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創業者とその娘とのあいだで、経営方針を巡る対

の求心化作用）と自らを対象の環境に置いたかのよ

立が起きた会員制の家具販売会社がある。1993 年

うに行動して何らかの感覚を体験すること（身体の

からは International Design Center と銘打ち、
「会員

遠心化作用）を繰り返しながら、＜他者＞の存在を

制度によって社員はお客の個人情報を把握したう

覚知していく営みでもある。
「私たち一人ひとりの

えで、商品ではなくライフスタイルの提案へと舵を

実践が生み出した新しい学問」
（内海 2001）という、

切った」（坂本 2015）が、いわゆる中価格帯の家具

ボランティア学の原点に立ち返るなら、ボランティ

販売会社の台頭に伴い、前掲のように新たな経営方

アの存在と機能の両面に迫る上で、研究者の存在と

針を打ち立てた、という具合である。その後の動き

機能の相対化も伴いながら、実践の中に埋め込まれ

については別途、一般雑誌等の記事を追いかけてい

た意味を掘り下げ、よりよい社会を拓くための意思

ただくことにして、ここでは立ち入らない。

決定の力学の中に身を置くことが必然となる。

企業だけでなく、学会運営もまた、新たな潮流が

今回の特集は、国際と地域、大学と地域、支援と

生まれている。日本学術会議の協力学術研究団体

学習、理論と実践、理論と方法論、こうして対置的

規程にも同種の要件が書かれているが、通常学会

な関係として捉えられるものをメゾレベルで議論

は、一定の会員数を持ち、その会員の相互協力の

すべく、国際ボランティア学会の研究委員会のメン

もと、専門知の構築のために年次大会の開催や学

バーと事務局長によって執筆された。これは 2017

会誌の定期発行に取り組むこととされている。とこ

年度より新たな理事体制となった際、研究委員会で

ろが、単に金儲けのためだけに、学会を標榜しな

は年次大会と学会誌以外にも会員に開かれた場づ

がらも国際的に発表・投稿を募集するハゲタカ出

くりに取り組むこととなったことに基づいている。

版（predatory publishing）が警戒されている（例えば、

既に 2018 年度はメンバーの多くが拠点とする関西

栗山 2015）。改めて、会員相互の協働により、学術

のみで試行的に「ボランティア学セミナー」を開

研究の発展を導くか、会の構成員の知性や品位、そ

催し、今後は全国各地での開催（合宿形式を含む）、

して具体的な行動が求められている。

またインターネットでの多地点接続（いわゆるウェ

かつて、本誌 11 号の特集では、「ボランティア学

ビナー）も検討されてよいだろう。その一方で、本

研究においては、研究指向のグローバル・ローカル

特集「主体的な学びを拓くボランティア学」を通し

を問わず、研究対象へのマクロ・ミクロの複眼的思

て、「ボランティア学セミナー」と学会誌とをつな

考により、臨床と理論とを架橋していかねばならな

ぎ、今後の国際ボランティア学会とボランティア学

い」
（山口 2011 : 4）と示された。それになぞらえる

の可能性を展望することが企図されたのである。

なら、今、学界に求められるのは、ミクロとマク

第一論文は、第 1 回のボランティア学セミナー「ア

ロのあいだ、すなわちメゾの思考ではなかろうか。

クティブ・ラーニングのボランティア学」の記録を

それは、大澤（1990）の社会学的身体論で言うとこ

もとにまとめたものである。この山口論文では、近

ろの、自らに対象を受容して引き付けること（身体

年、日本の教育政策で積極的に取り上げられている
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アクティブ・ラーニングについて、立命館大学での

