に体験し、学生ボランティアとして神戸で活躍し

を語った。

ていた経験を持つ。また、その経験がこれまでの研
究や多様な活動のきっかけとなっている。

活動の原点としては、1995 年のコンボ民主共和
国でのルワンダ難民の支援活動であり、その中で、

学生時代以来、20 年以上に及ぶ歳月の中で、各々

人間の営みの中で起こってしまう悲しみを感じた

の専門分野から「ボランティア学」を研究すると共

ことから始まった。また、1997 年のイラククルド

に、現場で様々な貢献を果たしてきている。特に現

人自治区での活動、その後の東チモールでの活動等

場では、国内外を問わず、多様な課題を抱える人々

から現場での言葉にならない様々な体験と問いが

と共に悩み、考え、取り組む姿勢を大切にしながら、

自分を取り巻いていた。そこに現場で埋もれそうに

課題解決を見出すための研究活動に取り組んでき

なっていた自分から、引き上げてくれたのが阪大で

たメンバーである。

の研究であった。そこでは、
「現場型の学問」があり、

本セッションは、ファシリテーターに「社会福

今まで近視眼的に現場を見ていたことを、俯瞰的に

祉」の視点から市民社会やまちづくりについて取り

見るための新たなものの見方を教えてもらうこと

組んでいる竹端寛氏（山梨学院大学）が担当した。

となった。

また、パネリストには、大学でサービスラーニン

博士号を取得した後、再度、Japan Platform とい

グに取組み、自らも様々な研究や教育活動に関わっ

う NGO で働き出し、再度、現場にどっぷりと浸か

てこられた山口洋典氏（立命館大学）。東チモール

ることとなったが、研究者と連携しながら、現場に

やポストコンフリクト地域に市民社会の構築につ

接することで新たな視点から現場の課題に取り組

いて支援活動と共に研究に取り組まれている桑名

むことができるようになった。

恵氏（近畿大学）。学生時代から新潟県中越地震の

現場で考えた点として、
「脱援助」「脱支援」とし

復興支援活動に取り組み、災害復興支援を研究と実

た新たな公益のあり方を考える NGO のモデルであ

践から取り組まれている宮本匠氏（兵庫県立大学）。

る。それは、現地の人たちが主体的に関わることで

そして、高齢者福祉、障がい者福祉政策を行政の立

変容し復興していくコミュニティである。

場から取り組まれている吉村恵氏（市役所公務員）。

現在、NGO からまた大学という研究教育の立場

今回は、多彩な分野から４名のパネリストに登壇

に移った。ともすると、現場と大学の時間の流れや

いただき、各々が立ち向かわれている課題について

変化にギャップを感じ、戸惑うこともあるが、現場

お話しいただくと共に、「ボランティア学」が今後

に関わり続けることでどのような貢献ができるの

の社会にどのような貢献ができるのか？

か、常に考え、共に走り続けていきたいと思う。

そして

実践者、研究者としての自身の役割について話をし
てもらうこととなった。

最後に、現場がどれだけ変わっていくかは、「変
化していくための『知』」
「新しい公共をもたらすた

まずファシリテーターの竹端氏より本セッショ

めの『知』」「変革のための『知』」が必要となって

ンのキーワードとして、
「バトン」の話が上がった。

くるだろう。この「知」をかけ合わし、より良い社

内海先生、中村先生などから教えていただいた「ボ

会をもたらすための研究と実践を続けていきたい

ランティア学」のバトンをどのように受け継いでき

と思う。

たのか。先生方から託されたバトンを受け取って、
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山口氏は、1995 年 2 月、大学 1 年生の当時に阪

神戸から始まったボランティア学～研究と実践への還元～

神淡路大震災で被災した芦屋市に学生ボランティ

えた。そして、これまで研究してきたことを福祉の

アとして入った。つまり、
「現場に行ってしまった」

分野からまちづくりに貢献したいと考え、市役所に

のであった。

就職した。

その後、2002 年に社会人入学として、仕事をし

市役所では、地域福祉分野に配属された。そこで

ながら、大阪大学大学院の「ボランティア人間科学

はとことん、地域に密着している人々と関わるよう

講座」博士後期課程に入学した。そして、「現場に

になった。特に民生委員の方々は、地域のために主

とことんこだわること」、
「ロジカルに考え、語るこ

体的に活動されていることを改めて感じた。また、

と」を先生方や仲間から教わった。

その現場で、これまで勉強してきたことを実際に活

現在、山口氏が向き合っていることは、次の 3 点
である。「学びの作法を研ぎ澄ます」
「理論と論理に
こだわる」「言語の水準を調整する」であった。
これをこの 20 年近くの中で、現場の中で走り続
けながら、研究に取組み、実践している。
「学びの作法を研ぎ澄ます」においては、研究の
作法をまず学んだ。現場に相まみえることによって

かすことができるようになった。
「Volunteer」は、「volcano」- 火山と同じ語源だと
大学時代に学んだ。すなわち、火山のごとく溢れる
思いによって、地域で暮らす人々のために何かした
い、という思いから活動を行っている民生委員の人
たちによって地域が支えられていることを仕事を
通して改めて感じている。

見えること、また現場を分かりたい、どうにかした

ボランティア学を学んだ自分が住民の人たちの

い、という思いから見えることがあることも学ぶこ

気持ちを汲んだ行政職員となって活躍していきた

とができた。

いと考えている。自分の使命は、共に考え、耳を傾

また、「理論と論理にこだわる」では、理論を学

けていく、当事者の声に耳を傾けていくということ

びながら論理的に語っていくことの必要性を学ん

私自身がきちんとバトンを受けて進んでいきたい

だ。大学院時代の研究合宿のしおりに中村安秀先

と思う。

生のこのような言葉がある。
「市民の視点を重視し、

宮本氏は、今、災害ボランティアの現場で何が起

学際的に研究や教育を進めていく」ことである。
「ボ

きているのか？

ランティア学」に出会い、その扉を開けたことに

アの活動対象であり、そうでないのか？について考

よって、今、教育と実践に関わることができたと痛

えていることを述べた。1995 年に起きた 2 つの大

感している。

きな出来事、阪神淡路大震災、そしてオウム事件。

という問いから何がボランティ

そして、「言語の水準に調整する」ということで

阪神淡路大震災では、ボランティア、自発性のベク

ある。何よりも現場の方言を大切にすることを学ん

トルがあった。一方で、オウム事件では危機管理の

だ。現場に響く言葉を重んじることである。それを

ベクトルが出現し、管理社会の前身を作ったのでは

きちんとマスターすることで初めてアカデミック

ないだろうか。ボランティアは管理体制の中にある

な場で生きていくことのライセンスを得られるよ

のではなく、助け合いの中から生まれていくのだと

うになるのだ感じている。

考える。災害時、顔見知りの人たち同士だけでは助

この 3 つの観点を通して、今を生きる学生たちに

けることができない。全く顔見知りではない人がボ

は「知らないことと分からないことを区別するこ

ランティアとして駆けつける。その人たちとどのよ

と」
「分かりやすさにとらわれないこと」
「個で閉じ

うに関係を作り、災害の緊急時を乗り越えていくか

ないこと」を伝えていきたいと思う。

が大きな課題である。

地方公務員として働く吉村氏は、大阪大学にボラ

熊本地震の被災地である西原村に入っているが、

ンティアを研究する講座があることを知って、入学

地域の人が被災した人たちとどうやって関係を築

した。「ボランティア学」の中でも社会福祉の分野

いていくかも課題となっている。

から研究をすることが目的であった。学部、修士

一人ひとりが最初のセッションで中村先生が話

課程とソーシャルサービス論を専攻し、福祉を現

された対立と共感の二項対立の中で、共感、利他性、

場から徹底的に考えることにこだわった。研究テー

相互扶助、連帯の感覚をどう作っていくか、そこに

マは、重度の障がい者が地域の中で暮らす際の家族

どのように繋がっていくのかが今後の課題となる

と当事者に焦点をあて、理論と実践を結びつけて考

ように感じている。
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桑名氏、吉村氏から、自身が一番大切にしている

ち、現場の人々と共に生き、そして研究者としてど

ことは、現場を分かりたい、そして何が課題かを

のように現場に還元していくか、ということを改め

知った上で、現場を共に変えていきたい、という話

て考える機会となった。現場に入ると、自身の役割

が上がった。また、現場を変えることは、管理社会

が時に変化していくこともあるが、常に「より良い

を誘発しかねず、現場のニーズと乖離してしまう危

社会になるために、私たちができること」を考え、

険性もあることも宮本氏から話があった。だからこ

苦悩しながらも、目の前にいる人々のことを考えな

そ、地域の人たちが主体的に地域の課題を理解し、

がら、研究を進める人でありたい、という意思を誰

変えるためのお手伝いをすることが必要なのだと

しもが持ち合わせていることを改めて確認するシ

いう話があがった。

ンポジウムであった。

山口氏からは、それぞれの立ち位置によってモノ

会場は、2 つのセッションのシンポジウムでの発

の見方は変わってくることが話され、桑名氏から

表から、これからの「ボランティア学」研究および

は、時にレンズを替えながらピントを合わせるこ

国際ボランティア学会の可能性に大いに期待を寄

と、吉村氏からは、望遠や広角レンズを多用しなが

せて、拍手のうちに本大会を終了した。

ら現場の声に耳を傾けていくことが必要であると
した。

阪神淡路大震災から 22 年が経った神戸の地で、
国際ボランティア学会を牽引されてこられた先生

宮本氏からは、災害ボランティアの経験から、現

方、そしてこの場で研究発表の場を得て社会に、教

場とどう関わるかを常に考えることが必要である

育の場で活躍している学会員の方々が一堂に会し、

という話があった。被災した地域にどんな生活が

ボランティア学の未来について議論を重ねた大会

あったのか、人びとがどのようにしたいのかという

を開催できたことは大変貴重な機会となった。ここ

ことを考えながら、外部にいる自分たちは当事者の

に大会開催にあたって多くのご協力をいただいた

人々のペースを重視しながら、ペースメーカーとし

皆様に心より感謝申し上げたい。

ての役割を担うのではないか、と投げかけた。

（第 18 回国際ボランティア学会大会実行委員長）

また吉村氏は、住民との対話を通して、一緒に
なって行政が連携しながら提案しながら現場を変
化させていくことが重要だとした。また桑名氏は、
国際協力の自らの経験を振り返り、住民主体としな
がら、外部者が住民をうまく巻き込みながら、コ
ミュニティを再構築していくことが必要であると
した。
山口氏は、最後にどうやって共に生きていくか？
現場の人たちの弱さを引き受けていくのか、が大
きな課題であるとした。現場に入っていくものが、
できることに傲慢にならずに、できないことに謙
虚になりながら、現場の人々と共に在る存在、ペー
スメーカーに徹することが重要であるとした。
Respect と Trust が現場に対して必要であるとし、
voluntary action と social action を現場の人々と共に、
常にこの 2 つの場を行き来し、それらを言語化して
いくところに、我々ボランティア学を研究し、実践
の場に出かけている者のバトンがあり、それを引き
継いでいく責任があるのではないだろうか、という
山口氏からフロアに向けての問いと願いで本セッ
ションは締めくくられた。
本大会は、「ボランティア学」を現場の視点を持
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【論文】
経験学習におけるリフレクション再考

経験学習におけるリフレクション再考
―「行為についてのリフレクション」と「行為の中のリフレクション」の関係性についての考察
河

井

亨（立命館大学）

【要旨】
今日、ボランティア学習やサービス・ラーニング、インターンシップやコーオプ教育、プロジェクト・ベー
スド・ラーニングをはじめとする経験学習型教育実践とその研究が広がりを見せている。それらの研究から、
リフレクションの意義と効果についての理論的・実証的研究が蓄積されている。しかしながら、経験学習の
理論モデルでは、リフレクション・プロセスの規範的想定となっており、かつ行為と思考の二分法という難
点に陥っている。本研究では、「行為についてのリフレクション」と「行為の中のリフレクション」の関係性
について、時間の流れの中での順序性の観点から分類・整理を行った。リフレクション・プロセスを分析・
考察する際には、その対象として、行為・思考・感情を分節化し、その文脈、時点と志向性によって区別立
てができる。分析・考察に際してどの区別を活用するかという選択は、実践の教授のあり方、可能性や規範、
レパートリーにかかっている。その分析・考察には、実践の担い手による再帰的な自己省察が不可欠となる。
さらに、学習者の自己と社会とがリフレクションとどう関連しているかを視野に収めて分析・考察する必要
がある。
【キーワード】経験学習、リフレクション、行為とリフレクションのタキソノミー、サービス・ラーニング、
自己と社会

1．はじめに

から思考していく省察的観察と抽象的概念化の役

近年の高等教育において、国際的な動向としても

割がリフレクションのプロセスにあたる。また、G.

日本の高等教育の動向としても、経験学習型教育実

Gibbs ら（1988）は、“Learning by Doing: A Guide to

践が注目を集めている（河井 2016a）。教育実践へ

Teaching and Learning Methods” において、リフレク

の広範な調査をもとに、効果的な教育実践として、

ション・プロセスを記述、一次評価、批判的分析、

ラーニング・コミュニティや学士課程研究ととも

まとめ、最終評価と行動計画といったサイクルでモ

に、協働プロジェクトやインターンシップ、グロー

デル化した。Gibbs のモデルは、看護実践における

バル学習やサービス・ラーニングといった経験学習

経験学習を通じた専門職の熟達を支援する道具立

型教育実践が挙げられている（Kuh 2008）。

てとして広く活用されるに至っている（Bulman &

経験学習型教育実践の土台には、経験学習につい

Schutz 2013=2014; Burns & Bulman 2003=2005）。

ての理論研究の蓄積がある。経験学習理論において

ボランティア活動の経験を通じて学んでいく実

は、経験に関する省察を意味するリフレクション

践を意味するボランティア学習（長沼 2008）やサー

が経験から学ぶ過程において重要な役割を果たす

ビス・ラーニングにおいても、リフレクションが

１）

とされている 。経験学習理論の代表的なものとし

重要な役割を果たすことが明らかにされている。

て、D. Kolb（1984/2014） が “Experiential Learning:

サービス・ラーニングにおけるリフレクションは、

Experience as the Source of Learning and Development”

学習目標の観点から経験を意識的に考察し、知識

において彫琢した理論がある。そこでは、経験から

と経験を結びつけることである（Bringle & Hatcher

学ぶプロセスは、具体的経験、省察的観察、抽象的

1999; Eyler & Giles, 1999; Eyler et al. 1996; Hatcher &

概念化、能動的実験の局面をスパイラル状に進むと

Bringle 1997）。サービス・ラーニングは、次のよう

されている。このプロセスにおいて、具体的経験

に定義される。
「サービス・ラーニングは、コース型・
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単位認定型の教育経験である。サービス・ラーニン

述・分析・考察するにはさらに精緻化を要する。こ

グにおいて、学生たちは、(a) コミュニティに益と

うした理論的な課題は、即座にそのモデルを否定す

なる相互に特定・組織化されたサービス活動に参加

るものではなく、むしろそのモデルをさらに拡張す

する。そしてまた、(b) コース内容のさらなる理解、

る投錨点としていくことが生産的である。

専門分野のより広い理解、市民的責任感の向上につ

また、こうした理論的な課題のポイントは、実践

ながるような方法でサービス活動をリフレクショ

で直面する重要かつ切実な課題に通じている。実践

ンする」（Bringle & Hatcher, 1995, p. 112）。このよう

の中では、実践の熟達者（教職員や関係団体のパー

に、サービス・ラーニングの定義においても、リフ

トナーら）から見ると、学生が経験から学んでいな

レクションは不可欠なものと位置づけられている。

いといった課題や、現場での活動を経て日常生活を

また、サービス・ラーニングに取り組む学生の学

過ごしていく中で、現場での経験を深くリフレク

びと成長を調査した実証研究においては、サービ

ションしていない ——「日常の中で経験を流して

ス・ラーニングに取り組むことが学習成果に肯定的

しまう」—— といった課題、さらには現場で有効

な影響を及ぼすことが実証されている（Astin & Sax

な思考や行為ができていないといった課題が生じ

1998; Eyler & Giles 1999; Felton & Clayton 2011; 河井

ている（和栗 2015; 早稲田大学平山郁夫記念ボラン

2011a; 河井・木村 2013; 木村・河井 2012, 2015; 山

ティアセンター編 2016）。そうした課題を前にして、

田・井上 2009）。さらに、サービス・ラーニングの

実践的にも、「なぜ」に関わる問いが重要かつ切実

中で、リフレクションに取り組むことが学術的な探

となっているのである。先の拡張の遅れと重ねてい

究、パーソナルな成長、キャリア意識、市民的責任

うならば、実践の前線に理論が追いついていないと

感に肯定的な影響を及ぼすことが示されている（河

も表現できる。理論的研究を進め、ギャップを埋め

井・木村 2013）。また、学生のリフレクションが表

ていく必要がある。

現された報告書やプレゼンテーションを分析し、リ

そうした「なぜリフレクションが進むのか／進ま

フレクションが成長に結びつくことを示した研究

ないのか」を究明して十全な理論を構築していくに

（市川 2015; 河井 2011b）や、学生のリフレクション

は、実際の実践事例の分析を必要とする。しかしな

を支援する教材を開発し、その教材をもとにリフレ

がら、実践事例に則して、そうした「なぜ」に関わ

クションが深化することを明らかにした研究（Ash

る問いに答えようとするには、実践事例を考察する

et al. 2009; Ash & Clayton 2004）が蓄積されている。

道具立てを必要とする。理論構築に向けても実践事

このように、経験学習型教育実践に関して、経

例の分析に向けても、ギャップが存在する。そこ

験学習におけるリフレクションについての理論的・

で本研究では、ボランティア学習やサービス・ラー

実証的研究が蓄積されている。理論的研究において

ニングにおけるリフレクションの分析を中心とし、

は、学習者が経験を通じてどのようにリフレクショ

経験学習教育実践一般を射程に収めて考察を進め

ンするのかがモデル化されている。しかしながら、

る。経験学習におけるリフレクションの理論の構築

これらのモデル化には理論的な課題がある。まず、

に向けて、経験的事象を分析・考察する際の道具立

それらのモデルは、必ずしもその順序でリフレク

てとなる概念や区別立てを整備し、そうした分析・

ションが進むことを意味するものではなく、実際に

考察の際の指針を設定することを研究目的とする。

は行きつ戻りつ進む場合や１つのステップを飛ば
して進む場合があるという点で暫定的な性格のも
のである。それらのステップで進むプロセスについ

2．問題の分析

まず、「なぜリフレクションが進むのか／進まな

て、そのステップを可能にする条件やそれを妨げる

いのか」という問いを不問にしてしまうのはなぜか

条件を理論的に究明する余地がある。すなわち、な

を理論内在的に、すなわちモデル化に即して明らか

ぜ具体的経験から省察的観察に進むのか、またなぜ

にする。経験学習プロセスのモデル化は、コルブの

進まないのかという「なぜ」に関わる問いを不問に

経験学習サイクル／スパイラルに端を発している。

してしまっているのである（Korthagen 2001=2012）。

それは、今日でも常に参照される源泉としての地位

経験学習の理論モデルでは、リフレクション・プロ

を占めている（Kolb 1984/2014）。ところが、この

セスの規範的想定となっており、そのプロセスを記

モデル化は具体的経験と能動的実験という行為の
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局面と省察的観察と抽象的概念化という思考の局

為についてのリフレクション」を一体視し、省察的

面を交差させているものの、その交差に必然性は見

合理性と「行為の中のリフレクション」を一体視す

出されず、行為から思考へ、また思考から行為への

る誤読・誤解のおそれがある。確かに、「行為につ

移行が説明されないままとなっており、行為と思考

いてのリフレクション」の概念だけでは、行為と

の二分法に陥っている（河井 2016b）。その結果と

思考の二分法を脱することはできず、「行為の中の

して、このモデル化は、行為と思考の間の移行に関

リフレクション」概念が必要である。しかし、「行

する「なぜ」に関する問いを不問にする構造となっ

為についてのリフレクション」を否定・拒否して、

てしまっているのである。その意味では、経験学習

「行為の中のリフレクション」概念だけで思考と行

サイクルはプロセスを構成せず、学習をプロダクト

為を考えるというのは行き過ぎである。行為と思考

として静態的・断片的にみなす陥穽に嵌まり、経験

の二分法に陥る技術的合理性を拒否しなくてはな

学習理論命題（Kolb & Kolb 2005）に自ら違背して

らないのであって、「行為についてのリフレクショ

しまっていると言えるだろう。

ン」を拒否しなくてはならないのではない。概念

行為と思考の二分法は、実践と理論の二分法でも

的拡張は、「行為についてのリフレクション」を消

ある。それらは、体系的な理論が実践に外在的に

去することを意味しない。省察的実践における「行

存在し、実践に適用されることで最適な問題解決

為についてのリフレクション」と「行為の中のリフ

がなされるという技術的合理性と結びついている。

レクション」を考える必要がある。また、「行為に

そうした技術的合理性を批判し、行為と思考の二

ついてのリフレクション」と「行為の中のリフレク

分法に抗ったのが、D. Schön（1983=2007）の省察

ション」があるとするだけでは、「行為についての

的実践理論である。経験学習理論モデルを実践に

リフレクション」の否定や行為と思考の二分法に立

あてはめるということこそ、Schön が批判した技術

ち戻ってしまうおそれがある。両方が重要だという

的合理性に基づく実践・研究のあり方ということ

折衷的な態度もまた、同様のおそれが残る。そうし

になる。Schön は、行為の最中に思考すること、行

た状態を抜け出すには、2 つの概念を時間的な流れ

為の中で自分のしていることを考えることを捉え、

の中に置き、順序を考慮して両者の関係性を具体的

「行為の中のリフレクション（Reflection in Action）」

に把握することが有効である（河井 2015）。そこで

を概念化した。人は考えながら行為することもあ

本研究では、経験学習におけるリフレクションを分

るし（「行為の中のリフレクション」）、行為の後に

析・考察する際の道具立てとなる概念や区別立てと

考えることもある（「行為についてのリフレクショ

して、「行為についてのリフレクション」と「行為

ン：Reflection on Action」）。行為の中のリフレクショ

の中のリフレクション」の時間的な流れの中での順

ンのアイデアによって、行為と思考が並存しうる

序性をもった関係性について分類と整理を進めて

こと、行為の中で行為の結果のみならず行為自身

いくこととする。

が思考の対象となることへ概念を拡張することで、
行為と思考の二分法より実際の行為の中での認識
や行為の中でのリフレクションと関わらせながら
行為を捉えていく道が開かれていったのである（河
井 2016b）。
Schön の 省 察 的 実 践 論 は、 教 師 や 看 護 師 を は
じめとするプロフェッショナルの熟達や専門

3．行為とリフレクションのタキソノミー

分類・整理にあたって、それぞれの場合を区別

するところでは、行為を A、リフレクションを R、
「についての」を on、
「の中での」を in と表記する。
行為についてのリフレクションは RonA、行為の中
でのリフレクションを RinA と表記することになる。

性 開 発 の 基 礎 理 論 と な っ て い っ た（Bulman &

「行為についてのリフレクション」と「行為の中の

Schutz 2013=2014; Burns & Bulman 2003=2005;

リフレクション」とその関係について、時間的な流

Korthagen2001=2012; Lyons, ed. 2010）。 特 に、 行 為

れの中での順序性を考慮すると、図 1 のようになる。

と思考を分断し、実践と理論を分断し、基礎科学

「行為についてのリフレクション」と「行為の中

と応用科学または実践を分断する技術的合理性へ

のリフレクション」は、そのリフレクションの対象

の批判として広がっていった（Kinsella 2007）。そ

と文脈に目を向けることで分節化していくことが

うした広がりの中では、まず、技術的合理性と「行

できる。第１に、リフレクションの対象となるのは、
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経験全体であるばかりでない。経験の中の行為やリ

「どのような感情（悲しさ）なのか」という様態に

フレクションもまた、リフレクションの対象とな

ついて問いかけることや、感情という主観の土台を

る。行為についてのリフレクションの場合、その

なす事実についても十分に明確化してから感情の

リフレクションをしている時点に先行する「行為の

様態や意味を考えていくこと、その時に関わった他

中のリフレクション」がリフレクションの対象とな

者とのやりとりを複数の立場を交換しながらロー

る。したがって、経験における行為それ自体をリフ

ルプレイで再演することが有効である（早稲田大学

レクションする場合（RonA）とその行為の中での

平山郁夫記念ボランティアセンター 2016）。

思考をリフレクションする場合（Ron(RinA)）を区

第 2 に、
「行為についてのリフレクション」の文

別することができる。経験における行為についてリ

脈がその行為と連続していて同じものである場合と

フレクションするというのは、活動の経験の場で自

そうでない場合を区別することができる。前者は、

分がしたことをふりかえり、その意味を考えていく

一連の活動に取り組んでいる過程の中での「行為に

ことである。また、
「何もしなかった」あるいは「何

ついてのリフレクション」である。例えば、子ども

もできなかった」ことについて、それがなぜかとそ

の活動を支援する実践に取り組む中で、子どもたち

の意味を問うていくことも重要な「行為についての

と解散した後、チームのメンバーたちとその日の出

リフレクション」である。学生たちは活動に取り組

来事をふりかえるといった活動が連続した文脈での

んでいる中で、行為するだけでなく思考する。「子

「行為についてのリフレクション」
にあたる。後者は、

どもたちの気持ちを無視して、勝手にボランティア

その行為それ自体とは異なる目的の活動に取り組む

活動をやりはじめるのは、突き詰めると自己満足に

中での「行為についてのリフレクション」である。

なりかねない」、
「相手に言われてその言われたこと

例えば、子どもたちとの活動について地域住民に向

をただやるだけっていうのは、本当にボランティア

けて報告していく準備の中で経験や行為その中での

なのか」、
「ボランティア自体が難しいなあ」と考え

思考や感情についてふりかえることが異なる文脈で

ながらその場の活動に取り組んでいくのである（例

の「行為についてのリフレクション」である。

は、河井（2011b）より一部表現を修正して引用）。

文脈の異同と関連した区別として、そのリフレク

そうしたリフレクションを導いている問いは、活動

ションの性格が回顧的か展望的か、そしてそれがど

後も継続してリフレクションを促す問いであり、学

う組み合わさっているかという区別がある。まず、

生にとって本当に切実なものという意味で、「真正

もっともシンプルな形態として、同じ文脈の中でそ

な」問いと表現できる。

の経験の意味理解 — センス・メーキング — に向け

また、リフレクションの対象は、思考や知識と

て回顧的に「行為についてのリフレクション」をす

いった認知的なものに限定されない。むしろ、感情

る場合がある。例えば、ある子どものある行為が何

的な（emotional）動揺や混乱がリフレクション・プ

を意味しているか理解しようとするリフレクショ

ロセスの契機となる（Ron(EinA)：Boud et al. 1993;

ンがそれである。そして、そうした回顧的なリフレ

Mezirow 1991=2012）。活動の現場で悲しいと感じた

クションが意味理解だけでなく意思決定 — ディシ

といったリフレクションがある。そうした感情を

ジョン・メーキング — に向けて展望的なリフレク

「多面的多層的にとらえて深く表現する」には、
「な

ションと結びついていく場合がある。ある子どもの

ぜそう（悲しいと）感じたのか」というようにそ

ある行為の持つ意味が活動のあり方の再考を求め

の感情の背景情報を求めるよりも前に、その感情が

るような場合、今後の活動のあり方を展望的にリフ

t1

t2
RonA1

レクションすることになる。例えば、活動の流れ自
体に構造的な不備があったために、ある一人の子ど
もが活動の中でふさぎ込んでしまった場合、同様の
事態を避けるためにどうすれば良いかを考えるこ

A1

A2
RinA2

ᅗ㻝㻌⾜Ⅽ䛻䛴䛔䛶䛾䝸䝣䝺䜽䝅䝵䞁䛸㻌
図１ 行為についてのリフレクション行為の中のリフレクション
⾜Ⅽ䛾୰䛾䝸䝣䝺䜽䝅䝵䞁
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たちとの活動を地域住民の方々に報告するにはど

ンの文脈に関する区別、リフレクションを行ってい

うすれば良いかを考えていく中で、子どもたちとの

る時点と対象となっているもの・ことの時点の組み

活動の経験に立ち帰ってリフレクションしていく

合わせの区別によってリフレクションを詳細化し

といった場合である。

ていくことができる。このことは、即座に、全ての

このように、リフレクションの対象が行為なの

リフレクションの分析・考察においてすべての区別

か、感情なのか、リフレクションなのかによる区別

を立ててリフレクションを分節化することを要請

と文脈の異同やリフレクションの性格が回顧的か

するわけではない。続けて、これらの行為とリフレ

展望的かによる区別を立てることができる。さら

クションのタキソノミーの区別を用いてどのよう

に、その２つの区別を組み合わせ、どの文脈で、ど

に分析・考察していくことができるかという問題に

の文脈の行為・感情・リフレクションを対象とする

取り組む。

リフレクションなのかが区別される。この観点に立

分析・考察に向けては、区別する意味がある限り

てば、これまで行為の中のリフレクションとしてき

において区別がなされるべきである。第１にリフレ

たものは、まず、行為の中でその行為（またはその

クションの対象が何であるかの区別をする意味が

行為の中の思考や感情など）をリフレクションする

ある限りにおいて、区別することが分析・考察に資

ことを意味する（R2inA2=[R2onA2]inA2, [R2onE2]inA2,

する。思考でもなく行為でもなく感情を対象として

[R2onR2]inA2）。また、ある時点のある行為の中で

リフレクションすることが、その学生のパーソナル

それ以前の行為についてリフレクションする場合

で省察的な成長につながっていることを明らかに

（R2onA1inA2）、それ以前の行為の中での思考や感情

していくのであれば、リフレクションの対象を区別

についてリフレクションする場合（R2on[R1/E1inA1]

することが有意義である。その際も、感情について

inA2）と区別を詳細にしていくことができる。さら

のリフレクションだけを対象とし、思考と行為を扱

に、時点を遡った時点における行為についてのリフ

わないといった排他的な方法ではなく、それぞれの

レクションについてリフレクションするという場

関係性を問うていくことが有意義である。実際、学

合もある（R2on[R1onA0]）（図 2）。

生の感情が動くこととその時の行為や思考は深く
結びついていることが多く、その関係性へのリフレ

4．行為とリフレクションのタキソノミー
を 活 用 し た 分 析 と 考 察 に 向 け て（1）
区別の活用

クションから意味がつむぎだされる可能性は十分

前節で見てきたように、分析上、行為しながらの

ところそう思わなかったとすれば、そこにそう思わ

リフレクションなのか、行為を事後的に対象化して

ない（またはそう思わせない）何らかの要因が作用

のリフレクションなのかという区別、そのリフレ

していたと考えられ、その要因についてのリフレク

クションの対象が何であるかの区別、リフレクショ

ションがその場での経験の意味を深く理解する上

にある。また、感情に関する経験が無かったことの
意味を問うことも重要である。普通なら嬉しく思う

t2
t1

[R2onA1]inA2

[R2on[R1onA0]] (inA2)

t0

R1onA0 (inA1)
A0E0

[R2onR2]inA2

A1 E 1
R1inA1

[R2onE2]inA2
[R2onA2]inA2
A2 E 2
R2inA2

図2 複数時点の行為についてのリフレクションと行為の中のリフレクションの例
図２
複数時点の行為についてのリフレクションと行為の中のリフレクションの例
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で有意義である。リフレクションについての分析・

でのリフレクションや学びが関連しあって新たな

考察の際には、リフレクションの対象となる経験の

意味や理解をなしていくということは、大学生の学

意味理解に向けて、行為、行為の中のリフレクショ

習ダイナミクスにおいて中核的に重要であり、そ

ンや感情についてどのようなリフレクションをし

れは大学生の成長のエンジンともなるのである（河

ているか／していないか、そしてそれらがどのよう

井 2014a, 2014b）。

に関係しあって意味をなしているかを問うことを
指針とすることができよう。

第 3 に、文脈の重なり合いとも関わることである
が、時点を区別する意味がある限りにおいて、区別

第 2 に、文脈の違いを区別する意味がある限りに

することが分析・考察に資する。先行する時点での

おいて、区別することが分析・考察に資する。一つ

経験や想定が、後続するリフレクションに影響を

ながりの文脈の中での行為とリフレクションを対

及ぼすのであり、対象としているリフレクション

象とするのであれば、文脈についての説明を要する

よりも先の時点に遡って分析・考察することが必要

とはいえ、細部の文脈の違いを明確化する必要ま

になる。例えば、ボランティア活動での経験をふり

ではないと言える。しかし、学生が、異なる文脈で

かえってプレゼンテーションを行い、その後インタ

の経験を結びつけてリフレクションしていく場合

ビュー調査でそれらの経験について語るとしよう。

には、それぞれどのような文脈であったかを分節

インタビューでの一連の経験についてのリフレク

的に分析・考察していくことが必要である。実際、

ション（RonA1~A2）では、プレゼンテーションに

学生自身は現場での経験と自身の人生展望を関連

ついてのリフレクション（RonA2）やプレゼンテー

づけたり、現場での学びと大学での学びを結びつけ

ションの中でのリフレクション（RinA2）、ボランティ

ていくことがある。「この活動に参加する前は、
（教

ア活動についてのリフレクション（RonA1）やボラ

師として）歴史やサッカーを教えることが目的だっ

ティア活動の中でのリフレクション（RinA1）、さら

たけれど、教科の勉強や部活動で、人と協働して

にはプレゼンテーション作成過程でのボランティ

いく大切さなどを教えたいという気持ちが明確に

ア活動についてのリフレクション（[RonA1]inA2）

なった」といったリフレクションが行われる（例は、

などが重なりあいながら語られる（図 3）。回顧的

市川（2015）より。（）内筆者補足）。また、経験学

ではあるものの、それぞれがどういうものである

習型教育実践の場合、現場での活動に入り込んでい

か、それらがどう影響を及ぼしあったかといったこ

く文脈と、現場での活動を離れて大学の教室などの

とを分析・考察できる（河井 2011b）。

場で学びを深めていく文脈とが関わってくる。報告

こうした時点および文脈の違いには、分析・考察

書の作成や最終プレゼンテーションを仕上げてい

「できる」という理論的意義だけでなく、そうした

く過程では、必然的に複数の文脈が重なりあうこと

違いを超えて関連性を探ることでそれまで見えてこ

になる（河井 2011b）。複数の文脈が重なりあう中で、

なかった意味の明確化というリフレクションの深化

現場での活動、そこでの経験、そこでの行為・思考・

をもたらすという実践的意義がある。例えば、子ど

感情といったものの意味への解釈が重ねられ、新た

もに高い教育を受けさせたいと語る農村女性を前に

な意味が生じる。複数の異なる文脈での経験とそこ

して、親近感を持ち涙が止まらない経験（t2 での経

t1

t2

t3

t4 …

RonA1~A2
RonA1

…
A1
RinA1

A2

A3

A4 …

RinA2

図3
図３複数時点の行為についてのリフレクションと行為の中のリフレクション
複数時点の行為についてのリフレクションと行為の中のリフレクション
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験）をした学生には、自らが東京の大学へ進学する

なされ、目標に含まれていない／射程を超えた成果

際に同じように祖母が支援してくれたという経験（t2

の分析・考察については、目標に含まれていないこ

に先行する t1 での経験）があった。その場面（RinA2）

とや目標の射程を超えていることを示すためにも、

およびその日のふりかえりでその２つの経験を結び

先の分析・考察を前提とすることとなる。さらに、

つけてリフレクションする（RonA1~A2）ことでイン

実践的には、目標の射程を超えた価値が生み出され

ド農村での出来事がよりいっそう自分事として捉え

る場合、次の実践においてはそれを新たな目標に包

られた（秋吉・河井 2016）
。そうした経験とそこで

摂することが課題となっていく。

見出された意味は、帰国後の日常生活や、大学生活

また、教授のあり方としてのインストラクショナ

の中で新たな経験に臨む中、卒業後の経験の中で立

ル・デザインは、目標のデザインや活動現場での実

ち帰って考える足場となっていく。その度ごとに同

践のデザインに限定されない。例えば、現場での

じ意味が確認されたり、複数の意味を統合して新た

活動に入る前の働きかけが重要となる。「行為の中

な意味づけが見出されたりしていく
（t4 以降の経験）
。

のリフレクション」だけでなく、「行為の前のリフ

こうした意味形成のダイナミクスを分析・考察して

レクション」（Greenwood 1993）にも目を向ける必

いくには、それぞれの時点での意味の層を分節化し

要があり、活動での経験の前の知識・理解・思考

た上で、それぞれがどういうものであるか、それら

の質が経験の中での行為とリフレクションの質を

がどう影響を及ぼしあったかといったことを分析・

左右するのである（Korthagen2001=2012）。さらに、

考察することが必要になる。

誤概念や素朴概念のように学生自身があらかじめ

このように、分析・考察に向けては、区別する意

持っている信念や想定を浮き彫りにしておくこと

味がある限りにおいて区別がなされるべきである。

で、経験の中で「揺らぎ」（河村ほか 2001）を生む

区別が意味をなすかどうかは、学生の学習としての

ことを可能にすることができるし、「揺らぎ」が生

リフレクションを規定する広い意味での教授のあ

まれない場合の要因の分析に進むことができる。取

り方にかかっている。教授行為なしに学習は生じう

り組む活動や内容をめぐる矛盾がコンフリクトや

るし、教授行為によって意図された方向で学習が生

ジレンマを引き起こし、学習の実質的な動機づけを

じるとは限らない。教授学習のデザイン（インス

引き起こす（Engeström 1994=2010）。リフレクショ

トラクショナル・デザイン）として意図・目標とさ

ンを分節的かつ統合的に分析・考察することは、そ

れる学習と結果として生じる学習は異なってくる。

のリフレクションを規定する教授のあり方の分節

その意味では、教授行為やその意図を離れて分析・

化と統合を要求するのである。

考察することも不可能ではない。意図せずして方向

どの区別が意味をもっているかは、実践の中でど

づけられたリフレクションを分析・考察することも

のように行為し思考することができるかという可

可能である。しかしながら、教授行為は、学習の「重

能性とどのように行為し思考することが求められ

要な根源と推進力」
（Engeström 1994=2010）であり、

ているかという規範にかかっている。そうした可能

リフレクションの文脈を構成する。この理由から、

性や規範は、実践の中の行為や思考、感覚・感情、

サービス・ラーニングにおけるリフレクションでは

ふるまいや発言の集積体としての「実践のレパー

学習目標の観点から意識的に経験を考察すること

トリー」（Schön 1983=2007）に現われる。実践で高

を重視されているのである。

いパフォーマンスを発揮する熟達者と非熟達者の

したがって、意図・目標とされた学習を明らかに
した上で、結果として生じた学習の分析・考察する

違いは、
「実践のレパートリー」すなわち「実践知」
（実践者がうまく実践するための知またはそこで用

ことになる。例えば、自分の感情に向き合ってその

いられる知）にかかっている（金井・楠見 2012）。

多層性を明らかにしていくということに方向づけ

ありうる可能性や規範のバリエーションの中から、

られているのであれば、その感情の多層性とそれを

何が選ばれ何が選ばれないのかが、「実践のレパー

見出していくプロセスが分析・考察されることとな

トリー」を構成する。学習理論や成長理論が説明

る。目標として方向づけられていないのならば、そ

するように、知識・概念や見方・捉え方のバリエー

のような学習経験が生じることは偶然に委ねられ

ションの中から、それらを関連づけて、比較考量や

る。まずは、目標の観点からの成果の分析・考察が

調整・評価していくことで学習が深化していく（河
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井 2014b; Marton & Pang 2006）。実践の中でのリフ