興支援ボランティアから、言わばスタディーツアー

サービス・ラーニングの教育実践に関するアクショ

の参加者という具合に、学生たち自身が現地に足を

ン・リサーチの紹介と、自身のオールボー大学（デ

運ぶ性格づけを変えた際、支援する（学生）と支援

ンマーク）での学外研究で得た「PBL のはしごモ

される（住民）という関係から、
（住民が）教え（学

デル」の解題を手がかりに、教室内外を問わず、学

生が）学ぶという関係へと、その性質に変化がもた

生の主体的な学びの環境づくりのための観点を整

らされたことが示された。そうして現地との関わり

理している。特に、セミナー当日のディスカッショ

方の再考を通して、押し掛けボランティアが根源的

ンをもとに、制度化の進展によって教育者側の論

に有する迷惑さ、思いが先行して駆けつけた際の無

理や秩序ばかりが際立つ構造をいかに打開して学

力さ、それらに学生が謙虚になることで、丁寧に出

習者中心の教育を実現するか、
「脱成果物主義」（プ

会って言葉を重ねていく、対話の重要さに気づいた

ロセスの重視）と「脱個体主義」
（思考と行為と感

という。論の後段には、ボランティア学セミナー当

情の総体によるよりよい相互作用）が求められる、

日に参加者どうしでなされた対話に織り込まれた

とまとめられた。

キーワードが紹介されているが、それらは大規模・

第二論文は、複数の大学（お茶の水女子大学、立

広域・複合型の災害だからこそ求められる現場での

命館大学、近畿大学）で取り組まれた東ティモール

ボランティアの機能ではなく、圧倒的な悲しみに包

での海外体験実習の比較研究である。桑名論文では

まれる中でのボランティアとしての存在に着目す

分析にあたって、対象と手法と前提条件への批判的

る上で、さらなる論考が提示されていく可能性を示

思考（critical thinking）によって省察が促されるこ

唆していると言ってよい。

とで自らの社会的役割や多元的な意味の解釈が可

第四論文は、18 歳選挙権の導入以来、沖縄にお

能となる視点を得るといった変容的学習が必要と

いて授業内での主権者教育に取り組んできた経験

する Mezirow による変容的学習モデルと、そうし

をもとに、2018 年 9 月 30 日の沖縄県知事選挙に際

た態度変容が (1) 文脈の越境、(2) 不協和、(3) 個人化、

して展開された授業以外での有志による活動に、ど

(4) 内省、(5) 連結といったプロセスでなされるとし

のような主体性を見出すことができたかの考察で

た Kiely の理論が援用された。その結果、現地での

ある。具体的には、地元紙の新聞記者、教員、学生

非日常の体験を帰国後に省察する際に、学習者の日

によって、インターネットのソーシャルネットワー

常生活に近い状況での活動を始めるなど行為を誘

キングサービス（SNS）で用いられる一括検索キー

発することや、異国の遠い問題を身近な社会問題と

ワード（半角のシャープ # の後に検索されたい文

関連づけて捉える思考の習慣づけを図ることなど

字を掲げるもの、ハッシュタグと呼ばれる）になら

を、教育者が働きかけずとも学習者どうしが高め合

い、「# みんなごと」と呼ばれる活動が展開された。

うことができる学びのコミュニティづくりが鍵と

玉城論文では、8 名の大学生らが新聞の紙面作成や

なることが明らかにされた。現在は研究委員会の委

SNS の運用を通じて、
「させられる」のではなく「す

員長を務めているが、今後の展望として、複数年度

る」姿勢で臨むことができたか、主体となった学生

実施する中での当事者性の醸成についての考察が

と、共に活動した教員・記者の双方からアンケート

挙げられていることから、国外でのフィールドワー

を取り、分析された。その結果、発達段階に適合し

クが研究委員会の活動の一つに織り込まれる可能

た教材作成への配慮、同時代・同世代による同朋的・

性も期待したい。

対等的関係（ピア：peer）の重視、政治的中立性へ

第三論文は、竹端寛氏を代表者とする共同研究

の配慮を前提に民主主義の実現プロセスへの参加

「生成的対話に基づくコミュニティエンパワメント

する意義の強調、主体的な活動に取り組む大学生を

に関する基盤的研究」の内容を紹介した第 2 回の

支える他分野・異業種間ネットワークの生成・維持・

ボランティア学セミナー「対話のボランティア学」

発展、これらの知見が明らかとされており、今後、

の記録をもとに、東日本大震災が発生した 2011 年

沖縄以外での有権者主体による主権者教育を構想・

から 7 年間にわたる岩手県釜石市での大学生たちの

設計する上での一助となろう。

現地の方々との関わりについて考察したものであ

第五論文は、言わば国際ボランティア学会の会員

る。高橋論文では、関西から現地に駆けつける復

がいかに主体的に学会の価値を創造する担い手と
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なりうるのかについて、問題提起が図られたもの

は国際協力機構（JICA）から在フィリピン日本大

である。実際、この阿部論文は「試論（エッセイ）」

使館に出向してミンダナオ和平の国際監視団の一

と掲げた上で、学問の近代化が「産業化科学」をも

員として参加した経験を持つ。そうした経験をもと

たらしたこと、さらに近年はファストサイエンス

に、当該書籍によって整理された 50 年にわたる青

化していることを指摘した上で、学際的（インター

年海外協力隊の意義が、執筆者の構成、分析視角、

ディシプリナリー）・学融的（トランスディシプリ

アジア諸国の施策との比較、それら 3 点の多様性に

ナリー）な学問分野という共通点がある環境学と国

着目することで改めて認識できる評となっている。

際ボランティア学での議論は、バックキャスティン

グローバル化の中、人々の行動志向が「モノ」か

グの視点から成熟を図ることが妥当と論じている。

ら「コト」へと移行している、と言われて久しい。

そして、自身が所属している国際コモンズ学会での

その傾向は特に観光産業に象徴的である。加えて、

議論、特に政治学者ながらノーベル経済学賞を受賞

阿部論文で指摘された「産業化科学」の定着は、高

したエリノア・オストロム博士による「定型化され

等教育機関の教育・研究もまた「モノ」から「コト」

た事実」
（Stylized Facts）の用語を手がかりに、ボ

へと移行が促されているのかもしれない。ここで

ランティア学を修める主体が対象に向き合う上で、

野中・勝見（2010）によるモノ的発想とコト的発

目に見える物体だけでなく、その物体が生み出され

想の対比を見てみれば、「アクティブ・ラーニング」

る背景に根ざす物語に関心を向けることで、ある

の浸透は、過度に体験が重視されることによって、

ローカルな環境を別のローカルな環境に伝える媒

伝統的・古典的な価値観をただ否定し、わかりやす

介者となることができることを説いた。最後は国際

さやおもしろさといった感覚に代表されるように、

と民際、そして地産地消と知産知消、いずれも聞き

受動的で表面的で浅い経験しかもたらさない可能

なじみのある言葉の論理や韻律をもとに、既存の概

性がある。

念を拡張することの大切さを説いており、こうして

ここで注意をしたいのは、2 つの概念を対比する

言葉を用いながら価値創造の営みを重ねることが、

とき、単純に「A か B」、安易に「A から B」では

学会活動の原初的な役割であることを再確認する

ないということである。むしろ、A とは何であって、

ことができるだろう。

その not A が B として位置づけられるのは何故か、

なお、原稿の性格上、特集論文の一つには納め

さらに「A と B のあいだ」で自らがどのような距

ていないものの、今号の書評の 1 つは、研究委員

離感を取るかを吟味することが誠実な姿勢ではな

会のメンバーによるものである。福永氏による『青

かろうか。少なくとも、今回の特集では、国際ボラ

年海外協力隊は何をもたらしたか』の書評がそれで

ンティア学会またボランティア学における、理論

ある。自身も 1980 年代に青年海外協力隊員として

と実践、理論と方法論、国際と地域、大学と地域、

フィリピンに赴き、その後、2011 年度から 3 年間

支援と学習、それらのメゾレベルでの探究がなされ

表1

モノ的発想とコト的発想（野中・勝見 2010 : 203）

モノ的発想

コト的発想

「名詞」ベース

「動的」ベース

静態的・固定的

動態的・流動的

客観的・主客分離

主観的・主客未分

科学的・分析的

ありのまま・まるごと

理論的三段論法

実践的三段論法

考えて動く

動きながら考え抜く

人間＝ being（在る存在）

人＝ becoming（成る存在）

外から見るリアリティ

内から見るアクチュアリティ

傍観的

主体的・実存的

形式知重視

暗黙知重視

時計時間

適時時間
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た。桑名論文で援用された変容的学習のモデルに習
うなら、メゾレベルの思考、行為、感情への誘いで
ある。
もっとも、世の中を設計・構想し、よりよい社会
への物語を探究する学問においても、研究者は何ら
かのデータを分析することになる。今回の特集で取
り上げられているデータは、いずれも研究者が一
人称の「私」が向き合った現場において、時に「私
たち」という複数形の一人称で身を置く中で得たも
のである。よって、その分析にあたっては、仮説の
検証や実証（verify あるいは justify）ではなく、現
場での実践の進展にあわせて習得・構築した理論や
方法論の例証（exemplify あるいは illustrate）といっ
た研究スタイルとして受けとめて、通読と読解に
あたられることを願っている。ここで再度、阿部論
文にて取り上げられたジョン・ザイマンによる「産
業化科学」に着目し、その科学者像、(1) 知的所有
権の要求、(2) 当面の与えられた課題の解決を目指
す、(3) 社会的権威として振る舞う、(4) 政府や企業
から研究開発を請け負う、(5) 細分化された専門分
野の仕事を請け負う、の 5 点と照らし合わせるなら、
本特集の執筆者は、そして読者は、この 5 点に対し
て遠い距離にあるのか、近い距離にあるのか、各論
文はそれぞれの立ち位置を見つめ直すドリルとし
ても効果的かもしれない。
【引用文献】
栗山正光 . 2015. ハゲタカオープンアクセス出版社への警
戒 . 情報管理 58(2): 92-99.
野中郁次郎・勝見明 . 2010. イノベーションの知恵 . 日経
BP 社 .
大澤真幸 . 1990. 身体の比較社会学 I. 勁草書房 .
坂口孝則 . 2015. 大塚家具､ ｢お家騒動｣ で見落とされた
本質：家具業界への 2 つの革命と 3 つの減速要因 . 東
洋 経 済 新 報 社 (https://toyokeizai.net/articles/-/61988,
January 20, 2019).
山口洋典 . 2011. 現代社会への複眼的思考を求めて：ロー
カルとグローバル・ミクロとマクロのダイナミック
スを . ボランティア学研究 11: 3-6.
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【特集】
参加型学習における問題解決活動と教育実践の相即：立命館大学とデンマーク・オールボー大学との比較研究を通じた理論と方法論の検討