別とその活用の方途を探ってきた。これまでの作

レクションの質の深化についても「実践のレパート

業によって、行為とリフレクションの関係性を分

リー」のバリエーションを考慮に入れて分析・考察

節化することができたと言えよう。しかしながら、

する必要がある。

分節化は即座に十全な統合を意味しない。行為と思

どの区別に意味があるかを見定めていくことは、

考の二分法に立ち戻ってしまわないために、さらに

実践者の「実践のレパートリー」の分析・考察を

問う必要があることは、行為と思考を結びつけてい

必要とする。実践のレパートリーについて自己リ

るものが何であるのか、そしてどのように結びつけ

フレクションを通じて自覚していくことは、「省

るのかということである。行為と思考を結びつける

察 的 実 践 」（Lyons 2010） の 条 件 で あ る。 そ う し

ものとは、行為と思考の主体である自己、そしてそ

た省察的実践が、リフレクションを通じた学習を

れらに影響を及ぼす要因でもある対象すなわち経

可能にしていく。このような理路から、教育に臨

験とその文脈として構造化している社会である。し

むプロフェッショナルのあり方を省察的実践者と

たがって、自己と社会を含めて行為とリフレクショ

して捉え直す動きが生まれていった（Eraut 1994,

ンの関係性を問い直す必要がある。

1995; Korthagen2001=2012; Lyons ed. 2010; Schön

第１に、行為とリフレクションを行う自己を含め

1983=2007, 1987）。学生のリフレクションを分析・

て、経験学習におけるリフレクションを分析・考察

考察する際には、その条件となっていることも含

する必要がある。経験学習の中で有効なリフレク

め、実践のレパートリーへのリフレクションや分析

ションになっていかない事態の要因として、経験や

が求められる。実践のデザインが持つ明示的・自覚

出来事を他人事のように傍観者的に捉え自分事と

的な働きかけだけでなく、暗黙的・無自覚的な方

して捉えられていないというものがある（早稲田大

向づけが学習者のリフレクションに影響を及ぼす。

学平山郁夫記念ボランティアセンター 2016）。この

実践者が実践の指針としている実践原則は、暗黙

当事者意識の弱さという要因のために、日常生活の

的なものに留まっている場合もある（秋吉・河井

中で経験を流してしまうと考えられている。

2016）。実践者の「実践のレパートリー」と学習者

こうした問題状況は、経験の地平に自己が登場し

のリフレクションとその相互作用を分析・考察して

ておらず、リフレクションの対象から外れてしまっ

いくことができる。実践者の「実践のレパートリー」

ている事態である。その経験での出来事は、どこか

の観点からは、実践の文脈の中や実践に先立って学

の誰かではなく、他の誰でもなく、この〈私〉が経

習者にもたらされるものが何か、実践者が実践の中

験しているにもかかわらず、経験から〈私〉が疎外

の可能性やバリエーションの中で、何に価値をおい

されている。リフレクションでは、行為や思考だけ

ているか、何に方向づけていて何に方向づけてい

でなく、経験における〈私〉、すなわち自己を問う

ないのかが問われる。学習者のリフレクションと

ことが必要になる。実践的には、
「何をしたか」「何

して、実践に先立ってどのような想定や信念であっ

があったか」
「どう感じたか」
「どう考えたか」と名

たか、実践者の「実践のレパートリー」が学習者の

前抜きの問いかけだけでなく、名前を入れて問いか

リフレクションを可能にしているのか妨げている

けること、さらには、
「あなたは、どう感じたのか」

のか（抵抗しているのか）、それはなぜか、そして

や「〇〇は、どう考えたのか」と「あなたは」や「〇〇」

リフレクションにどのような影響を及ぼしたのか

を強調し、他の誰でもない「あなた」＝〈私〉に

やなぜそのような影響を及ぼしたのかといったこ

聞いているのだと強調することで、〈私〉をリフレ

とを含めて分析・考察していくことができる。

クションの対象へ招き入れることになる２）。同じよ
うに、「… をした」「〜と考えた」「〜と感じた」と
いったことが〈私〉なしに語られた場合、
「なぜ〈あ

5．行為とリフレクションのタキソノミー
を活用した分析と考察に向けて（2）行
為とリフレクションを結びつけるもの

と考えたのか」
「なぜ〈あなた〉は〜と感じたのか」

触れ、時間的な流れの中で順序性を考慮し、行為と

そう感じた〈私〉がリフレクションの場に立ち現れ

リフレクションのタキソノミーを分類・整理して区

てくる。

ここまで、認知面に限定することなく感情面にも
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さらに、そうした自己は一律・一元のものでは

塞を脱する方途を見出していかねばならないだろ

ない。ある経験の自己と他の経験の自己、ある時

う。学問知への架橋は可能であるが、その可能性を

点の自己と別の時点の自己の間にはコンフリクト

実現していく条件としても、経験を通じた学びの中

や衝突や矛盾があり得る。「活動前には〜と思って

から経験を超えた学びにつないでいくことを目指

いたのに、活動を通じてそうではないことに気づ

す必要がある。経験を通じた学びの中から経験を超

かされました」といった新たな経験によってもた

えた学びにつないでいくという志向性がなくては、

らされる語りには、そもそもなぜ活動前にそう思っ

経験からの学びは経験からの学び、学問知の学びは

ていたのか（思い込んでいたのか）を問うことがで

学問知の学びという分断そして非統合に終わるお

きるし、そう思い込んでいた〈私〉とそうではない

それがある。

と気づいた〈私〉の間は単純に前者を捨てて新しい

経験を通じた学びの中から生活世界への閉塞を

〈私〉になりましたと言えるのかを問うことができ

脱していく方途として、経験と社会課題の関連を探

る。そう言えるほどに劇的に変容することは多くな

究してリフレクションしていくというものがある。

く、変わった（と新たに思い込んでいる）〈私〉と

社会課題の分析だけに偏してしまって「口だけ達者

その時点での他の言動が矛盾を引き起こしている

で社会を批判して自分は何もしない」という当事者

ことも少なくない。そしてそのことを自覚すること

意識の欠落した状態に陥るという問題（若槻 2015）

もできる。海外でゴミ問題に取り組んで資源の重要

と自己への問い直しに偏して生活世界や親密圏に

さを気づいた〈私〉が日本に帰ってきて毎日のよう

閉じた範囲でしか思考しない状態に陥るという問

に貴重な水やエネルギーを大量に消費することに

題を二正面に据えて取り組む必要がある。実際に、

葛藤する感性を学生たちは備えている。また、新た

経験の中での行為・思考だけでなく感情を含めて

な経験によって変化しないのであれば、変化に抗う

自身の経験をふりかえった上で、その経験と社会構

〈私〉を問うこともできるだろう。それまでの〈私〉

造・社会課題と結びつけ、そこにある意味を自分の

とその経験を経た〈私〉を統合することは自動的に

言葉で語っていくという「体験の言語化」の実践に

生じることではなく、その間の〈私〉さらには他

おいて、そうした二正面作戦への実践が進められ

の文脈での〈私〉との間の対話的な自己形成プロ

ている（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセ

セスをくぐっていくのである（Hermans& Kempen

ンター 2016）。学問知の大文字の理論（Theory）へ

1993=2006; 河井 2014a; 溝上 2008）。

の架橋の重要性に加えて、自らの経験に発した「小

第 2 に、自己と同様に、リフレクションの対象と

文字の理論（theory）」（Korthagen 2001=2012）を立

なっている経験の文脈として構造化している社会

ち上げていくこと、そしてそこから学問知とつき

を経験学習におけるリフレクションを分析・考察す

合わせていくことは、重要な学びの姿であり、そ

る必要がある。ボランティア活動の経験を通して学

うした動態を分析・考察する必要がある。さらに、

ぶことだけでは、相互対面的な具体的関係性だけを

自らの「小文字の理論」の構築や自らの価値観を問

考えて、生活世界に閉塞するという隘路があるとの

い直しの営為の射程を長く見取って分析・考察す

批判がある（広田 2015）。第１に挙げた自己への問

る必要がある。分析・考察においては、個々の学

いは、重要であるものの、自己への問いだけに収束

生に生じている事態であっても、その結果として

してしまっては、同じ隘路に閉塞してしまう。具体

の集合的変化を問い、その先が社会の通念・規範・

的関係性を超える学問知の学習と架橋して結びつ

価値観の再生産に収斂するのか、それとも「覆す」

けることによって、そうした隘路を脱する必要があ

（和栗 2015）—— 批判的・解放的な志向性（Carr &

る。ボランティア活動を通じた経験からの学びと専

Kemmis 1983）−− ことに開かれているのかを問う

門学問知の体系の学びを往還しながら架橋し、統合

ことが重要であろう。

していくことが可能であり、実際にそうした姿が示
されている（河井 2014a）。
学問知への架橋によって生活世界への閉塞を脱

6．おわりに

本研究では、経験学習におけるリフレクションを

するという方途しかないわけではなく、ボランティ

分析・考察する際の道具立てとなる概念や区別立て

アを通した学びの中においても／においてこそ、閉

を整備し、そうした分析・考察の際の観点や指針を
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明らかにしてきた。どの区別を採用するかは教授の

affected by service participation. Journal of College

あり方、実践の規範・可能性、実践のレパートリー

Student Development, 39(3), 251-263.

にかかっている。分析・考察に際しては、行為・思
考・感情の主体となる自己のありようと対象となる
経験の文脈として構造化している社会のありよう、

Boud, D., Cohen, R., & Walker, D. 1993. Using experience for
learning. McGraw-Hill Education.
Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. 1995. A service-learning

そしてそれらが当の行為・思考・リフレクションと

curriculum for faculty. Michigan Journal of Community

どう関わっているか／関わらせているかをも問う

Service Learning, 2: 112-122

必要性があることを示した。本研究の中でも、これ

Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. 1999. Reflection in service

までの実践事例やその研究に触れて整備を進めた。

learning: Making meaning or experience. Educational

今後は、本研究で対象とできなかった経験学習型

Horizons, Summer: 179-185.

教育実践（医療・福祉・教員養成の実習、インター

Bulman, C., & Schutz, S. (eds.). 2013. Reflective practice in

ンシップやコーオプ演習、PBL など）のリフレクショ

nursing. John Wiley & Sons.（＝ 2014. 田村由美・池西

ン・プロセスを分析することが課題となる。また、

悦子・津田紀子監訳 . 看護における反省的実践 原著

本研究で整備された概念や区別立てを用いた実践

第 5 版 . 看護の科学社 .）

の研究や再分析がどのように進められるかどうか、

Burns, S., & Bulman, C. (eds.). 2003. Reflective practice in

それらの蓄積を通じて、さらに整備をどのように更

nursing: The growth of the professional practitioner.

新することができるかが課題となってくる。

Blackwell Science.（ ＝ 2005. 田 村 由 美・ 中 田 康 夫・
津田紀子監訳 . 看護における反省的実践 — 専門的プ
ラクティショナーの成長 . ゆみる出版 .）
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A Reconsideration of Reflection in Experiential Learning: Focusing on the Relationship
between Reflection-on-Action and Reflection-in-Action
Toru Kawai
(Ritsumeikan University)
In higher education, experiential learning is one of the effective educational practices, and includes service-learning,
internships, co-operative education, project-based learning, and so on. Recently, it has been revealed that reflection
plays a significant role in experiential learning. The previous model for reflection in experiential learning did not
integrate action and thinking. These models provided a normative process for experiential learning or reflection but
they did not coincide with actual reflective processes. However, the remaining issue for the models of reflection was to
develop theoretical accounts for the process of reflection combining action. This article clarifies the relationship between
reflection-on-action and reflection-in-action in terms of process and sequence. I constructed a taxonomy of action and
reflection, which consists of objects (action, thinking, and emotion) and contexts (time and its orientation). The analysis
of the reflection process is enabled by using these categories and integrating them into experiential education. Examining
the reflective narratives from previous research articles, this taxonomy enables researchers and practitioners to clarify
the characters of these narratives. Focusing on these categories depends on teaching practices that include social norms,
instructional design, and the repertoires of practitioners. Therefore, the analysis of students’ reflection processes requires
teachers’ self-reflection on their own practices. Furthermore, these analyses require consideration of how the self and
society influence reflection processes.
Keywords : Experiential Learning, Reflection, Taxonomy of Action and Reflection, Service-Learning, Self and Society
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国際協力 NGO が取り組む開発教育についての一考察

国際協力 NGO が取り組む開発教育についての一考察
－その課題と展望－
三

宅

隆

史（上智大学大学院博士課程）

【要約】
本稿の目的は、国際協力 NGO が開発教育に取り組む際の課題や制約とこれらを克服するための有効な方策
を明らかにすることである。調査方法は、開発教育に積極的に取り組んでいる 6 団体の国際協力 NGO の開発
教育担当者に対するインタビュー調査とこれらの団体が開発した教材や学習プログラムの分析である。調査
結果は、国際協力 NGO は開発教育事業を実施する上で、開発教育事業のための資金確保、教材開発能力の不
足、教材の普及の困難さ、実践の質の確保と開発教育事業の評価という相互関連性の高い 4 つの課題を抱え
ていることを明らかにした。そしてこれらの課題を克服するためにこれらの団体が取り組んでいる様々な有
効策を明らかにした。そして課題や制約を抱えながらも団体の活動方針に開発教育を位置づけ、開発教育を
推進するための有効策に取り組んでいる団体は、
「公正な社会を実現する」、
「開発途上国と日本社会をつなぐ」
という共通した使命を有しているとの知見を示した。
【キーワード】開発教育、国際協力 NGO、組織の使命・ビジョン

１．はじめに

私たちのつながり等を学習内容とする地球市民教

な開発目標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 実

また NGO が取り組んでいる教育・啓発・情報提供

施指針」は、SDGs を日本が達成していくための方

活動として、学校教育や社会教育施設に対する講

策の一つとして、
「学校教育をはじめ、家庭、職場、

師派遣 (81% の NGO が実施 )、生徒の事務所訪問受

地域等のあらゆる場における SDGs に関する学習等

入 (66%)、活動報告会の開催（67%）、スタディー・

を奨励していく」ことを掲げている。また持続可能

ツアーやワークキャンプの実施 (43%)、ニューズレ

な開発のための教育 (ESD) について、「ESD や環境

ターやホームページを通じた情報提供 (100%) があ

教育に取り組む多様な主体の連携等を促進してい

げられている。また 33% の団体が政策提言に取り

2016 年 12 月に発表された日本政府の「持続可能

１）

く」と述べている 。
国 際 協 力 NGO(Non Governmental Organizations)

育（開発教育）に取り組んでいると回答している。

組んでいると回答している ( 国際協力 NGO センター
2011)。しかしながら、これらの教育活動の内実は、

は、開発途上国における貧困問題の解決のための支

団体の認知度を向上したり、寄付を集めたりするた

援を行っているのであるが、日本国内においては、

めの広報活動である場合があり、教育活動と広報活

「日本の子どもや市民が、開発をめぐるさまざまな

動を混同している団体も少なくない。

問題を理解し、望ましい開発のあり方を考え、共に

日本の国際協力 NGO による開発教育活動の強化

生きることのできる公正な社会づくりに参加する

は、NGO による開発教育活動が活発な他の先進国

ことをねらいとした教育活動」と定義される開発教

からも期待されている。2009 年に OECD/DAC（経

育を推進していくことが期待されている（田中治彦

済協力開発機構 / 開発援助委員会）が日本の ODA

2008）。

のピアー・レビューを実施した際、東京で開かれた

国際協力 NGO センター (JANIC) が 2011 年に実

日本の NGO との意見交換会において、ODA 審査

施した調査によると、調査に回答した 233 の国際

団は、「日本の ODA は削減されているが、日本の

協力 NGO のうち 62% の団体が、途上国の貧困や開

市民は ODA についてどれだけ関心を持っているの

発の現状と課題、地球的諸課題の関連性、世界と

か？日本の NGO は途上国の貧困や国際協力の必要
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性について市民の意識喚起をしているのか」と日本
２）

の国際協力 NGO に対する問題提起を行った 。
欧米の国際協力 NGO と比して歴史が浅く、予算

とし、上記 2 つの目的の間の「せめぎあい」に多く
の NGO が直面していると述べている。
社会教育についての研究は、NPO の教育活動に

と規模が小さい日本の国際協力 NGO は、開発教育

ついての研究の蓄積を有している。津田 (2001) は、

においても発展途上にある。その要因の一つは、日

NPO の類型化によって教育活動への積極性を説明

本の国際協力 NGO が開発教育に取り組む際の課題

している。津田は、社会サービスの担い手として体

や制約が存在するためではないかと考えられる。

制から期待されており、その期待に添うべく人び

本稿の目的は以下の 2 点である。第 1 に国際協力

との自発性を動員して組織化された「体制順応型」

NGO が開発教育に取り組む際の課題や制約を明ら

NPO と支配・抑圧関係に対する人びとの反省・批

かにする。第 2 にこれらの課題や制約を克服するた

判に基づいて組織化された「社会運動型」NPO の

めの有効な方策を明らかにする。本稿は以下で構成

2 つに類型化している。「体制順応型」は制度的に

される。2 節で NPO/NGO による教育活動について

枠組みが与えられているので、社会的承認を調達す

の先行研究をレビューする。3 節で調査方法につい

る動機が奪われており、自分たちの活動の意義や目

て述べる。4 節で調査結果を示す。5 節で考察を行い、

的を他者に伝え、理解を得るための努力をすること

6 節でまとめと今後の研究課題を提示する。

に必然性が乏しいので、教育活動に対して消極的と
なる。一方「社会運動型」は、体制や現状に対する

2．NPO/NGO による教育活動についての
先行研究

批判を行うために社会的な承認を受けにくいが、そ

究をレビューする。開発教育についての研究では、

ばならないので、教育活動に対して積極的となる。

開発教育協議会（現在の開発教育協会）が 2001 年

特に、「社会運動型」は自分たちの主張を声高に叫

に実施した 118 の NGO や 50 の公益法人を含む 220

ぶだけでなく、その主張を他者と共有するための技

団体が回答した「開発教育に関するアンケート調

法として市民の意識化をもたらすための参加型学

査」の結果は、開発教育を進めるうえでの課題とし

習を推進していると述べている。

NPO/NGO

３）

による教育活動についての先行研

の使命を遂行するためには社会的な影響力を強化
しなければならず、賛同者や協力者を増やさなけれ

て、資金の不足（125 団体、57%）、人材の不足（92

田中雅文（2011）は、行政密着度の高低と運動志

団体、42%）が圧倒的に多かったことを示している

向の強弱という二つの軸によって、「協働変革型」、

（重田 2005）。

「行政代替型」、「先鋭運動型」、「独立事業型」の 4

「NGO-JICA（国際協力機構）協議会」に設置さ

つに NPO を類型化している。「協働変革型」と「先

れた「開発教育推進のためのタスクフォース」の委

鋭運動型」はいずれも社会変革の推進に力を入れる

嘱により開発教育協会は 2016 年に「NGO、市民団

NPO であり、前者は行政との協働によって、後者

体における開発教育に関するアンケート調査」を実

は行政とは独立にあるいは批判性を土台に社会改

施した。107 団体が回答した調査結果は、「開発教

革を進めようとする NPO を表している。田中雅文

育を進める上で、資金が足りない、成果が見えにく

は 2002 年に実施された全国の 4,770 の NPO を標本

い、担える人材がいないといった問題が上位を占め

とした「NPO の教育力に関する調査」（代表：佐藤

ている。助成金や補助金、人材育成支援、教材作成

一子）によるデータの分析結果から、社会変革を志

に関する支援、などが多く必要とされている」と述

向する「協働変革型」と「先鋭運動型」が行政との

４）

べている 。

密着度の高低にかかわりなく、市民に対する学習機

岡田 (2006) は、ある団体が取り組む開発教育の
目的が「援助活動への動員」（募金など）なのか、

会を積極的に提供していると結論づけている。
以上の先行研究は、①社会変革への志向性の弱

あるいは貧困の原因の解決のための「開発援助・国

さ、②資金と人材の不足、③教材開発についての

際協力への関心喚起」や「ライフスタイルの見直し」

専門性の不足の 3 点が、NPO/NGO が教育活動に取

なのかは、団体の使命やビジョンや発展の度合いと

り組む上での課題であることを明らかにしている。

いった内部要因と学校などが講演や事務所訪問を

また NPO/NGO は資金調達のための活動と教育啓発

通じて NGO に期待することという外部要因による

のための活動の両者の活動のバランスをとること
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に苦慮していることを示している。これらの知見を

演会）、学習会（セミナー）、写真展（展示会）の実

補強し、発展させるために、国際協力 NGO が開発

施、②講師派遣の実施、③生徒・学生の事務所訪問

教育活動に取り組む上での課題とこれらを克服す

学習の受入れ、④スタディー・ツアー、ワークキャ

るための有効策を明らかにすることは、国際ボラン

ンプの実施、⑤開発課題についての情報提供や教材

ティア学に関する研究として意義があると考えら

開発、である。これらの活動のうち 4 種類以上を実

れる。

施している団体は 109 団体のうち 47 団体であった。
47 団体のうち、①途上国で開発協力プロジェクト

3. 調査方法

を実施している「現場型」NGO であり、②ネットワー

本稿の調査方法は、開発教育に積極的に取り組

ク型の組織ではない「単独の」NGO は 43 団体であっ

んでいる NGO の開発教育担当スタッフへのインタ

た。43 団体のうち、①その団体が取り組んでいる

ビューとこれらの団体が独自に開発した開発教育

課題についての独自性の高い教材や資料を開発し

教材のレビューである。調査対象の NGO は以下の

ており、②開発教育活動を推進するボランティアグ

方法で選定した。まず 2015 年 9 月時点で国際協力

ループを組織しており、③開発教育活動に関連する

NGO センター (JANIC) に加盟する 109 の正会員団

受賞歴がある 6 団体を選定し、調査対象とした。

体の中から、開発教育に積極的に取り組んでいる団

次にこれら 6 団体の開発教育を担当するスタッフ

体を以下の基準に基づいて抽出した。開発教育に積

（兼任の場合が多い）に対するインタビュー調査を

極的に取り組んでいることの判断基準は、以下の 5

実施した。またこれらの団体が開発した主要な教

種の開発教育活動のうち 4 種以上を実施している団

材・学習プログラムを入手し、レビューした。表 1

体であることとした。5 種の活動とは、①報告会（講

に調査対象団体の開発教育の概要、開発教育のテー

表1
団体名（設立年、
2014 年度計上収益、
事務所所在地）

開発教育事業の
テーマ・イシュー

調査対象団体の開発教育事業の概要
インタビュー
協力者の職責、
インタビュー日

代表的な教材・学習プログラム、教育活動による受賞歴

特定非営利活動法人
食料への権利、飢餓、
ハンガー・フリー・ 食育、フードロス
ワールド (1984 年、
2 億 1,170 万円、東京 )

・エンディング・ハンガー・ゲーム
・体験型食育教材「もったいない鬼ごっこ」
・本と教材『世界から飢餓を終わらせるための 30 の方法』
・グローバルフェスタ JAPAN2014（外務省等主催）に出展した
写真展「女性が輝く世界」が最優秀賞を受賞。

啓発活動担当、
2016 年 2 月 8 日

特定非営利活動法人
ACE（エース）(1997
年、8,185 万円 )

児童労働

・ワークショップ教材「おいしいチョコレートの真実」
・ワークショップ教材「この T シャツはどこからくるの？」。こ
の教材は 2014 年度消費者教育教材資料表彰（消費者教育支援
センター主催）の優秀賞を受賞。
・ワークショップ教材「チョコっと世界をのぞいてみよう！」

アドボカシー事業
チーフ / 広報担当、
2016 年 2 月 9 日

特定非営利活動法人
シャプラニール＝
市民による海外協力
の会 (1972 年、2 億
2,879 万円 )

南アジアの貧困、児童
労働、ストリートチル
ドレン

・貸出 ストリートチルドレン「100 人の子どもたち」
国内活動グループ
・貸出 バングラデシュバッグ
チーフ、
・サリーの着つけ教室
2016 年 2 月 10 日
・劇 バングラデシュの村芝居
・2014 年に「エクセレント NPO 大賞」(「エクセレント NPO」
をめざそう市民会議主催 ) を受賞。

特定非営利活動法人
児童労働
フリー・ザ・チル
ドレン・ジャパン
（1999 年、2,318 万円）

・児童労働シミュレーションゲーム（販売）
事務局長
・写真でのぞいてみようー世界で働く子どもの生活（販売）
2016 年 2 月 10 日
・2007 年に青少年指導者育成賞（ソロプチミスト日本財団主催）
を受賞。

特定非営利活動法人
シェア = 国際保健
協力市民の会 (1983
年、9,806 万円 )

保健、
HIV/AIDS

・楽しく学ぶエイズ教育者のためのワークショップマニュアル
・2008 年に毎日国際交流賞（毎日新聞社主催）を受賞。

事務局次長、2016
年 2 月 10 日

特定非営利活動法人
ウォーターエイド
ジャパン (2013 年、
1,958 万円 )

水、衛生

・水と衛生についての参加型学習教材「もしもトイレがなかっ
たら」
・2016 年に「NGO 組織強化大賞」（国際協力 NGO センターと
立正佼成会一食平和基金主催）を受賞。

事務局長
2016 年 2 月 22 日

出典：各団体の年次報告書を基に筆者作成。
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マ、開発した教材・学習プログラム、インタビュー

習が 6 回しかない」( ハンガー・フリー・ワールド )。

協力者を示す。インタビュー調査は 2016 年 2 月に

開発に費用がかかる教材や学習プログラムの普及

1 団体あたり約 2 時間、各団体の事務所において筆

が困難なため、開発教育事業の効果・インパクトが

者が実施した。半構造化インタビューであり、質問

小さくなり、費用を回収することが困難になり、開

項目は、①広報活動と教育活動の区別の有無、②開

発教育への予算配分が減る、という悪循環が起きて

発教育の実施体制、予算、③教材や学習プログラム

いる。

開発の効果や良かった点ならびに開発プロセスに

第 4 の課題として、開発、普及する教材・学習

おける困難な点、④ NGO による開発教育の取り組

プログラムの実践の質の確保と事業評価の困難さが

みを強化するための方策、についてであった。

あげられた。
「開発した教材を誰でもできるように
して、教員に実践をまかせると、質が確保されるの
か、伝えたいことがきちんと伝わるのか疑問。日本

4. 調査結果

4.1 国際協力 NGO が開発教育に取り組む上での課題

に生まれて良かった、途上国の子どもはかわいそう、

調査対象の 6 団体は、すべて開発教育に積極的に

だけで終わってしまうことを懸念している。多くの

取り組んでいる団体であるが、本調査によって以下

教員はとても忙しいので、NGO が開発した教材を

の 4 点の課題を抱えていることが明らかになった。

自分で読み、理解して、準備し、実践するのは難し

第 1 の課題は開発教育のための資金確保である。
「財政が厳しいと、方針として開発教育の推進を掲
げていても、資金調達を優先せざるをえないため、

い」
（特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパ
ン、以下「ウォーターエイドジャパン」と表記）
。
また、
「（開発教育事業の）参加者数は把握してい

お金にならない開発教育はどうしても後回しになっ

るし、感想文はいただくが効果は見えにくく、数字

てしまう」
（特定非営利活動法人シャプラニール＝

で出しにくい。効果の発現に時間がかかるのでイ

市民による海外協力の会、以下「シャプラニール」

ンパクトの評価は特に難しい」( ハンガー・フリー・

と表記）
。開発教育の取り組みの大小は、団体の財

ワールド ) というインタビュー結果から開発教育活

５）

政状態に左右される 。財政が悪化していれば、開

動の評価に苦慮していることがうかがえる。この発

発教育事業を実施するための費用、特に開発教育担

言にあるインパクトとは、開発教育事業の目的で

当者の人件費を調達することが困難なためである。

ある参加者の行動変容がどの程度発現したのかを

第 2 の課題は、教材や学習プログラムの開発能力

把握することの難しさを指している。参加者数や教

の不足である。「教材を開発するノウハウがないの

材の利用回数あるいは販売部数といった直接的な

で、開発に時間がかかる。１つの教材を作るのに 1

成果のデータは収集できるものの、気づきや意識、

年間かかった」（特定非営利活動法人ハンガー・フ

態度・行動の変容といったインパクトレベルのデー

リー・ワールド、以下「ハンガー・フリー・ワールド」

タを測定することは難しい。評価の困難さの要因と

と表記）。
「（当会の）プロジェクトから得られたデー

して 2 点あげられる。第 1 に、NGO は学校のよう

タや素材に ILO（国際労働機関）等によるマクロの

な教育現場ではないので、教育機関に対して教材や

データを加えて、教材化するための情報やデータを

学習プログラムを「提供」する立場にあり、
「実践」

取りまとめる作業が大変だった」（特定非営利活動

する立場にはない。したがって、開発教育実践の成

法人 ACE（エース）、以下「ACE」と表記）。NGO

果を直接的に把握、測定することが難しい。第 2 に、

が開発する教材や学習プログラムの比較優位は、開

2 つめの課題にあげた「開発教育分野の専門性や能

発の現場の「リアリティ」を生き生きと伝えること

力の不足」のためにルーブリック評価やポートフォ

ができることであるが、そのためには、能力と時間、

リオ評価等の教育学が蓄積してきた学習達成度評

手間が必要である。

価手法を活用できていないことがあげられよう。

第 3 の課題は、教材や学習プログラムの普及の困

以上により、国際協力 NGO は、開発教育に取り

難さである。「（教材を）作るのが大変な割に普及が

組む上で、①開発教育のための資金確保、②教材開

できていない。団体の広報ではなく、教育を目的と

発能力の不足、③教材の普及の困難さ、④教育実践

する講演やワークショップの外部組織からの講師

の質の確保と事業評価の困難さという 4 つの課題を

派遣依頼が年間 6 回、学校からの事務所への訪問学

抱えていることが明らかになった。
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これら 4 点の課題は相互関連性が高い。第 1 の課

入者の約半数が学校および教員で、約半数は NPO

題である「資金の確保の困難さ」は、開発教育事

や団体である。学校教員から価格が高いと言われる

業だけに限ったことではない。日本の NGO の多く

こともあるが、教材の開発費用は回収できても、担

は慢性的な資金不足に直面している。資金不足は、

当スタッフの人件費までは回収できていない (ACE

欧米の NGO と違って給与をはじめとする雇用環境

の担当者 )。

の悪さ、研修機会の不足をもたらし、長年に渡って

第 3 は行政主催の指導者（教員）研修会の活用で

勤務する職員の不足等の人材確保の厳しさに帰結

ある。多くの NGO は、講師派遣の際の謝金の基準

している。したがって資金不足は、第 2 の課題であ

を設定し、謝金の負担を依頼しているものの、学校

る「能力の不足」をもたらしている。開発教育に関

は通常、数千円プラス交通費しか負担できない。そ

する専門性や能力の不足は、第 3 の課題である「教

れでも NGO は多くの場合、教育活動は重要なので

材普及の困難さ」と第 4 の課題である「開発教育実

講師を派遣するようにしている。一方、指導者（教

践の質の確保と評価の困難さ」に直結する。そして、

員）研修会は、教育委員会等の主催者が予算を確保

「開発教育実践の質の確保と評価の困難さ」は、団

しているので講師謝金が団体に支払われる。教材の

体内における開発教育事業への優先度を低くする

普及もできるので、指導者研修を ACE は重視して

要因となり、開発教育のための資金確保という第 1

いる。

の課題をもたらすという悪循環が起きている。この

第 4 は教育行政による事業の活用である。特定非

ような資金不足 → 雇用環境の悪さ → 人材・能力の

営利活動法人シェア = 国際保健協力市民の会、以

不足 → 事業の質の低さ → 資金不足という悪循環

下「シェア」と表記）は事務所のある東京都 23 区

は、開発教育分野に限られたことではなく、日本の

の台東区教育委員会による「学びのキャンパスプラ

国際協力 NGO が一般的に抱えている深刻かつ根深

ンニング事業」という、学校に講師を派遣する際の

い課題であると言えよう。

謝金が教育委員会から団体に支払われるプログラ
ムに登録している。学校はこのプログラムを活用し

4.2 課題を克服するための方策
本節では、前節で整理した課題を克服するために
NGO が取り組んでいる有効な方策を明らかにする。

て、「総合的な学習の時間」におけるエイズ教育に
ついての授業の講師派遣をシェアに依頼している。
フリー・ザ・チルドレン・ジャパンは、グローバ

第 1 の課題である開発教育事業の資金を確保するた

ル人材の育成を目的とする文部科学省の事業であ

めに調査対象団体は 5 点の方策を採っている。

る「スーバーグローバルハイスクール」（1 校につ

第 1 は、使途の特定されない自己財源の確保で

き年間上限 1,600 万円の補助金を受けられる）の対

ある。国際協力 NGO の調達する寄付金や助成金は、

象校と協働し、海外からのゲストスピーカーを招聘

通常、開発途上国での国際協力事業のためであっ

している。

て、国内での開発教育事業のための寄付金や助成金

第 5 は日本の子どものための寄付金の調達であ

を調達することは困難である。ハンガー・フリー・

る。通常、国際協力 NGO は海外事業の寄付金を集

ワールドは、書き損じはがきを市民から回収するこ

めるが、国内事業の寄付金を集めていない。フリー・

とによって使途の指定されない自己資金を確保し

ザ・チルドレン・ジャパンは日本の子どもが力をつ

ている。2013 年度は 1 億 5,454 万円を書き損じはが

けるための「キッズ・パワー・サポーター」という

き回収によって調達し、この一部が、開発教育事業

指定寄付プログラムを設け、寄付金を集めている。

である啓発活動、青少年育成事業の担当者計 2 名の

SDGs は、開発途上国だけでなく、日本を含む先進

人件費にあてられている。

国の課題も取り組むべきであるという「普遍主義」

第 2 は開発した教材の販売収入である。ACE は、

を原則としている。開発途上国の子どもたちの課題

教材の貸出もしているが、教材を送って返してもら

解決に取り組んできた知見を活かして、日本の子ど

うという手間がかかるわりに、利益は少ないので、

もたちの課題にも取り組む NGO が今後増えていく

貸出より販売に力をいれている。『おいしいチョコ

ことが予測される。

レートの真実』（6,800 円＋税）という教材の場合、
のべ 1,200 部の販売となり、7 刷まで発行した。購

第 2 の課題である教材・学習プログラムの開発能
力の不足について、調査対象団体は 5 点の方策を
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採っている。

くの人たちに回っていく。その後、フェルノールフ

第 1 は開発の現場の「リアリティ」を教材化す

タレインという試薬をコップに入れる。試薬に反応

ることである。NGO が開発する教材を教員や出版

して水が赤く染まると HIV 陽性を意味することを

社が開発する教材と比べての比較優位は、途上国

疑似体験する。水の交換が性交渉あるいは注射の回

のリアリティを伝えられることである。ACE は映

し打ちを示し、水酸化ナトリウムは HIV、試薬を

像、写真を用いて視覚に訴え、カカオ労働者の家

入れることが HIV 抗体検査をすることを意味する。

族の生活や気持ちを疑似体験できる教材を作って

このアクティビティは気づかないうちに HIV に感

いる。農業労働に従事する際に子どもが吸う農薬

染する可能性があるということに参加者が気づく

の深刻さや頭の上に載せて運ぶカカオの 15 キロか

ことを目的としている。タイでのエイズ教育プログ

ら 20 キロの重さなど映像だけでは伝わらないこと

ラムがそのまま日本で使えるわけではないので、文

もある。そこでロールプレイで子どもにしゃべって

脈化することが必要で、この教材の開発には 1 年間

もらったり、カカオと同じ重さの水を運んでもらっ

かかった。

たりする。児童労働に関心を持つ教員の中には子

ハンガー・フリー・ワールドは、団体の専門性を

どもにインパクトを与えるために悲惨な映像を求

活かし、扱うイシューを焦点化している。同団体の

めている人もいる。ACE の伝えたいメッセージは、

使命は「飢餓を終わらせる」ことなので、開発教育

児童労働問題と自分たちとのつながりや自分たち

事業が扱う課題を飢餓問題に絞っている。焦点化に

の責任に気づいてもらって、自分にできるアクショ

より、他団体が開発する教材との差別化がはかられ

ンをしてもらうことなので、一方で悲惨な現実を伝

ている。一方、気候変動や教育、保健、水・衛生、

えつつも、それだけを強調しないように心がけてい

グローバル経済など他の開発課題と飢餓問題は密

る。職業訓練プロジェクトの前と後で児童労働に従

接につながっていることも教材は伝えている。

事していた子どもの生活がどのように改善したか

第 3 は参加型学習の手法を取り入れることであ

を子どもの声やストーリーを通して伝え、「日本に

る。ウォーターエイドジャパンがこれまでに開発し

生まれて良かった」という感想で終わらないように

た 4 つの教材は、ロールプレイ、プランニング、シ

している。

ミュレーション、ディベート、ランキング、ブレー

シャプラニールは、バングラデシュの農村で実際

ンストーミング、グループワークなどの参加型学

に行われている村芝居を日本語で演じる「シャプラ

習の手法を取り入れている。ウォーターエイドジャ

ニール劇団」を組織し、20 年間続いている。また、

パンの教材開発担当者は元教員であり、参加型学習

サリーの着つけ教室、ノクシカタ（バングラデシュ

を授業で実践していた。

の刺繍）作り体験、バングラデシュカレー作り体験

第 5 は教育専門団体との協働である。質の高い教

など文化を楽しみながら体験できるプログラムを

材や学習プログラムを開発するためには、教育の

開発し、普及している。

専門性を有する団体と協働することが有効である。

第 2 は団体の専門性を活かし、扱うイシューを焦

本調査対象団体による事例ではないが、教育協力

点化することである。シェアは、エイズ教育、保健

NGO ネットワーク (JNNE) による「世界一大きな

分野の専門性を活かした教材を開発している。『楽

授業」という開発途上国の教育課題と教育援助のあ

しく学ぶエイズ教育者のためのワークショップマ

り方について学ぶための学習プログラムの開発は、

ニュアル』は、「国際協力 NGO の実践から学ぶヒ

開発教育協会が担っている。7 団体の NGO が途上

ント集」という副題が示す通り、タイで実施されて

国の子どもや教員の声や写真やビデオ等のリソー

きたエイズ教育のためのアクティビティをベース

スを提供し、開発教育協会がこれらのリソースを教

に開発したものである。たとえば、「水の交換」と

材化している６）。

いうアクティビティは、参加者が水の入ったコップ

第 3 の課題である開発した教材や学習プログラム

を持ち、いくつかのコップ（参加者が 16 人から 50

の普及の困難さを克服するために、調査対象団体は

人なら 3 つのコップ）に炭酸ナトリウムを入れてお

7 点の方策を採っている。

く。参加者は数滴ずつ何人かと水を交換してまわ

第 1 は既に普及している教育と自分たちの教材や

り、その結果、炭酸ナトリウムの入った水がより多

学習プログラムをリンクさせることである。ハン
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ガー・フリー・ワールドの『もったいない鬼ごっこ』

第 4 は世界の日や国連の日の活用である。ハン

は、実質は開発教育教材であるが、学校教育におい

ガー・フリー・ワールドは、10 月 16 日の世界食料デー

て既に普及している「食育」の体験型教材として普

月間を他の NGO や国連機関、企業と共同で実施し、

及させている。

食料・飢餓問題についての啓発の機会として活用し

ACE は「消費者教育」とリンクして教材を普及

ている。

している。「消費者教育」は「消費者教育の推進に

第 5 は団体のホームページに開発教育について

関する法律」（平成 24 年）の施行以降、広く普及

のサイトを設けることである。ハンガー・フリー・

しつつある。文科省は消費者教育についてのフェス

ワールドは、団体のホームページで開発教育プログ

ティバルを開いているし、学校では特に家庭科で消

ラムの全体像を示し、参加方法まで提示している。

費者倫理について教えることになっている。消費者

トップページに「学校・青少年団体の方」→「学ぶ」、

庁は「消費者教育ポータルサイト」を運営しており、
７）

これに ACE の教材を登録している 。このサイト

「感じる・想像する」、「行動する」、「成果を確認す
る」から選べるようになっており、
「学ぶ」を選ぶと、

で教員は教材を探して購入している。ACE の教材

「講師派遣」、「事務所訪問受入、「教材」」から選べ

は、消費者庁の外郭団体である「消費者教育支援セ

るようになっている。
「教材」を選ぶと、
「ダウンロー

ンター」が実施している「消費者教育教材資料表彰」

ドできる教材」、「展示用ツール」、「貸出教材」が

を受賞し、教材の信頼度を高めた。

選べるようになっている。そして教材のダウンロー

シャプラニールは、寄付教育シンポジウム（日本

ド回数を把握できるようにしている。

ファンドレイジング協会主催）が開かれていること

ACE は教材をホームページでオンライン販売し

等から、今後学校で「寄付教育」が重視されていく

ているので、クレジットカード決済で購入できるこ

と考えており、寄付教育に取り組んでいくことを計

とから、購入に伴う手間がかからず、販売促進につ

画している。

ながっている。

シェアは毎年 8 月に横浜で開かれている「AIDS

シェアは「いのちと健康を考える講座」という出

文化フォーラム」に参加している。「エイズ教育」

前講座の一覧をテーマ、講座名、対象者、形式（講

に関心を持つ教員は多く、シェアはこのフォーラム

義、ワークショップ）をホームページに載せている。

で「性教育」の教員研修会を実施している。

クリックすると各プログラムの内容の詳細が示さ

第 2 は教科書や副教材の素材を出版社に提供する
ことである。児童労働問題は、家庭科や英語の教科

れる。医師や看護師などの講師プロフィールも掲載
し、専門性をアピールしている。

書や教材、副読本で扱われているので、ACE は出

第 6 は学校・教員向けパンフレットを制作し、配

版社からの要請に基づき、児童労働についての原稿

布することである。フリー・ザ・チルドレン・ジャ

や素材を提供している。教科書や副教材での児童労

パンは「学校でできる国際協力」という授業や講演

働についての記述をきっかけに ACE の教材に関心

会への講師派遣、教材、書籍、生徒の国際協力活動

を持つ教員は多い。

のサポートといったフリー・ザ・チルドレン・ジャ

第 3 は企業、行政との連携である。ハンガー・フ

パンが学校に提供するリソースをまとめた教員向

リー・ワールドは、博報堂が事務局を務めている

けのパンフレットを作成し、学校に送ったり、教員

フードロス・チャレンジ・プロジェクトの実行委

研修会で配布したりしている。

員メンバー団体で、ハウス食品と共同で教材「もっ

第 7 はボランティア・グループの組織化である。

たいない鬼ごっこ」を開発した。また同教材を学校

シャプラニールの上述したシャプラニール劇団は

に普及するための指導者研修会は、「食品ロス削減

20 年間続いている。事務局はサポート役に徹し、

に向けた協創プロジェクトの市民浸透強化事業」と

意思決定には関与せず、自主的に活動してもらって

して東京都環境局「「持続可能な資源利用」に向け

いる。

たモデル事業」
（1 事業上限 1,500 万円）に採択され

シ ェ ア に は、HAATAS（ ハ ー タ ス：HIV/AIDS

たため、東京都から実施経費が支援され、ハンガー・

Action Team At SHARE）という若者によって運営さ

フリー・ワールドの講師に謝金や経費が支払われる

れているエイズボランティアチームがある。若者の

８）

とともに、研修会の参加費が無料となっている 。

集まるイベントにおいて、エイズを身近なものとし
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て考えられるようエイズ教育・予防啓発活動を実施
している。

する等の「私たちができること」をよびかけている。
学習後に何らかのアクションを実践した子ども

これらの事例は、教材の普及において有益である

や学校から報告をメールや郵送によって送っても

だけでなく、ボランティア・グループが開発教育事

らうことによって、行動変容による学習効果を把握

業の普及を担うことによって、スタッフの負担が減

している。つまり学習プログラムそのものに行動の

り、結果として、組織の財政にも大きく貢献している。

呼びかけをあらかじめ組み込むことによって、開発

第 4 の課題である開発した教材の実践の質の確保

教育事業の効果を把握できるようにしている。こう

と開発教育事業の効果測定のために、調査対象団体

することによって、開発教育担当者は、事業の効果

は 3 点の方策を採っている。

を評価することができるし、事業の効果を組織内外

第 1 は教材の指導者研修会の実施である。ハン

に説明することができる。

ガー・フリー・ワールドは教材「もったいない鬼ごっ
こ」の目的や進め方についての指導者（教員）研修
を実施している。これにより教材が質をもって適切

5. 考察

これまで NGO が開発教育に取り組む上での課題を

に実践されることを意図している。また指導者研修

克服するための有効な方策を明らかにしてきた。本

会の参加者の募集要項において、参加者が負担する

節では、本調査の対象団体が、なぜこれらの有効策

教材費、参加費を無料にする代わりに、授業の実践

を採用し、実施してきたのかについての考察を行う。
前節の前半に示した通り、日本の国際協力 NGO

を強く働きけている。
第 2 はファシリテーターのグループの育成と派遣

が開発教育に取り組む上での課題は相互関連性が

である。ウォーターエイドジャパンは、
「スピーカー

高く、背景には NGO 業界全体が抱える深刻な課題

クラブ」という水と衛生についてのワークショップ

が存在する。それは資金不足、人材不足、能力不足

のファシリテーター・チームを育成している。研

の悪循環である。この悪循環の外部要因としては、

修を受けた「スピーカー」は学校や地域でワーク

政府セクター（国家）や企業セクター（市場）と比

ショップを実施する。研修を受けた講師が学習プ

した市民社会セクターの未成熟さ、個人および企業

ログラムを実施することで、実践の質を確保する

による寄付金額の少なさ９）、非営利組織を醸成する

ことができる。学習プログラムの実践の質を確保す

環境の未整備等があげられ、これらを改善していく

るためにウォーターエイドは、教材の公開、販売は

ことが求められる。一方、NGO は自分たちの組織

していない。より多くの市民や子どもに開発課題に

の内部において悪循環を断ち切るための努力を積

ついての学習機会を提供するという量的拡大をは

み重ねていかなければならない。

かりながら、同時に学習プログラム実践の質を保

悪循環を断ち切るための組織内部における努力

障することは、ウォーターエイドジャパンのスタッ

の 源 泉 は、NGO の「 使 命 文 」（Mission Statement）

フが述べるように、困難であり、開発教育に取り組

であると考えられる。表 2 に示す調査対象団体のス

む NGO にとってもディレンマであると考えられる。

ローガンと目的から、6 団体に共通した使命の共通

第 3 は行動変容による学習効果の測定である。

点を 2 点抽出できる。1 点目は、団体の使命は、慈

NGO が開発した教材や学習プログラムが質をとも

善や救済ではなく、正義や公正の実現であるとい

なって実践されれば、学習者は何らかの行動を起

う点である。「飢餓のない世界を創る」（ハンガー・

こすはずであり、これを学習効果とみなすことがで

フリー・ワールド）、
「児童労働の撤廃と予防」(ACE)、

きる。ハンガー・フリー・ワールドは、教材によっ

「子どもは無力だという考えから社会や子ども自身

て学び、気づいた人には、食料廃棄を減らす、書き

を解放する」
（フリー・ザ・チルドレン・ジャパン）は、

損じはがきを送る、イベントを開催するなど「自分

餓えた人びとや児童労働に従事する子どもを援助・

ができること」をよびかけている。また、自分たち

救済するだけでは実現しない。社会を変革する主体

自身で何ができるかを考えて自由にやってもらっ

の形成が不可欠である。これらの団体の目的文は、

ている。

社会における公正や正義の実現を目指す意思を示

ACE も教材で学んだ人に対して、企業に手紙を

している。2 点目は、開発途上国と日本社会や日本

書く、フェアトレードのチョコレートを選んで購入

に住む市民とのつながりを重視しているという点
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表２
団

体

名

調査対象団体のスローガンと目的

スローガン

目

的

ハンガー・フリー・ワー
ルド

食べる、生きる、明日を
育む。

心も身体も健康に生きていくために必要な食料を自らの手で得られることは、
人間のもっとも基本的な権利の一つ。HFW は、この「食料への権利」の実現
をめざします。

ACE

遊ぶ、学ぶ、笑う。そん
なあたりまえを世界の子
どもたちに。

子どもの権利が保障され、すべての子どもが希望を持って安心して暮らせる
社会を実現するために、児童労働の撤廃と予防に取り組みます。

シャプラニール＝市民に 「遠い」を「近い」に。
よる海外協力の会

南北問題に象徴される現代社会のさまざまな問題、とりわけ南アジアの貧し
い人々の生活上の問題解決に向けた活動を現地と日本国内で行い、すべての
人びとがもつ豊かな可能性が開花する社会の実現を目指します。

フリー・ザ・チルドレン・ 子どもや若者は助けられ 団体名にもあるように、活動目的に 1) 児童労働などの過酷な現状から子ども
ジャパン
る だ け の 存 在 で は な く、 を解放する。 2) 子どもは無力だという考えから社会や子ども自身を解放する
自身が変化を起こす担い という 2 つの解放を掲げています。
手である。
シェア = 国際保健協力市 すべての人に健康を！
民の会

厳しい境遇にある住民が自ら健康を改善することを、側面から支援します。
また、貧富の差や不公正を解消するために私たちに何ができるかを、日本社
会に問いかけていきます。

ウォーターエイドジャパン

最貧困層や社会から取り残された人々に安全な水と衛生を届けることで、人々
の暮らしを変えること。

Everyone Everywhere,
2030

出典：国際協力 NGO センター (JANIC) ホームページ NGO ダイレクトリー、http://directory.janic.org/directory/ 2017 年 5 月 3 日閲覧。
下線は筆者による。

である。「「遠い」を「近い」に」
（シャプラニール）、

シャプラニールの場合、開発教育へのコミットメ

「貧富の差や不公正を解消するために私たちに何が

ントを団体の方針文書で明文化している。2013 年

できるかを、日本社会に問いかけていきます」
（シェ

に策定した「中期ビジョン」では、社会的な課題を

ア）といった団体の理念に、日本社会への働きかけ

解決するための「場」づくりに注力することを謳い、

を重視していることが表現されている。この理念に

海外協力活動の現場における課題と日本国内の課

基づく活動として、人びとの消費行動の改善を通じ

題をつなぐ役割、あるいは日本で暮らす我々の足元

て先進国と途上国の間の公正な貿易の実現を目指

を見直すことの必要性を強く意識している。この

すフェアトレードがあげられる。2011 年の時点で

中期ビジョンに沿った「国内活動指針」があり、国

47 の NGO がフェアトレードに取り組んでいる ( 国

内活動の 3 つの柱の一つに「人育ちの場づくり」が

際協力 NGO センター 2011) 。

明記され、「行動に移すための学びあいの場」を提

調査対象団体は共通して、この 2 つの使命の実現

供し、「海外と日本をリンクさせることで、共通課

のために、団体の活動方針に開発教育を位置づけ

題に気づき、解決への道を一緒に探ろうとするきっ

ている。「飢餓を無くすという使命のために、途上

かけ」を作る、としている。

国での支援事業と日本国内での啓発活動や青少年

以上の考察から、構造的な課題や制約を抱えなが

育成活動は同じぐらい大切であると考えています」

らも、団体の活動方針に開発教育を明確に位置づ

( ハンガー・フリー・ワールド )。「私たちの使命は、

け、開発教育を推進するための方策に取り組んでい

①貧困や児童労働から子どもを Free（解放）にす

る団体は、「公正な社会を実現する」ならびに「開

ること、②子どもは無力だという考えから子どもを

発途上国と日本社会をつなぐ」という共通した使命

Free（解放）にすること、です。2 つめの使命は日

を有していると考えられる。

本国内の子どもも対象としており、2 つめの使命の
達成のために開発教育は必要なのです」( フリー・ザ・
チルドレン・ジャパン）。「“Health for All” がシェア

6.

まとめと今後の研究課題

本稿は、開発教育に積極的に取り組んでいる 6 団

の使命なので、日本の市民に対する保健についての

体の国際協力 NGO の開発教育担当者に対するイン

啓発も重要であると考えています」
（シェア）。これ

タビュー調査とこれらの団体が開発した教材や学

らのインタビュー結果から団体の使命に開発教育

習プログラムの分析によって、国際協力 NGO は開

を位置づけていることがうかがえる。

発教育事業を実施する上で、資金の確保、教材の開
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表3

課題

方策

国際協力 NGO が開発教育を進める上での課題を克服するための方策

①開発教育のための資金確保

②教材開発の能力不足

③教材普及の困難さ

●自己財源の確保
●教材販売による収入
●行政主催の指導者研修会の
活用
●教育行政による事業の活用
●日本の子どものための寄付

●開発の現場の「リアリティ」
を教材化
●団体の専門性を活かす
●イシューの焦点化と差別化
●参加型学習
●教育専門団体との協働

●普及している教育とのリンク
●教科書や副教材への素材提供
●企業、行政との連携
●世界の日の活用
●開発教育 WEB サイト
●学校向けパンフレット
●ボランティアグループの組織化

④実践の質の確保、
⑤学習効果の測定
●教材の指導者研修会
●ファシリテーターグループ
の育成と派遣
●行動変容による学習効果の
測定

団体の活動方針に開発教育を位置づけ

団体の使命：「公正な社会を実現する」、「開発途上国と日本社会をつなぐ」

発、教材の普及、実践の質の確保と開発教育事業の

クホルダーから意見を聴収したり、完成した教材

評価という相互関連性が高い 4 つの課題を抱えてい

についてコメントをもらったりすることによって、

ることを明らかにした。そしてこれら課題を克服す

NGO が「知らせたい」ことを市民が「知りたい」

るために、調査対象団体が採っている有効策を明ら

ことに近づけることが可能になるであろう。

かにした。そしてこのような方策を生み出している

第 3 は、NGO が開発教育を推進するための中間

要因は、「公正な社会を実現する」、「開発途上国と

支援組織の必要性である。上述した NGO 間の連携

日本社会をつなぐ」というこれらの団体の共通した

協力のためにも NGO の外部組織との連携協力のた

使命であるとの知見を示した。表 3 に本稿のまとめ

めにも触媒的役割を果たす中間支援組織の存在は

を示す。

重要である。中間支援組織には NGO の有する学習

以上の調査結果に基づき、日本の NGO による開
発教育の発展のための戦略的な示唆を 3 点提示す
る。第 1 は、NGO 間の連携協力や情報共有を進め

資源を活かした教材開発のサポートや開発教育担
当者の能力強化を行うことが期待される。
これらの示唆の良き実践事例として開発教育協

ることである。NGO は自分たちの使命に沿って、

会が、国際協力機構との共催によって 2017 年度

取り組んでいる課題や分野に特化した開発教育を

から実施している「NGO のための教材づくりセミ

実施している。つまり、NGO が「知らせたい」こ

ナー」

とを提供している。それ自体は悪いことではない。

ソースや経験を活かした開発教育プログラムづく

しかし、市民が「知りたい」ことは多様であり、供

りを支援することを目的に、教材開発の手法を学ぶ

給側である NGO が「知らせたい」ことと需要側で

ための研修を行ったり、いくつかの NGO に教材を

ある市民が「知りたい」ことの間のギャップを埋め

発表してもらい、学校関係者や地域の指導者からコ

るための努力が必要であろう。そのための一案とし

メントをもらうための会合を開いたりしている。こ

て、NGO が連携協力して、NGO が開発した学習プ

の事例では、開発教育協会が中間支援組織として、

ログラムや教材を市民側の学習ニーズに基づいて

NGO 間および NGO と外部組織との間の情報交換、

整理したポータルサイトやダイレクトリーを共同

連携協力を推進している。

開発することが考えられる。これによって、市民は

10）

があげられる。このセミナーは NGO のリ

今後の研究課題として、国際協力 NGO が「開発

「知りたい」ことを各 NGO のウェブサイトを検索、

途上国と日本をつなぐ」ための方法論を明らかにす

閲覧する必要がなくなり、NGO が提供している教

ることがあげられる。国際協力 NGO の現場は開発

材や学習プログラムの中から選ぶことができるよ

途上国にあるので、日本の市民にとって見えにく

うになるであろう。

く、実感しにくい。海外と日本のつながりを可視化

第 2 は、学校や行政機関、企業といった NGO 外

するための方策や募金以外の日本国内で市民が参

部のステークホルダーとの連携協力を進めること

加できる国際協力活動の実態と課題を明らかにし

である。学習プログラムの開発過程に外部のステー

ていきたい。国際協力ボランティア活動の機会につ
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いての研究は、国際協力 NGO の発展のためだけで

2015/09/20p9f400.htm を参照。フードロス・チャレン

なく、日本の市民社会の発展にとっても有益である

ジ・プロジェクトについては http://foodlosschallenge.

と考えられる。

com/ を参照。2017 年 5 月 1 日閲覧。
9) 2007 年の時点で日本における個人および企業による

謝辞
インタビューに協力いただいた NGO のスタッフ
の皆様に感謝します。

寄付総額は 5,910 億円で GDP の 0.11% であったのに
対して、米国における寄付総額は 36 兆 2,258 億円で
GDP の 2.20％、英国では 1 兆 812 億円で GNP の 0.80%
で あ っ た。 内 閣 府 NPO ホ ー ム ペ ー ジ https://www.

【注】
1) 首相官邸ホームページ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/

npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-shirou/kifu-hikaku を参照。
2017 年 10 月 30 日閲覧。

sdgs/ に日本政府の「SDGs 実施指針」および「SDGs

10)「NGO のための教材づくりセミナー」の詳細は、開

を達成するための具体的施策（付表）」が掲載されて

発 教 育 協 会 の ウ ェ ブ サ イ ト http://www.dear.or.jp/

いる。2017 年 2 月 1 日閲覧。

getinvolved/e170913.html を参照。2017 年 10 月 30 日

2) OECD/DAC による日本の ODA についてのピアー・

閲覧。このセミナーは NGO の能力強化およびネット

レビュー団と日本の NGO との意見交換会議事録（非

ワーク機能の向上を目的に国際協力機構による「NGO

公開）、国際協力 NGO センター、2009 年。この時の

等提案型プログラム」によって採択された案件の一

レビュー審査団は、ドイツとデンマークで構成され

つとして、開発教育協会が 2017 年度から 3 年間実施

ていた。

している。

3) NPO は非営利組織を意味し、組織の経済的側面に焦
点をあてている一方、NGO は非政府組織を意味し、
組織の政治的側面に焦点をあてている。両者とも自
発性、公益性、自律性という特徴を備えている市民
社会組織であり、実体は同じである。しかしながら、
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育学会編 . 成人の学習と生涯学習の組織化 . 東洋館
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A Study on Development Education Engaged by NGOs for International Cooperation:
Challenges and Prospects
Takafumi Miyake
(Ph.D. candidate, Sophia University)
This paper investigates the challenges and constraints faced by Japan-based international development NGOs when
they are engaged in development education programs, and highlights possible measures to overcome these challenges
and constraints. The study methods consist of interviews with key staff member in charge of development education
programs at six NGOs that are actively engaged in development education programs and a desk-based analysis of
education materials and programs developed by these NGOs. The study results show that Japanese NGOs face four
kinds of challenges and constraints, namely: difficulties securing funds for development education programs; lack of
capacity and expertise for developing relevant education materials and programs; difficulties in promoting their materials
and programs as well as ensuring quality in the practice of education programs; and, problems in effectively evaluating
education materials and programs. The author observes that these challenges are interconnected, which results in a
vicious circle. The study illustrates various effective measures taken by some Japanese NGOs to overcome these four
challenges. Among these measures are: ensuring an emphasis on principles of social justice within an NGO’s mission and
vision; and, establishing meaningful linkages between issues in developing countries and issues in Japan.
Keywords : Development Education, NGOs for International Cooperation, Mission and Vision Statement
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【論文】
学校は HIV/AIDS の「社会的ワクチン」になりうるか

学校は HIV/AIDS の「社会的ワクチン」になりうるか
－ケニア農村部における若年女性の事例－
小

川

未

空（大阪大学大学院博士後期課程／日本学術振興会特別研究員）

【要約】
本研究の目的は、HIV/AIDS に抗する学校の可能性と限界について、ケニア農村部の若年女性の個別事例か
ら検討することである。近年、学校は HIV/AIDS に抗する「社会的ワクチン」として期待され、保険医療分
野からも学校教育の拡充が重要だとされている。しかし、学校教育それ自体は必ずしも個人の行動変容を促
すわけではなく、当事者の個別性を踏まえた検討が重要となっている。3 か月の現地調査では、妊娠に至っ
た若年女性へのインタビューと学校での参与観察を実施し、学校と性的行動に関する事例を収集した。調査
の結果、妊娠と HIV 感染のリスクは、いずれも守られない性行為によって生じるものであるが、そのリスク
の程度は男女関係の種類によって大きく異なっていた。中等学校では、男女交際が禁止されているものの、
同世代同士の恋愛はある程度黙認されており、男女ともに禁欲や避妊に関する指導を日常的に受けること
で HIV 感染のリスクは抑制されていた。一方で、金銭などの取得を主目的とした学校外の男女関係は、その
HIV 感染リスクの高さからも生徒が従うべき規範からの大きな逸脱であり、強い否定と厳しい叱責の対象と
なった。しかし一部の若年女性は、金銭的事情などで、許されない関係を秘密裏に継続せざるを得ず、生徒
であることが予防行動を阻む一因ともなっていた。
【キーワード】学校、HIV/AIDS、ケニア、若年女性、教育

年代には強い毒性を獲得するに至った（Ibid.）。ア

はじめに

本研究の目的は、学校は HIV/AIDS に抗する「社

会的ワクチン（social vaccine）」

１）

メリカを中心に蔓延した HIV が、男性同性間性行

になりうるか？

為によって効率よく感染するタイプのウイルスで

２）

あったのに対し、アフリカ地域の HIV は、男女間

という問いを、ケニア農村部の若年女性

の事例

を用いて検討することである。

の性行為によって効率よく感染するタイプのウイ

現在、世界の HIV 感染者の約 7 割がアフリカ地

ルスであった（Ibid.）。これにより、アフリカでは

域 に 暮 ら し て お り（UNAIDS 2014）、 人 び と の 生

急速に多くの人びとが感染に巻き込まれた。現在

活に大きな影響を及ぼしている。アフリカのなか

でも、アフリカ地域における新たな HIV 感染者は、

でも東部と南部には感染率の高い国が集中してお

特定のグループ（性労働者やそれに関わった者、ゲ

り（UNAIDS 2016a）、東部アフリカに位置するケニ

イ男性などのセクシャル・マイノリティ、薬物使用

アは、南アフリカ、ナイジェリアに次いで、アフ

者）に該当しない人びとがほとんど（70 ～ 80％）

リカで 3 番目に HIV 感染者の多い国となっている

である（UNAIDS 2016b）。西ヨーロッパと北アメ

（UNAIDS 2014）。
世界で公式に確認された HIV/AIDS の最初の症例

リカ地域では、同じ項目の値が 7％であることと比
較すると、アフリカ地域の特徴は顕著である（Ibid.）。

は、1981 年のアメリカにおけるゲイ男性の事例で

他方、20 世紀後半以降の度重なる国際的合意に

ある。しかし、アフリカ地域では、1900 年代前半

よる支援を受け、アフリカでは学校教育も急速に

には HIV とみられるウイルスが流行していたとさ

拡大している。アフリカにおいて、HIV/AIDS は、

れている（Goudsmit 1998=2001）。当時は、それほ

教育供給側にある教員や、需要側にある学齢期の

ど毒性の強くないウイルスであったものの、ヒトか

子ども及びその保護者の健康状態に悪影響を及ぼ

らヒトへの感染の過程で徐々に成長し、1960 ～ 70

すなどの理由から、学校教育の普及にあたる主要
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な阻害要因の一つとして認識されてきた（Achoka

いるとも論じられている（Jukes et al. 2008）。実際

et al. 2007；Bannell et al. 2002）。 他 方 で、 学 校 教

に、教育を受けるほど避妊するようになることも示

育が、HIV/AIDS に抗する「社会的ワクチン」と

されている（Jellema and Philips 2004；Oindo 2002）。

しての可能性を持つとする側面も指摘されている

一方で、反対に就学によって HIV 感染リスクが高

（Mwamwenda 2014；Vandemoortele and Delamonica

まるとした研究では、高学歴であることに伴う社会

2000；Verspoor 2008）。しかし、学校教育と HIV 感

的・経済的な変化に焦点が当てられている。例えば、

染の関係には紛議があり、学校教育が感染リスクを

学校教員の HIV 感染率が高い要因を検討した論文

軽減する傾向が強いとする指摘もあれば（例えば、

では、教員らが安定した収入と社会的地位を持つこ

Hargreaves et al. 2008；Vandemoortele and Delamonica

とや、転勤によって配偶者と別居していることなど

2000）、教育を受けるほど HIV に感染する傾向が

が、HIV 感染の一因となっていることを明らかに

強いとする反論もある（例えば、Fortson 2008）
。ほ

している（Bannell et al. 2002）。

とんどの研究で、教育を受けるほど HIV/AIDS に関

第二の、学校という場所に若者が留まることに

する知識があるという点では共通しているものの、

関しては、女子が教育を継続すればするほど、中

教育と HIV 感染の関係に紛議が生じるのは、HIV/

途退学や妊娠、あるいは結婚が減少することが多

AIDS に関する知識が必ずしも性的行動の変容に接

数 の 研 究 で 指 摘 さ れ て い る（Hallfors et al. 2011；

続していないからである。とりわけ若年女性の性に

Vandemoortele and Delamonica 2000）。すなわち、
「生

関する行動は、友人からのプレッシャーや社会経済

徒」である期間が長いほど、性的活動に関与する

的な状況に影響を受け、知識の有無を超えて揺れ動

時期が遅れるため、HIV を含む性感染症のリスク

く感情に左右されている（Nzioka 2001；Were 2007）
。

を避けられるというものである。しかし他方では、

そこで本研究では、若年女性を対象とした質的事

学歴が高いほど婚期が遅くなり、結果として婚前交

例分析を用いて、学校が HIV/AIDS の社会的ワクチ

渉の機会が増加することも指摘されている（Fortson

ンとして、いかに機能しているか／していないか、

2008）。さらには、学校を中心として HIV が拡大す

という問いを検討する。

る背景として、男性教員による女子児童 / 生徒への
レイプなどの可能性にも言及されてきた（Bannell
et al. 2002）。また、共学校において、男性が優位と

1．研究背景

1-1．学校と HIV/AIDS の関係をめぐる紛議
学校は HIV/AIDS の社会的ワクチンであるか、そ
れとも反対に蔓延促進の一因となっているか、とい

なるようなジェンダー規範が生産されていること
で、女子生徒らがより脆弱になっていることも指摘
されている（Mirembe and Davies 2001）。

う問いは、HIV の蔓延初期から現在にかけて、多

以上を概観すると、学校教育が HIV/AIDS の社会

くの研究で盛んに議論されてきた。先行研究の主な

的ワクチンになりうるか、という問いの答えは、
「学

視点は 2 つに分類することができる。第一に、学校

校教育」が個人にもたらす影響のどこに焦点を当て

教育の教育機能に焦点を当てたものであり、例えば

るかによって変動しうるということが分かる。ただ

HIV/AIDS に関する知識の獲得や、女性の地位向上

し、これらは蔓延初期から近年にかけての研究成果

などに関するものである。第二に、学校という場に

であり、それぞれの研究結果がどの時期のどの社会

留まることが若者にもたらす影響に焦点を当てたも

の状況から結論付けられたのか、という経年変化を

のであり、就学によって婚期が遅れるという指摘や、

捉える視点は欠かせない。というのも、アフリカに

学校内における性的活動に関するものなどがある。

おける HIV/AIDS と学校教育をめぐる社会環境は、

第一の点であるが、援助機関や国連などの立場
からの研究報告では、学校教育の教育機能に強い

日ごとに大きく変化しているからである。
これらの経年的な変化に着目して近年の研究の動

期待を持っているものが主である。就学によって、

向をたどると、2000 年以降の傾向として、教育は

HIV/AIDS に関する知識が習得できるという指摘は

ワクチンとしての効果が強いと結論づけられている

もちろん、そのような知識の習得のみならず、自

ものが多い。これらの研究では、HIV/AIDS という

身の感情の抑制や、男性に対する意見の表出へと

病の実態や脅威がまだ大衆に浸透していなかった蔓

つながるため、HIV 感染リスクの軽減へ寄与して

延初期と、その脅威や予防方法が広く共有されてい
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る現在では、状況が異なるのではないか、という指

教育と HIV/AIDS について、何がどのように関連し

摘が共通してみられる（例えば、Baker et al. 2008）
。

て学校教育が HIV/AIDS の社会的ワクチンとして機

そこでは、1980 ～ 90 年代は、教育を受けるほど

能しているかを質的に明らかにしたものは少なく、

HIV 感染リスクが高いとする報告が多いが（Baker

事例研究が不足している状況にあるといえる。学校

et al. 2008；Vandemoortele and Delamonica 2000）、

は、学校教育それだけではなく、そのほかの社会経

2000 年代以降、教育を受けるほど感染率が下がり

済的要因とも関連づいて HIV/AIDS の社会的ワクチ

（Vandemoortele and Delamonica 2000）
、受けないほど

ンとしての可能性を秘めている。そこで、本研究で

感染率が上がる傾向にあるという（Hargreaves et al.

は、「学校は HIV/AIDS に抗する社会的ワクチンと

2008）
。背景には、2000 年以降、HIV/AIDS の脅威

して機能しているか」という問いに、事例研究によ

が自明のものとしてアフリカ社会で共有されるよう

る一つの答えを投じることを目指す。

になってきたことに加えて、新薬の開発やその無
償提供の開始といった社会状況の変容がある。さ
らには、初等・中等学校を活用した HIV/AIDS 啓発
プロジェクトの開始など（Mavedzenge et al. 2011；

1-2．ケニアにおける HIV/AIDS をめぐる若年女性
と学校の概観
1-2-1． HIV/AIDS と若年女性

Vandemoortele and Delamonica 2000）
、 学 校 を HIV/

政府の文書に基づくと、ケニアの HIV 感染者数

AIDS 啓発の拠点として捉えていく政策が始まったこ

は約 160 万人である（RoK 2014a）。そのうち、14

となどが指摘されている。このように、先行研究に

歳以下に限った男女数の内訳は、男性 10 万人に対

おける学校と HIV/AIDS をめぐる議論を概観すると、

し、女性が 9 万人であるが、15 歳以上でみると、

近年の社会状況では、学校教育が社会的ワクチンと

男 性 59 万 人 に 対 し、 女 性 は 81 万 人 と 逆 転 す る

して機能しているという論が優勢であるといえよう。

（Ibid.）。15 歳以上の新たな HIV 感染のうち 21％が

しかし、HIV/AIDS と学校の関係を論じた先行研

15 ～ 24 歳の女性となっており（RoK 2014b）、異性

究の動向には、2 点の課題があると考えられる。第

間性行為による若年女性の新規感染が問題となっ

一に、教育歴と性的活動の関係を量的に分析してい

ている状況にある。

るものが中心であり、相関や傾向の概観が明らかに

一般に女性は、HIV 感染に対し、生物的・社会

なっている一方で、HIV/AIDS と学校の個別具体的

的・文化的に脆弱な状況にあるとされており（Jukes

な関係は十分に明らかになっていないことである。

et al. 2008）、ケニアに限らず、その他のアフリカ諸

先行研究では、人口保健調査（Demographic Health

国でも、女性の感染率は男性よりも高い（UNAIDS

Survey）などの大規模データを使用していることが

2016b）。ここでは、女性のなかでも、とりわけ若

多く、HIV 感染率を、個人の学歴や結婚歴、性行

年の女性を取り巻く困難についてまとめる。まず、

為の人数などと照らし合わせて、その相関関係を検

若年女性が意図しない妊娠に至る理由として、避妊

討してきた。量的分析からは、相関の傾向を読み取

に関する情報が欠如していることや、友人からのプ

ることができるものの、実際に何がどのように作用

レッシャーがあることなどが挙げられている（Were

して社会的ワクチンとして機能しうるか、といった

2007）。また、若年男性の側においても、コンドー

検討が不足しており、質的事例研究からのアプロー

ムを入手することへの恐れを抱いていることが指

チによる研究も不可欠である。第二に、疫学的知見

摘されている（Nzioka 2001）。若年男性にとって、

からの検討が主であり、新薬の開発や薬の無償提供

活発な性的活動は友人に対する自慢の材料である

といった疫学分野における社会変化は考慮されて

にも関わらず、それは同世代でのみ共有される隠し

いるものの、急速に変容している教育セクターにお

事としての性格が強く、保護者をはじめとする異

ける社会変化を捉える視点が捨象されがちである。

なる世代との共有は避けられる傾向にある（Ibid.）。

このため、初等教育修了、中等教育修了、高等教育

つまり若年層では、性的活動への関心の高さの一方

修了といった学歴の違いを考慮した検討はなされ

で、避妊をはじめとする守られた性行為を実現す

ているが、それぞれの学歴の内部にある個々の多様

るための情報や資源へのアクセスが不足している

性が立ち現われてこない。

状況にある。また、シュガーダディ３）とよばれる、

以上のことから、近年のケニア社会における学校

年齢と経済的状況に一定の隔たりのある婚外の男
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女関係では、多くの場合、コンドームが使用され

関する内容の指導はカリキュラムに含まれてない

ておらず、アフリカ地域における HIV 蔓延の一因

（Duflo et al. 2006）。背景には、国内のカトリック教

として指摘されている（Luke 2005）。しかし、シュ

会やプロテスタント系教会、イスラム系組織が、政

ガーダディから受けとった金銭は、女性自身や彼女

治的な影響力を有しており、婚前交渉の禁止に焦点

の家族の生活に不可欠なものを購入するために使

を当てることを望んでいることが指摘されている

用されている、との指摘のように（Longfield et al.

（Duflo et al. 2015）。

2004）、女性側は経済的制約に強制され、自身をリ

また、近年の学校教育の急速な普及による、教育

スクに投じていることがある。ときにそれは、「身

セクターの変化も念頭に置く必要がある。ケニア

体的安全ではなく経済的安全を選ぶというトレー

政府の統計に基づくと、2016 年のケニアの総就学

ド オ フ を し て い る 」（Karlan and Appel 2011=2013:

率は、初等教育（8 年間）で約 104％、中等教育（4

286）と表現されるほどである。

年間）で約 67％となっている（RoK 2017）。特に中

以上のような経済的な欠乏や友人からのプレッ

等教育就学率は、近年急速に上昇しており、2006

シャーは、とりわけ、若年層にとっては HIV を含む

年の 32％と比較すると、ここ 10 年間で倍増してい

性感染症のリスクよりも優先されてしまうことがあ

ることが分かる（RoK 2010a）。すなわち、より多

り（Longfield et al. 2004）
、このために、彼女たちは

くの若年女性が初等のみならず中等教育への就学

HIV などの性感染症や、意図しない妊娠のリスクに

を継続しており、彼女らが児童 / 生徒である期間は

さらされている。以上のことから、とりわけ若年女

長くなっている。近年の特徴的な変化として挙げ

性は、単純に知識の欠如から HIV に感染するのでは

られるのは、中等教育への就学機会を拡大するため

ないことがわかる。それゆえ、HIV/AIDS と学校の

に、従来は寮制のみを採用する男女別学の中等学校

関係は、感染予防に関わる若年女性の知識と行動変

が主流であったのに対し、通学制を採用する男女共

容の過程にある当事者の状況に焦点を当てて、個別

学の中等学校が新たに設立されているという点で

具体的な事例から検討することが重要だといえる。

ある。通学制の中等学校は、寮制と比べて、低学費・
低学力であることが多く、学齢期を超えた生徒も少
なくない。この違いに着目して調査を実施した先行

1-2-2．HIV/AIDS と学校
ケニアでは、最初の HIV/AIDS の症例が確認され

研究では、女子通学生のうち性行為経験者は、女子

た 1984 年の翌年から、その対策に向けた具体的な

寮生の 5 倍であったと報告されており（Kabiru and

正式文書とそれに基づく計画が発表されてきた（鹿

Orpinas 2009）、同じ就学者であっても、彼女らを取

嶋 2006）。HIV 感染率は、1995 年の 10.5％を境に

り巻く環境は、学校ごとに大きく異なることが予見

減少に転じ、2003 年に 6.7％まで下降して以降、横

される。また、通学生は、中途退学や転校を多用し、

ばい状態にある（RoK 2014a）。ただし、感染率の

学校と（家庭内）労働を流動的に往復していること

下降は、1995 年以降の感染者の死亡の増加に伴う

が多く（小川 2016）
、従来の、教育を受けた者 / 受け

ものであり、感染者数自体は、2009 年から増加し

なかった者という構造はゆらいでおり、
「教育を受け

始めている（Ibid.）。若年女性層は、HIV/AIDS 啓発

る者」の多様性を捉えていく必要が高まっている。

の主要ターゲットとなっているが、彼女たちは同時
に、初等・中等教育の学齢期前後に該当する年齢層
でもある。学校現場では、2000 年に初等・中等教

2．調査方法

事例分析では、妊娠に至った若年女性のインタ

育において HIV/AIDS 教育のカリキュラムが導入さ

ビューおよび、学校での参与観察に基づき、彼女ら

れ、HIV やその他の性感染症蔓延の予防に取り組

の HIV 感染の予防行動における学校の役割と限界

まれている（RoK 2003）。ただし、その指導体制は、

について検討する。

教員や教材の不足など、未だ不十分であることも指
摘されている（鹿嶋 2006）。また、ケニアの公教育
においては、予防戦略 ABC

４）

のうち、戦略 A であ

2-1. 調査地
現地調査はケニア西部のブシア県（Busia county）

る禁欲（Abstain from sex）に関する内容に偏重して

を中心に、2016 年 8 月 21 日～ 11 月 19 日まで、お

おり、とくに戦略 C である避妊（Condom use）に

よそ 3 か月実施した。西部地域では、USAID の資
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金援助によって、2004 年以降から HIV の検査と陽

ンタビューを行なった。参与観察では、教員による

性者に対する投薬の提供が無料で実施されている。

生徒指導や、生徒間・生徒 - 教員間・教員間の会話

ケニアにおける女性の HIV 感染率は、男性の 2 倍

に着目し、恋愛や性的活動に関する学校の様子を明

近くであるが（RoK 2014a）、対象地域の N 市に居

らかにした。なお、自然な会話からの聞き取りを行

住するルイヤ人では、女性の感染率が男性に比べて

なうために、IC レコーダーは使用せず、適宜、フィー

6 倍以上高い（RoK 2010b）。ブシア県では 2004 年、

ルドノーツに書き取っている。

対象とする S 地区を含む N 市では 2011 年に、HIV
検査のための医療施設が設立された。

なお、本調査は、大阪大学大学院人間科学研究科
共生学系研究倫理員会より承認を得ており、対象者

ブシア県の初等教育就学率は、純就学率 96％

に身体的・心理的・社会的被害が生じないよう最大

（ 男 子 96 ％： 女 子 97 ％）、 総 就 学 率 121 ％（ 男 子

限に配慮している。現地では、地方教育局、市長、

121％：女子 120％）と高く、男女差もほとんどな

村の代表者、CHV にインタビューの目的と内容を

い（2014 年、RoK 2015a）。一方、同年の中等教育

説明し、許可を得て実施した。また、次章以降の調

就学率は、純就学率 40％（男子 44％：女子 36％）、

査対象者は、その秘匿性のために仮名で記述する。

総就学率 49％（男子 54％：女子 44％）と、ケニア
全体よりも低く、かつ男女差も広がっている（Ibid.）。

3．調査結果と分析

3-1．妊娠に至った若年女性をとりまく環境
意図しない妊娠に至った女性 19 人の属性は表 1

2-2. 調査の対象と方法
保健医療分野に焦点をおいた地域 NGO を拠点に、
５）

のとおりである。19 人のうち 13 人は、通学制かつ

研修生として活動し、アクション・リサーチ によっ

共学の初等・中等学校に在籍中に、妊娠に至ってい

てデータを収集している。研修生としての主な業務

ることが分かる。残り 6 人は、経済的問題などの理

は、オフィスでの事務書類の整理や、資金獲得のた

由で既に学校を退学後、あるいは修了後の無為期間

めのフィールドデータの収集であった。主な調査

に妊娠に至っている。

対象は、同 NGO が不定期に支援している S 地区と

19 人に共通した点は、妊娠および HIV 感染を予

その近辺に暮らす若年女性と学校である。調査は、

防する方法としてコンドームの使用が有用である

①若年女性への半構造化インタビューと、②学校

という認識を持っていたことである。また、対象地

での参与観察およびナラティブ・インタビューの 2

域では高い HIV 蔓延率ゆえに、HIV/AIDS によって

種類を実施した。

近親者を失っている者も少なくなく、病気に関する

①においては、意図しない妊娠に至った 19 人の
女性を対象とした。19 人のうち、5 人は HIV によっ

恐怖を表す語りもみられた。次節では、彼女らへの
聞き取りから得られた個別事例を検討する。

て両親または、どちらかの親を亡くした女性であ
る。対面での半構造化インタビューを実施し、教

3-2.