参加型学習における問題解決活動と教育実践の相即：立命館大学とデンマーク・
オールボー大学との比較研究を通じた理論と方法論の検討
山

口

洋

典（立命館大学）

【要約】
本稿は、アクティブ・ラーニングの学習環境のデザインに関して、日本（立命館大学サービスラーニング
センター）とデンマーク（オールボー大学人文学部）の高等教育機関との比較研究である。まず、日本を中
心に教育政策におけるアクティブ・ラーニングの歴史を整理した。その後、立命館大学サービスラーニング
センターが開講する正課科目「シチズンシップ・スタディーズ I」を事例に、大学と地域を往復しての教育実
践でどのような学びの軌跡が生まれたかを示した。
立命館大学サービスラーニングセンターで見られた 3 つの学びの軌跡からは、学習評価と実践評価の両面
を効果的に行うこと、学びのコミュニティの多様性に基づいて学びプロセスの非典型性と冗長性を考慮する
必要があることを明らかにした。そして、それらの結果を、オールボー大学人文学部で用いられていた「PBL
のはしごモデル」を援用して再度検討し、学習環境をデザインする上で指導者にどのような役割が求められ
るかを検討した。
【キーワード】学習者中心、サービス・ラーニング、PBL、はしごモデル、逆生産性

１．はじめに
１−１．背景

そこで、筆者は出国前より AAU の学内研究機関
「Learning Lab」
と連絡を取り、
学内向け PBL 研修コー

本稿は 2018 年 10 月 5 日に開催された国際ボラ

スの受講を重ね、理論と方法論の理解を深めた。現

ンティア学会による第 1 回ボランティア学セミナー

地に滞在するあいだに得た知見は、同僚のサトウタ

「アクティブ・ラーニングのボランティア学」の報

ツヤ教授の提案・推薦により、オンラインで無償提

告であると共に、2017 年度に筆者がデンマークの

供されている対人援助学会による『対人援助学マガ

オールボー大学（以下、AAU）に滞在して展開し

ジン』にて「PBL の風と土」と題した連載を投稿

た比較研究の報告でもある。筆者は本務校である

する機会を得たため、本稿執筆時点で 7 回にわたっ

立命館大学の学外研究制度により、1974 年の開学

て広く一般に提供しているので、参照いただければ

から全学で PBL を展開している AAU に 2017 年度

幸いである。

の 1 年間滞在した経験を踏まえ、立命館大学サービ

学外研究のテーマに用いた参加型学習という言

スラーニングセンターの教育実践との比較研究を

葉は、ボランティア学セミナーのタイトルではアク

行った。前掲のセミナーでは、1 時間弱の話題提供

ティブ・ラーニングに対応する。ここで「アクティ

の上で、参加者と共にボランティアにおける活動と

ブ・ラーニングという用語は包括的な概念であっ

学習の関わりについて深めた。

て、実際にそれは『学生参加型授業』『協調／協同

本稿の題名は、筆者の学外研究のテーマ「参加型

学習』
『課題解決／探求学習』
『能動的学習』
『PBL

学習における問題解決活動と教育実践の相即にか

（Problem/Project Based Learning）』 な ど と、 扱 う 力

かる理論的・方法論的アプローチ」に基づいてい

点の違いによってさまざまに呼ばれている」
（溝上

る。AAU は 2007 年より UNESCO チェアプログラ

2007 : 271）という指摘に関心を向けてみたい。１）

ム（UNITWIN）の受入大学となり、特に工学教育

この指摘を踏まえれば、アクティブ・ラーニングを

における PBL を対象に、参加型学習の設計・展開・

精緻に定義することは、個別の名称が付与されてい

評価に関わる理論と方法論の研究がなされている。

る実践が導入された背景と命名の意図を探ること
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となり、むしろ些末な議論となりかねない。した