育に関する事項や、対象者の HIV 予防行動や性的

(1) 妊娠に至った若年女性の男女関係の事例

活動に関わる情報を聞き取った。対象者が自身の

事例の検討

妊娠に至った状況に関する聞き取りに基づくと、

HIV 感染に関わる事例に言及した場合、これに関す

若年女性を取り巻く男女関係には、大別して 2 種類

る情報など、対象者の語りの文脈に応じて聞き取っ

あった。第一に、同世代の級友との男女交際である。

ている。なお、英語での聞き取りが困難であった場

妊娠に至った対象者 19 人のうち、この事例にあた

合に、対象地区で活動するコミュニティ・ヘルス・

ると回答したのは 2 人であった。このうちのドリー

６）

ボランティア（Community Health Volunteer：CHV）

ン（表 1-15）は、
「真剣な関係」の彼氏だと表現し

による通訳を介した。それぞれ、30 分～ 1 時間半

た相手との間に子どもを設け、中等学校を中途退学

のインタビューを実施している。

して出産している。ドリーンに特徴的な点は、相手

② に お い て は、 学 校 現 場 に お け る 教 員 の HIV/

の HIV ステータスを確認しており、確認方法として、

AIDS や性的活動に関する指導の様相や方針を明ら

実際に一緒に HIV 検査へ行っていることである。彼

かにするため、通学制公立中等学校 1 校を対象に、

女は、
「一緒に行かないと嘘をつくことができるか

一週間の参与観察と生徒・教員へのナラティブ・イ

ら」と理由を話した。さらにドリーンは、性行為を
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するなら「相手がどんな状態か、自分がどんな状態

は、一定期間、継続した関係を持ちながらも結婚の

か」を知るべきだと指摘し、たとえ HIV 陰性の相手

意思はなく、多くの場合、相手は既婚者であったこ

であったとしても「他の性感染症の危険があるから、

とである。また、相手の HIV ステータスは確認し

コンドームを使用することは大切だ」と話した。筆

ておらず、避妊もしていない。彼女たちは、この

者が「では、
あなたはなぜコンドームを使用しなかっ

関係による HIV 感染リスクを自覚しながらも、「生

たのですか」と尋ねると、
「私の場合は、真剣な関

きていくための」（ネケサ、表 1-14）関係だと表現

係だから。2 年間も付き合っている」と答えている。

した。当該地域で活動する CHV は、「彼女たちに

第二に、金銭やそのほかの物資の取得を主目的と

とって避妊を要求することは難しい。なぜなら、避

した、学校外の相手との関係である。この関係の場

妊を要求すれば、彼女たちは必要とされなくなる

合、多くは相手の男性と年齢に一定の隔たりがあ

からだ」と指摘している。例えばネケサは、
「コン

る。この関係は、さらに 2 種類に分けることができ

ドームを使ってほしいと頼むのは、難しくない（not

る。一つ目は、先行研究でも指摘されていたような、

difficult）けど、とても大変（very hard）だ」と表現

シュガーダディに代表される恒常的な婚外の関係

した。言葉を発することは出来るけれど、それによ

である。この関係に至った女性らに共通していた点

る関係の断絶を恐れているのだという。ネケサは、

表1
仮名

妊娠に至った女性 19 人の属性

調査時の年齢

妊娠時の年齢

妊娠時の属性

相手男性の属性と関係

1

ミルドレッド

15

15

F2（共学・通学生）

不明

2

メルシー

15

15

S7（共学・通学生）

不明

3

アンジェリン

16

15

S7（共学・通学生）

年上：継続的

4

フェイス

16

15

S7（共学・通学生）

不明

5

エルダ

17

16

S7（共学・通学生）を退学後

不明

6

ジョアンナ

17

16

S7（共学・通学生）

不明

7

アニャンゴ

17

16

S8（共学・通学生）を修了後

不明

8

ヴィヴィアン

17

17

S7（共学・通学生）

年上：単発的

9

ウィニー

18

17

S7（共学・通学生）

同年代：継続的

10

アティエン

18

16

S7（共学・通学生）

不明

11

ルース

18

16

S7（共学・通学生）

年上：継続的

12

エリザベス

18

17

S6（共学・通学生）

年上：単発的

13

シャロン

18

17

F3（共学・通学生）を退学後

年上：継続的

14

ネケサ

19

18

F2（共学・通学生）

年上：継続的

15

ドリーン

19

18

F2（共学・通学生）

同年代：継続的

16

ネリー

21

20

S8（共学・通学生）

年上：継続的

17

ロナ

21

20

F4（女子校・寮生）を修了後

年上：単発的

18

リネット

23

18

S7（共学・通学生）を退学後

年上：継続的

19

ジャネット

24

22

F4（共学・通学生）を修了後

年上：単発的

（注 1）S は初等学校の学年、F は中等学校の学年を指す。
（注 2）「妊娠時」とは、妊娠が判明したときのことを意味する。
（注 3）「相手男性の属性と関係」の「年上」は、対象者よりも年上の学校外の者であることを指し、「同年代」は、同じ学校の同世代の
者であることを意味する。また、「継続的」は、数か月以上の持続した関係であることを指し、「単発的」はディスコなどの場で
の単発的な関係であることを意味する。
（出典）筆者作成
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子どもの父親との関係は出産後も継続していたが、

等学校（共学・通学制）においても、男女交際は禁

2016 年 1 月に急に理由もなく連絡が途絶え、以降、

止であり、生徒らもそれを認識していた。ただし、

支援を受けられなくなったという。彼女と相手との

生徒らは、
「ほとんど全員が先生に隠れて彼氏がい

関係の不安定さからは、要求や発言の慎重さが求め

る」と誇らしげに語る。これは、寮制の女子校を修

られていることもうかがえた。

了したロナが、
「彼氏のいる友人は多くなかった」と

二つ目は、ディスコ

７）

や道端での突発的な出会

話したこととは対照的である。女子生徒らは、同じ

いによる男女関係である。実際にこのような突発的

学校に「彼氏がいる」と内密に教えてくれるが、そ

な出会いによって子どもを設けたロナ（表 1-17）は、

の関係は禁欲（予防戦略 A）によって維持されてい

その時のことを振り返って「あれはただの事故だっ

ることが多かった８）。自分自身に彼氏がいると話し

た」と表現したのちに、次のように話した。「HIV

たうえで、彼女らの多くは、
「でも大学へ行きたい

は怖い。だけど、そのとき私は彼にステータスを

から禁欲する」と付け加える。ある生徒は、
「中等学

聞かなかった。だけど、気にしないといけないこ

校を終えるまでは少なくともそうするべき（禁欲す

とは分かっている」。ロナは、母親を HIV/AIDS に

るべき）だと思う」と話した。中等学校が大衆化の

よって亡くしており、現在は祖母の家で生活してい

過程にあろうとも、中等教育段階まで教育を継続し

る。彼女は、HIV/AIDS の恐怖を知りながらも、当

ている彼女たちにとって、就学している期間は、自

時、周囲から厳しく叱責されたことを振り返って、

身や家族の生活をより良いものにするための準備期

「気にしないといけないことは、分かっている」と

間である。男女交際に強い興味を持ち、その楽しみ

半ばあきれ気味に繰り返した。そして、そのような

を享受する一方で、一線を踏み越えてしまえば取返

行為に至った理由を、「真剣な相手がいなかったか

しがつかない、という認識は大方共有されているよ

ら」と説明している。ロナは、「真剣な相手であれ

うであった。ただし少数でありながらも、ドリーン

ば婚前交渉はしない」と付け加えた。

の事例のように、同世代の男女交際から妊娠に至っ

ドリーンとロナの事例は対照的である。ドリー

ている事例も確認された。教員らは、授業中や課外

ンは、「真剣な関係」である男子との交際のなかで

活動の時間において、男女交際の禁止を声高に指導

妊娠に至った。ロナは、
「真剣な相手がいなかった」

するが、他方で、インタビューでは、
「生徒たちが

からこそ突発的な性行為により妊娠に至った。妊娠

交際していることは分かっている。だから彼らが忘

に至ったという点では同じであるが、両者の大きな

れないように常に避妊や禁欲について指導する必要

違いは、それぞれの HIV 感染リスクの程度である。

がある」と説明した。ここに、名目と実態の間には

ドリーンは少なくとも予防戦略 B である特定の相

乖離があり、教員らもそれを認識したうえで、生徒

手との関係（Being faithful to one sexual partner）に

の心身の保護のために名目上の指導と実態に即した

該当しているのに対し、ロナは予防戦略 ABC のい

指導とを適宜使い分けていることが読み取れる。

ずれにも該当しないばかりか、ディスコというリス

他方で、教員が名目上は禁止しながらも黙認して

クの高い場において性行為に至っている。ロナの事

いる男女交際というのは、同世代の級友との関係に

例は、真剣な交際相手がいないことで、突発的な男

限ったことであった。前節で指摘したような、金銭

女関係に至り HIV 感染リスクにさらされたことを

を目的とした特定の男女関係を有する生徒に対して

示唆している。

は、厳しい指導の様子が見受けられた。ある日、そ
の前日に 5 人の女子生徒が「茂みで発見された」こ

(2) 若年女性の性的活動に対応する学校の事例

とを特別授業で扱っていた。
「茂みで発見された」と

本節では、生徒の男女関係をめぐる学校の対応

いうことは、すなわち、茂みで性行為に至っている

を、学校における参与観察とインタビューから検討

ところを報告された、ということである。このこと

する。

は学校内で噂となり、共学であったことからも該当
の女子生徒らは男子生徒から「売春だ（prostitution）
」

① 男女関係の種類に応じた指導の違い

と揶揄されていた。そこで、全校生徒のうち女子生

初等・中等教育においては、多くの学校で男女交

徒のみを一つの教室に集合させ、該当の生徒らの

際が明確に禁止されている。参与観察を実施した中

自発的な語りを促す形で、事実の確認とその行為に
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至った理由や状況、さらには現在の心境を共有させ

受けて、学校という場を活用しながらも、NGO な

る場面が持たれた。該当の女子生徒らは時に涙を見

どの学校外の組織に所属する教員以外の立場の者

せながら、彼女たちの困難を共有し、他の女子生徒

による、HIV/AIDS 啓発指導の必要性が高まってい

も涙を流しながら彼女たちを慰めていた。

る。しかし、NGO 職員らへの聞き取りからは、確

その後、5 人の女子生徒らは、一部の保護者と共

かに学校において HIV/AIDS 啓発のための特別授業

に校長室へ集められ叱責を受けた。多くの女子生徒

を実施することは多いものの、ときに避妊に関する

が目に涙を浮かべ後悔と懺悔の表情を有していた

内容に関しては、学校長から制限されることがある

のに対し、うち 1 名は異なる状況にあった。彼女は、

という。とくに、
「カトリックの学校で避妊はタブー

毅然とした表情で、制服の上から羽織った赤いパー

である」などの表現に代表される。

カーのポケットに手を入れ、教員の叱責を静かに聞

また、対象地域の病院では、誰に対しても無料で

いていた。教員によると、この 1 名は何度もこの問

コンドームを配布している。しかし、妊娠に至った

題で叱責を受けている「問題生徒」として認識され

若年女性らに、
「コンドームが無料で手に入れられ

ており、今回の事例の他 4 人に対し、男性を紹介す

ることを知っていますか」と質問すると、
「知って

る仲介の役割を担っていたという。彼女らが性行為

いる」と答えた者が多かったのに対し、実際にもら

によって得た金銭は、20 ～ 50Ksh（約 20 ～ 50 円）

いに行ったと答えた者は皆無であった。理由は、そ

と非常に少額であり、「リスクに相応しない」こと

のコンドームは「初等や中等に通う生徒にはくれな

を教員らは熱心に説いていた。しかし、
「問題生徒」

いから」
（ミルドレッド、表 1-1）であった。政府

の 1 名は、「両親に砂糖を買ってくるよう言われた

の統計では、15 ～ 24 歳の女性のうち、コンドーム

から」と、この関係に至った理由を述べている。彼

を入手できる方法を知っている割合は 71％であり、

女たちを取り巻く困窮した経済状況が、リスクある

10 代に限ってみても 62％と、入手の方法はある程

性行為を誘発していることが読み取れる。教員ら

度認識されていることが分かる（RoK 2015b）
。しか

は、彼女らの困窮を理解しながらも、学校教育修了

し、たとえ知っていたとしても、それを実際に受け

後の将来のために勉学に集中するよう促していた。

取りに行き、さらには男性側に使用を要求すること

この指導において特徴的だったのは、教員が該

は、性行為に及ぶべきでないとされる社会的地位に

当生徒にコンドームの使用に関しては言及してい

ある彼女らにとって一定程度のハードルがあること

ない点であった。教員らは、執拗にその関係に至っ

が予想される。すなわち、HIV に関する知識や恐怖

た背景を明らかにし、その事実に対する叱責を行な

がありながらも、生徒という立場にあることが、避

い、二度と同じ過ちを犯さないことを誓わせてい

妊による予防行動を阻んでいる側面があった。

た。のちに、コンドームの使用に言及しない理由を
教員に聞くと、「コンドームの使用ではなくて、性
行為を止める必要がある。彼女たちは生徒だから」
と説明した。コンドームの使用を促してしまえば、

4．考察：若年女性の予防行動をめぐる困
難と学校
若年女性を取り巻く男女関係には種類があり、そ

その男女関係の肯定につながりかねないという教

の種類に応じて、同じ性行為であっても、妊娠のリ

員の危惧が窺える。すなわち、学校側の生徒に対す

スクと HIV 感染のリスクは、リスクの程度に違い

る指導は、生徒らを取り巻く男女関係の種類によっ

があることが明らかとなった。先行研究では、同世

て異なることが分かる。

代の恋愛関係では、性感染症に関するリスクの認識
は低く、コンドームの使用が滅多にないとされてい

② 予防行動の障壁となる学校の性質

る（Longfield et al. 2004；Mash et al. 2010; Tlllotson

学校の有する教育指導上の限界から、教員らに指

and Maharaj 2001）。また、コンドームの使用の提案

導可能な範囲には制限がある。教員らは、生徒の身

は、相手女性の男性関係を非難する意味合いを持

体の保護と将来性を重要視するゆえに、実質的に許

ち、提案しないことこそが相手への信頼を表してい

容できる生徒の男女関係を線引きしており、特定の

るともいわれている（Mash et al. 2010；Tlllotson and

男女関係を継続する生徒らのコンドームの使用を

Maharaj 2001）。ABC 戦略のうち、B に該当するゆ

促すことはできないのであった。このような状況を

えのジレンマとも解釈できる。ただし本事例では、
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共学において男女交際は常態化していたものの、多

ンドームの使用に関する情報や男女交際がタブー

くの場合は禁欲によってその関係を維持している

視されている学校の生徒にとって、卒業後や退学

ことや、HIV の検査に一緒に行っていることが見

後、あるいは長期休暇といった、学校の保護から離

受けられた。つまり、同世代の男女交際においては、

れている時期には、逆にリスクが高くなってしまう

性行為に至るまでに一定の障壁（禁欲の選択）があ

可能性がある。例えば、ある研究では、教会にお

り、至る場合においても、妊娠のリスクがあるもの

いてコンドームは大人のみ安全に使用できるなど

の HIV のリスクは相対的に低いことが考えられる。

の誤った情報を与えている事例が報告されており

一方で、金銭の取得を目的とした性行為では、相

（Maticka-Tyndale and Tenkorang 2010）、メディアと

手の男性と年齢に一定の隔たりのあることが多く、

の接触の機会が不十分な状況のなかで、若年女性ら

この場合、HIV 感染リスクが高くなる。まず、ディ

が入手する性に関わる情報は、既に大人からのメッ

スコなどの突発的な場における関係では、相手の

セージが込められたものであることが多く、それは

HIV ステータスを明確に確認することは不可能で

時に事実とは異なる情報であることを示している。

ある。また、男性のうち 1 年以内に 2 人以上の相手

つまり、一見すると、男女交際の常態化している通

と性行為を経験した割合は、15 ～ 19 歳で 3.7％で

学生の方が、妊娠や HIV 感染リスクが高いと考え

あるのに対し、20 ～ 24 歳で 16.7％、25 ～ 29 歳で

られやすいが、性的話題から遠ざかっている寮生

17.3％と、10 代か 20 代かといった年齢に応じて大

は、具体的な情報にさらされにくいため、反対に学

きく異なる（RoK 2015b）。すなわち、妊娠のリス

校を離れた時期にリスクが高くなってしまう側面

クは、性行為に至ってしまえば、同世代の恋愛関係

があるとも考えられる。

においても、年齢に隔たりのある関係においても同

第二に、保護されているからこそ、避妊に関す

様に生じているが、HIV 感染のリスクは、その男

る知識を行動に変容させることができないという

女関係に応じて違いが生じているといえる。

脆弱性である。先行研究でも、15 ～ 24 歳のうち、

学校は、生徒に対し知識を提供し、未来を切り開

99.2％が避妊の方法を知っているが、コンドームの

く力を付与する機関でもある。そして、学校が子ど

使用経験者は 57.5％まで減少することが指摘されて

もを守る場、保護する場としても機能していると議

いる（Oindo 2002）。本事例では、リスクある性行

論されている（内海 2012）
。HIV/AIDS に関しても、

為に至る女性が感じるコンドームの入手の困難さ

教育を受けるほど最初の性行為が遅くなるとの指摘

は、「生徒である」という彼女らの地位に影響を受

や（RoK 2010b）
、学校にいるほど女子生徒の HIV

けていることが明らかとなった。背景には、先行

感染リスクが減少すると議論されている（Jukes et

研究で論じられたような、避妊を推奨しない学校の

al. 2008）
。しかし、このような学校という場が有す

特質があると考えられる（Duflo et al. 2015；Njue et

る保護の機能は、2 点において脆弱性を伴っている。

al. 2009；Gallant and Maticka-Tyndale 2004）。そのほ

第一に、その保護機能から解き放たれたときの脆

か、婚前交渉をするものと思われていない、10 歳

弱性である。寮生は、通学生よりも性行為に至って

代ゆえの社会規範もあるだろう（Gausset 2001）。確

いないという先行研究の指摘は（Kabiru and Orpinas

かに、就学年数が長いほど、性行為に至るリスクは

2009）、寮生の方が HIV 感染に至るリスクが少ない

低い。18 ～ 24 歳の女性のうち初等学校を修了して

ことを示している。一方で、本事例では、共学・通

いない女性が 18 歳以下で性行為に及ぶ割合が 71％

学制校において、実態に即した教員による指導や、

であるのに対し、中等教育入学以上の学歴の女性で

生徒間で禁欲すべきという共通の認識が抱かれて

は 30％まで下降する（RoK 2015b）。しかし、少数

いることが明らかとなった。これらのことから、通

でありながらも既に性的活動に関与している一部

学生の間における男女交際の常態化は、むしろ女子

の生徒たちにとっては、生徒であるという理由でコ

生徒らに適切な知識や実践を共有する契機とさえ

ンドームの入手が困難となっている状況があり、す

なりうるとも解釈できる。また、同世代との恋愛関

なわち、学校という囲いに守られているからこそ、

係は、一定程度その他の突発的な男女関係の歯止め

HIV 感染の危険にさらされているという矛盾も生

ともなりうり、それは彼女たちを HIV 感染リスク

じている。そして、この守られない生徒は、突発的

から遠ざけていることを示唆している。しかし、コ

な衝動といった個人の過失に限らず、経済的困窮と
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いった彼女自身では立ち向かうことのできない困

ときに脆弱であるという両面性と、学校に保護され

難にも影響を受けている。

ているからこそ、予防の知識を行動に変容させるこ

確かに学校は、多くの女子生徒を男女関係から

とができないという両面性が存在していたといえる。

一定の距離を保たせ、リスクのある性行為から守っ

ただし、本研究の課題として、調査対象の数に限

ている側面がある。教育機会へのアクセスの欠如が

りがあり、その普遍性に関する検討が十分になされ

若年女性を妊娠に至らせている（Were 2007）とい

ていないことが挙げられる。特に、寮制校での参与

う指摘に代表されるように、教育を受けることその

観察を実施することができなかったため、寮生の性

ものが女性を性行為から遠ざける万能薬のような

的活動に対する学校の役割に関して充分な考察を行

言説が先行研究にはみられる。しかし、妊娠した女

うことができなかった。同様に、通学制であっても、

性に限って実施したインタビューでは、その多くが

学校や教員ごとに指導の方針は異なることも想定さ

在学中に妊娠に至っているということは対照的な

れうる。このため、そのほかの学校で、どのような

事例である。これらの女子児童・生徒の多くは、コ

指導が実施されているかは、より対象を増やして相

ンドームなどの使用により自身の安全を守る方法

対的に検討する必要がある。また、主な調査対象を

があることを知りながらも、その男女関係の性質か

若年女性に限定したが、彼女らのリスクに対する、

ら、適切な予防行動をとることが難しかった。彼女

男性側の生活背景や考えを十分に検討することがで

らにとっては、学校という場、あるいは生徒という

きていない。このため、今後はより対象を広げ、外

立場であることによって、予防行動に制約が生じて

部環境の様相とその影響を明らかにすることで、社

いるのであった。

会的ワクチンとしての学校の可能性を再検討したい。

つまり、確かに学校は多くの生徒にとってはリス
クを軽減させているものの、学校という囲いのな
かで男女関係を有している一部の生徒に関しては、
反対にリスクの伴う性行為を誘発している可能性
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もある。学校側は、同世代の男女関係に関しては、
その指導に名目と実態を往復する柔軟さをみせて

【注】

いたが、特定の男女関係に関しては、生徒の身体や

1） HIV/AIDS には「ワクチン」がないため、その感染

将来の保全を第一とするあまりに、関係そのものの

予防のためには、とくに教育を通した「社会的ワク

制限を強調せざるを得ないのであった。学校は、そ

チン（social vaccine）」が重要だとされている。教

の囲いにより、多数の生徒を守りつつも、その囲い

育による「ワクチン」には、若年層の適切な知識の

があるからこそ一部の生徒を守れない、という両面

獲得と行動の変容が期待されている（Vandemoortele

性をはらんでいたといえる。

and Delamonica 2000）。
2） 本稿における若年女性とは、15 ～ 24 歳の女性を指

おわりに

す。HIV/AIDS に関する統計は、ケニア国内におい

本研究では、学校は HIV/AIDS の社会的ワクチン

ても、UNAIDS などの国外の機関においても、年齢

となりうるか、という問いを若年女性の事例から検

層を 14 歳以下、15 ～ 24 歳、25 歳以上に区分して

討した。その結果、学校という場には両面性がある

いることが多いため、これらに倣っている。

ことが明らかとなった。学校は確かに、多数の生徒

3） オックスフォード現代英英辞典によると、シュガー

を男女関係から一定の距離を保たせ、彼女らを妊娠

ダディとは、「通常、性行為の見返りに、とても若

や HIV/AIDS をもたらす、守られない性行為から保

い女性に対してプレゼントや金銭を与える豊かな老

護する役割を果たしている。しかし一方で、若年女

年男性（a rich older man who gives presents and money

性の巻き込まれる男女関係には種類があり、学校と

to a much younger women, usually in return for sex）」

いう囲いのなかで特定の男女関係を有している一部
の生徒にとって、
「生徒」であることが自身を守る行

th
（Oxford Advanced Learner’s Dictionary: 7 edition.

2005）のことを指す。

動を阻む一因ともなっている。要すれば、学校に保

4） 2003 年、世界各国に広まる HIV/AIDS の危機的な

護されているからこそ、その保護から自由になった

状 況 を 受 け、 歴 史 的 に 最 大 規 模 の PEPFAR（The
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President’s Emergency Plan for AIDS Relief ） プ ロ

Achoka, J. S. K., Odebero, S. O. J. K. M., Maiyo, O. J. K. et

ジェクトがアメリカ政府主導で開始された。世界中

al. 2007. Access to basic education in Kenya: Inherent

で HIV/AIDS の危機に瀕する 15 か国を対象とした

concerns. Educational Research and Reviews. 2(10): 275-

PEPFAR では、全予算の約 20％が感染予防に充当さ

284.

れ、感染予防の戦略として、ABC（A: Abstain from

Baker, D. P., Collins, J. M. and Leon, J. 2008. Risk factor or

sex, B: Being faithful to one sexual partner, C: Condom

social vaccine? The historical progression of the role of

use）を提示している。ケニアも対象の 15 か国に含

education in HIV and AIDS infection in Sub-Saharan

まれる。

Africa. Prospects. 38(4): 467-486.

5） アクション・リサーチにおける研究者は、社会的状

Bannell, P., Hyde, K. and Swainson, N. 2002. The Impact

況の変革を促すために対象地域の活動に介入する。

of the HIV/AIDS Epidemic on the Education Sector in

ボランティアに関わる研究においては、アクション・

Sub-Saharan Africa: A Synthesis of the Findings and

リサーチが行なわれることが多い。

Recommendations of Three Country Studies. Centre for

6） 病院ごとに村内からコミュニティ・ヘルス・ボラン
ティアが選ばれており、病院にアクセスできない村
内の患者と病院を接続するなどの業務を担っている。
7） 本稿で扱うディスコとは、主に夜間、音楽などをかけ

International Education.
Duflo, E., Dupas, P. and Kremer, M. 2015. Education, HIV, and
early fertility: Experimental evidence from Kenya. The
American Economic Review. 105(9): 2757-2797.

て多数の人が集まって踊ったり飲酒をしたりする場

Duflo, E., Dupas, P., Kremer, M. et al. 2006. Education and

を指す。特に調査対象地域では、
ディスコ・マタンガ
（※

HIV/AIDS prevention: Evidence from a randomized

スワヒリ語で喪に服する期間を意味する）とよばれる

evaluation in western Kenya. World Bank Policy Research

葬儀形態があり、ここで多数の若年女性がリスクある

Working Paper. 4024.

性行為に至っていることが指摘されている。
8） ただし、禁欲という状況下においても、一定の金銭
が男性側から女性側へともたらされていた点に注視

Fortson, J. G. 2008. The gradient in Sub-Saharan Africa:
Socioeconomic status and HIV/AIDS. Demography.
45(2): 303-322.

したい。「あなたは支援されていますか？」という

Gallant, M. and Maticka-Tyndale, E. 2004. School-based HIV

質問は、「あなたには彼氏がいますか？」という質

prevention programmes for African youth. Social Science

問を意味する「生徒間のスラング」として当該校で

& Medicine. 58(7): 1337-1351.

流行していた。すなわち、彼女たちの男女交際には、

Gausset, Q. 2001. AIDS and cultural practices in Africa: The

何らかの金銭や物資が男性側から女性側にわたる

case of the Tonga (Zambia). Social Science & Medicine.

ことに違和感が持たれていないことが想定される。

52(4): 509-518.

シュガーダディや突発的な関係にみられるような性

Goudsmit, Jaap. 1998. Viral Sex: The Nature of AIDS. Oxford

行為の対価としての金銭的な応酬は、その延長線上

University Press.（＝ 2001．山本太郎訳．エイズ－ウ

にあるものとも考えられる。
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学校は HIV/AIDS の「社会的ワクチン」になりうるか

Can Schooling Be a ‘Social Vaccine’ against HIV/AIDS?
A Case Study of Young Women in Rural Kenya
Miku Ogawa
(Graduate School of Osaka University/ JSPS Research Fellow)
Schooling has been regarded as a ‘social vaccine’ against HIV/AIDS in sub-Saharan Africa. However, this statement has
been seen as a controversial matter in previous literature. Some studies mention that schooling can contribute to reducing
the risk of HIV infection, while others counter that schooling is one of the causes that contributes to the spread of the
virus. Those studies seem to have the common opinion that schooling offers information about HIV/AIDS; however,
the issue is that having that information does not necessarily influence sexual activity. Therefore, it is necessary to focus
on individual backgrounds in the process by which the information leads to a change in behavior in order to discuss
the relationship between schooling and HIV/AIDS. This research, which employed a case study approach and data
collection at Busia County in Kenya, was conducted during an internship at a local NGO for three months from August
to November 2016. The study employed participant observation at a school and interviews with young women as part
of the action research. Analysis of the data revealed that schooling has two opposite functions. The risk of HIV infection
and the risk of pregnancy among young women are very different depending on the kinds of sexual relationships, even
though both are caused by unprotected sexual intercourse. The relationships among the same generation at the school
were relatively safe because the school emphasized the importance of abstinence while they were students. On the
other hand, the relationships outside the school to obtain money required young women to be involved in unsafe sexual
behavior. Even though they understood the risk of HIV infection caused by such relationships, it was difficult for them to
get condoms because ‘they are not for students.’ The school has certainly worked to protect students from HIV/AIDS and
risky sexual behavior. However, those students who are involved in riskier sexual relationships cannot protect themselves
because of their status as students.
Keywords : School, HIV/AIDS, Kenya, Young women, Education
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【論文】
内発的発展論における主体性に関する考察

内発的発展論における主体性に関する考察
－自己実現的人間としてのキー・パースン－
米

川

安

寿（同志社大学大学院

グローバル・スタディーズ研究科

博士後期課程）

【要約】
本論は、国際開発の在り方の考察に日本の社会学者である鶴見和子の提唱した内発的発展論を取り上げ、
当該理論の実践面における可能性について考察したものである。特に、この理論において、発展の中心を担
うとされるキー・パースンについての分析を行った。
内発的発展論は、社会の近代化に伴い問題となった南北の経済格差問題、南の貧困問題、これらに関連す
る問題となった地球環境問題の深刻さを捉え 1976 年に提案された理論である。西欧の近代化それ自身は西欧
にとって内発的発展であったように、世界の他の地域にも、独自の「内発的発展」があるとする。この中で、
内発的発展を牽引するキー・パースンが指摘されており、本稿はキー・パースンの行動の源泉を知るためラ
イフヒストリー及び心理学的調査を行った。この結果、キー・パースンは人生で大きなターニングポイント
を経験し、これに伴い目的意識・価値観の醸成が見られ、自己犠牲的な努力をしていたことが分かった。さらに、
ターニングポイントでは外部社会との出会いがあり、内発的発展論で重視している「外部との接触」が影響
しているなど、その要件を満たしていた。また、子供の頃の承認欲求の満足度が高い可能性が認められた。
【キーワード】内発的発展論／マズローの欲求 5 段階説／キー・パースン／自己実現的人間

１．内発的発展論とキー・パースン

および集団が、衣食住の基本的欲求を充足し人

日本の社会学者鶴見和子により、近代化に対抗する

つくり出すことである。それは、現存の国内お

別の社会発展の理論として提唱されたものである。

よび国際間の格差を生み出す構造を変革する

鶴見の理論が提出される同時期、前年の 1975 年に

ことを意味する。

本稿の主軸となる考え方である内発的発展論は、

間としての可能性を十全に発現できる、条件を

は国連の特別総会において、スウェーデンのダグ・

そこへ至る道すじと、そのような目標を実現

ハマーショルド財団もまた「もう一つの発展」とい

するであろう社会のすがたと、人々の生活のス

う類似の概念に関する報告書を提出している。鶴見

タイルとは、それぞれの社会および地域の人々

は、これを内発的発展論と同義であるとする。この

および集団によって、固有の自然環境に適合

時期は国連人間環境会議が執り行われるなど環境

し、文化遺産にもとづき、歴史的条件にした

問題が注目され始め、開発援助でも受け取り国側の

がって、外来の知識・技術・制度などを照合し

債務負担が重くなるにつれて開発の在り方に見直

つつ、自律的に創出される。したがって、地球

しが迫られた時期であり、こうした潮流において、

的規模で内発的発展が進行すれば、それは多系

南の国々における独自の社会発展の意義が考察さ

的発展であり、先発後発を問わず、相互に、対

れ始めた。鶴見は、内発的発展論を以下のように表

等に、活発に、手本交換がおこなわれることに

現する。

なるであろう（鶴見 1996：9）。

内発的発展論とは、目標において人類共通で

内発的発展論は、近代化がもたらした諸問題に対

あり、目標達成への経路と創出すべき社会のモ

する解決策として、地域ごとの、自然環境と共生す

デルについては、多様性に富む社会変化の過

る形でのオリジナリティあふれる生活の流儀の一

程である。共通目標とは、地球上すべての人々

層の進化、またそれによる人々の生活の充足を目標
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としていることがわかる。これに対し「もう一つ

の整備をすることであるとしている（鶴見 1989：

の発展」についても、地域性や、自然、文化、人々

28-29）。この「主体的条件の整備」を、鶴見はキー・

の創造性に依拠する多様性への言及といった概念

パースン３） の文脈で論じている。内発的発展の出

上の共通性があり、ハマーショルドの枠組において

来事には必ず人の活動があり、その中で重要な役割

も「もう一つの発展論は内発的であり、自律的であ

を担うのがキー・パースンである。鶴見の内発的発

る」としており、内発性というキーワードが見られ

展の議論は「地域」の視点からまとめられており、

る。鶴見は同義だと言うけれども、内発的発展論

キー・パースンすなわち個人のありようについての

では発展が「内発的」であることを強調している。

詳述はほとんどなく、このことが内発的発展の研究

西欧の近代化は内発的であり、これに従属し、それ

や実践に残された大きな課題になる。そこで、本稿

に倣う国々の発展の形式は外発的発展であるとし

では変化を統御し創出する主体の整備に関する理

て対置したのはタルコット・パーソンズであるが、

解を深めるために、キー・パースンについての考察

鶴見は西欧の近代化それ自身は西欧の内発的発展

を試みたい。

であったように、世界のほかの地域にも、独自の発
展すなわち「内発的発展」がありうることを強調す
る１）。事例としては東洋での仏教の開発僧の活動事
例が有名であるが、精神的な豊かさ、成長を重視す

２．キー・パースンは自己実現的人間では
ないか―心理学的考察から

キー・パースンとはどのような人物か。キー・パー

る考え方が社会開発の実践に影響を与えてきた事

スンについての鶴見自身の記述は少ないが、内発

例が多いことから、西洋以外にも内発的な発展があ

的発展論において重要な存在であることは、エリー

りうることを鶴見たちは説得的に紹介している（鶴

ト・キー・パースンを分析した市井三郎の考えを鶴

見 1989：46）。

見が引用したことにも表れている。

しかし、これらの要件は、いずれも起こった出来
事が内発的発展かどうかを確認するのには役立ち、

私はこの仮説［市井三郎のキー・パースン論］

また活動理念とはなろうが、新たに内発的な発展を

を、地域を単位とした小規模な社会変化の事例

起こすには、そして、こうした発想を開発手法とし

分析に使うことを提唱したい。地域の小伝統の

て実践的に生かすにはどうすればいいのか、といっ

中に、現在人類が直面している困難な問題を解

た問いに答えるものではない。

くかぎを発見し、旧いものを新しい環境に照

内発的発展論の精神は、「衣食住の基本的欲求を

らし合わせてつくりかえ、そうすることによっ

充足し人間としての可能性を十全に発現できる、条

て、多様な発展の経路をきり拓くのは、キー・

件をつくり出すこと」であるが、一方でそれぞれの

パースンとしての地域の小さき民である。その

社会の生活文化や流儀に関心を払うものでもあり、

意味で、内発的発展の事例研究は、小さき民の

動と静の二面性があるように思われる。これについ

創造性の探求である（鶴見 1989：59）。

て鶴見は、西洋的な一般理論に対抗しようとして理
論の一般化に性急になってはならず、むしろ内発

西川の述べる「内発的発展論は主体的条件の整

的発展論は一般化の度合いの低い原型理論（Proto-

備」という考えにもあるように、内発的発展論とは、

２）

theory）であるとしている 。しかし環境保全・保護

多様な発展の経路を切り開く人々の創造性の研究

の必要性が主張されるとともに、近代化が多くの南

である。地域独自の道を切り開く小さき民としての

の国を開発の流れに飲み込んでいく潮流に対して

キー・パースンとは、どのような人々であろうか。

内発的発展論が提唱された背景に鑑みると、内発的

キー・パースンたちの「創造性」について、研究の

発展を実践することもまたこの理論の役目であり、

必要性がある（鶴見 1989：28-29）。

挑戦すべき課題だと思われる。

これまで社会変動や経済開発が論じられる場合、

これに関し、鶴見の編著書『内発的発展論』の第

一般にそれは国家や地域といった集団の変化のこ

1 章を担当し、鶴見が内発的発展論を議論し始めた

とを指し、個人として論じることはあまりない。参

頃から共にこの課題に取り組んできた西川潤は、内

加型開発では個人の参加が議論されるが、これもあ

発的発展論とは変化を統御し、創出する主体的条件

くまで「住民」というコレクティブなフレームの内
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部に埋め込まれた個人を考えるものである。新古典

しては、安藤の日本の内発的発展の事例分析（安

派経済学は個人を基礎に考えるが、経済学における

藤 2012）でも、前述のものと同様にこの要素が指

個人も抽象的、仮説的なもので、人間の顔が見える

摘されている。まちづくりと経済学を専門とする

ものではない。

安藤隆一は、地域住民が自ら問題に直面しながら

また、1990 年代から応用されている人間開発の

学び、また学びを他者と共有する過程を経て、活

考え方はもともと個人の能力や経済状態を基準に

動の発案者となる発想的キー・パースンが、その

しているが、国家単位の発展を意識した議論の文脈

実践を支える実践的キー・パースンとしての市民

で活用されるようになり、人間開発も発展という目

との支え合いによって活動を展開するという構図

的のための手段になっているようである。少なくと

を分析している。

も人間開発指数においては、そうなっている。発展

こうした先行研究に続き、さらにキー・パースン

を人間の成長プロセスとして捉えるなら、より小さ

の固有の特徴を明らかにするため、筆者は人間の心

な視点としての個人そのものに関心を払うことが

理的側面に着目してみたい。元来、「内発的」とい

キー・パースンの探究につながる。

う言葉に最も親和的なものは心理学である。特に

鶴見の内発的発展論に関連して、日本では他に

20 世紀には内発的動機付けの研究が活発になされ、

もキー・パースンについての考察がある。例えば、

教育心理学がこの考え方を積極的に取り入れてい

経済学者である保母武彦が行った日本の宮崎県綾

る。心理学において内発的動機付けとは、「それそ

町や新潟県塩沢町石打地区、北海道下川町の内発

のものがしたいからする」といった、行動そのもの

的発展の事例分析で、保母はキー・パースンが強

が目的となっている動機のことを指し、報酬など外

力なリーダーシップを持ち、「住民が望んでいるこ

在的な目的のために努力する外発的動機付けに対

とに迎合するのではなく、将来の発展方向を見据

比される４）。内発的動機付けは自発的であり、外発

えて、地域をあるべき方向に導く」意識を持って

的動機付けよりも質の高い学習効果があるとされ、

いるという特徴を引き出した（保母 1996：180）。

この点については内発的発展論の議論でも同様に

他方、まちづくりや国際開発を専門とする北野収

自発性を重視している点で共通する。

の南部メキシコの事例の分析では、キー・パース

内発的発展論の理論をキー・パースンの視点から

ンの「学び」の意義を指摘している。それぞれの

明らかにするにあたって、個人を扱う心理学からヒ

人が、自分たちの置かれた時代や場所、社会的地

ントが得られないだろうか。以下、キー・パースン

位に規定されながらも、その中で開発について考

はなぜ行動を起こすのか、創造性はどこからくるの

え試行錯誤しながら実践へたどり着くとする（北

だろうか、という問いをめぐって心理学的考察を加

野 2008）。また北野は、キー・パースンを知識人

えたい。

の観点から整理している。たとえば哲学や思想を
軸にする「非世俗の知識人」、技術や専門知識を持
ち、世俗の手伝いを取り持つ「有機的知識人」、亡

３．発展についての心理学的考察

ここで、個人の心理的成長のプロセスを説明する

命者的・漂泊的で複眼的視野を持つ「永遠の漂泊者」

アブラハム・マズロー（Abraham Maslow）の欲求 5

ないし「亡命者」、利益・利害に捉われず、憂慮や

段階理論に注目してみたい。マズローは個人の人間

愛着によって動機づけられる「アマチュア主義」

性、精神的本性について考えた心理学者であった。

などが先行研究にもとづいて整理され、北野はこ

病気を改善し、また真に生きるためには、精神的本

れに加え独自の視点を示した。つまり、過去に世

性の在り方を理解し、健康な状態がどういうものか

俗の専門家として生きた後、現場に根差した実践

を知る必要がある、という信念を持って研究に取り

活動へ転じる「脱プロ知識人」、そして、現場から

組んでいた５）。心理学の第一勢力として無意識の領

のニーズに基づき、動機づけ・意識化され、目的

域にアプローチする精神分析学、第二勢力として客

を遂行するのに必要な最低限の専門的知見や技術

観的観察を重視する行動主義に続き、マズローの心

を身に着け、草の根で活動する（学歴インテリと

理学は第三勢力とされ人間性心理学と呼ばれる。こ

は異なった）「草の根民衆知識人」を分類に追加す

の心理学は人間の発展的な側面、自由意志を前提と

る提案である。また北野の指摘した「学び」に関

した人間性を考慮する６）。この視点は、本論文の問
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題意識に沿うものであろう。なぜなら「発展」とは、

は信頼や尊敬、自尊についての欲求と順次段階が

文化や文明の違いに関わらず個人の「健康な心理」

上がっていく。さらにこれらが満たされると、最

を土台にするはずであり、内発的発展も健康な心理

も高次の欲求としての自己実現欲求に到達すると

状態から始まると考えられるからである。これに関

いう理論である。ある程度まで衣食住に困らず、

してマズロー自身も次のように述べている。

生活環境が安全な人は、愛情を求めるようになり、
社会からの承認の欲求を持つようになる。ただ、

どのようなかたちの世界がこのような人

７）

ここまではマズローによると欠乏欲求である。欠

をつくるのか。病的な文化が病的な人間をつく

乏欲求は、それが満たされないと早晩病気になる

り、健康な文化が健康な人びとをつくる。だが、

ものであり、しかも他者によって充足されるもの

病的な個人がその文化をいよいよもって病的

だとする。自分自身で満足することができないた

にし、また健康な個人がその文化をますます健

め、これらは欠乏欲求だとされている。ただし欠

康にすることも事実である。個人の健康の改

乏欲求を満たし、これを超えると、人は外的なも

善は、よい世界をつくる第一歩である（Maslow

のによる満足ではなく純粋に自らの内面の欲する

＝ 1998：7）。

ところに基づいた自己実現を求めるようになり、
これが成長欲求とされ、環境条件から独立した内

マズローの欲求階層理論は非常に有名であるが、

面による精神活動となる。

主に経営の分野で人的資源管理に活用されること

人々は当然ながら、生まれ育ったさまざまな社

が多い。本来は一般的な人間の在り方について考察

会環境でこれらの欲求を満たしていくことになる。

するものであり、人間の成長、発展を経済以外の視

最貧困国であっても先進国であっても、それぞれの

点から議論する際に、大いに参考になると考えられ

社会で欲求が満たされれば、人は必ず次の欲求段階

る。マズローの欲求階層論では、人の発達段階は次

へ進む。「もう一つの発展」報告書では、第三世界

のように図示される（図 1）。

であっても基本的な必要が満たされているところ

マズローが述べる人間の心理構造の議論は、欲

では文化的な生活が営まれており、広い意味で人々

求を５段階に分け、それぞれの欲求が満たされれ

の創造性や社会的結束、活力を包摂していると書か

ば次の欲求段階へ進むとするものである。生理的

れており８）、こうした事実も第三世界の人々と社会

欲求の次には安全欲求へ、それが満たされると今

について論じる際に重要性を増すはずである。

度は愛と所属への欲求を持つようになり、その次

自己実現の必要

自尊・承認の必要

愛と所属性の必要

安全・防衛の欲求

生理的欲求

図 1：マズローの欲求 5 段階理論図
（出典）今田・北口（2015：8）
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４．キー・パースンとマズローの自己実現
的人間の要件

発現させ、自己が「十全に機能する」「十全たる人

そこで、本論文の仮説を提起したい。キー・パー

の発展に対する捉え方は、社会と個人という異なっ

スンとは、地域に変化をもたらす創造的人物であ

た範囲を対象としているとはいえ、基本的に同じ視

り、地域の小さき民である。また、鶴見が参照した

点に立っていることが読みとれる。鶴見とマズロー

市井の言葉を使えば痛みを引き受ける創造的人物

の議論を組み合わせることで、キー・パースンとい

である。だとすれば、マズローの論理に基づけば、

う人物像の要件が浮かび上がってくるのである。と

こうした人物は外的環境に左右されない自己実現

くに、
『内発的発展論』の第 1 章の 19 世紀ヨーロッ

の段階に到達し社会的に活動をしている個人であ

パにおける内生思考に関する小節で、西川がシャル

る、ということができないだろうか。

ル・フーリエを引用していることに注目したい。そ

間」となること、すなわち個性の解放である。両者

マズローの自己実現的人間と、鶴見和子のキー・

こではイギリスの商業精神の支配に対して、「本来

パースンを同列で議論することができるのかどう

持つ情念の開放」が重要であるとしている。内発的

か、議論を比較してみると、両者が示す人間像は、

発展論の思想にも、こうした欲求の開放が意識され

異なる分野の研究者であるにも関わらず、非常に似

ているとすれば、まさに心理学的側面としてのマズ

た人間像を描き出していることが分かる。例えば、

ローの考察が関連することになる

。

10）

キー・パースンの「不条理な苦痛を軽減するために

鶴見の発展観、そして、マズローの言う心理学的

は、みずから創造的苦痛をえらびとり、その苦痛を

側面から見た「成長」とは、総括すれば、発展とは

わが身にひき受ける人間（鶴見 1996：30）」に対し

個人の意味で「十全」すなわち「その人となること」

て、マズローの自己実現的人間は「高次の満足を求

であり、そうした人々の総体としての社会になること

めて多くを犠牲にし、容易に禁欲生活ができ、主義

が発展ということになる。それは同時に地域集団の

のためには危険に耐えることができる（Maslow ＝

中に自己実現的人間を内包していることも意味する。

1987：148）」ような人間である。さらに、発展や成

そもそも、
「発展」という言葉が英語で development

長に関する両者の議論でも重要な共通点がみられ

であるならば、原義からいうと、
「その本質が発現し、

る。例えば鶴見は「地球上すべての人々および集団

展開してくこと」という意味である。これは鶴見や

が、衣食住の基本的欲求を充足し人間としての可能

マズローが述べていることとも一致する。

性を十全に発現できる、条件をつくり出すこと（鶴

では、実際に発展途上国と呼ばれてきた南の国で

見 1996：9）」が重要であるとするのに対し、マズロー

活動するキー・パースンたちは、地域に変化を起こ

は人間の自己同一性について「十全に機能する、ま

すような創造的人物であり、それは自己実現的人間

たは十全たる人間、または個性化した自己、または

であるのだろうか。もしそうであるならば、興味深

本当の自己になることなどを意味する（Maslow ＝

いことが考えられる。これまでの国際開発事業は、

1987：144）」としている。

その国に欠けていると西側が判断すること ― イン

マズローの理論は、鶴見がオルタナティブな世界

フラ・教育・保健医療サービス等々が足りない ―

のために内発的発展論を提唱したのとは違い、社

に関するものであった。だとすれば、
「Deficiency-

会のあり方を考察したものではなく個人の精神的

Value」
（欠乏欲求：以下 D-value とする）に基づいた

本性と成長について議論しているものである。し

支援を行ってきたといえる。D-value とは、マズロー

かし主義のために危険を冒すことができるほどに、

のいう欠乏欲求のことであり、すなわち不足すると

低次の欲求から自律的である、ということが心理学

病気になるような身体的・心理的に必須の要素であ

９）

的に観察されうると述べる 。これはキー・パース

る。ところがもし、南の国にも草の根レベルで自己

ン像と重なり、また内発的発展論の示す自律という

実現的人間がいるとするならば、その国、その地域

要件とも重なる。さらに、鶴見の発展観は「人間の

には「Being-Value」
（成長欲求：以下 B-value とする）

可能性を十全に発現できる可能性をつくり出すこ

に至る資源があったのではないか、ということにな

と」であるが、マズローの議論でも「十全に機能す

る。B-value とは、マズローのいう成長欲求であり、

る」ことが自己同一性であるとされている。つまり、

欠乏や不足を満足させるための欲求ではなく、実存

人間の心理の健康とは、偽りのない、真の自己を

的価値を生きる段階、
「自分であること」を追求す
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る欲求である。実際、マズローの欲求段階を満たす

活動家や地元の起業家 5 名に対し調査への協力を依

ために必要なものは貨幣ではなく、自然環境や家族、

頼した。5 名で統計的な代表性は得られないが、典

コミュニティ、平和といった生活の場にあるもので

型的なキー・パースンを選ぶことができたと自負し

あり、自己実現的人間が育つ土壌は南の国々にもあ

ており、量的な視点に質的な調査を合わせて行うこ

る。マズローによると、こうした人々は他者への共

とで分析に役立つ資料となるよう配慮した。具体的

感をもち、伝統文化の維持・変革の両方に積極的な

な調査目的と手法は、以下の通りである。

人間である

。すなわち、こうした人々の存在は、

11）

社会発展をもたらす。B-value を生きる人間が草の根

調 査 目 的：キー・パースンの心理学的特徴を探

に多くいるとすれば、その社会への支援は D-value

ることにより、それが自己実現的人

に基づくのではなく、B-value 的価値に基づく「協力」

間像に該当するかどうかを探る。ま

による手法が可能といえる

た現在までのライフヒストリーを

。これは鶴見のいう内

12）

発的発展の特徴である「相互に手本交換ができる」
という要件にもつながるものであろう。B-value に基

明らかにする。
理 論 仮 説：キー・パースンは自己実現的人間で

づく人間が多い社会を本当に貧困国と呼んでいいの
か再考すべきである。多くの人々が南の国を旅行し、

ある。
調査対象者：起業家、社会活動家や伝統文化の継

「本当の豊かさ」を考えさせられているという事実

承者であり、ネパール国内に在住し

は、こうした状況を示しているのではないだろうか。

続ける意志を持つもの。

その意味でも、幼少期や現在の生理的欲求や安全欲
求の満足度が現在の自尊・承認、自己実現欲求にど
のように影響を与えているかは、開発政策の優先度

5-1. 調査方法：質的調査、半構造化インタビュー
（１）調査票調査：マズロー欲求階層理論を土台

を考える上でも重要な示唆が得られるはずである。

にした質問票
（２）ライフヒストリー自由書き出し調査：人生
の印象深い記憶を書き出してもらう

５．キー・パースンの調査

本調査では、キー・パースンは自己実現的人間で

（３）ライフヒストリーのヒアリング調査：イン

あるという仮説に基づいてフィールド調査を実施

タビュー形式

した。筆者は、森林保全型養蜂への協力活動をネ

5-2. 場所： 調査対象者の事務所や店舗、滞在地

パールで 2011 年より実践しており、ビジネスや環

5-3. 流れ： 第 1 回ヒアリング 2 時間程度 →

境保全活動を通してネットワークを広げてきた経

質問紙回答 → 第 2 回ヒアリング 1 時間

験がある。現地で交友関係を深めてきた中で、特に

程度

キー・パースンであると考えられる人々には関心を

5-4. 実施日：2017 年 5 月 10 日～ 20 日の間に各 2 回、

払って交流を続けていた。そこでこの中から特に筆

一人当たり 3 ～ 4 時間

者との付き合いが深く、心を開いてくれる草の根の
表 1：調査対象者
調査対象者（民族）
Ａ）男性 30 代

職業・役職

地域の主たるはちみつ集荷担当者
(Chepang) （養蜂家から蜂蜜を収集）

仕事内容
ハチミツの集荷・出荷、生産支援、販売

Ｂ）男性 40 代

首都圏はちみつ専門店 社長
(Gurung) （養蜂家の地域と取引）

はちみつの仕入れ、生産支援、販売

Ｃ）女性 50 代

首都圏はちみつ専門店 社長
(Newar) （養蜂家の地域と取引）

はちみつの仕入れ、生産支援、販売

Ｄ）男性 40 代

環境 NGO 取締役員
(Bahun) （首都圏で活動する NGO）

環境啓発活動、NGO マネジメント、ごみ収集処理

Ｅ）男性 30 代

(Newar)

私的自治組合の所属教師、演奏者

コミュニティのフルート教師、ステージ演奏者
（出典）筆者作成
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表 2：調査対象者のライフヒストリー概要
調査対象者の概要

A

ネパールの地方出身。最も貧しいといわれる民族の一つで、子供のころは住む場所や食べ物など物質的なことに苦労し、
学校でもよい教育を受けられなかった。これを問題だとは思いつつも、学校から抜け出して自然や友達と繋がる楽しさも
知る。21 歳ごろの環境 NGO との出会いをきっかけに、村での養蜂の普及活動とハチミツの取引を始めるようになり、現
在では村の傍の幹線道路沿線で店も構え、村に収入をもたらし村が豊かになるよう努力している。

B

ネパールの地方出身。子供の頃は農家で育ち、農作業などの肉体労働も手伝った。家族が軍隊に所属しており、家計は比
較的裕福な方だったが、親の酒癖が悪く、家庭環境や教育環境が悪かった。成人になると村の青年が一般的に考えるのと
同様、海外に出稼ぎに出た。ここで外国の発展の模様を見、またキリスト教に出会い、心の道を歩むことを学んだ。その
結果、ネパールの社会に対しできることをしながら自国で居場所を作ることに意義を見出し、帰国後ハチミツ専門店を設
立した。蜂蜜生産者には前払金や生産者を優遇した価格で買い取るなどの配慮をし、村の生活の改善につなげている。

C

ネパールの首都圏出身。両親は布製品の卸と製造をする工場を持ち、比較的裕福であったが、保守的なところがあり、女
性の社会進出に後ろ向きだった。C はそんな家庭でも大学・大学院まで進学し、女性としての自立を目指した。オランダ
の国際協力機関のプロジェクトで職を得て、担当したのが養蜂だった。それをきっかけにハチミツ専門店を設立し、生産
された蜂蜜のマーケティングの場として専門店を運営している。

D

ネパールの地方出身。村では普通の農家に生まれたが、子供のころから社会貢献意識をもって活動していた。14 歳で良い
学校へ行くために地方都市に一人で出て、下宿をしながら学業を修めた。同じ村の別民族の女性と結婚したが、これは村
では受け入れられず、村を出た。知らない街で暮らしを立てる苦労を経験したが、首都に出たとき、同じ村の出身の仲間
から環境 NGO で働いてみないかと声をかけられ、中心メンバーになり今に至る。地方都市の学校時代はエッセイコンテス
トで入賞し、詩を作る自分の能力に目覚めた。今、環境 NGO での啓発活動に自作の詩や歌を積極的に活用している。

E

ネパールの首都圏出身。子供のころは比較的貧しく、学校は私立から公立へ転向するなどの苦労をし、青春時代は特に気
持ちが荒れていた。ネワール族で、コミュニティの文化である踊りや楽器を学んで演奏するが、18 歳のころにコミュニティ
のフルートコンテストで 2 位を受賞した。これがきっかけでもっと音楽を学びたいと音楽学校に通うようになり、この道
に進み、現在は同コミュニティのフルート教師であり、またステージ演奏者となった。特に、今まで使わなかった楽譜で
の演奏を取り入れて指導している。
（出典）筆者作成

今回の調査ではキー・パースンを次のような基準

トを行っている。主体性は地域住民にありながら、

で選んだ。まず、ネパールに今後住む予定であるこ

事業のパートナーとして継続的に関わる仕事をして

と。次に、「それそのものがしたいからする」とい

いる。B は外国経験を持つ人物であるという点も、

う、行動自体に目的性がある内発的動機付けとし

OPP の事例と同様であり、これは北野の分析になら

て、キー・パースン自身が、国や地域といった自分

えば「漂泊者」知識人になろう。C は、オランダ国

の所属する空間に対して行動する目的があること。

際支援団体から学んだ事業ノウハウを引き継ぎ、養

また地域的な活動以外でも、創造性という意味で新

蜂を行う農村の支援や、ハチミツのマーケティング

規事業に関わってきたこと、または伝統の維持継承

を担当している形となり、法人格のある会社を設立

発展に携わっているなどを重視した。

して女性起業家としての手腕を発揮している「有機

例えば A は、養蜂箱を村に設置し、より多くの

的知識人」であろう。C および D は、自然保護・文

村人に養蜂による利益を還元しようと自ら投資す

化や伝統の継承といった、ネパールの美的な資産の

る、中国の蘇南模式で例示されたような「反哺」
（鶴

保全を行う。特に D は、環境保護に関する詩を創作

見 1996：103）
、すなわち、地域の企業は地域に利

して教材にするなど、仏教の思想面に影響を与えた

益の一部を還元して役立てるというあり方に近い行

ブッダダサ（鶴見 1996：195）のように思想面の啓

動をとっている。次第に巻き込む村人が増えてくる

発を行う。実践的でありながら発想的キー・パース

と、植樹といった地域の自然保全活動を行う展開も

ンのような役割を担っていると言える。E は、バリ

見せている。これを北野の知識人の整理で考えると

島の伝統的カーストとコミュニティの結束関係の事

A は草の根民衆知識人になろう。次の B はパキス

例（中谷 2001）のように、ネワール族の伝統的地

タンのスラムで下水道整備事業を草の根の住民ベー

域組合の中で、音楽の伝統継承という仕事をしてい

スで行うように働きかけたオランギプロジェクト

る教師として重要な存在である。その中で、新たに

（OPP）の Khan 博士ように（Khan1998）
、
外部からやっ

楽譜の制作を始め、これまでになかった音符の記録

てきた人物として地域に事業のきっかけをもたら

やそれによる学習を取り入れるなど伝統の革新の側

し、資金が不足する場合には投資するなどのサポー

面に関係している。このように、今回のキー・パー
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スンの選定にあたっては、鶴見のいう実践的キー・

第 1 回目のヒアリングでは、筆者の関心に沿って

パースンを中心に、その土地にとどまる意思をもっ

約 2 時間程度のライフヒストリーのインタビューを

て、社会性と持続可能な事業性を持つ地域活動に携

個別に行い、質問票への記入は次回までの依頼とし

わる人物を巻き込むことができた。

て手渡した。またこの時、人生で最も印象深い出来

対象者属性についても幅広さを持たせるよう意

事を書き出してもらうこともお願いし、質問者が想

識した。5 人のうち 1 人が女性起業家で、2 名が男

定できない経験についても要点を得られるように

性起業家、1 名は男性で環境 NGO 創業時メンバー

した。特に、人生で印象に残った出来事に関しては

の 1 人、1 名が男性でコミュニティの伝統継承者で

最低 10 個以上記述してもらい、後日の面接でそれ

ある。年齢は 50 代（1 人）、40 代（2 人）、30 代（2

を調査対象者の主観に沿って「ポジティブ・ニュー

人）であり、民族は、Bahun（1 人）、Chepang（1 人）、

トラル・ネガティブ」の 3 つのカテゴリーに分類し

Gurung（1 人）、Newar（2 人）とし、民族的にもば

てもらい、口頭で説明を受けた。これにより、経験

らつきを持たせた。ネパールは多民族国家であり、

の主観的な捉え方や受け止め方が分かるようにな

2011 年のネパール国勢調査

り、筆者の知らないライフヒストリーに関する質問

によると 130 のグルー

13）

プを集計しているが、対象者が 1 つの民族に集中し

が可能になった。

ないように努めた。また地方出身者 3 人、都市出身
者 2 人となっている。

６．調査結果

調 査 票 は、R.J. Taormina お よ び J.H. Gao が 2013
年に利用した質問票

14）

次の図 2 および 3 は、5 人の調査対象者の調査票

を土台に作成した（末尾付

への回答を集計したものである。集計では「普通」

録）
。この質問票では、
「毎日吸う空気は清浄か」と

から「とてもよい」までのポジティブな範囲に何割

いった質問（生理的欲求）から、
「自分自身のあら

チェックをしているか計算した。
「よくない」ある

ゆる側面を完全に受け入れている」
（自己実現的欲

いは「それほどでもない」というネガティブな回答

求）という質問まで、マズローの欲求階層にそった

が多ければ、その欲求の満足からは遠のくと考えた。

質問が用意されている。各カテゴリーには 10 ～ 15

グラフの A~E は、表 1 の調査対象者 A~E に対応

の質問が並べられている。これを参考に調査票を作

する。また表 2 はライフヒストリーの概要、表 3 は

成し、回答はチェック式の 5 段階回答（よくない・

人生のターニングポイントとなった出来事をまと

それほどでもない・適当・よい・とてもよい）とした。

めたものである。
図 2，3 から、子供の時代と大人の時代を比べて

記述言語はネパール語を使用した。また本調査では、
現在と、16 歳までの過去の記憶という 2 つの人生

みると、それぞれの特徴が違うことが分かる。子供

の時期について別々に並列して回答してもらった。

の頃の欠乏が満たされて自己実現も急上昇したケー

100

【16歳まで】

90
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60
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50
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図 2：16 歳までのマズロー欲求 5 段階理論における各階層の満足度
（出典）筆者作成

106

ボランティア学研究

Vol.18

内発的発展論における主体性に関する考察

100
90

【現在】

80
70

Physiological Needs

60

Safety–Security Needs

50

Belongingness Needs

40

Esteem Needs

30

Self‐Actualization

20
10
0

%

A

B

C

D

E

図 3：現在のマズロー欲求 5 段階理論における各階層の満足度
（出典）筆者作成
表 3：人生のターニングポイントと出来事
人物

A

B

C

D

E

変化の時期

21 歳頃

18 歳～ 29 歳頃

20 代

中学生頃

18 歳頃

環境 NGO との出会い

海外の発展の様子を
知る
キリスト教との出会い

オランダの国際協力
プロジェクトで職を
得る

エッセイコンテスト
で入賞

フルートのコンテス
トで入賞

環 境 NGO に 出 会 う
ことで社会的活動を
知る。養蜂を村に取
り入れる流れを作る
ようになる

サウジアラビアおよ
び韓国に滞在し、外
国の「発展」を目の
当たりにし、発展に
ついて考える。キリ
スト教に出会い、目
に見えない道を考え
るようになる

大学に進学し、生物
学を専攻し、大学院
まで進学する。その
結果、オランダの国
際協力機関の養蜂プ
ロジェクトで職を得
る

勉強のために下宿生
活を送った地方都市
の学校のある地域の
エッセイコンテスト
で 2 位になる

地域のイベントで吹
いていた楽器、フルー
トの地域コンテスト
で 2 位を獲得する

蜂蜜の取引先を見つ
け事業が始まる

自 国 に 帰 国 し 努 力・ 養蜂と出会い、会社
貢献することを選ぶ
を設立する

自分の特技であると
認識した

音楽を専門的に学ぶ
ようになる

自ら資金を集めて地
域に養蜂箱などを投
資する

帰国直後、貯蓄がな
くても起業し、低収
入でも我慢する

民族で女性が社会進
出することがほとん
どない中、理解され
なくても耐える

学ぶために自ら 14 歳
のころから家族から
離れて地方都市で暮
らしはじめた

フルートの学校に行
く交通費がなくても
数時間歩いて通う

村 の 人 々 の 生 活 が、
養蜂を通して共に改
善されることが喜び
である

海外で低賃金労働に
従事して相対的にネ
パールよりよい収入
を得るより、苦労し
てでも自国で居場所
を見つけることに価
値がある

女性でも社会に進出
するべきであり、経
済的に自立すること
は望ましいことであ
る

美しいネパールを取
り戻したい。NGO の
活動で、歌をつくり
環 境 に つ い て 伝 え、
教材にも盛り込んで
いる

海外に出る友人の話
を聞き、自らは国に
とどまる価値を認識
した

内容

概要

影響

自己犠牲の例

価値意識

（出典）筆者作成

ス A、欠乏はかなり満たされたが自己実現はあまり

ぎ寒さをしのぐために、肉体的な厳しさを感じてい

変化していないケース B、子供の頃より欠乏欲求の

たとヒアリングで回答している。B については、家

満足が低下したにもかかわらず自己実現は上昇して

族の酒癖が悪く、家庭環境に辟易としていたと振り

いるケース C、あまり変化がない E と D の 4 つの

返る。理由は異なるが、これらが子供時代の安全欲

タイプがみられる。ポジティブ回答率が比較的に少

求の満足度の低さに反映しているとみられる。C と

ない A と B は、地方出身者であった。A は少数民

D は、子供の頃の経済状況が周囲と比較して良好で

族で狩猟民族であり、子供の頃は家がなく雨をしの

あったとしており子供の頃の満足度が高い。E は周
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囲より貧しく、苦労したと語るが、前向きな捉え方

もない。承認欲求に対して子供のころにネガティブ

によりネガティブな回答とならなかった。C のよう

な影響が少ないことは、自己実現に向けて生きるス

に大人になってから生理的欲求や安全欲求が低くな

テップが整っていたとも考えられる。

るケースについては、首都圏の大気、水質汚染、治
安への不信などが影響していることがヒアリングよ
り分かった。また、
所属の欲求が下がる B や C のケー

７．人生のターニングポイント

表 3 では彼らがどのようなきっかけで今の活動に

スは、競争社会の中で忙しく、思うような対人交流

至ることになったのか、ヒアリングから得た情報で

ができないことが影響していると述べる。B につい

特に人生の転換期について確認した。第一に、どの

ては比較的、慎重な回答をする人物であることも満

人もある時期に大きな人生のターニングポイント

足度が低いことに影響しているとみられる。

を自覚していることが特徴である。その際に一度自

グラフの傾向を見ると、大人になってからの自己

己犠牲ともいえる努力を行っていることが分かる。

実現指標はどれも高まっているが、子供の頃からそ

例えば B であれば、海外からの帰国後、貯蓄がな

うであったとはいえないため、この間に何らかの変

くても起業をしたこと、E であれば、お金がなくて

化があったといえる。これについて比較的にどの調

も音楽学校に通うために毎日徒歩で通学したこと

査対象者も、相対的に子供の頃の承認欲求の満足度

など、内容は違うが、苦痛を惜しまず努力をした経

が高いのではないかと考えられる。欲求の満足が高

験があった。これは、キー・パースンの自己犠牲の

い項目から数えると、承認欲求はどれも 1 番か 2 番

1 つの現れとも捉えられる。その努力は、今の人生

目となっている（16 歳までの期間）。もしそうであ

に直結する影響を与えている。第二に、海外在住経

るとすると、子供の頃にすでに自己実現的欲求に進

験の有無に関係なく、ネパールに対する価値意識を

むステップに近づいていたといえるかもしれない。

持ち、自国への社会貢献について自分なりの価値観

これについて若干の考察をすると、心理学者ローゼ

を持っていることである。第三に、内発的発展論は

ンバーグの自尊心の心理学的効果が参考になる。人

「外来の知識・技術・制度などを照合」することが

は高い自尊感情を持つことによって、(a) ストレス

指摘されるが、調査対象者もそれぞれ、外部との接

耐性が強まり、(b) 達成への強い動機付けをもち、(c)

触からも大きな影響を受けている。例えば、A は国

他者と接する際にあまり緊張せず好意的に評価さ

内の環境 NGO との出会いにより養蜂に出会い、活

れる、などのポジティブな面がもたらされるとする

動に結びついた。C はオランダの国際支援プロジェ

15）

。すなわち、自尊心がある場合には目的に向かっ

クトに参加し、養蜂に携わりノウハウを得た。この

て（動機付け）自己犠牲を惜しまず（ストレス耐性）

ように、それぞれが外部との接触をきっかけとして

努力できるということである。また、経営の成功理

人生を転換している。特に、鶴見は心理学者のフィ

論であるダニエル・キムの「成功循環モデル」（Kim

リ ッ プ・ ヴ ァ ー ノ ン の 創 造 性（Vernon 1970：12）

2001）では、組織活動において、①関係の質➡②思

について引用し、創造性とは「複数の考えの新奇な

考の質➡③行動の質➡④結果の質の順で成功する

複合または異常な結合」「そのような結合が、社会

組織の在り方を説いているが、はじめに人間の関係

的もしくは理論的価値をもつか、ないしは人々の感

の質の向上、すなわち相互承認が成功の鍵であると

情に衝撃を与える」と引用している（鶴見 1996：

し、ここでも承認欲求の重要性が指摘されている。

13）。当調査でも、新しい可能性や価値観と衝撃的

承認欲求が満たされていたとすると、自己実現的欲

な出会いが新たな道を開いている事例があった。

求へ近い状態となると考えられる。しかし、グラフ

この他、比較的慎重で、控えめに回答する者と、

傾向からは、承認欲求以外の項目では満足度が低い

楽観的に回答する者があり、子供のころにネガティ

場合も多い。欠乏欲求の満足度にばらつきがあるこ

ブな厳しい環境で育った捉えるものから、恵まれて

とについて、これが自己実現を妨げるかという点に

いたと捉えている者まで幅がある。キー・パースン

関して、マズローは欲求は 100％満足していなけれ

の性格面の判断は難しい。さらに、子供の時に経済

ば次の段階に進めない訳ではなく、各階層への移

的な厳しさ、暮らしの厳しさに直面したものもあれ

行は柔軟であると指摘しており（Maslow ＝ 1987：

ば、比較的裕福だったという者もおり、単純に経済

83）、マズロー理論の整合性が崩れるというわけで

環境で判断することも難しい。
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これらの傾向から、主観的な受け止め方に差はあ
れ、外的なものとの接触により人生の大きな転換期

【注】
1)

を迎えた経験があること、これに対して犠牲を惜し
まず努力をした経験を持つこと、そして社会に対す

鶴見 (1996：6)。パーソンズの原文は Persons (1961)
を参照せよ。

2)

鶴見 (1999：70) で、鶴見は内発的発展論についてこ

る自分の位置づけ、価値意識を持つことが、キー・

う述べている。「近代化論は、地球上すべての社会

パースンとしての目的意識に貢献していたのでは

に適用することの出来る『一般理論』として構築さ

ないかと推察することができる。検証の結果として

れた。これに対して、内発的発展論は、それぞれ多

は、まず内発的発展論でいうキー・パースンの特徴

様な個性を持つ複数の小地域の事例を記述し、比較

を持っていることを踏まえたうえで、心理学的な特

することをとおして、一般化の度合いの低い仮説あ

徴としては子供の頃の承認欲求の満足度が高い可

るいは類型を作っていく試みである。近代化論を『理

能性が考えられ、現在の自己実現欲求の満足度が高

論』とすれば、内発的発展論は『原型理論』(Proto-

くなっていることから、キー・パースンが自己実現

theory) と特徴づけることが出来る」。このように、

的人間であると考えられる。

鶴見は内発的発展論を一般化よりも念入りな事例の
類型化から始めることを提案している。

８．結論と今後の課題

3)

今回の調査結果では、マズローの心理学を参照

であるが、本稿では当時の鶴見の表現に倣い、キー・

し、キー・パースンが自己実現的人間であるかどう
かの検討を試みた。まずライフヒストリーによる質

近年は一般的に「キーパーソン」という用語が主流
パースンを使うこととする。

4)

今田・北口 (2015) によると、外部からの報酬に反応

的な調査から、内発的発展論でいうところの、自己

するのではなく、自らの興味関心、好奇心によって

犠牲的な行動経験があること、外部との接触による

駆り立てられる行動は内発的動機により、外在的な

人生のターニングポイントを迎えていたことなど、

報酬を求めて行動するものは外発的動機によるとさ

内発的発展論におけるキー・パースンの要素が当て

れる。

はまることが確認できた。また自社会に対する貢献

5)

マズロー ( ＝ 1998) 第 1 部第 1 章 7 頁。健康心理学は、

意識、価値観があることも発見できた。これを踏ま

「病気にならない方法」を問うこと以上に効果的な

えたうえで、心理学的な量的調査により欲求段階を

ことであるとして、フロイト心理学が病的な側面を

調査したところ、キー・パースンとなった 5 名は子

中心に取り上げてきたことを念頭に置きながら、新

供のころの承認欲求の満足度が比較的高く、これに

たな心理学の誕生について述べている。また、マズ

より自己実現的行動へ展開していったのではない

ロー (=1973) 第 1 章では、人間の進歩的側面につい

かと考えられるが、この点はさらに実証的な検討が

て知るためには、より発達し健康な人間を知る必要

必要である。

があるとしている。

内発的発展論を読み解くならば、その起爆剤であ

6)

Deci( ＝ 1980) 第 1 章より。

る主体を育成あるいは発見するには、多様な社会的

7)

マズロー (=1998：7) ここで「このような人」とは健

出会い（外部との接触）、価値意識の醸成、そして
承認欲求の満足をもたらす環境が重要になるので

康な心理を持つ人を指している。
8)

はないか。承認欲求の高さに関しては量的な側面か
らさらなる実証と検証を進め、内発的発展のための

ダグ・ハマーショルド財団「もう一つの発展」第 1
章第 2 節より。

9)

マズロー (=1987：155) の第 10 項、またマズロー ( ＝

主体性の整備の方法論を解明することが筆者の今

1998：45) では外的環境に依存する欲求を地理学的

後の課題である。

自由として、こうした欲求から独立した場合を心理
学的自由と呼んでいる。
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10) 鶴見 (1989) 第 1 章より、Fourier (=2002〈下〉
：27)、
「島
国による独占について」を参照。
11) マズロー (=1987：260) では、自己実現者が文化を超
越しつつも、長期的な目線において、文化の進歩に
対する穏やかな長年にわたる関心を示しており、そ
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の変化の緩慢さを是認し、その必要性を認めている

Knowledge Creation and Enduring Change. Pegasus

ように見える、と記述している。

Communications.

12) マズロー（=1987：150）の高次の欲求についての
要点 15 項によると、欲求の最も低いレベルでは心

Khan, Akhter Hameed. 1998. Orangi Pilot Project:
Reminiscences and Reflections. Oxford University Press.

理療法はほとんど役に立たない。一方で欲求のレベ

Maslow, Abraham H. 1968. Toward a Psychology of Being.

ルが高くなるほど容易に心理療法がなされうるとす

John Wiley & Sons, Inc. (=1998．上田吉一訳．完全な

る。つまり、D-Value 的価値は、教育制度の充実や

る人間－魂のめざすもの．誠信書房 .)