献が位置づけられ、
「大学が地域社会にその資源を

がって、溝上（2007）がアクティブ・ラーニングを「学

提供することと、同時に実学の場を求め地域の教

生の自らの思考を促す能動的な学習」と「ゆるやか

育力を果たす双方の役割を明文化」（藪田・山口

に最広義で定義」
（p.271）した姿勢にならい、本稿

2013）されることになった。そして、人口減少社会

ではアクティブ・ラーニングの細緻な表現を追求せ

における地域活性化の総合戦略として「地方創生」

ず、学習者中心の教育実践を取り扱うものであるこ

が取り上げられている今、地域参加型の教育実践に

とを確認しておきたい。

おける地域の諸課題に対する問題解決活動として

アクティブ・ラーニングの定義が多岐にわたるよ

の展開が強く求められてきた。事実、2015 年からは、

うに、参加型学習の定義もまた多様となるものの、

文部科学省により「地（知）の拠点大学による地方

少なくとも参加という概念には対象が必要となる

創生推進事業」
（COC+）が展開されており、2018

ことに注意を向けておこう。具体的には筆者が取り

年度には 21 億円の予算が配分されている。こうし

組んでいる参加型学習では、学習者という主体が学

て促進される、大学による地域貢献事業について、

びの環境に対して受動的ではなく能動的であると

効果的な取り組みを挙げれば枚挙にいとまがない

いう状態に加えて、その実践の現場である地域社会

と思われるものの、あくまで批判的に捉えてみるな

に対して積極的に貢献するという役割も期待され

らば、プログラムを通じた手段が目的化する可能性

ている。言い換えれば、学習者の存在と、そうした

があることを踏まえておく必要があるだろう。

存在が果たす一連の行為がもたらす社会的な機能

既に山口・河井（2016）では、立命館大学サービ

の両面が問題とされる。よって、「こんな○○だっ

スラーニングセンターのプログラムを事例として、

たら○○の方がましだ」といった「陳腐な有用性」

「学習評価と実践評価の好循環」により「学習コミュ

（渥美 2009 : 55）は教育者にも学習者にも、そして

ニティと実践コミュニティの両面において、それぞ

学習者と教育者を受け入れる現場の実践家にも棄

れの持続的な発展可能性がもたらされる」ことを明

却されなければ、学習者の学びと成長と、現場の改

らかにした（p.52）。これは、上述した大学による

善や発展とが乖離してしまう。

地域貢献事業における手段の目的化を避ける上で、
教育者や事務局が有した方がよい観点として示し

１−２．目的

たものである。加えて、大学が果たすべき使命とし

そこで本稿では、地域コミュニティでのボラン

て地域貢献が位置づけられたことに基づいて各種

ティア活動を組み込んだ教育実践、すなわちサービ

の地域連携活動が教育的になされるとき、学生らの

ス・ラーニングの効果的な推進のあり方について検

学びと成長への関心が相対的に下がり、教育的な成

討する。サービス・ラーニングは、阪神・淡路大震

果よりも教育活動を通じて生み出される成果物に

災（いわゆるボランティア元年と呼ばれる現象）を

関心が向くことへの警鐘でもある。それは、大学地

契機に日本でも着目されたアメリカ合衆国（以下、

域連携による教育実践が地域の諸課題に対する問

アメリカ）における民主主義と市民性教育の手法で

題解決活動として展開され、教育実践を通じてもた

２）

ある。 「大学の地域社会への貢献活動とも位置づ

らされる成果物が具体的な問題解決策として位置

けることができる教授法の一つ」
（興梠 1999）とし

づけられることで生じる陥穽である。

て、従来のボランティア活動の活動者側からの一方

そこで、まずアクティブ・ラーニングが教育現場

的な奉仕活動（サービス）だけではなく奉仕活動を

に浸透してきた背景を探るため、政策動向を概括す

過して奉仕を受ける側から、または活動それ自体か

る。続いて、筆者が取り組んできた立命館大学サー

ら学ぶ（ラーニング）という双方的要素」
（佐々木

ビスラーニングセンターの事例を紹介し、どのよう

1999）が特徴とされる。ここで問題となるのは地域

にして学習者中心の教育の実現を図ってきたのか

社会への貢献の度合いと、活動と学習の双方のバラ

を示す。その上で、全学的に PBL を推進している

ンスについてである。

AAU に滞在することで得た、PBL の観点から見た

日本では 2005 年 1 月、文部科学省中央教育審議

参加型学習の設計・展開・評価に関わる理論と方法

会の答申「我が国の高等教育の将来像」において、

論を紹介する。そして、今後さらに促進されていく

大学は教育と研究に並ぶ第三の使命として社会貢

であろう日本での地域連携型の教育実践に対して
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研究面での課題と展望がもたらされうるのか、国際

により、量を確保する時代から質を担保する時代へ

ボランティア学会による第 1 回ボランティア学セミ

の転換を図る必要があることが確認された。

ナーでの議論も踏まえ、整理する。

このレポートを受けてまとめられたのが、2012
年 8 月 28 日の中央教育審議会の答申『新たな未来

２．アクティブ・ラーニングに着目される
情勢

を築くための大学教育の質的転換に向けて』であ

２−１．日本の政策動向

心とした授業から、教員と学生が意思疎通を図りつ

る。ここで、
「従来のような知識の伝達・注入を中

本稿で取り扱うアクティブ・ラーニングが教育行

つ、一緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与えな

政の政策文書に初めて盛り込まれたのは、2007 年

がら知的に成長する場を創り、学生が主体的に問題

6 月 27 日の学校教育法の改正においてである。こ

を発見し解を見いだしていく能動的学修（アクティ

こで着目すべき点として、高等教育改革の文脈で

ブ・ラーニング）への転換が必要である」（p.9）と、

用いられていないことが挙げられる。具体的には、

大学におけるアクティブ・ラーニングの導入が妥

義務教育の目標として「学校内外における社会的活

当であることが改めて確認された。また、この答申

動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、

とあわせてまとめられた用語集では、アクティブ・

公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に

ラーニングとは何かについて、
「教員による一方向

社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養

的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的

うこと」
（第 21 条第 1 項）で教育基本法に定める目

な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称」

的の実現を図るとされた。加えて、小学校に関する

と定義された。この定義に続けて、その意義を「学

定めでは、「生涯にわたり学習する基盤が培われる

修者が能動的に学修することによって、認知的、倫

よう、基礎的な知識及び技能を習得させるととも

理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用

に、これらを活用して課題を解決するために必要な

的能力の育成を図る」ことにあると示すと共に、
「発

思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、

見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含

主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意

まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、

を用いなければならない」
（第 30 条第 2 項）とされ、

ディベート、グループ・ワーク等も有効なアクティ

さらに第 42 条で中学校にも、そして第 62 条で高等

ブ・ラーニングの方法である」と、先に示した溝上

学校にも準用されると記されている。
高等教育改革との関連でアクティブ・ラーニング

（2007）のとおり、アクティブ・ラーニングは包括
的な概念ということが確認されている。

が積極的に取り上げられたのは、2010 年 7 月 22 日

ただし、2016 年 12 月 21 日の中央教育審議会の

の日本学術会議によるレポート『大学教育の分野別

答申『幼、小、中、高及び特別支援学校の学習指

質保証の在り方について』においてである。これは、

導要領等の改善及び必要な方策等について』では、

文部科学省から 2008 年 6 月 3 日に依頼された審議

新たに「主体的・対話的で深い学び」という表現

の回答としてまとめられ、
「教師による Teaching 主

が登場している。その理由について、アクティブ・

体から学生による Learning 主体へと力点を変えてい

ラーニングが「自主性のみに委ね、学習成果につ

く（中略）ために、従来の一斉形式の講義による授

ながらない『活動あって学びなし』と批判される授

業だけでなく、様々な参加型学習を実施する工夫が

業に陥ったり、特定の教育方法にこだわるあまり、

求められている」
（p.38）と確認された。同ページ

指導の型をなぞるだけで意味のある学びにつなが

には、この参加型学習の手段の具体例としてサービ

らない授業になってしまったりという恐れも指摘

ス・ラーニングが挙げられていることも付記してお

されている」
（p.48）上、「地域や他者に対して具体

こう。1997 年、
文部省
（当時）
の大学審議会の答申
『高

的に働きかけたり、対話したりして身近な問題を

等教育の一層の改善について』では、
「社会福祉施

解決することを指すものと理解されることも見受

設におけるボランティア活動や企業での実習など、

けられるが、そうした学びだけ指すものではない」

学外での体験学習を取り入れた授業科目を開設する

（p.50）ため、「その位置付けを明確にすることとし

ことも望ましい」と示されていたものの、人口減少

2020 年から幼、
た」とある。この答申により、
小、中、

社会を迎えるにあたって、より踏みこんだ取り組み

高及び特別支援学校の全ての学校で「主体的・対話

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ

Vol.19

9

山口

洋典

的で深い学び」に基づく授業の設計と評価をしてい

く、言葉を選ばずに言えばわかりやすすぎる図解

かねばならなくなった。大学では学習指導要領の

（特に、平均学習定着率が 10% 刻みで並んでいるこ

もとで授業の設計と評価が行われていないものの、

と）に違和感を抱くようになってきた。そしてアク

大学にもまた、語感がもたらすイメージから漠然と

ティブ・ラーニングへの関心が日本国内で高まる

アクティブ・ラーニングに取り組まず、主体的で、

中、土屋（2018）によって、その原初的なモデル

対話的で、深い、という 3 つの視点が求められてい

が Dale（1946 ＝ 1950）の「Cone of Experience（経

くことになるだろう。

験の三角錐）
」にあること、また近年の研究を集約
すると「根拠もなく、その妥当性も乏しいばかり

２−２．国際的な動向

か、出自に関しても到底科学的とは言えない変更が

ちなみに筆者が公刊される文書でアクティブ・

加えられてきている」（pp.63-64）ことを明らかに

ラーニングの語を初めて用いたのは、1998 年であ

した上で、改めて「学習は、様々な要因が絡み合っ

る（山口ほか 1998）。発足したばかりの大学コンソー

て成立していくものであり、その過程の改善には地

シアム京都で、NPO 分野のインターンシップ・プ

道な工夫と取り組みが必要である」（p.70）と訴え

ログラムのコーディネーターを務めていた筆者は、

ている。かつて、この図解を用いて主体的に学ぶ意

事前学習、実地学習、事後学習の連続性を担保す

義を説いてきた筆者の省察も重ねるならば、この図

る上で、学習者と事務局とのあいだで適切なフィー

解によって訴えようとしていたことは、学ぶことの

ドバックとフォローアップが必要であることを示

大切さは教えるものでも教わるものでもなく、学び

した。そうした学びのシステムとスタイルを支える

の内容は結果よりも過程が重要であり、学びの成果

のが、アクティブ・ラーニングであると論じている。

は身体的に習得し習慣化される必要がある、という

そこではコミュニティ（Community：共同体）とコ

ことではなかろうか。

ミュニケーション（Communication：交流）とコラ

アメリカでは 1995 年に「教育（インストラクショ

ボレーション（Collaboration：協働）の 3 つの C が

ン）を提供する」のではなく「学習（ラーニング）

鍵となることを、広島・長崎での平和学習プログラ

を生み出す」ために存在する機関として大学のパ

ムの現場を例に著している（pp.126-127）。

ラダイムが転換する必要が示された（Barr and Tagg

アクティブ・ラーニングの国際的な動向を把握

1995 ＝ 2014 : 3）。そこでは (1) 使命と目的、(2) 成

する上では、土本（2014）によるレビューが参考

果の基準、(3) 教育／学習の機構、(4) 学習理論、(5)

になる。それによると、アクティブ・ラーニング

生産性と資金配分、(6) 役割の性質、これら 6 項目

の概念は「抽象的でわかりにくい」が、「アメリカ

において「古いパラダイムの多くの要素を包含」
（日

で注目されるようになったのは 1991 年ころ」であ

本語訳 p.8）しつつ、新たな可能性を提示している。

り、同年に出版された「チャールズ・C・ボンウェ

日本では、上述したとおり、2010 年に日本学術会

ル Charles C. Bonwell とジェイムス・A・アイソン

議によって「教師による Teaching 主体から学生に

James A. Eison」による「共著が出発点となった」

よる Learning 主体へと力点を変えていく」意義が

と 結 論 づ け て い る（p.34）。

３）

こ こ で、 こ の 共 著

明確にされた。国や地域に拠らず、教える／教わる

『Active Learning』の副題「Creating Excitement in the
Classroom」に着目してみたい。つまり、アメリカ

৾ಆା૨

でのアクティブ・ラーニングへの注目は、教室での

/HFWXUH

ଝ



学びの環境づくりへの関心に基づくものであった、

5HDGLQJ

ഭછ



$XGLR9LVXDO

ଳലಁ



'HPRQVWUDWLRQ

ॹঔথ५ॺঞش३ঙথ
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ॢঝشউୈ
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ということである。
かつて筆者は、アメリカ国立訓練研究所（National
Training Laboratory）によって実証されたとされる
「学びのピラミッド」（The Learning Pyramid）を用
いて、対話的、体験的、経験的な学びの環境づく
りの妥当性を説いていたことがある（図 1 を参照）。
しかし、紹介すればするほど、あまりにわかりやす
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図１ 現在流布しているラーニングピラミッドの紹介され方の例
（土屋 2018 : 58）
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という関係から学び合うコミュニティの創造と発

2008 年に学部横断型の正課科目を企画・提供する

展への転換がもたらされるには、学習者だけでなく

共通教育推進機構の設置と同時に発足した RUSLC

教育者にも不断の努力が求められる。

は、2012 年度からの全学教養科目のカリキュラム改
革とあわせてミッションとポリシーを策定し、サー

３．立命館大学サービスラーニングセン
ターの教育実践

ビス・ラーニング手法により正課・正課外活動の両

３−１．学習者中心の教養教育をめざして

2011 年から 10 年間にわたる学園ビジョ
た。折しも、

面で地域参加型学習を推進することを改めて確認し

筆者もまた、学び合うコミュニティの創造と発展

ン「R2020: Creating a Future Beyond Borders」の柱の

に挑戦している一人である。山口（2013）で記した

一つに「多様なコミュニティにおける主体的な学び

とおり、学生時代に阪神・淡路大震災の際に立命館

の展開」が据えられ、学習者中心の教育をサービス・

大学ボランティア情報交流センターの設立と運営

ラーニングの観点から実体化することが求められて

と解散のプロセスに携わったこと、また前掲した

いた。そこで、カリキュラム改革にあたっては、ミッ

ように広島・長崎での平和学習プログラムでのアシ

ションとポリシーに即して、教学上の密度と現場へ

スタントや NPO 分野のインターンシッププログラ

の深度の 2 軸から科目の性格付けを行い、6 つの教

ムでのコーディネーターとして教職員や大学外の

養教育科目を「社会で学ぶ自己形成科目」という位

方々さらには地域住民の方々と多様な人々と共に

置づけのもと提供することとした（図 2）
。

丁寧な関係づくりにあたったこと、それらの原体験

Furco
（1996）
による図解
（図 3）
からも明快なように、

が基底にある。大規模災害や戦後 50 年という社会

そもそもサービス・ラーニングは地域と大学とを

的・歴史的なエポックが、学びと成長の契機となっ

往復しながら、活動と学習の両面の均衡を図られた

た筆者が、同時代に共通の経験を有する人々と共に

「サービスを通して学ぶ（Learning through services）
」

年齢を超えて取り組んだのが、学び合うコミュニ

ものであり、他者との関わりで自己を見つめる「中

ティの創造と挑戦であった。振り返れば、筆者は特

庸」なプログラムである（山口 2015）
。そのバラン

に「スチューデント・イニシエイティド・クラス」
（中村 1996）の実現に向けて、学びの環境のデザイ
ンであり教育環境のリ・デザインを、仲間と共に取
り組んできたのである。
現在の現場は、立命館大学サービスラーニングセ
ンター（以下、RUSLC）である。RUSLC は、直接