食料供給、医薬品供給といった物質的な支援と関連

Maslow, Abraham H. 1971. The Farther Reaches of Human

するサポート分野であり、B-Value に近づくとそれ

Nature. Viking Adult. (=1973．上田吉一．人間性の最

は愛情やソーシャルキャピタルのような心理的サー

高価値．誠信書房 )

ビスになるため、その区別が必要であると指摘して
いる。

Maslow, Abraham H. 1987. Motivation and Personality.
Pearson Education, Inc. (=1987．小口忠彦訳．人間性

13) National Population and Housing Census (2011) より。
14) Taormina and Gao (2013) は、マズローの欲求 5 段階
説にのっとったアンケート調査を実施している。
15) 藤原 (2009：67) における Rosenberg (1965) について
指摘を参照。

の心理学．産業能率大学出版部 .)
Persons, Talcot. 1961. “An Outline of the Social System”.
Persons (eds.), Theories of Society. The Free Press. Vol.1.
Rosenberg, Morris. 1965, Society and the adolescent selfimage, Princeton University Press.
Nepal Government. Central Bureau of Statistics. 2011, National
Population and Housing Census 2011. (https://unstats.
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内発的発展論における主体性に関する考察
【添付資料】マズロー欲求 5 段階説に基づく質問内容（実施はネパール語書式）
Nepali（ネパール語：実施言語）

English（英語）

Psysiological Satisfaction Scale：生理的欲求
1

दै िनक

�व�थकर

2

दै िनक

पुग् ने गिर खाना

3

सफा

िपउने

पानी

4

सफा

िपउने

पानीको

5

जाडो

याममा

6

धे रै गिमर् याममा

िसतल

7

सास

हावाको

8

�वा�थको

9

पयार्�त

फेनर्

खानाको

The amount of food that I eat every day

अब�था

The quality of the water I drink every day

तातो

सफा

The quality of the food I eat every day

अव�था

भएको

The amount of water that I drink every day

पयार्�तत़ा

-�यानो

बनाउने

बनाउने

The amount of heating I have when the weather is cold

ि�थित
ि�थित

The amount of cooling I have when the weather is hot
The quality of the air I breathe every day

ि�थित

ि�थित

Every aspect of my physical health
The amount of sleep I get to feel thoroughly relaxed

सु�ने समय

10

िन��ाको

11

�व�थ रहनको

12

सुगिठत

13

आ�नो

The quality of sleep I get to feel fully refreshed

ि�थित
लािग �यायाम

शारीिरक

The amount of exercise I get to keep me healthy

लािग �यायाम

The type of exercise I get to keep my body toned

बलको

My overall physical strength

शरीरको

अब�था

Safety Security Satisfaction Scale：安全・防衛の欲求

-बासको

The quality of the house/apartment I am living in

1

घर

ि�थित

2

आ�नो

3

घरमा

4

शारीिरक

5

आ�नो

6

रोग आिद

7

िबप�कालमा

पाउन

सक्ने सुर क्षा

8

बाताबरंण मा

आउन

9

प्रहरीले

िदने सुरक्षा

सक्ने प्रितकुल

10

रा�यको

कानुनबाट

11

आतंककािरबाट

12

युद्ध

13

आिथर्क

14

आब�यक

लािग घरमा
रहदा

पयार्�त

सुर क्षाको

ि�थित

आक्रमणको
िछमेक

The space available for me in my house/apartment

ठाँउ

How secure I am in my house/apartment
How safe I am from being physically attacked

भय

-इलाकामा

The safety of my neighborhood

सुरक्षा

बाट सुर क्षा

How safe I am from catching any diseases
How secure I am from disasters
How protected I am from dangers in the environment

ि�थित बाट सुर क्षा

The protection that the police provide for me
पाउने

The protection that the law provides for me

सुर क्षा

सुरक्षा

भयबाट

How safe I am from destructive terrorist acts
How safe I am from acts of war

सुर क्षा

मामलामा

My financial security

सुरिक्षत

परे का

बेला ऋण

-सापटको

सहयोग

My ability to get money whenever I need it

Belongingness Satisfaction Scale：愛と所属性の欲求
1

िचनेका

मा�छे संगको

2

सािथ

-संगीसंगको

सािम�यता

3

पित वा प�नीबाट

प्रा�त �नेह

4

आ�नो

5

कामगन�

6

स�बि�धत समुदायमा

7

नाता स�ब�धमा

8

साथीह�बाट

9

पिरवारमा

पिरवार

आपसी

िभत्रको

ठाँउमा

The quality of the relationships I have with my friends
The love I receive from my spouse/partner
The intimacy I share with my immediate family

सहजता

साथीह�

संगको

आ�नो

The camaraderie I share with my colleagues

सहजता

How much I am welcomed in my community

आब�यकता

The warmth I share with my relatives

सहजता

भावना�मक

10

पित वा प�नीबाट

11

आ�ना

12

िव�वास गरे का

13

आ�ना

14

सािथ

15

आ�ना

The feeling of togetherness I have with my family

समय

पाउने

How much I am cared for by my spouse/partner

हे रिवचार

-संगीसंग

सुख

मा�छे बात

-दखका
ु

पाउने

सािथह�संगको

-संगीबाट

The emotional support I receive from my friends

सहयोग

संगै िबताउने

सािथ

The amount of rapport I share with the people I know

जानकारी

कुरा

The happiness I share with my companions

गन� ि�थित

The sympathy I receive from my confidants

साहानुभुती

रमाइलो

The enjoyment I share with associates

समय

The affection shown to me by my friends

प्रा�त �नेह

सहयोगीसंगको

The closeness I feel with my associates

सािम�यता

Esteem Needs Satisfaction Scale：自尊・承認の欲求
1

अ�बाट

प्रा�त प्रसंशा

2

धेरैज सो

मािनसले

3

अ�ले

देख् दा

4

अ�ले

आफू प्रित

5

आफै लाई

आ�नो

6

आफू प्रित

कित

7

मा आफै लाई

8

आ�ना

9

समाजलाइ

10

आ�नो

दशार्उने

िब�व�त

The prestige I have in the eyes of other people
How highly other people think of me

क�तो

How much I like the person that I am

लाग्छ

How sure I am of myself

छु

आदर

गछुर् ..कित

गुणह�

आ�नो

The honor that many people give me

भाव

मु�यांक न

�वाभाव

�यिक्तगत

स�मान

इ�जत

गरेक ो

कित

आफु प्रितको

The admiration given to me by others

आफू प्रित

क�तो

All the good qualities I have as a person

लाग्छ

आब�यकताको

सकारा�मक

How much respect I have for myself

स�तु�ट छु

My sense of self-worth

महसुस

How positive I feel about myself as a person

सोच

Selfactualization Satisfaction Scale：自己実現の欲求
1

आ�नो

�यिक्तगत

2

आ�नो

इ�छा

3

आफु ले

हुन खोजेक ो

4

आ�ना

सब ै िभित्र

5

आफु ले

चाहेक ो

6

अिहले

आफु ले

7

आ�ना

जीवनका

8

आ�ना

िक्रयाकलापह�

9

आ�नो

िजबन

10

आफु लाई

11

आ�नो

12

पूणर्�पमा

�वाभाव

प्रितको

पुरा भएको

इ�छाह�

सब ै पिरि�थित
आ�नो
अनुशार

िजबन

I am now being the person I always wanted to be.

महसुस

I am finally realizing all of my innermost desires.

लागेक ो

I indulge myself as much as I want.

िदन सक्ने अब�था

चाहेक ा

गनर् मन लागेक ो
क्षमताको

पुरा भएझ�

समय

िजबनमा

चाहे

I feel that I am completely self-fulfilled.

महसुस

ज�तो �यक्त भएको

िचजमा

I am totally comfortable with all facets of my personality.

स�तुि�ट

सब ै िचज प्रा�त भए नभएको
प्रित सकारा�मक
मा�यता

िबताउन
कु रा

सके

चाहेक ो

काम

गरेर पूणर्त़ा

बाचेक ो

अनुभूित

अनुशार

भए नभएको

I am now enjoying everything I ever wanted from my life.
ि�थित

छन ् - छैन न ्

जिहलेप िन

पाए नपाएको

My actions are always according to my own values.
I am living my life the way I want.

नसके को

बल
े ा

I completely accept all aspects of myself.

गनर् सिकने

I do the things I like to do whenever I want.
I am actually living up to all my capabilities.
I am living my life to the fullest.
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Reflection on Agency in Endogenous Development:
Key Persons as Self-Actualizing Persons
Anju Yonekawa
(Doshisha University Graduate School of Global Studies. Doctoral Course)
This paper will study endogenous development in international cooperation with developing countries, a concept
proposed by Tsurumi Kazuko, a sociologist from Japan, and examines the possibility of the realization of such an
approach. It will focus on the ‘key person,’ who is considered an important driver in this approach. Tsurumi’s theory was
announced in 1976 as an alternative approach in the context of the existing mode of development cooperation with the
south. The theory is meant to address problems of development, such as the economic disparity between north and south,
poverty and the serious degradation of the environment resulting from the processes of globalization, modernization, and
economic development. It argues that the process of the modern development of Western Europe was endogenous, and
likewise, there also should be endogenous processes in the development of other regions of the globe. The author brings
into discussion the existence of the ‘key person’ as the driver of such processes of development. In order to understand
the motive force behind the key person’s drive, a survey was made to determine the key person’s life history and some
particular psychological characteristics. The survey suggests that such a key person would have undergone a critical
turning point in the course of her/his life from which personal values were defined and goals were set. Further, she/he
would have made a degree of effort that required personal sacrifice. In addition, such a key person would have faced
‘external agency’ as one factor in her/his turning point, which is an aspect given importance in the process of endogenous
development. The study also suggests the possibility that the key person would have a high level of satisfaction during
her/his early years with respect to ‘self-esteem needs.’
Keywords : endogenous development, Maslow’s hierarchy of needs, key person, self-actualizing person.
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【研究ノート】
ケニアにおける孔子学院の運営と役割

ケニアにおける孔子学院の運営と役割
－中国人ボランティア教師とケニア人学生のキャリアパスに着目して－
李

霽（大阪大学大学院）・澤村

信英（大阪大学）

【要旨】
拡大する中国語学習ニーズに応じて、世界に中国語を普及するプログラム「孔子学院」が 2004 年に始まっ
た。これまでに世界 140 の国・地域に 512 校の孔子学院が設立されている。近年、中国の対アフリカ貿易・
投資の急増に伴い、アフリカに中国語ブームが起こっている。中国政府もアフリカにおける孔子学院の設立
を推進し、その活動を積極的に支援している。毎年、数百人の中国人大学生・大学院生は、ボランティア教
師として、アフリカ各国の孔子学院に派遣されている。本稿の目的は、ケニアにおける孔子学院を事例として、
中国人ボランティア教師とケニア人学生のキャリアパスをめぐって、孔子学院の役割を検討することである。
インタビュー調査により、孔子学院を通して、中国人教師とケニア人学生は、就職に必要なスキルと能力が
修得でき、自己実現に向け、その可能性が拡大していることが明らかになった。さらに、孔子学院の実施と
運営は、連携している両大学間で行われているため、大学間交流を促進する役割も果たしている。
【キーワード】孔子学院、中国語教育、ボランティア教師、キャリアパス、大学間交流

はじめに

アフリカにおける孔子学院は、2005 年にケニア共

それに相応するように、世界各地では、中国語の学

以来、33 か国に 48 校の孔子学院が設立されている。

習ニーズが高まり、中国語の教育機会の拡大が求め

欧米などの先進国に比べ、アフリカでの中国語教育

られている。全世界で、中国語学習者数は 2004 年

は出遅れているにも関わらず、同地域では中国語

の 3,000 万人未満から、2015 年の 1.2 億人以上にま

ブームが起こっている。しかし、アフリカにおける

で増加している（智研諮問会社 2015）。

中国語教育の普及には、経済的な格差、文化的な差

21 世紀に入り、中国経済は急速に発展している。

和国（以下、ケニア）のナイロビ大学に開設されて

そのような需要に応じて、2003 年、海外での中

異、教育資源の不足などの課題がある（徐 2012）。

国語の普及を目的とする組織を設立することが提

本研究の対象であるケニアは、アフリカでの中国

案され、2004 年に世界初の「孔子学院（Confucius

語教育の先駆者ともいえる。ケニア国内には、ナイ

Institutes）」が韓国のソウルに開設された。孔子学

ロビ大学をはじめ、ケニヤッタ大学、イガートン

院は「孔子」の名を冠しているが、儒教に関係する

大学、モイ大学に 4 つの孔子学院があり、2015 年

活動を行うわけではなく、中国語と中国文化を教え

末までに 5,567 人の学生が登録されている（孔子学

る教育機関である。現在、外国の大学に設置された

院本部 2016）。同国における孔子学院の数と規模は、

孔子学院を拠点として、中国の大学がそれに協力す

いずれもアフリカで上位に位置づけられる。

るという運営形態が最も一般的である。2016 年末

孔子学院に関する先行研究では、中国国内と国外

現在、世界 140 の国・地域に 512 校の孔子学院が設

との間で、研究の視点が大きく異なっている。中国

立されている（孔子学院本部 2017 およびホームペー

人研究者は孔子学院を「教育機関」として検討して

ジ）。2010 年まで、孔子学院は「欧米中心、アジア

いるのに対し、外国人研究者は「中国のソフトパ

重視」の方針で行われてきたが（尹 2012）、2011 年

ワーを増進するツール」として分析する傾向があ

以降、中国企業のアフリカ進出に伴い、中国政府

る。しかし、それらはいずれもマクロな視点から孔

はアフリカにおける孔子学院の設立を推進し、そ

子学院の組織を把握し、孔子学院の存在が中国、受

の活動を積極的に支援してきた（尹 2014a, 2014b）。

入国、あるいは国際社会に与える影響を研究するも
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のが大半である。孔子学院を成り立たせる重要要素

に孔子学院を発展させることができる（孫 2008）。

である中国人教師とケニア人学生に注目する事例

その他、中国の教育機関と受入国の団体組織が共

研究、とくに個々の人生に影響を与える人材育成の

同運営するモデル（例えば、中国の華東師範大学と

機関としての役割は十分に検討されていない。

アメリカの華美協進社が共同運営する、アメリカ華

本研究の目的は、次の 3 点である。第 1 にケニア

美協進社孔子学院）、中国の教育機関と受入国の教

における孔子学院の設立背景と運営状況を把握す

育機関および企業が共同運営するモデル（例えば、

ること。第 2 に中国語教師の中心である中国人ボラ

中国の北京外国語大学、ドイツのニュルンベルク大

ンティアとケニア人学生の孔子学院の活動に参加

学とシーメンスをはじめ現地企業が共同運営する

する動機づけとその役割をそれぞれの視点から分

ニュルンベルク・エアランゲン孔子学院）など、大

析すること。第 3 に孔子学院での学習経験および赴

学間連携以外の運営モデルも存在している。また、

任経験がケニア人および中国人のキャリアパスに

孔子学院本部は他の文化振興機構のように、単独の

与える影響を検討すること。

出資で孔子学院を設立する予定があるにもかかわ

本稿では、まず孔子学院の運営、設立の手順、教
員構成などから孔子学院の基本状況を明らかにす

らず、財政的問題により、これまでの孔子学院は何
らかの協力体制で展開されてきている。

ると共に、関連する先行研究を検討し（第 1 節）、
調査概要を提示する（第 2 節）。次に、調査結果を

（2）孔子学院設立に至るまでの過程

踏まえて、中国人ボランティア教師とケニア人学

孔子学院が設立されるまでの手順に関しては、ま

生にとっての孔子学院の意義と役割を分析する（第

ず外国の申請機関が申請書、計画書などの必要書類

3、4 節）。最後に、中国人とケニア人の個々人のキャ

を孔子学院本部、あるいは各国の中国大使館に提出

リアパスにおける孔子学院の役割と課題を考察す

する。中国側が申請を受諾するにあたっては、①申

る（第 5 節）。

請国に中国語・中国文化の学習ニーズがあること、
②学校運営にふさわしい人員、場所、施設、設備が

１．中国語教育機関としての孔子学院
1.1．孔子学院の基本状況

（1）受入国と中国の大学等による連携協力

確保されていること、③学校運営に必要な資金およ
び安定した資金源を持つことが申請機関に求めら
れる。次に、審査に合格後、外国の申請機関と中国

孔子学院プログラムが実施された当初は、急速に

の教育機関は連携協定を結び、これにより孔子学院

孔子学院を拡大するために、世界各国の状況と需要

の運営が可能となる。この場合、申請機関自らが中

によって、複数の運営モデルで展開されてきた。現

国側の連携機関を見つける方法に加え、孔子学院本

在、最も多いのは受入国の教育機関と中国の教育機

部に要望することで連携機関を推薦してもらうこ

関が連携し、共同で孔子学院を運営するという協力

とも可能である。

モデルである。そのうち、受入国の大学と中国の大

また、孔子学院の運営資金に関しては、孔子学院

学が連携することが最も多い。つまり、受入国の大

を新設する際に、本部は 1 校あたり 5 ～ 10 万ドル

学が、場所と運営に必要な人員を提供し、中国の大

の資金援助を行うが、各年度の経費は主に受入国の

学は中国語教師を派遣するという協力体制である

教育機関と中国の教育機関双方が均等に負担し、独

（孔子学院本部 2007）。そのため、孔子学院は、中

立採算制で運営される。近年、受入国からの出資は

国の連携大学が派遣する中国人院長 1 人と所在（受

増え続ける傾向もみられる。とりわけ、2015 年に

入国）大学から選ばれる現地人院長 1 人の計 2 人を

は受入国の出資は中国側の 1.4 倍になり（孔子学院

中心として運営・管理されている。原則として、中

本部 2016）
、2016 年は 1.65 倍までに増えている（孔

国人院長と現地人院長のいずれも単独で物事を決

子学院本部 2017）
。しかし、ラテンアメリカとアフ

めることはできないが、2 人の特性によって、中国

リカでは、その国の経済状況により、要求される安

人院長は中国語教育を担当し、現地人院長は所在大

定した運営資金が確保できず、孔子学院の認定基準

学との連携を担当することが多い。このように、大

に満たない場合が多い。その場合、本部がすべての

学間の協力体制によって、所在大学の施設と実績を

運営資金を負担し、孔子学院を運営することもある。

有効に活用し、孔子学院の影響力を拡大し、最大限

特に経済的に困難な国では、中国の援助プログラム
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の傘下に入り、特別な援助資金により孔子学院を運

本部は推薦された候補者をさらに選考し、最終候

営することもある。例えば、アフリカでは、毎年大

補者に対して統一の試験を行う。この統一試験は、

規模な奨学金のアフリカ人学生への給付やマルチメ

中国語能力試験、面接、模擬授業などを含んだ総合

ディア音声ラボ、図書館などの施設の提供も行って

能力試験、外国語能力試験、メンタルテストの 3 つ

いる。ザンビア大学孔子学院の場合、教育棟と教員

の部分から成る。最後には、合格者を対象に 3 か月

宿舎を中国側の費用負担で新たに建設している。

間の研修を行い、試験と研修の総合成績によって、
最終的な候補者と派遣地が決まる。

（3）教員構成とボランティア教師の選考過程

ボランティアの派遣期間は、通常 1 年で最大 3 年

世界各地の孔子学院でこれまで働いた教員総数

まで延長できる。無償のボランティアとは異なり、

は、4.6 万人（2016 年）に達し、2016 年の 1 年間では、

孔子学院のボランティアは、派遣国によって月 800

孔子学院専属教師 3,450 人、国家派遣教師 4,921 人、

～ 1,000 ドルという、中国国内でも高いといえるほ

ボランティア教師 6,071 人が派遣された（孔子学院

どの手当が給付される。さらに、現地での住居は所

本部 2017）。各孔子学院の状況は、その需要によっ

在大学が原則提供し、保険料も負担する。治安など

て、教員構成も異なってくる。

地域の状況に応じて、2 年目に延長するボランティ

まず専属教師とは、孔子学院本部に所属し、高等

アを対象として、本部から月 180 ～ 1,500 ドルの補

教育機関の孔子学院ではなく、小中学校の孔子課堂

助金が与えられる。その上、帰国したボランティア

で勤務することが多い。3 ～ 4 年ごとに孔子学院間

は、新卒資格が 1 年間保障されることをはじめ、大

で転勤しなければならない。しかし、経済面では給

学院入学試験での加点、国費留学生や国家派遣教師

料と赴任手当は最も高額で、同伴する家族の手当も

としての優先採用などの優遇がある。

支給される。次に、国家派遣教師とは、中国の大学

このような孔子学院のボランティア教師の好待遇

から連携する孔子学院に派遣される教師である。派

を見ると、一般的に理解される「ボランティア」と

遣教師は、3 ～ 4 年の任期を満了したら、所属大学

は異なる面もあるが、文字どおり公式にも「志願者

に戻っていく。専属教師と同じ教師であるものの、

教師」と名付けられている。まず、孔子学院のボラ

派遣教師は大学に所属するため、給料と赴任手当て

ンティア教師プログラムは、中国語母語の人材を生

は大学から出ている。そのため、大学と職位によっ

かし、急増する中国語教育ニーズを満たすために、

て、待遇もかなり異なっている。この他に、海外ボ

創設されたプログラムであり（孔子学院本部 n.d.）
、

ランティア教師（孔子学院受入国の中国人留学生や

専属教師や国家派遣教師と比べると、その手当は十

中華系住民を対象に募集するボランティア教師）、

分に低額である。ボランティアという呼称を使用す

地元教師（孔子学院での課程を修了後、中国の大学

ることにより、予算を抑制しようとしている面もあ

に留学し、修士課程を修了する場合が多い）という

るが（金 2007）
、
「自ら応募する」
、
「経済的報酬を目

教員の種別もある。

的にしていない」
、
「世界各地に中国語を普及する」

中国人ボランティア教師は、本研究の主対象であ

という孔子学院ボランティア教師の特徴は、
「自発

り、孔子学院教員総数の 6 割以上を占める。孔子学

性」
、
「非営利性」
、
「公共性」という 3 つのボランティ

院本部が大学卒業者、大学院新卒者または大学院在

アの条件（内海 2011）にも合致している。

学生を対象にボランティアとして募集する。ボラ
ンティアの募集は、孔子学院本部が主催し、毎年 2、

1.2．孔子学院をめぐる議論

3 回行われる。各大学から本部まで、数回の選考を

孔子学院が設立されてから 10 年以上が経ってい

経て、孔子学院ボランティアになることができる。

るにもかかわらず、孔子学院に関する研究は少な

ボランティアの選考過程は、派遣予定の約 6 か月

く、その多くは中国語で公表された論文である。そ

前から本部が募集要項を配布し、関心のある学生

して、中国国内と国外で行われる研究視点が大きく

や卒業生がウェブ上で申請書類を提出する。次に、

異なっていること点は、先述したとおりである。

大学で 1 次選考を行い、関係書類と共に合格者を省

中国国内では、孔子学院の教育現場で働いた経験

に上申する。さらに、大学が所在する省教育部が書

を持つ教師、あるいはボランティアが執筆した中

類選考を行い、孔子学院本部へ候補者を推薦する。

国語で書かれた論文が多い。それらの先行研究は、
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主に 2 つの分野に分けられる。1 つは、教科書の編

度である。このように、学生と教師に触れられてい

集や教員育成、授業づくりなど、教育現場の課題か

ても、最終的な着眼点は個々人に対する影響ではな

らの中国語教育に関する研究である。孔子学院の運

く、孔子学院の改善に関するものである。そこで、

営や管理上の問題点を検討し、孔子学院の長期的発

よりミクロなレベルで、孔子学院の存在が中国人ボ

展を目的とする内容で、徐（2012）、王（2011）、劉・

ランティア教師とケニア人学生の個々の人生にも

蒋（2011）などの研究が挙げられる。孔子学院の教

たらす影響を研究し、教師と学生の視点から、孔子

育現場で働く経験を持つ教員数が増えるにつれ、こ

学院の意義や役割を分析する必要がある。

のような研究は徐々に増加する傾向にあり、現在、
孔子学院に関する研究の主流を占めている。もう 1
つは、教育現場に着目するではなく、プロジェク
ト全体から見える、ソフトパワーの増進（彭 2008）

２．調査概要
2.1．調査対象

現地調査は、2016 年 9 月 12 日～ 26 日の約 2 週間、

や文化交流を促進する（戴 2008 ; 李 2005）という、

ケニアのナイロビ大学およびイガートン大学の孔

孔子学院の役割を分析した研究である。しかし、こ

子学院で実施した。主な調査対象は、両孔子学院の

のような研究は孔子学院が設立された初期に多く

中国人教師 8 名とケニア人学生 18 名である。この

見られ、2010 年以降は減少傾向にある。つまり、

他に、ケニヤッタ大学孔子学院ボランティア教師 1

中国国内では教育学的な視点から、教育に関わった

名、および帰国した元ナイロビ大学孔子学院ボラン

当事者が孔子学院の改善を目的とした研究が多い。

ティア教師 1 名にオンライン調査を実施した。

それに対して、中国国外で行われる研究は、孔子
学院の政治的役割に注目した研究が多く、ほとんど

（1）ナイロビ大学孔子学院

は孔子学院の組織全体を捉え、プログラムそのもの

ナイロビ大学孔子学院は、中国の天津師範大学と

を総体として研究対象にしている。孔子学院の設立

協力連携して、2005 年に設立されたアフリカ初の

により、
「中国の国家イメージを向上させた」
（Hartig

孔子学院である。両大学は元来繋がりがなかったも

2012）
「
、受入国に中国の直接投資をもたらした」
（Lien

のの、中国教育部（教育省に相当）と孔子学院本部

et al. 2014）といった効果を見出し、孔子学院を評価

の仲介により、現在、協定校になっている。ナイロ

する議論が一方である。他方で、
「中国政府の政治理

ビ大学孔子学院に所属している教師は、院長 2 人（中

念を宣伝するための外交ツールである」
（Gil 2009；

国人とケニア人 1 人ずつ）、ボランティア教師 6 人

McCormick 2008）
、
「実は学問の自由を制限するトロ

とナイロビ大学雇用の地元教師 3 人の計 11 人であ

イの木馬である」
（Paradise 2009）といった、孔子学

る。具体的な教師の属性は表１のとおりである。

院を批判する議論もある。研究の視点と孔子学院に

ナイロビ大学孔子学院は、人文社会学部の一部門

対する理解の相違により、孔子学院に関する賛否両

であり、ナイロビ大学の教育組織としての中国語専

論が極端に分かれているのが特徴である。

攻である。そのため、孔子学院の授業登録や単位

しかし、これらの中国国内外における研究は、い
ずれもマクロな視点から孔子学院を捉えており、孔
子学院の存在が中国、受入国、あるいは国際社会に

取得などの仕組みもすべてナイロビ大学の規則に
則っている。
カリキュラムは主に、中国語専攻の「学位コース」

与える影響を研究している。孔子学院を構成する重

および中国語を技能として学ぶ「資格コース」の 2

要要素である、中国人教師とケニア人学生に注目す

つに分けられている。学位コースは 4 年間に孔子学

る研究は少ない。例えば、孔子学院の学生に関して、

院で 44 単位を修得すればナイロビ大学の学士号を

尹（2014b）は、トーゴ孔子学院とベナン孔子学院

取得できる。1、2 年目は必修の基礎中国語授業で、

に通う学生に対するアンケート調査を行い、孔子学

3 年目以降は学生の学習状況に応じて、
「読解」、
「聴

院の効果は受入国と中国の経済関係と強く関わっ

解」、
「会話」、
「作文」といった選択授業から 3 つを

ていることを指摘している。また、中国人教師に関

選んで履修する。2016 年、中国語専攻の学生数は

して、孔子学院の発展のため、ボランティアの派

50 人以上である。

遣前研修（扈 2013）、および現地到着後の研修（王

また、資格コースは大学生向けの昼間コースと社

2014）に改善すべき点を指摘する研究が数篇ある程

会人向けの夜間コースの 2 つに分かれ、修了後、孔
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子学院が発行する証明書が得られる。2016 年、資

とする孔子学院として、2012 年に設立された。連

格コースは 4 クラスに分かれており、300 人以上の

携している南京農業大学とは、1990 年代から、20

学生が登録されている。ナイロビ大学の学生は無料

年以上にわたり農業分野の交流を続けてきた。同孔

で資格コースを受講できるが、社会人や他校の学生

子学院の教師は、院長 2 人（中国人とケニア人 1 人

は 2 年間に 5 万シリング（約 5 万円）の学費を徴収

ずつ）、ボランティア教師 1 人、国家派遣教師 2 人（中

される。授業の実施以外に、ケニアの孔子学院の先

国語教育と農業専門の 1 人ずつ）、および専属教師

駆者として、ナイロビ大学孔子学院はケニア人教師

6 人の計 11 人である。調査時、ちょうどボランティ

の育成、周辺地域の中国語教育、中国文化活動など

ア教師が入れ替わる時期で、教師が不足していたた

にも力を入れている。週に 1 回の中国舞踊、獅子舞

め、ナクルタウンの小学校に派遣されている専属教

と中国語サークルのクラブ活動、さらに週末に連携

師の配偶者（女性）1 人が、授業をサポートしていた。

小学校で書道の文化活動も行っている。

具体的な教師の属性は、表 2 のとおりである。
イガートン大学孔子学院は、現在まで正式に大学
の組織に入っておらず、中国語教育機関として独立

（2）イガートン大学孔子学院
イガートン大学孔子学院は、世界初の農業を特色
表１
職

的に運営されている。したがって、イガートン大学

ナイロビ大学孔子学院教師の属性

教師

性別

ケニア滞在期間

備考

Ｎ1＊

女

院長

3 年間

任期 4 年

Ｎ2＊

女

ボランティア教師

1 週間

大学新卒、韓国語専門

Ｎ3＊

女

ボランティア教師

1 週間

大学新卒、中国語国際教育専門

Ｎ4＊

女

ボランティア教師

1 週間

大学院卒、中国語国際教育専門

Ｎ5

男

ボランティア教師

1 週間

大学院 M2、中国語国際教育専門

Ｎ6

女

ボランティア教師

1 年間

Ｎ7

女

ボランティア教師

1 年間

Ｎ8＊

男

地元教師（ケニア人）

対象外

孔子学院卒、中国の修士学位

Ｎ9

女

地元教師（中国人）

7 年間

8 年前ボランティア教師を経験、ケニア人と結婚している

Ｎ 10

女

地元教師（ケニア人）

対象外

孔子学院卒、中国の修士号を取得、中国人と結婚している

（注）ケニア滞在期間は、調査時点での滞在時間
＊は、インタビュー対象の教師
（出所）筆者作成

表２
教師

性別

職

イガートン大学孔子学院教師の属性

ケニア滞在期間

備考

E1

男

院長

3 年間

孔子学院が設立される前から、毎年、農業交流のため訪問

E2 ＊

女

ボランティア教師

3 年間

農業専門、大学院卒

E3

女

国家派遣教師

3 年間

中国語教育専攻

E4

男

国家派遣教師

20 年間以上

E5 ＊

女

専属教師の家族

2 年間

農業専門、ケニア人と結婚している
大学卒、教員資格を持たない、夫はナクルタウンに派遣されている

（注）ケニアでの滞在期間、調査時点での時間
専属教師は周辺地域の小・中学校に派遣され、大学内に滞在していない
＊は、インタビュー対象の教師
（出所）筆者作成
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孔子学院は大学の単位とは関係のない「資格コース」

たり、漢字を教えることで、学生と信頼関係を構築

しか実施していない。レベル 1（基礎）からレベル

するようにした。

5（上級）まで、5 つのクラスに分かれ、2016 年に

また、ナイロビ大学の教師 6 人（院長 1 人、ケニ

は 80 人の学生が登録されていた。すべての受講生

ア人教師 1 人、ボランティア教師 4 人）、学生 7 人

から毎学期 2,000 シリング（約 2,000 円）の学費が

（卒業生 1 人を含む）とイガートン大学のボランティ

徴収される。その内の 1,500 シリングはイガートン

ア教師 2 人、学生 11 人を対象とするインタビュー

大学へ上納される。さらに、大学内に限らず、周辺

も実施した。教師に対するインタビューは、主に授

地域にある 6 つの小中学校でも中国語教育を行って

業のない時、また授業前後の空き時間に行い、ケニ

いる。それは「一院多点」という一つの孔子学院が

アに来た理由、将来のキャリア、派遣に至るまで

多くの教育機関をカバーするアフリカ独自の運営方

の過程などに関する質問を行った。その上で、オ

法である。アフリカにおける大学の財政状況を考え

ンライン調査で元ナイロビ大学ボランティア教師 1

ると、たくさんの孔子学院を設立することは難しく、

人と元ケニヤッタ大学ボランティア教師 1 人を対

一つの孔子学院は大学だけでなく、周辺の小中学校

象に同様の内容のインタビューを行った。他方で、

に中国語教育プログラムを提供している。

ケニア人学生に対するインタビューは、主に授業後

イガートン大学孔子学院最大の特徴は、農業との

に行い、学習の妨げにならないよう留意しながら、

つながりである。孔子学院としての歴史は 3 年しか

授業中の空き時間にも簡単な質問を行った。中国

ないが、連携校である南京農業大学とは農業技術に

語を学ぶ動機、孔子学院を知った経緯、今後のキャ

おいて、20 年以上の交流歴がある。両大学の長い

リアなどに関する聞き取りを行った。インタビュー

交流の上に、中国語の授業を加え、世界初の農業を

では主に英語を用いたが、できる限りの中国語で答

特色とする孔子学院となった。そのため、中国語授

えた学生もいた。

業以外に、農業専攻の学生を対象に英語で農業の

最後に、調査で得られたデータの共通点と相違

専門授業も 3 つ開講している。このように、中国語

点、さらに特殊事例を抽出し、先行研究で得られた

と農業、孔子学院本部と南京農業大学との連携によ

結果と比較することによって、類似点と相違点を中

り、イガートン大学孔子学院は独自の方式で運営さ

心に整理する。特に矛盾する点に着目し、その二者

れている。すなわち、同孔子学院は、孔子学院本部

の関連づけと因果関係を分析する。

が担当する中国語コースと南京農業大学が担当す
る農業交流という 2 つの部分から構成されている。

３．中国人ボランティア教師にとっての孔
子学院の役割
3.1．個人の能力を鍛える場

2.2．調査方法
調査の方法は、半構造化インタビューと参与観察

多くのボランティア教師は、孔子学院での活動

を用いた。調査時、ちょうど新学期が始まったとこ

を自分の能力を鍛える貴重な機会だと考えている。

ろで、ナイロビ大学孔子学院は新学期 1 週目、イガー

中国の大学には「中国語国際教育」という外国人に

トン大学は 2 週目に入った時期であった。そのた

対する中国語教育について学ぶ専攻があり、ボラン

め、ボランティア教師の入れ替えや学生の授業登録

ティアの大部分がその専攻の学生である。そのた

などで、授業はまだ安定して行われていなかった。

め、ケニアに来た理由を尋ねると、
「（中国語国際教

教師が足りない、ケニア人学生が 1 週目の授業に来

育）専門だから」と答えた人がほとんどであった。

ないといった理由で、休講になってしまう例も多

彼らにとって、世界のどこかで中国語を教える経験

かった。ナイロビ大学孔子学院において「資格コー

は、この専攻の学習、または今後の就職にとって、

ス book 1」、
「資格コース book 2」、
「学位コース読解」

当然かつ不可欠なものである。その場合、孔子学院

の 3 つの授業で参与観察を行った。さらに、イガー

ボランティア教師という、外国で外国人に向けて中

トン大学のレベル 1、2、3 の 3 つの授業でも参与観

国語を教える仕事は、最適な選択肢になる。

察を実施した。主に学生と同様に授業を受け、学生

このボランティア活動には、「教授技術を学びた

の学習状況と教師の教授方法を同時に観察するよ

い」、「英語能力を上達させたい」、「視野を広げた

うにした。さらに、自習時に、学生の発音を助言し

い」といった願望も含まれている。彼らにとって、
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大学で学んだ知識を実践できる機会があれば、世界

出かける時、専用車もついている。（教師 N4）

中のどの国に派遣されてもあまり変わらないよう
に見える。自己の成長が期待できれば、たとえケニ

ケニアは思ったよりはるかにいい。スラムに住む

アのような裕福ではない国だとしても、迷わずに

と予想していた。（教師 E2）

遠い大陸まで行ける。さらに、孔子学院ボランティ
アの募集は、大学という情報交換しやすい場所から

ケニアに行く前は、生活環境についてあまり考え

始まり、中国語国際教育専攻の大学生を中心に行わ

ていなかったが、着いたら意外と良い生活をして

れている。そのため、大学で歴代のボランティアの

いた。
（元ケニヤッタ大学ボランティア教師 Y1 １））

経験交流会や、帰国したボランティアの講座などの
活動によって、応募学生の恐怖心と不安感が減り、

ボランティアらは、ケニアでの生活に満足し、教

安心して海外に行くことができる。ボランティアに

師の仕事に専念できていることが分かる。さらに、

対してケニアに派遣されるまでの経緯を尋ねると、

新人ボランティアに向けて、ナイロビ大学の教員が

下記のような回答が返ってきた。

言語授業の技術的な指導を行ったり、ケニア人教師
がケニア人学生の発音の注意点を教えたり、孔子学

イギリスとケニア、2 つの選択肢があったが、イ

院もボランティアの教授技術を向上させるための工

ギリス（孔子学院）のほうはできたばかりで、何

夫をしている。授業以外にも、ボランティアに民族

があるかはわからない。ケニアのほうは長いか

舞踊、中国語サークル、書道など、クラブ活動の指

ら、先輩からアドバイスが聞けるし、安心できる。

導を担当させたり、週に 2 回、事務の仕事に参加さ

（教師 N4）

せたりし、ボランティアの多様な能力も育成してい
る。つまり、ボランティアらにとって、孔子学院は

クラスメートたちもほとんど応募したが、たくさ

個人の総合能力を鍛える「場」であると考えられる。

ん落ちた。私が選ばれるなんて、思ってもみな

しかし、孔子学院からボランティアに対しては、

かった。たぶん、私は書道ができるからかもしれ

仕事の内容以上のことについて強制できないため、

ない。先輩たちも来ていたし、ケニアで事故に

活動経験から得た成長についての返答には、ボラン

あったことがないから、安心できる。（教師 N3）

ティアによりかなりの差異が見られる。ナイロビ大
学孔子学院の院長も言うとおり、
「ボランティアに

彼らはケニアを困難な地域として扱っておらず、

同じ基準を要求しているが、どれほど成長できるか

反対に自身が孔子学院のボランティアとして選ば

は個人次第」である。そのため、
「来たばかりの時、

れて幸運であり、この機会を大事にしないといけな

授業で使う英語を調べるだけで時間がかかった。今、

いというような気持ちを持っている。さらに、「ボ

学生とのコミュニケーションが増えて、自信をもっ

ランティアをやりたかった。中国の農村部に行き

て授業ができている気がする」
（教師 N4）と言うよ

たかったが、募集を見たらアフリカと農村部は同

うに、自分の成長に満足しているボランティアがい

じだと思って、ケニアに来た。ちょうど外国に行っ

る反面、
「私はまとめることが好きではなく、授業

たことがなかったから」
（教師 N2）という非中国語

で使った英語はすぐ忘れて、買い物の時の英語くら

教育専攻のボランティアの語りにみられるように、

い（が覚えている）かな」
（元ボランティア Y1）と、

孔子学院は専門能力に限らず、ボランティアの期待

成長をあまり実感していないボランティアもいる。

を実現させる場も提供している。

したがって、孔子学院は大きな機会を提供してい

他方で、孔子学院もそれらの要望に沿って、より

ると同時に、ボランティア自身の自律性も試されて

良好な生活環境と職業環境を提供している。ボラン

いる。孔子学院は成長の機会を提供する場に過ぎ

ティアに対してケニアで生活の様子を尋ねると、下

ず、当然ながら、それをどのくらい活かすことがで

記のような回答が返ってきた。

きるかは、個人の努力に大きく関わることである。

宿舎にすべての家電が備えてあって、2 週間ごと
にメイドさんが掃除しに来るし、満足している。

3.2．キャリアライフを体験できる場
孔子学院での経験は、ボランティア教師の学業、
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または職業選択に大きく影響している。ボランティ