教学上の密度
現
地域参加学習入門
場 知
SLの学習法と視点を学ぶ
へ る
の
深
現代社会の
度 見
フィールドワーク
る
ホットトピックスに触れる
考
え
る

的には阪神・淡路大震災当時に学内で設置されたボ
ランティアセンターが母体ではないものの、
「全部

企
て
る

手探りで始め」た活動を「その後、それをかたち
にし、教育プログラムの中に活かそうとしたのが、

現場に出て就業を体験する

シチズンシップ・
スタディーズI
地域の事業に参加する

シチズンシップ・
スタディーズII

教養ゼミ*
専門の土台を固める

地域の事業を補佐する

*教養教育センター科目

図２

実際、RUSLC は、2004 年に全学機関として設置さ

ソーシャル
コラボレーション演習
社会起業家の輩出を志向する

学び方

現在のサービスラーニングセンターをつくった経
緯であった」
（谷内ほか 2012 : 160）と語られている。

全学インターンシップ

働き方

生き方

2012 年度から 2020 年度までの RUSLC の正課科目群（筆
者作成）

れたボランティアセンターが改組されたものであ
る。そして、そのボランティアセンターは、学問分
野としてボランティア活動と関連の深い産業社会
学部が、積極的なカリキュラム改革の中で、1999

社会活動
Service

焦点
Focus

学習
Learning

される側
Recipient

行為の恩恵
Beneﬁciary

する側
Provider

サービス・ラーニング
Service-Learning

年から京都市社会福祉協議会との連携のもと正課

地域貢献活動
Community Service

科目群としてボランティアコーディネーター養成

ボランティア活動
Volunteerism

プ ロ グ ラ ム（Volunteer Coodinator Training Program:
VCTP）の一層の発展を企図し、設置を提起したと
いう背景を持つ（志藤ら 2014）。

学外実習
Field Education

図３

インターンシップ
Internships

活動を伴う学び方の区別（Furco 1996 : 3 より筆者の訳に
より作成）
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スが崩れたとき、Sigmon（1994）が言うとおり、学

開発された「地域活性化ボランティア」を 2012 年

びのプロセスと成果は 4 つのパターンへと分類され

度より名称変更したものであり、各キャンパスで 2

る（表 1）
。サービスとラーニングのバランスは、学

〜 6 のプロジェクト（原則 5 名以上、1 学年次以上、

習者のみによって均衡が保たれるのではなく、教職

履修学年の指定なし）が設置され、42 時間以上の

員、受入団体、地域住民の相互の関係構築によって

現場での活動を通じ、集団の形成・維持・発展の過

もたらされるため、RUSLC は教学部所属の機関とし

程において多様な学びを得ることが目的とされて

４）

いる。受講希望者はシラバスとは別に用意された受

て、各種の連絡調整にあたっている。

講ガイドにより、年間の活動計画を理解した上で、
３−２．社会で学ぶ自己形成科目「シチズンシップ・

志望理由を添えて応募し、担当教員が選考する。科
目の一連の流れは、図 4 に示した。

スタディーズ I」での学びと成長
では、RUSLC の参加型学習において、地域での

この授業は P/F（合格・不合格）で評定されるが、

問題解決活動を組み込んだ教育実践が行われてい

成績評定とは別に、活動内容と学習内容については

るのか、「シチズンシップ・スタディーズⅠ」（通

受講生による評価を求めている。図 5 にもあると

年 2 単位）を事例に、山口・河井（2016）を要約し、

おり、集団としての活動目標と個人の学習目標は、

紹介することにしよう。この授業は、2005 年に立

受入先でのオリエンテーションを経た後で担当教

命館大学が応募した「地域活性化ボランティア教育

員の指導のもとで設定し、中間振り返りを経て見直

の深化と発展」が文部科学省の現代的教育ニーズ取

しの機会を設け、事後学習において相互評価を行う

組支援プログラム（現代 GP）に採択されたことで

ことにしている。2012 年度より、事後評価での相
互評価には、事前学習と中間振り返りで用いた目

表１

Sigmon(1994) による活動と学習の類型（Furco 1996 : 3
をもとに筆者の訳により作成）
様式

学びの構造と状況

style

learning structure/situation

sL

service-Learning

学びの目標の達成が優先、活動の成果は副次的

Sl

SERVICE-Learning

活動の成果が優先、学びの目標の達成は副次的

SL

説明文を入れれば 5 × 6 の表形式の相互評価シート
（縦軸にはシラバスで示した授業の到達目標 4 点を、

型
type

Learning goals primary; service outcomes secondary

Service outcomes primary; learning goals secondary

service learning

活動の成果と学びの目標の達成が極めて分離

SERVICE-LEARNING

活動の成果と学びの目標の達成が等価であり
全ての関係者が双方を促進

sl

標設定 & 達成度評価シートに加えて、ラベル行と

Service and learning goals completely separate

Service and learning goals of equal weight
and each enhances the other for all participants

横軸には受講前の状況・評価時点での現状・受講終
了後にありたい理想像を記入できるよう空白のセ
ルとしたもの）を用いている。予め到達点を定めた
ルーブリックではなく受講生どうしでのプロセス評
価を行うことより、自己肯定感が高いために甘い評
価を行っている学生には一定の謙虚さを携えるよう
に、自己肯定感が低く厳しい評価を行っている学生
には具体的な場面などを描写して自信を抱くことが
できるように、視点や視野の変更を促している。

課
題
設
定
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
化

受
講
生
募
集
・
選
考

4月
予
備
学
習
受
講
手
続
き

5月

学
び
方
の
学
び
・
チ
ム
づ
く
り

6月

7月

コアタイム

現
場
見
学
・
概
要
説
明

活
動
目
標
・
学
習
到
達
度
の
設
定

8月

9月

チーム別会議

10月

コアタイム

活
動
目
標
・
学
習
到
達
度
の
見
直
し

11月

活
動
目
標
・
学
習
到
達
度
の
評
価

12月
連
結
学
習

1月

自
個
主
人
学
レ
習
ポ

ー

大学で
の動き

3月

ー

〜2月

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
発
表
会

ト
執
筆
・
提
出

現場での活動
体験・補助・企画・製作・
実施・評価など
現場で
の動き

図４
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フィードバック・継続実施協議

相互評価を行った後、公開でのプレゼンテーショ
ンを経て、個人でのレポート執筆がなされる。レ
ポート提出時には、42 時間以上の活動時間が確認
できるように授業開始当初に配付している活動時
間記録シートと、事前学習・中間振り返り・事後学
習で用いた目標設定 & 達成度評価シート、そして
活動日誌（アメリカでの枠組みを参考にしたため、
ジャーナルと呼んでいる）の提出が成績評定にあ
たっての要件となっている。ただし、近年、活動
日誌の記述が量と質の両面で厚みを増す必要があ
ると判断し、RUSLC で起用しているアドバイザー

シチズンシップ・スタディーズ I の年次展開（筆者作成、
2014 年度より受講ガイドに掲載）
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（若手研究者、
大学院生を含む）との共同研究のテー
マに据えることで指導方法を改めることにし、活動
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日ごとから月単位でまとめる方式へと変更を図っ

プローチの研究成果を元に、活動現場でのプロジェ

た（山口ほか 2018）
。ちなみに、
前出の相互評価シー

クトの進展プロセスについて 3 つのパターンに整

トの導入も、アドバイザーとの共同研究によって開

理し、Sigmon（1994）による類型との関連づけを

発されたものである。

図ることにした。５）その結果、(1) 活動当初は想定

この授業では、教育実践を対象とした実践的研究

外であったことに強く影響を受けて惰性的進行と

を若手研究者らと共に行うことにより、集団におけ

なる場合（sl 型）、(2) 集団内の意思が強固に維持さ

る多様性、学びの非典型性、成長への多重性に多

れる拘泥的進行となる場合（Sl 型）
、(3) 自らの力

方面から関心を向けることができている。2015 年

量と時間的制約等から達成可能な目標を誠実に捉

度には、建築学の中でも居住環境を専門とする髙

え直していく回復的進行となる場合（sL 型）と、3

田光雄氏によるレジリエンスに関するシナリオア

つの類型に符合することが明らかとなった（図 6）。

図５

相互評価シートの例（個人が特定できる部分には画像処理を施した）

(1) 惰性的進行（sl型）

図６

(2) 拘泥的進行（Sl型）

(3) 回復的進行（sL型）

立命館大学におけるサービス・ラーニングの展開パターンと型との対応（山口・河井 2016 : 49）
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しかし、こうしてサービス・ラーニングにおける問

論やその哲学を整理し、改めて RUSLC での教育実

題解決活動の進展パターンが認識できたというこ

践の深化を図ることにした。

とは、果たしてどのようにして教育実践を指導して

現 地 に 滞 在 し、 文 献 の 渉 猟 や FD（Faculty

いくのがよいのかという課題に直面したことを意

Development： 教 授 能 力 開 発 ） セ ミ ナ ー に 参 加 し

味し、これが結果として筆者の AAU でのテーマに

た と こ ろ、 日 本 で は 併 記 さ れ て 一 括 的 に 扱 わ れ

据えられることになった。

る Problem-Based Learning と し て の PBL と ProjectBased Learning としての PBL とのあいだで、大きく

４．AAU での PBL の教育実践

観点が異なることを確認した。高等教育における

４−１．PBL の 2 つの出入口：問題を掘り下げる・

PBL の歴史とあわせて、両者の違いは Kolmos & de

プロジェクトをまとめあげる

Graaff（2014）で端的にまとめられている。PBL は

RUSLC での教育実践を事例として、大学と地域

Problem-Based Learning と し て「1965 年 か ら 1975

を往復する上でのアクティブ・ラーニングにおい

年のあいだに生まれた」ものであり、学生らが小集

て、どのような学びの軌跡が見られるか明らかにし

団により主体的に症例を検討する新たな教育モデ

た筆者は、アクティブであってもポジティブには捉

ルとして「カナダのマックマスター大学の医学部に

えることができない場面に、教員がどのように介

おいて教育課程の規模で導入され、オランダのマー

入していけばいいのか、という問いに向き合わね

ストリヒト大学（1976 年設立）をはじめ多くの大

ばならなかった。つまり、過度に学習者の主体性に

学が追従した」
（p.141）。このように PBL の導入当

依存しない教授法の追求である。そして、教員が学

初はプロジェクト志向ではなかったものの、同じ

生をアクティブにさせる固定的な役割を担うので

頃、新たな高等教育ニーズに応えるべく設立された

はなく、学生がアクティブになる学びの場を教員が

新設の大学（1974 年設置の AAU も含まれる）によっ

創出・維持・発展（そして終了時には解消）するた

て、全学規模で小集団による問題解決の経験学習が

めには教員にどのような素養が求められるのかを

Project-Based Learning として展開された。７）

明らかにする必要があった。そんな折、学会誌「ボ

その他の文献も含めて山口（2017）でレビューし

ランティア学研究」18 号の書評（山口 2018a）で取

たところ、2 つの PBL は独立しているとも言える

り上げた『TEM でひろがる社会実装 — ライフの充

し、相互に連携しているとも言え、それがまた、日

実を支援する』の共著者の一人、AAU のヤーン・ヴァ

本 で は「Problem/Project Based Learning」 な ど、 曖

ルシナー氏と共同研究を行っているサトウタツヤ

昧な表現が用いられる背景ともなっている。明快

氏より、AAU での学外研究が勧められた。

なことは、「Problem ベース」の PBL では「問題に

冒頭に記したとおり、AAU は全学部の全セメス

もとづく学習」として学びのプロセスが重視され

ターで PBL を導入し、しかも 1 セメスターあたり

ていることである。一方で、後者の「Project ベー

の単位の半分（セメスターによっては半分以上の

ス」の PBL では、単に「プロジェクトにもとづく

場合もある）を PBL が占め、さらに学士課程は 3

学習」という要素だけではなく、「Problem ベース」

年間の履修により卒業というカリキュラムが組ま

の PBL と同じくプロセスにも関心が向けられつつ

れている。

６）

実際、チェアプロフェッサーの一人、

問題解決の実践を通してもたらされる最終的な成

アネット・コルモス氏らの解説によれば、AAU で

果もまた重視される「プロジェクトをまとめあげる

は「各セメスターにおいて、プロジェクトと履修科

学 習 」（Project-oriented Problem-Based Learning、 略

目の大半は実際の学期のテーマに関連していなけ

せば POPBL）という要素もある。事実、筆者の学

ればならない。学生は授業に出席して履修内容をプ

外研究の受入先となった AAU の人文学部のコミュ

ロジェクト活動に適用し、セメスター終了時のプロ

ニケーション・心理学科では、学士から修士課程ま

ジェクトレポートとあわせて、それらの授業の学修

で、セメスターごとに力点を置いて POPBL を中核

結果が評価される。試験は個人評価を含む合同グ

としたカリキュラムが構築されていた（表 2）。

ループ試験によってなされ、最大 6 時間かけて行わ
れる。」（Kolmos 2004 : 14）こうした組織的な展開
から、アクティブ・ラーニングの教授法に根ざす理

14

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.19

４−２．PBL のはしご（The Step-Ladder）モデル
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は、ソーシャルワークの分野での PBL を実践す