でありながら、勉強を続ける学校であるともいえ

ア教師はすべて在学生あるいは新卒者で、ちょうど

る。厳しい現実社会に比べると、孔子学院という職

各自の将来に関して悩んでいる時期にあり、ボラン

場は理想的過ぎて、また現実の職場と少々離れてい

ティア活動を通して、将来のキャリアパスを決めた

る。特に、就職を経験した元ボランティアの語りに

いという願望があることが分かった。ケニアに来た

は、ボランティア経験を通して作り上げた夢が、現

ばかりのボランティア教師に、帰国後の予定を尋ね

実に簡単に破られた無力感も感じられる。

ると、「まだ決まっていないが、まずこの教師の仕
事をやってから、決めたい」（教師 N2、N4）と答
えた人が多かった。それに対し、オンライン（2017

４．ケニア人学生にとっての孔子学院の役割
4.1．安価に中国語を勉強できる場

年 6 月）でボランティア経験者をフォローアップし

ケニア人学生に対するインタビューでは、学生は

た結果、
「国家派遣教師になりたい」（教師 N4）、
「孔

仕事のために中国語をスキルとして学びたいとい

子学院での経験を修論に書こうと決めた。今後も中

う希望を持っていることが分かった。中国企業の大

国語教師に関わる仕事をしたい」（元ボランティア

規模なアフリカ進出に伴い、アフリカに中国語ブー

２）

N11 ）と、より明確な意志を表した。これらの他に、

ムが起こっている。中国語のレベルと学習期間を問

8 年前にボランティア教師を経験し、現在はケニア

わず、ケニア人学生に中国語を学ぶ理由を尋ねる

人と結婚し、ナイロビ大学に雇用され、孔子学院で

と、必ず最初に出た答えは「中国語は面白いから」

7 年間、中国語教師をしている例もあった。このこ

である。しかし、さらに聞くと「中国に行きたい」、

とから、孔子学院は若いボランティアにキャリアラ

「中国に留学したい」、「中国企業に就職したい」と

イフを体験する機会を与え、将来の職業選択に大き

いった回答が出てくる。「語学が好きで、5 か国の

な影響を与えていることが分かる。すなわち、中国

言語ができる」（学生 N）と話した学生 1 人以外、

語教師に限らず、就職する際、孔子学院でのボラン

中国語の面白さが言えず、反対に就職関係のことは

ティア経験は、人生において重要な意義を有してい

たくさん語っていた。そのため、中国と関連する仕

るのである。

事に就職したいことこそが学生の本音であること

しかし、就職難の現在、社会経験の少ない大学生

は推測できる。この背景には、ケニアに進出する中

の期待に応えることができず、不本意な結果に終わ

国企業の多くは、土木建設・貿易関係の企業であり、

る例もある。大学を卒業したばかりのボランティア

中国人とのコミュニケーションには（英語では不十

（N3）は、
「
（中国）国内には外国人向けの中国語学
校がたくさんあって、あそこで仕事したいと思って

分で）中国語が不可欠であるという事情もある。
近年、中国企業のアフリカ進出は激しく、ケニア

いる」
と、
帰国後の就職を展望していた。それに対し、

に多大な影響と就職機会をもたらした。ナイロビ大

大学院を卒業したばかりで、現在、就職中の元ボラ

学孔子学院の卒業生 M は、4 年間の学位コースを

ンティア（N11）は、
「この（中国語国際教育）専攻

修了後、奨学金で 2 年間中国に留学して修士号を取

の就職が難しく、小中学校で就職したクラスメート

得した。現在、中国と貿易するケニア企業で働いて

は何人かいるが、外国人を教える人はいない。私の

いる。彼は「中国語ができれば、チャンスも多いし、

ように、外国で中国語を教える経歴がある人が、就

待遇もいい。今回は友達を孔子学院に紹介するため

活で少しだけ有利な立場に立っていると思う」と、

に戻った」と就職状況を語った。また、孔子学院

就職の厳しさを語った。さらに、
赴任 9 か月目であっ

を卒業し、奨学金を得て中国で修士号を取得して

た元ケニヤッタ大学孔子学院ボランティア教師 Y1

から、ケニアの孔子学院で教師をする例も 3 件あっ

は、
「教師の仕事はあまり好きではない。今後は企

た。ケニア人学生にとって、中国語ができることは、

業に就職したい」と将来のキャリアの転向をきっぱ

就職のために有利になると考えられる。それ故に、

り語っていた。任期終了後、彼は大学院に復学し、

将来より多くの就職機会、よりよい仕事のために、

2017 年 6 月に卒業した。しかし、就職活動を半年

専攻以外に中国語を学びたいケニア人は多い。彼ら

間行ったが、希望通りにはいかず、現在は大学の職

は、機械、地理、国際関係など自身の専門知識の上

員採用試験に向けて準備をしている。

に、中国語というスキルを身に付け、就職機会を最

つまり、ボランティアにとって、孔子学院は職場
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さらに、その学習ニーズに応じて、ナイロビ大学

もかかわらず、文化と習慣の違いにより、仕事が

は孔子学院の受講料が無料（ナイロビ大学の学生

うまく進まない例も多数示されている。また、大学

の場合）、イガートン大学は毎年 4,000 シリング（約

で孔子学院のチラシを見たため、中国に興味を持っ

4,000 円）という比較的低額な学費で中国語の学習

て、勉強を始めたにもかかわらず、中国に対する理

機会を提供している。同時に、短期留学や長期留学

解が薄い学生も少なくない。孔子学院の新入生に対

の奨学金を多く提供しており、サマーキャンプなど

し、中国の何が知っているかについて尋ねると、
「ク

の中国見学も毎年行なわれている。「奨学金のため

ンフー、パンダ、スマホ、ジャッキチェン …」な

に孔子学院に来た」と話す学生も多い。このように、

どの薄い理解しか出てこなかった。イガートン大学

ケニア人学生にとって、孔子学院は安価に中国語を

孔子学院に通う学生 C は、「すべての中国人はクン

勉強する場を提供し、就職の可能性を広げている。

フーができる」という勘違いさえ持っていた。しか

しかし、同じく強いモチベーションを持ち中国語

し、入学 2 年目の学生 G に尋ねると、「中国の歴史

を始めたにもかかわらず、学生により学習態度と学

が一番好きで、十二支、秦の始皇帝、胡同（フートン）

習効果はかなり異なっている。イガートン大学の中

などが面白い」とかなりの中国通までに成長してい

国語レベル 3 コース（中級）の学生 B は、「中国語

た。多くのケニア人学生にとって、映画、中国商品

で他の人に勝ちたい。中国に留学して、ケニアで

などを通してしか、中国を理解する機会がない。そ

もっといいチャンスと出会いたい」と目標を語って

のため、孔子学院は中国語教育に限らず、中国の伝

いたが、授業に遅刻して一番後ろに座り、読めない

統文化や現在の文化もケニア人学生に紹介し、中国

部分があると黙っていただけであった。1 年半中国

文化を理解してもらう場を提供している。

語を学んでも、日常会話ができず、漢字もあまり読

さらに、文化衝突の最も激しい部分は価値観で

めない状況である。それに対し、同じクラスの D は、

あり、その最たるものは時間概念ともいえる。勤

「中国に留学し、機械を学んで、ふるさと（モンバサ）

務時間の不満で、中国企業に働くアフリカ人はス

の中国企業に就職したい」と同様の目標を語った

トライキをすることも新聞などで報道されている。

が、教室の 1 列目に座り、知らない漢字があればす

これは中国とアフリカ文化の差異であるため、お

ぐ教師に尋ねていた。「もっと広い範囲の中国語を

互いに不満があり、容易に解消されることもない。

学びたい。コミュニケーションに使える表現をもっ

孔子学院に勤務している中国人教師にケニアのど

と知りたい」と高いレベルを求めている。さらに、

の部分が耐えられないかについて尋ねると、時間概

ただ知り合いの紹介やチラシを見ただけで、中国語

念、効率が悪いといった回答であった。しかし、異

の難しさを知らずに授業に参加する学生は多い。レ

文化を理解することによって、価値観の問題は多少

ベル 1 コースに登録する学生はナイロビ大学で 50

改善できるようでもある。ボランティア E2 は、
「最

人以上、イガートン大学で 30 人以上いたが、レベ

初、授業に 30 分遅れが当たり前だったが、付き合っ

ル 2 まで続けるのはその 6 割程度である。

ているうちに直してくれた。病院を予約してくれた

孔子学院という中国語を勉強できる場所では、教

時、わざわざ中国人の時間概念を医師に伝えて、正

育の質は必ずしも保障されておらず、学生間で学習

確な時間を予約してくれた」と、学生の変化に感動

効果の差が非常に大きい。特に、ケニアにおける孔

する例もあった。確かに、上級コースの授業と比べ、

子学院には、中国語に堪能な学生は少なく、ほとん

新入生の遅刻は多く見られる。ケニア人学生にとっ

どのケニア人学生は中国に留学することによって、

て、日常的に中国人と接触する機会が少なく、孔子

中国語をようやく流暢に話せるようになる。

学院は中国人とコミュニケーションをできる数少
ない場であり、言語習得以外に中国人の生活慣習に

4.2．文化的摩擦を経験し緩和する場
職場で中国語が求められていると同時に、中国文

馴染み、就職後のカルチャーショックを最小限に緩
和するという役割もある。

化とアフリカ文化の間にはかなりの差異も存在し
ている。中国企業と現地企業の対立、労務問題に
加え、文化の軋轢が多く生まれている（尹 2014a）。
中国と関連する仕事をしたいアフリカ人が多いに

５．考察

5.1．個々人にとってのキャリアアップの可能性
ボランティア教師とケニア人学生の双方にとっ
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て、孔子学院はキャリアアップの可能性を提供して

中国語を勉強する機会が少なく、孔子学院のような

いる。

安価に中国語を勉強する機会はさらに希少である。

前述したように、ボランティアは孔子学院で中国

また、孔子学院を通して、中国に対する理解が深ま

語を教えていると同時に、自己の成長のための場と

り、中国との繋がりが強くなっている。ナイロビ大

しても捉えている。この場合、ボランティア活動の

学孔子学院には、中国企業の説明会や、ケニア人中

動機づけの力学（伊藤 2011）から見ると、
「利他的

国語教師の研修なども提供されている。それらの活

動機」より「利己的動機」のほうが優位に働いてい

動によって、ケニア人学生の進路選択が広がり、就

ることになる。今回調査したボランティア教師 8 人

職機会が拡大している。

の中で、国際協力などの「利他主義」の意志を表し

そのため、中国人ボランティア教師とケニア人

たのは 2 人しかいなかった。他の 6 人はすべて、
「知

学生にとって、孔子学院で各々が期待する「学び」

識習得」
、
「将来的利益」などの利己的動機を持って

が可能となり、キャリアアップのための個人的能力

いる。そのため、孔子学院ボランティア教師の募集

を向上させる機会であるといえる。さらに、ボラン

対象である中国人学生にとって、この仕事は他人の

ティアには比較的高額な給料が与えられ、学生は安

ために貢献する「ボランティア」より、インターン

価に授業を受けることができ、負担しなければなら

シップに近い存在であるともいえる。しかしこれは、

ないコストが極めて少ない。すなわち、個人のキャ

実務経験のない大学生の謙虚な反応であり、利他的

リアアップにおける、孔子学院での経験は、教師・

動機がまったくないと考えるのも早計であろう。

学生の両者にとって、ローリスクハイリターンの投

ボランティアへのインタビューと中国語国際教

資であるといっても過言ではない。

育専攻の設置目的からすると、この専攻の卒業生に

しかし、孔子学院はボランティアに対して大きな

とって最も理想的なキャリアパスは、国家派遣教師

機会を提供していると同時に、効果に関して格差が

や大学、国際学校などにおいて、中国語教師として

大きいという課題も存在している。孔子学院はボラ

外国人向けに中国語を教えることである。しかし、

ンティア教師の授業内容について管理する権限を

そのような仕事に就けるのは少数であり、それを目

持っておらず、注意することぐらいが限界である。

指している学生にとって、孔子学院での仕事は最初

そのため、ボランティア教師の中には、日常の授業

のキャリアとして理想的であり、高い給料が得られ、

だけを適当に行い、その他の機会を活用しようと

最善の選択である。数年前、孔子学院での経験は就

しない、自律性の弱い者もいる。また、教師が少な

職時の加点として、かなり有利な立場に立つことが

いため、クラス全員の個別の学習進度を十分に把

できた。しかし現在は、それはなくてはならない経

握できていない。授業中、積極的に質問をしたり、

験であるといわれている。さらに、ボランティアと

発音を練習したりする学生と、黙ったり、遅刻、欠

しての経歴そのものより、その経験から獲得できる

席したりする学生の間には、自然と大きな格差が生

能力にも価値があるともいえる。加えて、英語能力、

じる。つまり、孔子学院は中国人ボランティアとケ

適応能力、コミュニケーション能力といったスキル

ニア人学生に成長の機会を提供する場ではあるが、

は、中国語教師に限らず、他の職業にも役に立つと

それ以上の支援を行うことには限界があり、最終的

考えられる。したがって、ボランティア教師の数が

にその効果をうまく発現させられるか否かは、本人

年々増加するにつれ、就職時に、ボランティア経験

の努力次第でもある。このような格差を少しでも縮

の優位性は低下する傾向があるとはいえ、中国人大

小させるためには、あらたな方策と工夫も必要かも

学生の間にボランティア教師への憧れは依然強い。

しれない。

また、ケニア人学生にとって、孔子学院での学習
は中国語の学習機会であると共に、中国人と交流す
る貴重な機会でもある。大学という身近な場所で、

5.2．大学間交流の促進と新しい在り方
孔子学院の活動と運営は、ほとんど連携している

中国語教育が提供されることは、それぞれの専攻の

両大学間で行われているため、大学に所属している

勉学の妨げが比較的少ない中で、そのスキルを学習

個々人に限らず、両大学間の交流も促進されてい

する機会が提供されているとも見れる。アフリカと

る。イガートン大学と南京農業大学は、長年の交流

いう中国語教育があまり普及していない大陸には、

の上に、孔子学院として新たな交流を始めた例で
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ある。そこでは、もともとある農業交流は継続され

離が縮まり、さらに双方にとってキャリアアップの

ているうえに、孔子学院の設立によって、孔子学院

機会にもなっている。

本部の援助が入り、大学間交流の規模も一層拡大し
ている。2015 年、孔子学院奨学金を獲得し、南京
農業大学に留学するケニア人学生は 5 人いた。孔子

おわりに

本稿では、ケニアにおける孔子学院を事例として、

学院が主催する「漢語橋」という中国語コンテスト

孔子学院の運営実態とその役割、さらに孔子学院が

に参加し、中国に行われる決勝戦まで進出した学生

個々人にもたらす効果を明らかにした。孔子学院は

も 2 人いた。さらに、毎年イガートン大学の教師・

個々人に貴重な機会を提供し、個人のキャリアパス

スタッフ 10 人程度は、南京農業大学を見学し、交

に望ましい影響を与えていることが分かった。中国

流活動も行っている。一方で、ナイロビ大学と天

人ボランティア教師とケニア人学生は、孔子学院で

津師範大学のような全く交流のなかった両大学は、

の双方向の学びを通して、個々の能力を発展させ、

孔子学院をきっかけとして、中国語以外の分野での

就職に必要なスキルを身につけることによって、人

交流も可能としている。2016 年、孔子学院の奨学

生の可能性を広げている。そのため、多くの者は孔

金を獲得し、天津師範大学に留学したケニア人学生

子学院の効果に満足し、肯定的な感想を持っている。

は 56 人いた。現在、ナイロビ大学の教師は、天津

当初、孔子学院に対するイメージは、多くの英語

師範大学でスワヒリ語の授業も開講しているなど、

や日本語で書かれた文献に影響を受け、中国の覇権

相互交流に発展している。

を拡大する政治的なツールではないかと考えてい

孔子学院本部、中国の大学とケニアの大学という

た。援助の視点からすれば、アフリカの大学には財

三者の間に、孔子学院というネットワークが構築さ

政的な負担がなく、ほとんど中国の「丸抱え」で

れ、中国語教育に限らず、他の分野にも交流が波及

あろうと予想していた。しかし、ケニアでのフィー

するようになった。そこで、孔子学院本部は両大学

ルド調査の結果は、孔子学院というプログラムには

の資源を生かし、孔子学院の発展を効率的に遂行す

政治的な色彩が含まれているにしても、学内の既

ることができている。中国の大学は、留学生や外国

存施設を利用し、実に地道なケニアと中国の大学

人教師を受け入れることによって、大学の国際交流

間交流を促進していることに驚いた。往々にして、

をより活発にし、大学としての影響力も拡大してい

先進国と発展途上国の大学間交流は垂直的な関係

る。ケニアの大学は、中国側の協力を生かしながら、

性において行われることが多いが、中国とケニアの

中国語教育や留学の機会、教員交流ができるように

場合（発展途上国同士ということはあるにしても）、

なった。さらに、そのようなネットワークが作ら

その関係性は水平的に保たれている。

れているからこそ、両大学に所属している学生は、

最後に、本研究の課題として、フィールド調査が

前述したようにキャリアアップの機会が得られて

新学期始まって間もなくであったため、授業の履修

いる。ボランティアを選考する際、連携校の学生は

者数と出席者数が少なく、ケニア人学生の視点から

優先され、時には連携校の学生のみを対象に、ボラ

の分析が不足していることが挙げられる。孔子学院

ンティアを募集する孔子学院も存在している。同様

での学習や学びが一体どれほど、どのようにケニア

に、孔子学院の情報を簡単に入手でき、安価な費用

人のキャリアパスに影響が及ぶのか、それを深く探

で孔子学院が提供するプログラムを受講できるこ

索することができなかった。また、個々人に対す

となど、受け入れ大学のケニア人学生にとっても利

る影響には、性格や背景などによって個人差が大き

点がある。

く、より多くのデータを収集し、丁寧な分析をする

つまり、孔子学院に関わる組織と個人が共栄でき

ことも必要である。中国の連携大学におけるケニア

る、新しい交流の在り方であるともいえる。中国語

人学生の学びについても、今後調査したいと考えて

教育に限らず、他の分野での交流活動を展開できる

いる。

など、すべて大学のニーズによって自由にその方向
性を転換でき、最適な教育交流を可能とする潜在力

謝辞

がある。したがって、孔子学院がもたらす大学間交

現地調査にご協力いただいたナイロビ大学孔子

流があるからこそ、中国人とケニア人の心理的な距

学院およびイガートン大学孔子学院の方々に、心

ボランティア学研究

Vol.18

125

李

霽・澤村

信英

より御礼申し上げます。本稿の執筆にあたっては、

The Impact of Aid on Development. Review of African

金子聖子氏（大阪大学）と小川未空氏（大阪大学）

Political Economy 35: 73-92.

に貴重なご助言を賜った。ここに記して深謝の意を
示したい。

Paradise, J. F. 2009. China and International Harmony: The
Role of Confucius Institutes in Bolstering Beijing’s Soft
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中国語文化外交）．修士論文．復旦大学．
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査時点で、彼は任期の 9 か月目で、直接インタビュー

フリカに派遣される孔子学院ボランティア教師に

をした。続いて、帰国後の感情変化について、オン

関する研究）．長春師範大学学報・人文社会科学版

ライン調査で行った。

32(3): 136-137.

2015 年 9 月～ 2016 年 9 月、1 年間ナイロビ大学孔

孔子学院本部．2007．孔子学院章程（孔子学院規約）[http://
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The Management and Role of the Confucius Institutes in Kenya:
The Career Paths of Chinese Volunteer Teachers and Kenyan Students
Li Ji and Nobuhide Sawamura
(Osaka University)
The Confucius Institute Project has been functioning out all over the world since 2004. This project aims to disseminate
Chinese language and culture around the word. In recent years, with the significant increase in Chinese direct investment
in Africa, the need for Chinese language education has continued to grow up. To fulfil this need, the Chinese government
has been promoting the project and supporting the establishment of more Confucius Institutes in Africa. Every year,
hundreds of university graduates or postgraduate students are dispatched to Africa as Chinese volunteer teachers. This
paper, taking the Confucius Institutes in Kenya as a case study, aims to address the impact of Confucius Institutes in
Kenya on the career paths of Chinese volunteer teachers and Kenyan students. Based on the interviews it was found that
for both Kenyan students and Chinese volunteer teachers the experience of teaching or studying in Confucius Institutes
may enhance their employability. This is because they can master various skills which are required in job-hunting such
as Chinese language and communication skills and practical experience. Furthermore, a Confucius Institute can be set
up and work with the cooperation of a Chinese university and a foreign university. The Confucius Institutes are not
only providing Chinese language education, but are also playing a key role in enhancing and activating international
cooperation between Chinese and African universities.
Keywords : Confucius Institute, Chinese language education, volunteer teachers, career path, international cooperation
among universities
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地域における子どもの外国語活動
－堺市南区御池台校区の取り組みを事例として－
西

川

令

子（御池台校区まちづくり協議会委員）

【要旨】
2011 年度より小学校の英語教育が小学 5,6 年生を対象に外国語活動として始まった。また、2020 年からは
小学 5,6 年生で英語が教科となり、外国語活動は小学 3,4 年生から導入されるなど、英語教育の早期化が始ま
り、地域では子どもの英語教育に対する関心が高まっている。
大阪府南部泉北ニュータウンに位置する御池台では、外国人を招いて、子ども達が英語や外国の文化に触
れる交流の場「英語村」を作った。
この「英語村」では、(1) 外国語でコミュニケーションをとることの楽しさを体験すること (2) 異なる文化
の人々との交流の体験を通して、異文化への理解を深めること、を目的とした。
「英語村」は、御池台のまちづくり協議会が主催し、2011 年より 9 回実施され、多くの子どもが参加した。
運営は、近隣の大学の留学生が外国人ボランティアとして参加し、地域住民で構成されている地域ボラン
ティアと協力して行っている。
本稿では、2016 年第 9 回の活動を中心に、参加者、外国人ボランティア、地域ボランティアの感想を分析し、
地域が子どもの外国語活動にどのように取り組んできたのかを報告したい。
【キーワード】子ども、外国語活動、異文化間交流、ボランティア

はじめに

では、外国語活動の目標を「外国語を通じて、言語

大阪府南部に位置する泉北ニュータウン御池台

や文化について体験的に理解を深め、積極的にコ

では、連合自治会がまちづくりに積極的に取り組

ミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図

み、多様な事業を展開している。

り、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませな

御池台に自治会が発足したのは昭和 56 年である。

がら、コミュニケーション能力の素地を養う。」と

当初は若い世帯が住む街であったが、近年では高

ある。

齢化が進み、自治会の行事も高齢者を対象にしたも

これに基づいて、御池台の「英語村」では、子ど

のが多い。連合自治会では、子育て世代に魅力のあ

も達に異なる言語や文化を持つ人々と交流する場

る街にしたいということから、まちづくり事業のひ

を作り、外国語を使って積極的にコミュニケーショ

とつとして、子ども対象の外国語活動を実施してい

ンをとることや、異文化に触れることの楽しさを体

る。筆者はその外国語活動の地域ボランティアとし

験してもらうことを目標とした。

て関わり、子ども対象の「英語村」を 2012 年より
9 回実施した。
今回は 2016 年 12 月に実施した第 9 回「英語村」
を中心に、地域が子どもの外国語活動にどのように
取り組んできたのかを報告したい。

1-2．「英語村」の活動
御池台の英語村は 2012 年 8 月に始まり、これま
でに 9 回開催された。（表 1・表 2）
大阪府立大学や桃山学院大学の留学生が外国人ボ
ランティアとして、英語絵本読み聞かせや英語ゲー

１．「英語村」の概要
1-1．「英語村」の目的

文部科学省の現行学習指導要領・生きる力第 4 章

ムなどを行い、子ども達が遊びを通して英語に触れ、
外国人とコミュニケーションをとる体験の場である。
場所は御池台地域会館で実施され、対象は小学 6
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年生までの子どもとした。小学 1 年生以下の子ども

すことができる。プログラムの考案や、教材作成は、

は保護者の同伴が必要である。参加費は 500 円（教

地域の日本人ボランティアである（表１）。

材費）を徴収している。
外国人ボランティアは有償ボランティアとし、近

1-3．2016 年度第 9 回「英語村」の取り組み

隣の大学に留学生の派遣を依頼した。

2016 年 12 月 4 日に「クリスマス英語村」を実施

また、堺市国際課とも連携し、国際課の外国人職

した。2012 年の開始から数えて 9 回目の開催である。

員の協力も得た。

主催は御池台校区まちづくり協議会で、堺市の

派遣された留学生は、多くが半年間程度の交換留
学生で、出身国は様々である。日本語はある程度話

「地域まちづくり支援事業」の予算を使って実施さ
れた。

表１ 「英語村」活動記録
日本人
ボランティア

外国人ボランティア

内容

3名

11 名（アメリカ、ウクラ
イナ、ロシア、ペナン）

英語絵本読み聞かせ、アルファベットタペス
トリー作成、世界の地理ゲーム

2012 年 10 月ハロウィン英語村
第 3 回 （御池台連合自治会福祉委員会
異文化交流事業）

5名

１名（ペナン）

英語絵本読み聞かせ、ハロウィンバッグ作成、
トリック・ア・トリート

2012 年 12 月クリスマス英語村
第 3 回 （NPO 法人ピュア・ハート御池
〈堺市福祉協議会助成事業〉）

5名

3 名（ペナン、ニュージー
ランド、中国）

英語絵本読み聞かせ、英語ビンゴゲーム、ク
リスマスコンサート（大学生ボランティア 5 名）

2013 年 3 月英語村
第 4 回 （NPO 法人ピュア・ハート御池
〈堺市福祉協議会助成事業〉）

6名

4 名（フランス、ニュー
ジーランド、イギリス、
中国）

英語絵本読み聞かせ、絵カードゲーム、ヒン
トゲーム

第1回

2012 年 8 月夏休み英語村
（堺市地域まちづくり支援事業）

第5回

2013 年 12 月クリスマス英語村
（堺市地域まちづくり支援事業）

6名

5 名（ニュージーランド、
英語絵本読み聞かせ、英語クラフト、ヒント
ポーランド、ドイツ、ロ
ゲーム、ビンゴゲーム
シア）

第6回

2014 年 10 月英語村
（堺市地域まちづくり支援事業）

6名

8 名（ニュージーランド、 英語絵本読み聞かせ、買い物ゲーム、ハンバー
インド、中国、ポーランド、 ガーショップゲーム、英語クラフト、ビンゴ
アメリカ）
ゲーム

第7回

2015 年 10 月英語村
（堺市地域まちづくり支援事業）

7名

8 名（カナダ、ポーランド、
英語絵本読み聞かせ、絵カードゲーム、魚釣
ポルトガル、ロシア、イ
りゲーム、英語クラフト、ビンゴゲーム
ンドネシア、アメリカ）

第8回

2016 年 8 月英語村
（堺市地域まちづくり支援事業）

5名

4 名（ロシア、ポーランド） 御池台ふるさと祭り模擬店出店

第9回

2016 年 12 月英語村
（堺市地域まちづくり支援事業）

6名

8 名（マレーシア、ポー
英語絵本読み聞かせ、宝さがしゲーム、絵カー
ランド、ロシア、イタリア、
ドゲーム、クリスマスクラフト、ビンゴゲーム
ドイツ , アメリカ）

表２

学年別参加者人数（2012 年 8 月は記録無し）

年少

年中

年長

小1

小2

小3

小4

小5

小6

合計

2012 年 10 月

0

0

12

6

3

3

4

2

0

18

2012 年 12 月

2

1

6

3

10

3

3

5

3

36

2013 年 3 月

0

2

6

1

1

4

6

2

0

22

2013 年 12 月

1

11

14

17

11

19

11

10

3

97

2014 年 10 月

0

6

8

8

13

6

8

3

2

54

2015 年 10 月

0

7

5

10

11

12

9

7

2

63

2016 年 12 月

2

1

5

8

13

8

7

4

2

50
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御池台校区まちづくり協議会とは、地域住民が自
ら主体的・自己完結的に活動を行い、地域のまちづ

もが外国人とコミュニケーションをとる体験がで
きる。

くりを推進するための組織であり、校区連合自治会

英語ビンゴゲームは、プログラムの最後に全員を

を中心に、地域で活動する多様な団体で構成されて

ひとつの会場に集めて行う。ビンゴすれば外国人ボ

いる。

ランティアから賞品を受け取ることができる。

参加している団体は、小学校、中学校、校区福祉

英語村終了後は、地域ボランティアと外国人ボラ

委員会、連合子ども会、民生児童委員会、老人ク

ンティアが一緒に片付けを行い、その後反省会を開

ラブ連合会、連携協力関係にある NPO や地元企業、

く。1 時間半の各プログラムを日本人と外国人がペ

商店会などである。

アになって取り組むため、
「英語村」終了時にはすっ

今回は、桃山学院大学の留学生に有償ボランティ

かり打ち解け、反省会ではお互いの出身国や習慣、

アを依頼した。留学生は、マレーシア人１名、ポー

日本での生活の話をするなど、お互いの文化を知る

ランド人 2 名、ロシア人 2 名、イタリア人１名、ド

場になっている。

イツ人１名、アメリカ人１名であった。
地域ボランティアが内容を考え、準備をし、当日
は留学生が、用意されたプログラムを英語で実施す

２．「英語村」の成果と課題

「英語村」の成果については参加者の保護者、外

る。今回のプログラムは、英語絵本読み聞かせ、英

国人ボランティア、地域ボランティアの感想を分析

語カードゲーム、宝探しゲーム、クリスマスリース

することで考察を行った。

工作、英語ビンゴゲームであった。地域ボランティ
アと留学生との打ち合わせは当日のみであるため、
事前準備を丁寧にする必要がある。

参加者については就学前の子どもや低学年の児
童が多いため、その保護者に感想を求めた。
子どもの最大の観察者は保護者であり、保護者に

子どもは小学 6 年生までが対象で、今回の最年少

子どもの様子を尋ねることは意味があると考えた

は 3 歳であった。低学年の子どもの参加が多いため、

からである。参加者の保護者には「英語村」が終了

絵カードを活用し、ゲームや工作などの英語プログ

した翌日、全員にメールで感想を求め、6 名の保護

ラムを、スタンプラリー形式で自分のペースで回れ

者から感想が返ってきた。

るようにして、小さい子どもでも無理なく参加でき
るように工夫した。
英語絵本読み聞かせは、子どもが英語を聞けるだ
けではなく、外国の文化も知ることができる。絵だ

外国人ボランティアには、「英語村」終了後に全
員にその場で感想を書いてもらった。
地域ボランティアには、後日感想を書いてもら
い、それを分析した。

けでストーリーが想像できるシンプルな絵本を選
び、外国人ボランティアは絵本を読むだけではな

2-1．参加者の保護者の感想（表３）

く、そこに出てくる動物や物の単語を子どもと一緒

保護者の感想からは①異文化交流に対する意識

に発音する。

②英語コミュニケーションに対する意識

絵カードゲームでは、反対語カルタや、絵カー
ドを並べて英語でヒントを出して子ども達にどの
カードかを当てさせるヒントゲームを行った。

語学習に対する意識

③英

の３種類を見つけることが

できた。（下線部は意識を表現している箇所）
感想から、どの年齢の子どもの保護者からも、

クリスマスリース工作は、あらかじめ準備をして

もっと外国人とコミュニケーションを取らせたい

おいたサンタクロースやトナカイなどの絵を子ど

という要望が見える。学習面では、低年齢の保護者

もが選び、紙皿に貼って完成させる。

は子どもに英語を楽しく触れさせてやりたいとい

宝探しゲームは、箱の 4 面に英単語と絵が描いて
あるカードを貼り、それを 40 個ほど置いておく。

う要望、小学生になると発音などの学習要素も取り
入れてもらいたいという要望になってくる。

子どもはどの英単語が貼られている箱をとって
くるかを指示された紙を渡され、外国人ボランティ
アとペアになって指定された箱を探すというもの
である。ペアになることで、参加した全ての子ど

2-2．外国人ボランティアの感想（表４）
外国人ボランティアの感想では、①英語学習に
対する意識

②地域ボランティアに対する意識
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表３

参加者の保護者の感想

(1) 異文化交流に対する意識
どうしても工作に時間をかけてしまって、半分くらいは工作の時間だったかも。せっかく外国の方と触れ合う機会なのに、そこはもっ
たいないのかな〜と思いました。（７歳）
普段なかなか外国人の方と接する機会がないので、いい刺激になりました。(3 歳 )
先生たちの事、もっと聞きたかったです。出身はどこなのか？自己紹介してもらいたかったです。(3 歳 )
(2) 英語学習に対する意識
親としての希望を申し上げるなら、やはりフォニックスの発音練習はしてほしいな〜と思います。（もちろん文法もやってもらえると
ありがたいです。）（7 歳）
お勉強とならずに楽しく英語で遊べる場にしてほしい。（3 歳）
何回か参加してきていますので、発音練習を取り入れて、文法を学べるプログラムがあれば、より良いと思います (9 歳 )
英語は初めてでしたが、優しく接していただき、興味が持てたみたいです。（8 歳）
(3) 英語コミュニケーションに対する意識
絵本の読み聞かせの時に少し単語を言うチャンスがあったくらいなので、もう少し喋る機会があると嬉しいです。(9 歳 )
貴重な時間なので、ワンフレーズでも普段口にできるような言葉を一つでも覚えて、収穫できればと思います。 (3 歳 )

表４

外国人ボランティアの感想

(1) 英語学習に対する意識
Cared game are very useful while leaning English.
カードゲームは英語を学ぶのにはとても役に立ちます。
The children are nice, they asked me for help or explanations if it was necessary. I found it first a little bid difficult to explain in
everything in English because they didn’t understand me well a ways bud in this cues I always found a way to explain it difficult, I
just showed to the what they had to do or did something like this. I think it will be better they asked me something in English.
子ども達は私に説明を求めてきたが、すべてを英語で説明するのは難しかった。子ども達は私の言うことをよく理解できず、私も他の
表現で説明するのは難しく感じ、子ども達にするべきことを示すだけだった。子ども達が英語で質問してくれれば良かったのにと思う。
I was really surprised by the Kids’ English skills!
They are very young but most of them already knows the basics and can understand. I also think that games are a really good way
to learn something especially language.
子ども達の英語のスキルは素晴らしかった。彼らは小さいがすでに基礎がわかっていて、理解している。ゲームは言語を学ぶのには
とても良い方法だ。
It’s a good way to learn some simple words by the games.
このようなゲームはシンプルな単語を学ぶのにとても良い方法です。
Today was a lot of fun but a lot of the books were too hard for the children.
今日はとても楽しかったです。しかし子ども達に難しすぎる本もたくさんありました。
(2) 地域ボランティアに対する意識
The event was very well preared so I was usuful.
イベントは良く準備がされていました。
All games were well prepared.
どのゲームも良く準備がされていました。
I think that you are doing really good work.
あなた達はとても良い活動をしている。
(3) 体験活動に対する意識
Children were very active and I was very will experience to play with them.
子どもたちはとても積極的で、私には子どもたちと活動することがとても良い経験になりました。
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It was a very good experience for me.
とても良い経験になりました。
I’d like to participate in events like this more often, that’s a great experience and cultural exchange.
私はこのようなイベントにこれからも参加したいです。これはとても素晴らしい経験と文化交流です。
That was nice and I think, that kids enjoyed today’s event so much!
楽しかったです。子ども達もイベントをとても楽しんでいました。
I’m so glad to be have and play with the kids. Thank you.
私は子ども達と一緒にゲームができて、とても嬉しいです。ありがとうございました。
It was fun and the children seemd to have a wonderful time.
とても楽しかったし、子ども達もとても楽しんでいたようです。

③体験活動に対する意識を見つけることができた。

の外国人ボランティアとのコミュニケーションの

なお、外国人ボランティアの感想は修正を加えず、

体験を通して、文化や考え方の違いに気づいていっ

誤字・脱字もそのまま記載している。

たことがわかる。

地域ボランティアは、外国人ボランティアとは当

外国の教材を使用した際には、日本ではみかけな

日に１時間程度の打ち合わせしか持てないため、外

い絵カードがあった。それは食べ物であったり、動

国人ボランティアが戸惑うことなくプログラムが

物であったりした。外国人ボランティアとの教材準

スムーズに進むように、準備を丁寧にしている。そ

備でのやり取りで、あらためて国の違いによる文化

の点を外国人ボランティアは評価した感想を書い

の違いを実感した。

ているので、外国人ボランティアと地域ボランティ

また、留学生に、気を使ってもらう、気を回して

アは上手く連携がとることができているといえる。

もらう、ということは期待できず、役割や時間など

英語学習については、外国人ボランティアは英語

のルールは最初にきっちりと伝えておいた方がお

が母語ではなく、自分自身も英語の学習体験を持っ

互いに誤解がなくスムーズであることが、回数を重

ている。感想から、子どもの英語学習には関心を

ねるにつれてわかってきた。留学生の行動について

持っていることが読み取れる。

も、最初は戸惑うようなこともあったが、次第に行

外国人ボランティアのほとんどが「良い体験に

動の背景にある文化の違いを考え、理解できるよう

なった」
「楽しかった」という感想を書いていた。
「英

になり、地域ボランティアが不満を感じることは、

語村」の体験が、外国人ボランティアとして参加し

ほとんどなく無くなった。

た留学生自身の異文化交流の学びの場にもなった
と思われる。

2-4．地域ボランティア役割の推移

また、9 回の「英語村」活動を通して、留学生（外

（表 6）は地域ボランティアの役割の推移である。

国人ボランティア）が１度も遅刻や欠席をしたこと

地域ボランティアは第 1 回〜第 4 回では留学生と

もなく、大学の担当者の話からだが、募集をすると

直接に接する役割ではなかったため、話をすること

大勢の応募があるということから、留学生の異文化

はなかった。コミュニケーションを取ることは、む

交流活動と御池台の「英語村」が上手く合っている

しろ消極的に見えた。しかし、教材準備を参加する

と考えられる。

ようになった頃から、コミュニケーションを取る必
要が出てきて、抵抗感は薄れ、むしろコミュニケー

2-3．地域ボランティアの感想（表５）

ションを楽しむようになったように感じた。

5 名の地域の住民が地域ボランティアとして第１

「英語村」を始めた当初は、地域ボランティアは

回から関わってきた。その役割は変化している。ま

当日のみのお手伝いという意識であったが、教材

た、今回、5 名のうちの 2 名から感想を聞くことが

作成から関わるようになった頃から主体的に取り

できた。

組むようになり、準備の打ち合わせでは意見や提

（ボランティア A）は留学生との交流の経験があ
り、最初から戸惑うことなく外国人ボランティア

案が活発にでるようになった。下線部は増えた役
割である。

と接していた。（ボランティア B）は「英語村」で

ボランティア学研究

Vol.18

135

西川

令子
表５

地域ボランティアの感想

(1) 気づきと理解
私自身、英語が好きで、学生時代 ISA（日本国際学生協会）京都支部に所属して主に東南アジアの留学生と交流していました。
（ボランティ
ア A）
ブースでペアになった留学生と話すのが楽しかったです。（ボランティア A）
いろいろな動物が出てくるカードに、日本では馴染みのない動物が載っていました。留学生に尋ねると、その国では小さな子どもも知っ
ている馴染みのある動物だと教えてくれました。（ボランティア A）
軽いお手伝いのような感じで考えていました。（ボランティア B）
留学生に対しては、最初のうちは下手な英語を使いつつコミュニケーションをとるなど、かなり無理して接していたような気がします
が、英語村の回数を重ねていくたびに、あまり気を遣わず普通に接すればいいという考えに変わりました。留学生自体がこちらの変な
気遣いなどは求めていないことに気付いたからです。そこは、日本人の学生とは少し異なる部分のように感じます。
（ボランティア B）
留学生としての意識も高く、日本の文化や日本語に対して深く興味を持っているので、逆に日本語で話しかけてあげる方が彼らにとっ
て良いのではないかというふうに今は考えています。（ボランティア B）
(2) ボランティア活動に対する意識
回を重ね、留学生とペアになり、各コーナーを担当することで、良い意味で責任感を感じるようになりました。（ボランティア A）
英語村が続くとうれしいですね。（ボランティア A）
日本人ボランティアの一人としては、子供たちだけでなく、お手伝いに来てくれる留学生に対してもホスピタリティのような気遣い
が必要だと感じ、ある程度の緊張感や責任感をもって参加させていただくようになりました。（ボランティア B）
英語村は、外国人留学生、地域の子供たち、地域の方々など、様々な国や年齢を超えた人々が集まる場所です。ボランティアとしては、
それぞれの文化や考えの違いなどを考慮しながら行動していくことも大切だと思いますが、その違いを楽しめる余裕も必要だと考え
ています。（ボランティア B）

表６

地域ボランティアの役割

第 1 回〜第 4 回

会場準備、受付、子どもの誘導、会場片付け

第5回

会場準備、受付、子どもの誘導、会場片付け、留学生のアシスタント

第6回

会場準備、受付、子どもの誘導、会場片付け、留学生のアシスタント、教材作成

第 7 回〜第 9 回

会場準備、受付、子どもの誘導、会場片付け、留学生のアシスタント、教材作成、プログラム考案

３．英語村の課題と改善

保護者からは、英語村の課題として、子どもと留

学生のコミュニケーションをとることが不十分と

もうひとつの課題は、英語村の継続性である。英
語村は小学生までが対象であるため、小学校を卒業
すればそこで英語村活動は終了している。

いう意見が出され、また、実際、子どもが恥ずかし

しかし、異文化理解を深めるためには、このよう

がって留学生に近寄ろうとしない様子が多く観察

な体験を継続することが大切であると思われるた

された。

め、次回は中学生、高校生、大学生を対象に国際ジュ

次の英語村では、この点を改善するため、子ども

ニアボランティアを募集し、小学校卒業後はボラン

のグループを作り、グループごとに外国人を配置

ティアスタッフとして英語村を体験してもらえる

し、すべてのプログラムを同じ外国人と一緒に取り

ようにする予定である。

組む形式に変更する予定である。
同じ外国人ボランティアと１時間半一緒に過ごす

また地域の課題として、外国人や英語教育に対す
る考え方に柔軟さが欠ける傾向がある。

ことで、子どもがその外国人ボランティアに慣れ親

子どもの英語教育に関して、かつては「子どもの

しみを感じれば、コミュニケーションをとりやすく

時期は英語より日本語が大切」「英語教育の早期化

なるのではという効果を期待しているものである。

は英語嫌いを作る」などの批判的な考え方が多かっ
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た。しかし、正式に小学校で英語教育が始まってか

例えば、保護者や地域の大人も一緒に参加し、課題

らは、新しい英語教育への考え方や教育方法の研究

を出し合い、より良いものを作っていける。地域主

が進み、保護者からも、早くから子どもに英語に触

催の活動には、このような意義もあると考える。

れさせたいという要望が多い。
子どもの英語教育は始まったばかりである。「英

謝辞

語村」も手探り状態であるが、このような活動をす

地域ボランティアとして取り組みに参加し、本稿

ることにより、地域の英語教育に対する考え方も進

作成にも協力いただいた秀氏、市橋氏、佐藤氏、平

んで行くと考えられる。

林氏、小久保氏に感謝いたします。

異文化理解に関しては、「英語村」は使用する言
語は英語であるが、外国人ボランティアの出身国は
様々である。子どもたちはいろいろな国の人と触れ
合うことで、貴重な体験をしている。回数を重ねる
ことで、地域の大人たちにも異文化理解の広がりを
期待したい。

おわりに

これまでは中学校から始まっていた英語教育が

外国語活動として小学校から始まった。今後予定さ
れているように、英語が教科となれば、成績がつけ
られ、小学生にも受験や競争を視野に入れた教育が
過熱していくことであろう。
しかし英語を学ぶことは受験や将来の仕事のた
めだけではない。英語や異文化を知ることは、多様
な考え方や視野を持ち、自分の人生を豊かにしてく
れる。子どもたちに「外国語を学び、異文化にふれ
ることは楽しいこと」ということを感じてもらい、
これから始まる英語学習の動機のひとつになるこ
とを期待する。
また、大人に関しては 2012 年から英語村を続け、
地域ボランティアの異文化に対する理解の深まり
を見て、このような活動の継続することの重要性を
感じた。
言葉は通じなくても、一緒に何かを行うというこ
とでお互いを知ることができ、良好なコミュニケー
ションをとることが出来るようになる。今後、日本
では労働人口の減少により、福祉の現場等で外国人
が働く場面が増えていくことが予想される。英語
村のような活動は子どもだけではなく、大人にとっ
ても異文化を理解し、外国人と良好な人間関係を結
び、変化する社会に適応するための貴重な体験の場
であると思われる。
地域では、学校のルールにとらわれることなく自
由度の高い企画で、子どもや大人たちに異文化理
解や外国人とのふれあいの場を作ることができる。
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Foreign Language Activities for Kids at Sakai Miikedai Community
Reiko Nishikawa
(Miikedai Machizukuri Committee Member)
The English education program in Japan’s elementary schools began in 2011 as a foreign language activity that was
intended for the fifth and sixth grades. From 2020, English will become a regular school subject for fifth and sixth
graders in elementary school. Also, it will be part of the foreign language activities program for the 3rd and 4th grade in
elementary school. In this way, English language education tends to be an important part of early-childhood education.
For this reason, many are interested in English education for children and have an interest in it for the local communities.
The residents in Mikedai, located in Semboku New Town in the southern part of Osaka Prefecture, have invited foreigners
to participate in an activity called “English Village.” The organizer for the “English Village” is “the Mikedai Machizukuri
Committee,” and since its inauguration the program has been conducted nine times since 2011. “English village” had the
following goals for participants: (1) To experience the joy of communication in a foreign language; and (2) To experience
communication with people from different cultures and to further their understanding of different cultures. International
students from neighboring universities have participated as volunteers and have cooperated with the local residents who
also worked as volunteers. In this article, I report on the efforts and results of foreign language activities for children in
the area by analyzing the narratives of participants, foreign volunteers, and the volunteers from the community, focusing
on the ninth activity in 2016.
Keywords : children, a foreign language activity, intercultural communication, volunteers
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TEM でひろがる社会実装―ライフの充実を支援する
安田裕子・サトウタツヤ編著

誠信書房（2017 年）
山

口

洋

典（立命館大学）

本書は編者らによる三部作の完結編である。1 作

発の現場への導入を想定してみよう。紛争が起きた

目は研究法としての確立の過程をまとめた『TEM

とき、その対処と解決の方法は複数ある。緻密な計

ではじめる質的研究』
（2009 年）
、2 作目は理論的観

画によって選択肢を定める場合もあれば、突発的な

点を詳述しつつ方法論としての拡張可能性を示した

事態に対応するために即興的に振る舞うこともあ

『TEM でわかる人生の径路』
（2012 年）だ。3 作目

るだろう。

は序章と 5 章の解説のあいだ、1 章から 4 章までを

TEA 風に言えば、いくつかの選択を定めた時点

実践的研究の紹介に割いている点が特徴である。そ

や選択を迫られた場面が分岐点であり、紛争が解決

れが書名に「社会実装」と掲げられた理由であろう。

されることが等至点である。また、等至点が設定で

TEM と 記 し た と こ ろ で、 そ の 3 文 字 に 馴 染

きれば、その対極にある状態を想定することもでき

み の な い 人 が 多 い だ ろ う。TEM と は Trajectory

る。そして、等至点に至るプロセスは複数あること

Equifinality Modeling の頭文字を取ったもので「複

を前提にすれば、唯一の選択肢しかないという思い

線径路・等至性モデリング」と呼ばれている。流れ

込みを解くこともできる。経営戦略の議論における

る時間に対して、ある人（たち）のある時点からあ

バックキャスティングの発想にも通じるだろう。

る時点までの Life を図に表したのが TEM 図である。

ただし、TEM 図の作成過程では、心理学の観点

そうして図化されていく際の方法論と図化されたも

から、
そこに至るまでに、
どのような促進要因
（Social

のへの解釈を巡る理論的観点を体系的にまとめたも

Guidance：SG）、阻害要因（Social Direction：SD）があっ

のが TEA（Trajectory Equifinality Approach）であり「複

たのかが探られていく。こうして TEA は、過去への

線径路・等至性アプローチ」と呼ばれている。

意味付けを行う研究法かつ未来への意思決定のツー

TEM の方法論および TEA の理論構築にあたって

ルとして、その位置を獲得しつつある。ここまで本

は、オールボー大学文化心理学研究センターのチェ

書が取り扱う理論と方法論の解題に分量を割いてき

アプロフェッサーであるヤーン・ヴァルシナー教授

た。さて、読者の関心を駆り立てられただろうか？

の貢献が大きい。ヴァルシナー教授は、ヴィゴツ

TEM や TEA に馴染みのない読者には、9 つの事

キーをはじめとしたロシア心理学をもとに、人間の

例から自らが興味を抱いたものを読んで欲しい。そ

生命や生活や人生は常に開かれた「オープンシステ

して序章、5 章で理論を深め、再び同じ事例、さ

ム」であると位置づけ、生から死へと流れる時間の

らに別の事例を読むとよいだろう。本書はサンド

中で過去から未来への発達は「多重線形性」をもつ

ウィッチやハンバーガーのように、具（事例）をパ

と示した（Valsiner, 2000）。より平明な言い方をす

ン（理論）で挟む構成となっている。具を先に味わ

れば、意識しているしていないかにかかわらず、人

うことで、新たな方法論の醍醐味に触れて欲しい。

は複数の可能性を選択しながら戻ることのできな

とりわけ 1-1 は TEA の理論により TEM 図を作成

い時間を生きている。このことを本書の用語で表現

するという方法を用いて集団の動態を明らかにす

すれば、人は非可逆時間においていくつかの分岐点

る研究の好例である。TEA と TEM 図の概要が示さ

を経て等至点に達する、という言い方になる。

れているため、序章や 5 章、また関連書籍に触れて

TEA は、当事者を研究の世界に「ご招待」（p.6）

いない読者にも方法論への理解が促されるだろう。

し、TEM 図の作成を通して、当事者が過ごした時

そして、1 人の留学生が社会人になっていく過程で

間における出来事の意味と価値を見える化する研

どう敬語を習得していったかを 4 ページにわたって

究法である。本書では「研究したいことは何でも」

描いた TEM 図（pp.32-35）と、TEA を構成する理

（p.5）設定できると示されていることから、国際開

論の一つ「発生の三層モデル（TMLG）」に基づき
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「コミュニケーション観の変容」（p.43）が図化され

は 21 世紀の科学では「いつでも、どこでも、誰にも、

ている。これらにより、TEA は TEM 図を作成する

誰にも、何にもあてはまる過度に抽象的・普遍的理

ための方法論にとどまるものではないことが十分

論ではなく、場所や文脈で生起する出来事の現実に

理解できるだろう。

合う、複数の水準の理論を組み合わせる」という「理

他の 8 つの事例も、それぞれに特徴がある。それ
らは、現場へのアプローチに特徴があるもの（2-2：

論と実践の対話」が重視される必要を説いている
（p.451）。

キャリアデザインの授業における自己 TEA 分析の

TEA が産声を上げてから 10 年あまり、実践的研

テンプレートの開発・導入、4-1：言語聴覚士の研

究への援用が進みつつ理論的にも発展の過程にあ

究者がセラピストの当事者として TEM 図を作成）

る中で出版された本書の評を閉じるにあたり、語用

と、TEM 図の作成・表現方法を工夫して方法論的

の問題を指摘しておきたい。それは英語の頭字語に

な可能性を提示するもの（1-2：対極的な 2 者の比較、

よる略語が多いことである。これはヨーロッパ生ま

2-1：TEM 図に TMLG を統合、3-1：3 名の共通点・

れ日本育ちの理論を非日本語圏でも広く普及する

相違点から SD と SG のパターンを同定、3-3：時間

ようにと、英語表現とアルファベットによる略語を

軸を縦にして表現、4-2：主観的な感情を描いたラ

忠実に設定したことによるのだろう。そう考えてみ

イフライン図から TEM 図への拡張）に大別できる。

れば、先程の「普遍的な知識の蓄積」とは、普遍的

また、扱われる対象も多彩（中国人日本語学習者、

な結果を導くのではなく方法論としての普遍性を

ネイティブ日本語教師、社会人看護学生、患者によ

追究することを意味しているのだと合点がいく。

る暴力被害を受けた精神科看護師、生徒の死亡事故

改めて副題にも目を向けつつ、TEM 図の作成を

を経験した養護教諭、がんで配偶者を亡くした人、

含む TEA という理論が「生命・生活・人生をまっ

吃音幼児のセラピスト、大学生への相談員）だ。読

とうする場のあり方、そこで生きる人間のあり方

者は先行研究で示された図解に自らの研究テーマ

を描く」（p.213）ものであることを確認しておこ

を重ね、どんな過程を可視化できるか試してみる

う。生命・生活・人生はいずれも Life の一語で示

と、自ずと理論的な観点にも目が向くだろう。

されるものの、それぞれ意味合いが異なる。こうし

評者はかねてより現場研究の方法論に関心を向

た訳語の多重性や多義性の視点から、5 章で解説さ

けてきた（山口 , 2007・2011）。そのため、科学論

れる必須通過点（Obligatory Passage Point）に対し

を展開する序章や文化研究の意義を説く 5 章で、編

て「宿命的関門」の日本語を、そして英語では関所

者らが 9 つの事例に言及する趣向にも好感が持て

の着想から Fateful Hurdle もしくは海峡の着想から

る。 加 え て、 モ ー ド 論 に 対 し て は Atsumi（2007）

Destined Channel という表現を提示したい。これは

による志向性と成果をもとにした科学の 4 分類を、

序章で「『必須』という表現は『通常ほとんどの人

「発生の三層モデル」には大澤（1990）の身体論を、

がという程度で理解」
（p.14）するよう促し、5 章で「文

「人が複数の文化を抱える」（p.215）という文化心

字どおりの『必須』ではない」（p.210）と改めて注

理学の基本姿勢には小説を通して「分人」としての

意を向けねばならない程、日本語の字義に囚われる

存在を訴えた平野（2012）の視点を想い起こした。

ことが想定内とされた点への理解と一読者として

一方で「普遍的な知識を蓄積すること」（p.213）を

の私案である。

目指すという表現には、自然科学もしくは自然科学

なお、あとがきには 3 部作を閉じるにあたり、今

を基礎とした近代科学の概念を引きずっているよ

後の出版への展望も示されている。あいにく、ここ

うにも思われる。

に国際ボランティアに直接関わる言葉を見出すこと

TEA の歴史はそれほど長くはない。その産声を

はできない。本書および関連書籍の通読により、我々

上げ始めた頃の出来事として「2005 年に第 69 回日

もまた、研究法としての洗練とよりよい社会への導

本心理学会（慶應義塾大学）で文化心理学のワー

きのために、TEM および TEA の世界との遭遇と融

クショップを開催したとき」（p.214）を回想する記

合可能性を模索してよいだろう。編者、著者らの労

述がある。確かにこの頃は、序章でも取り扱われて

を多として、専門分野やテーマをトランス（融合）

いるように、特に人文・社会科学の方法論につい

した知の構築がさらに進むことを期待してやまない。

て精緻な議論が高まった。例えば、やまだ（2006）
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TEM でひろがる社会実装―ライフの充実を支援する

Atsumi, T. 2007. Aviation with fraternal twin wings over the

チョンを研ぎ澄まし、Life の可能性を追究していくため

Asian context: Using nomothetic epistemic and narrative

の研究という名の実践である。

ここに紹介する 3 つの

design paradigms in social psychology. Asian Journal of

図は、TEA の公式ホームページ（https://sites.google.com/

Social Psychology, 10: 32–40.

site/kokorotem/）で案内されているメーリングリストで募

平野啓一郎 . 2012. 空白を満たしなさい . 講談社 .

集された「『のぞみ 34 号』の台車亀裂 TEM コンテスト」

大澤真幸 . 1990. 身体の比較社会学 I. 勁草書房 .

に評者が応募した図解である。掲載にあたっては、書評

Valsiner, J. 2000. Culture and human development: An

の内容のより深い理解のために、同コンテストの審査者
の許可を得た。

introduction. Sage.
やまだようこ . 2006. 質的心理学とナラティヴ研究の基礎

図 1 は新聞報道等をもとに、第一発見者の視点から見

概念：ナラティヴ・ターンと物語的自己 . 心理学評

た、「のぞみ 34 号台車亀裂」を TEM 図にしたものであ

論 49(3): 436-463.

る。この事故は 2017 年 12 月 11 日に発生し、新幹線では

山口洋典 . 2007. ソーシャル・イノベーション研究におけ

初の重大インシデントとして認定された。ここでは重大

るフィールドワークの視座：グループ・ダイナミッ

インシデントの定義や事故の詳細は割愛する。図 1 では

クスの観点から . 同志社政策科学研究 9(1): 1-21.

運行停止という等至点に至るまで、運行継続（という両

山口洋典 . 2011. 現代社会への複眼的思考を求めて : ロー

極化された等至点）に向かった経過を実線で示した。

カルとグローバル・ミクロとマクロのダイナミック

図 1 において点線で示した過程は、それぞれの分岐点で

スを . ボランティア学研究 11: 3-6.

選択される可能性があった径路である。これによると、3
回にわたり、早期の運行停止を導くチャンスがあったこ
とがわかる。そこで図 2 では、なぜ運行停止へと導かれ

【補遺】
編 集 委 員 長 の 了 解 の も と、 本 書 の 読 解 の 過 程 で 評

なかったのか、乗務員と司令所とのあいだのやりとりに

者 が 作 成 し た 3 つ の TEM 図 を 紹 介 す る。 前 掲 の と お

着目し、その意思決定の過程に作用した力学を検討した。

り、TEM 図の作成方法は多岐にわたる。そして TEA は

図解の上から下が阻害要因としての SD、下から上が促進

TEM 図を書くことだけが目的ではない。研究者にとっ

要因としての SG である。

て TEM 図の作成は、研究テーマや対象に向き合う姿勢

図 3 は図 2 で検討した SD と SG をもとに、今後のあ

を見つめ直す機会を得ることによって、リサーチクエス

り方を 4 つの型に分類した。安全運行の風土か運行最優

図1

最初に発見した車掌から見た重大インシデント（早期の運行停止のチャンスを 3 回逃した）

ボランティア学研究

Vol.18

143

山口

洋典

先の経営理念かの 2 点から、なぜ安全最優先であったは

と、何を教訓とすべきかも検討できるだろう。3 つの図

ずが運行継続の方向に向かったのか、以前の教訓と照ら

解の比較を通し、TEA や TEM への関心が高まることを

し合わせながら異常再発を避けるために今回の前提を問

願っている。

い直すことができる。同時に今回の事故への批判の要因

図2

図3
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のぞみ 34 号が運行停止になるまでのプロセス

台車亀裂による重大インシデントから安全運行を遂行するプロセス

【書評】
書評「無理しない」地域づくりの学校

「無理しない」地域づくりの学校－
「私」からはじまるコミュニティワーク－
竹端

寛・尾野寛明・西村洋己

編著

ミネルヴァ書房（2017 年）
中

村

有

美（阪南大学他

社会福祉士）

本書は、地域福祉の実践を、「私」から始めるこ

う制度の外に身をおきつつ、公立小中学校でスクー

とで、「我が事」になり、枠組みにとらわれないも

ルソーシャルワーカーという制度の内にも身をお

のへと変化していく理論と実践の両方を兼ね備え

いている。制度の枠組みの内と外を出たり入ったり

たものである。一見、「『無理しない』地域づくり

することで、「ときほぐし」やすく、制度を意識し

の学校－『私』からはじまるコミュニティワーク」

つつもしばられることなく、比較的「私」を軸に行

というタイトルから、何の本であるとイメージする

動できていることに本書を通じて気づかされた。

ことが難しい。それは章ごとにテイストが異なり、

ここから本書の「うまみ」を掘り下げていきたい。

編著者ら三者三様の面白みを創出していることか

本書を読む視点は重層的になっていて面白い。強引

らくるのかもしれない。そのため著者も、本書を

ながらも３つの視点に整理する。一つは、「私」を

「地域における福祉的課題の解決というテーマにつ

活かした編著者らそれぞれのコミュニティワーク

いて議論している本である」（p.212）とあえて説明

を学ぶことができるという点である。二つ目は、
「福

しており、端的に言い表しにくいという書き手の苦

祉人材を育成する講座」の作り方として、人材育成

悩が読み取られる。本書をさらに説明するならば、

や研修企画などの担当者であれば、ヒントや工夫の

読者を想定することでクリアになるように思う。そ

宝庫として読める点である。そして三つ目は「私」

れは「地域における福祉的課題の解決」に関与する

と「ときほぐす」をキーワードにしてまちづくりと

人々であり、二者が想定できる。一者は人材育成を

福祉に取り組む必要性と、日本の福祉政策、及び現

する立場にある人。もう一者は、誤解を恐れずに書

場の姿について学べる点である。

くならば、日々決められた業務を遂行し、不安感や

1 点目の著者ら三者三様のコミュニティワークに

フラストレーションを秘めながら、あるいは気づか

ついては、先に書いたようにそれぞれが「私」を起

ないふりをしながら、地域福祉の現場に立っている

点に語る。社会福祉協議会職員である西村氏は、地

人たちである。

域福祉へのアプローチの難しさを問題意識として

読み進めるにつれ、「私」がキーワードになって

抱きつつ、
「『無理しない』地域づくりの学校」開催

いるからか、読者に「私」について考えるよう促し

に至るプロセスを語る。「無理しない」地域づくり

てくる。第一部から、なぜ編著者三名らが「無理

の学校のモデルを提供した尾野氏は、学生時に東京

しない」地域づくりの学校という挑戦を始めたの

で起業し、本社を過疎地へ移転させ障害者就労支援

かを、「私」を起点にして語り始める。その他登場

実施に至り、地域課題に取り組む「担い手」を発掘

人物らも、「私」を語ることで、評者は、「私」は

する塾を開催してきた経緯を語る。「福祉には何も

どうであろうかと自身を振り返りつつ読み進めて

興味のなかった編著者の尾野が、中山間地域で様々

いることに気づかされる。ここで評者である「私」

な取り組みを重ねるうちに地域福祉の世界へ足を

について触れておきたい。評者は編著者の一人であ

踏み入れていった記録」（p．177）が本書で記述さ

る竹端氏の後輩にあたる。研究室は異なるが、大阪

れており、「福祉」にとらわれず「福祉」を「無理

大学人間科学研究科ボランティア人間科学講座に

せず」おもしろく地域に根差していくプロセスは読

同時期に在籍しており、竹端氏の丁寧に人と関わる

みごたえがある。まさに「私」なくしては展開しな

姿が思い出される。また、本書の二つ目のキーワー

いコミュニティワークである。さらに、竹端氏は、

ドである「ときほぐす」に触れて振り返ると、評者

大阪大学大学院で大熊一夫氏に弟子入りをし、精神

自身が、不登校の子どもを利用対象者とするフリー

科ソーシャルワーカーの現場でフィールドワーク

スクールで相談業務を行い、民間のハローワーク

を始める経緯や研究成果である「５つのステップ」

を目指す NPO 団体で、若者の就労支援をするとい

を紹介しながら国の政策の意図や地域福祉の課題
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を解説している。フィールドワークをしながら見

門家やファシリテーターは権力関係の中に自分た

えた、現場を変える実践者に共通する５つのステッ

ちが持ち込む力にしっかりと気づいていなければ

プは、現場に身を投じつつ研究の視点に立ち返りつ

ならない」
（Seikkula and Arnkil, 2006, p.203）とある。

つの繰り返しによって見えてきた、研究者によるコ

対話の場に「校長」「教頭」という参加者との権力

ミュニティワークともいえる。

関係を想起させる役割の設定をあえて行ったのは

2 点目について、本書があれば別の地域でも効果

なぜだったのだろうか。そんな疑問を持ちながら、

的な地域福祉に携わる人材育成の講座や研修がで

「対話」の場としてさらなる実践の重なりと続編を

きると言っても過言ではないだろう。企画立案者の

期待させてくれる。地域福祉に携わっている人たち

苦悩や失敗談、失敗した理由と背景、参加者が変容

の「対話」の場が増え、そして、地域福祉に携わり

していくプロセスと変容に至る分析まで丁寧に描

つつも、希望を見出しにくくなっている人々が、悩

かれている。そのため、他所でも同じような講座を

む自分のままに「対話」の場へと身を投じようと思

開催したい、あるいは組織内で人材育成に苦悩して

うきっかけを、本書が提供してくれるに違いない。

いる担当者にとっては、講座を主催する際の注意点
や心構えなど、本来であれば参加しなければわから
ないであろう背景も含めて知ることができるため、
小手先の模倣にとどまることなく、芯をとらえた福

【参考文献】
David Bohm. 1996.On Dialogue.Routledge.(=2007. 金井真弓 .
ダイアローグ . 英治出版 )

祉人材育成講座を設定することができるのではな

Jaakko Seikkula and Tom Erik Arnkil. 2006. Dialogical

いだろうか。通常は掲載しないであろう失敗したチ

Meetings in Social Networks. Karnac Books.(=2016. 高木

ラシまで掲載されており、当日のタイムスケジュー

俊介・岡田愛 . オープンダイアローグ . 日本評論社 )

ルも紹介されている。さながら教師が研究授業で作
成する指導案のように丁寧に紹介されており、研修
をする際にはすぐに使える具体的なツールを入手
した「得した」感覚が得られるのも、本書の良さで
はないだろうか。さらには、第Ⅱ部に講座受講生の
ビフォーアフターが丁寧に記述され、受講生の変化
によって講座の価値が伝わってくる。
3 点目の日本の福祉施策については、主に竹端氏
の記述によって実践のみならず、その背景となる福
祉施策の変遷、地域包括ケアシステムの意図や政策
形成過程と事業過程の関係から、地域福祉の現場
で働く職員の苦悩がいかに深まっていくのかが解
説されており、「『無理しない』地域づくりの学校」
が必要とされる背景がわかる。実践の紹介にとどま
ることなく、実践の背景にある課題や実践の中に見
出される工夫が理論的に書かれていることもまた、
本書の魅力である。
最後に、著者である竹端氏に聞いてみたいことが
ある。それは、講座内で、3 名の著者らに校長・教
頭・用務員という役職をつけることになった経緯で
ある。竹端氏は「おわりに」で「対話」について
触れている。本書で企画された「学校」は、
「対話」
を促進する場を意図して作られていると考えられ
る。対話の目的は、「集団としての思考プロセスを
変えること」
（Bohm, 1996, p.49）にあると言われ、
「専
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グローバル支援の人類学－変貌する NGO・市民活動の現場から－
信田敏宏・白川千尋・宇田川妙子編

昭和堂（2017 年）
深

尾

幸

市（大手前大学）

「『グローバル支援』とは、単にグローバルに展開

第 11 章 市場を変える、地域から変える ― イタリ

する支援活動を意味するだけでなく、貧困削減、環

アの社会的共同組合の模索（宇田川妙子）

境保全、疾病対策、教育、先住民の権利、災害支援

第 12 章 核と向き合う地域社会 ― 韓国の放射性廃

など、普遍的でグローバルに受け入れられている課

棄物処理場建設反対運動（渡邊登）

題や価値に基づき、主として人々のエンパワーメン

第 13 章 宗教を越えた NGO の協働 ― タイ南部イ

トをめざす支援活動を意味している。」という考え

ンド洋津波被災地における支援活動 （小

方を共有した研究者 15 人がそれぞれの観点から考

河久志）

察した成果を信田敏宏（国立民族博物館教授）、白

第 14 章 農民からグローバル市民へ？ ― フランス

川千尋（大阪大学大学院人間科学研究科教授）、宇

における農民支援アソシエーションの事

田川妙子（国立民族博物館准教授）の 3 氏がまとめ

例から（中川理）

た興味深い労作である。
本文は 3 部 14 章から構成されている。

それでは各章を少し詳しく見てみよう。
序論においては、
「約 20 万年前に誕生した現生人

序論

グローバル支援の人類学（信田敏宏）

類（ホモ・サピエンス）は、世界中に拡散し、戦争

第Ⅰ部

グローバル支援への視座

や競争の時代を生きながらも、協力や助け合い、分

第1章

グローバル支援の歴史的位置づけ ―「開

かち合い（シェアリング）によって現在まで生き延

発援助」の生成と変容（加藤剛）

びてきた。人類が何とか生き残ってこられたのは、

第2章

グローバルな互酬を構想する（鈴木紀）

第3章

市民社会と協同組合 ― フィリピンとセネ

という精神、心を持ち続けてきたからではないだろ

ガルの農村アソシエーション（三浦敦）

うか。（中略）近年、人類がその進化の過程で受け

NGO の人類学は何をめざすのか ― 民族誌

継いできた『協力行動（利他的行動）』や『分かち

アプローチとアナーキスト人類学の動向

合い』への注目が集まっている。」

第4章

（福武慎太郎）

（中略）お互いに協力し、助け合い、分かち合おう

第1章 ：
「開発」概念の国際化の契機から始まる。

第Ⅱ部

アクターの多層性

1945 年 10 月に設立された国際連合の支援、1948 年

第5章

関わりの継続性 ― 日本の国際協力 NGO

に開始されたマーシャル・プランの継続、北大西

と社会的問題（白川千尋）

洋条約機構の結成、これに続くポイント・フォー・

参加するのは私たち ― 学生たちが国際ボラ

プログラムとして発表されたのが、「低開発地域

第6章

ンティアに参加する動機と意義（杉田映理）
第7章

古着がつむぐ国際協力 ― パキスタンの学

（underdeveloped areas）であった。
第 2 章 ：支援とは「遭遇であり、その遭遇の

校を支える日本の NGO（子島進）

なかで、相互性と意図的行為の関係性が相互作用

第 8 章 「まなびあい」から気づく当事者性 ― イン

を通じて継続的に再定義される。
」経済史家ポラン

ドネシアと日本の農山村をつなぐ試み
（増田和也）
第9章
第Ⅲ部

ニーの理論的洞察が参考になると寄り添った議論を
続ける。経済を分類する際に、互酬・再分配・交換

知的負債の返済は可能か ― タイ先住民

の三類型を提唱した。贈与としての NGO の中でス

NGO ワーカーと人類学者（綾部真雄）

ティラットとヘンケルの警告として、贈与としての

新たな関係性の構築

NGO 支援は、複数の媒介者を経て、慈善から支配

第 10 章 なぜ持続しないのか ― ソロモン諸島にお

へと性質を変える。もう一つの論点は、NGO の支

ける開発 NGO の実践と矛盾（関根久雄）

援が支援者から受益者への一方的な贈与であるとい
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深尾

幸市

う前提を批判し、NGO 受益者から NGO 支援者への
反対給付を想定すべきだという主張である。(P69)

第 10 章

：ソロモン諸島で有機農業普及活動を

進める日本の NGO の活動を取り上げ、エスニック・

第 3 章 ：市民社会の一翼を担っている共同組合

テンションと呼ばれる首都のあるソロモン諸島の

について、フィリピン（ボホール州）とセネガル

ガダルカナル島での農村開発活動の展開である。自

（ティエス州）の状況を分析することで、非ヨーロッ

然循環型農法を指導する研修センター（PCC）の運

パ社会での市民社会概念を検討している。

営業務が後日進まず政府の管轄のもとにおかれる

第 4 章 ：民族誌を手法とする人類学が開発援助

農業訓練センター（RTC）へ移行した経緯と NGO

や人権の分野において一定の批判理論としての役

が自らの「解体」を視野に入れたビジネス化を明確

割を果たし、支援の現場の民族誌アプローチが今後

に追及することも見逃せない視点である。

も重要である。同時に人類学的主題とアナーキズム

第 11 章

：イタリアの市民活動は後進的にみら

を関係づける近年の試みが、単なる支配的な価値へ

れているが、社会的共同組合の活動を通じて可能性

の批判にとどまり、対抗的価値となりうる可能性を

を問う。1991 年に制定され「地域社会の人道的発

持っていることを指摘している。(P118)

展と市民の社会統合」を推進。アルコール中毒者、

第5章

：NGO には、「拡大型」と「限定型」が

受刑者などさまざまな社会的弱者、不利者とよばれ

あり支援者が短期間で変わることにより被支援者

る人たちへの対応。この活動のモデルとして、トレ

の側にもたらされる問題に、個々の支援者が一層セ

ント県のアルピ (ALPI) と言う社会協働組合の事例、

ンシティブになることが問題の打開に不可欠では

不利者たちの職業訓練を挙げている。(P277)

ないのかと指摘している。

第 12 章 ：
「核」と持続可能な地域社会というテー

第 6 章 ：学生の国際協力活動への参加は、文化

マを取り上げ、放射性廃棄物処理場健設計画をめぐ

人類学の重要概念である互恵とグローバル支援へ。

る韓国、全羅北道扶安郡の「放廃場」問題である。

現地の人々と、「同じ目線」で共に考え協働し、学

金ジョンギュ氏の「放廃場」建設という「迷惑施設」

生が「将来役に立てるようになりたい」と時間をか

を過疎化に悩む周縁地域に「地域振興」と交換に地

けて返礼して互恵性は、人と人との相互恩義を深

方に犠牲を強いる構図は日本と同じ。住民自治を具

め、地域間の結びつきが強化されると示唆する。

現化する人々の営為への「支援」は、この構図を描

第 7 章 ：パキスタン・カラーチーのスラムにあ
る学校を支援する千葉の NGO「日本ファイバーリ
サイクル連帯協議会」（JFSA）が、古着ビジネスを

き出し提示することを通じてのみ果たされると主
張している。(P315)
第 13 章

：タイ南部のインド洋津波被災地の異

通じて国際協力を行うユニークな活動を取り上げ

なる宗教を基盤とするイスラム系 NGO のタブリー

ている。パキスタン側はアルカイール・アカデミー

ギー・ジャマーアト (TJ) とキリスト系 NGO のワー

（AKA：六つの学校、生徒数は総計 3500 名）。中心

ルド・ビジョン (WV) を取り上げ支援活動の内容や

人物の西村光夫の半生と共に興味深い。
第8章

：インドでのコミュニテイづくりの活

動に関わってきた長畑誠とインドネシアの村落自
治について研究する島上宗子が「あいあいネット」

住民対応、被災地域に与えた影響の実態を描き分析
する。WV の支援活動も住民に受け入れられ宗教の
違いが津波前と比べると意識されなくなった。
第 14 章

：フランスで 21 世紀に広まった「農

を立ち上げた物語である。「まなびあい」・「いりあ

民的農業維持のためのアソシエーション」(AMAP)

い交流」（林野資源の利用を共同で利用・管理する）

の起源、展開、政治的行為としての消費などの報

がインドネシアの地域づくりや行政との協働を進

告。市場を否定して互酬的な連帯をつくろうとする

める取り組みを紹介している。

AMAP の考え方は難しいと結論づけている。

第 9 章 : タイ北部山地の一集団であるリスの研
究者が IMPECT（タイ国山地民教育・文化協会）と
関わり、先住民の自立と権利の研究報告である。著

なお、本文とは関係がないが、写真が全部で 13
枚掲載されているが評者には印象が薄かった。
本書は全体を通じて各国・各地の現場における動

者が負っている知的負債の返済。(P242)「知ること」

きが、それぞれの事情や背景も異なり、互いにば

が「返すこと」へ優越しているにもかかわらず後者

らばらのように見える。しかし「あとがき」に記

に重きを置く視点に賛同したい。

されているように「グローバル支援」という言葉
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で共通の議論を俎上に載せるならば、いずれも人々
のグローバルな価値の模索として、新たな世界観・
社会観の構想の試みとしても浮かび上がる。人類学
（者）もグローバル化する世界の一員であることに
気づくならば、重要な役割・貢献の一つという位置
づけになるだろう。(P364) グローバル化する世界の
中、さらなる研鑽を大いに期待したい。一方 NGO
に関心のある多くの方々に少々長文とは言え、読ん
で頂きたいと呼びかけたい。
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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 字程度、英文のアブストラクトは 300 ワード程度、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 とは私たちが ･･･
1)

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 .

ボランティア学研究

Vol.18

155

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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平成 29 年 6 月 30 日開催の理事会で、国際ボランティア学会の学術誌「ボランティア学研究」の編集委員
会が以下の 5 名のメンバーにバトンタッチとなりました。今後 3 年間、学会誌では今回の第 18 号から 20 号
までの編集を担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
澤村信英・前編集委員長は毎回、原稿の校正が完璧であっただけに、各ページが執筆要領に則った記述か
どうか、校正漏れがありはしないか、正直申しますと、印刷のゴーサインを出す直前である今、手には冷や汗、
心の動揺を隠しきれません。ブルドーザーのように「えいやぁ」と突貫工事に近い仕事を得意とする私にとっ
て、学術誌の編集という緻密な作業は、まさに自分との戦いであり、同時に新たな自分を開拓する機会でも
あります。本号の編集でお気づきの点がございましたら、率直にご教示いただけると幸いです。
では、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。次回はより多くの学会員の方からの、ボランティアに
関する幅広い論文の投稿をお待ちしております。
（小川寿美子）
［編集委員会］
小川寿美子（名桜大学、編集委員長）
神谷

保彦（長崎大学）

杉田

映理（大阪大学）

林
森定

薫（文教大学）
玲子（プール学院大学）
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