モデルである。4 月 21 日のリサーチミーティング

る Mogens Jensen 准教授とデンマーク東部のロス

で Mogens 氏から紹介されたこのモデルを、日本で

キレ大学にて PBL をテーマに博士論文を提出した

サービス・ラーニングの教育実践を担ってきた筆者

Casper Feilburg 准教授の 2 名が受入担当となった。

との経験交流に重ね、さらには Casper 氏とも共有

1 年のあいだに 19 回のリサーチミーティング（う

する機会が生まれたことで、筆者の比較研究は一気

ち 3 人では 11 回）を重ね、2018 年 2 月には受入担

に進展した。

当教員の 2 名と共に、筆者が第一筆者となって、2

The Step-Ladder モ デ ル（Jensen 1991） は、Jens

月にサンタクララ大学（アメリカ・カリフォルニ

Rasmussen 氏による情報処理プロセスをもとにした

ア州）で開催される世界会議（PAN-PBL、隔年開

「The decision ladder template（意志決定のモデル）
」

催）で研究発表を行った（Yamaguchi et al. 2018）。

（Rasmussen 1986）が簡略化されたものである（図

そこで中心的に取り上げたのが、実務経験の豊かな

7）。簡略化によって、PBL のステップが (1) 問題探

Mogens 氏が、かつて博士論文で扱ったコミュニケー

索（perceive）、(2) 情報収集（collect）、(3) シナリオ

ションのモデルを PBL の指導・監督（いわゆるスー

づくり（create）、(4) 到達点の再検討（compare）、(5)

パービジョン）に用いてきた PBL の「はしご（The

活動の選択（choose）、(6) 実現可能性の検討（plan）、

Step-Ladder、デンマーク語の原語は Trappestigen）」

(7) 実際の活動を通した問題解決（do）、という 7 つ

表２

AAU 人文学部コミュニケーション・心理学科でのセメスター展開 ( 筆者作成 )

学士
1
2
3
4
5
6
認知心理学
個人心理学 社会心理学
質的調査 応用心理学
+
+
+
(観察やインタ 教育/臨床/ 卒業研究
初年次PBL 量的調査 生理学的 ビューなど)
産業
(図書館活用等) (質問紙など)
実験など

課程
セメスター
内容

修士
7
8
9
現場訪問
＋
インターン (実践)
レポート
執筆

10
(論文執筆)

分析
Evaluate
performance
criteria

Information processing
activities

Analysis

4
目標との比較

Which goal to choose?

Compare with Goal

Ultimate
goal

Ambiguity
States of knowledge
resulting from
information processing

Which is then
the target state?
Interpret consequences
for current task,
safety, efficiency, etc.

What is the effect?

d
rete
erp
Int terms
in task
of

System
state

s
erm
in t m
ied fro
ntif iation
e
d
I dev tate
of get s
tar

Identify
present state of
the system

Observe
information and
data
What is
going on?
Alert

Activation;
detection of need
for action

Perc
eiv
syste
m sed as
tate

Set of
observations

活動の選択
Choose Actions

Create Complete Picture
of Situation/Problem

Define task;
select change of
system condition

in
eived
Perc s of task
term
Perc
(e.g.,eived in
via p terms
relea
rnedof action
cue)
s
m
r
te sk
n
t i r ta
p
ru fo
ter e
In f tim
o
Release of present response

2

Task
How to do it?

6
情報収集

活動の計画

Collect Information

Plan Actions

Formulate procedure;
plan sequence of
actions

定められた手順
に基づく活動
Rule Based Action

Procedure

7

1
問題の理解

Execute;
coordinate
manipulations

(1)The decision ladder template
(Rasmussen 1986)
図７

5

全体像の把握
Which is the appropriate
change in operating
condition?

s
rm ,
te .g.
in , e
d e s
ie ur ion
tif ed ct
en oc tru
Id f pr ins
o ia
v

What lies behind?

Id
termentifi
s o ed in
f ta
sk

3 状況・問題の

Target
state

Perceive Problem

活動の実施
能力

Do Actions

Skills

(2)PBLのはしごモデル
(Jensen 1991を原著者が英訳し、筆者が邦訳)

The decision ladder template(Rasmussen 1986) と PBL のはしごモデル (Jensen 1991 を原著者が英訳し、筆者が邦訳 )
（山口 2018b : 243）
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のステップに構造化された。PBL のはしごモデルは、

報収集を行うという、言わばバックキャスティング

教育実践の過程において 7 つのステップを 1 から 7

の発想に基づいて、1-4-3-2-5-6-7 の順で活動が進め

の順で辿る必要がないこと、
またショートカット（近

られた。（図 8）

道）やショートサーキット（堂々巡り）そのものが

このように、PBL のはしごモデルは、POPBL に

問題にはならないことを学習者と指導者に気づかせ

おける教員の指導・監督のためのポイントを明確

るものである。具体的には、教育実践における 1 サ

にするだけでなく、学生たちも含めて、プロジェ

イクル（1 〜 7 のステップのうち、どこから始めて、

クトにおける学びのプロセスを可視化するツール

どこかで終わる 1 工程）において、ショートカット

としても利用できることを例証した。そして、図 8

によって効率を重視することや、ショートサーキッ

を AAU での受入担当教員にフィードバックしたと

トによっていたずらに時間を費やすことで、新たな

ころ、人文学部の心理系のカリキュラムでは、セ

可能性が失われることの方が問題となる。

メスターごとの目的に添ってプロジェクトが設定・

このモデルに強い関心を抱いた筆者は、山口・河

設計・展開されるため、問題解決学習におけるプ

井（2016）において 3 つの型で整理したサービス・

ロジェクトはさらに 2 つのタイプに分けることが

ラーニングにおける学びの軌跡を、PBL のはしご

できることが確認できた。一つは学部生を対象と

モデルに重ねて再整理を行ってみたところ、サービ

したプロジェクトにおいて、心理学に関する知識

ス・ラーニングでは、7 つのステップに添って取り

を習得するためにプロジェクトを編成して取り組

組まれていないことがわかった。具体的には、惰性

むもので、知識を開発することに重点が置かれた

的進行のプロジェクトでは、問題の認識が甘いまま

「Study-oriented Projects（SOP：知識構築志向）
」で

始まり、見よう見まねで現場で取り組んだ後、自分

あり、1-2-3 の順で学生が実社会の問題に気づき、

たちが担う役割を選んだものの、そもそも何のため

情報を集め、収集した情報から現実世界に対する問

に行う活動なのかの理解が及んでおらず、改めて自

題解決の仮説をつくることが重要である。もう一

らが向き合う問題は何かを見つめ直す、という具合

つは大学院の修士課程を対象としたプロジェクト

に、2-7-5-1-3-2-4-7 の順で活動が進められた。拘泥

において、実社会で発生している問題もしくは発

的進行のプロジェクトでは、まずは現実社会の問題

生しようとしている問題に対して、自らの専門性

を認識した後で、情報収集をした後、他の取り組み

をもとに問題解決への実践に取り組む「Intervention-

との比較・分析が不十分なままに前年度までの蓄積

oriented Projects（IOP：問題解決思考）
」であり、そ

から活動を選択したものの、改めて情報収集が足り

うして構築した仮説が適切かどうかを分析するた

ないことに気づいたという具合に、1-2-5-6-2-3-6-7

めに 5-6-7 に力点を置いて定められた時間のあいだ

の順で活動が進められた。そして回復的進行のプロ

に実行して責任を果たすことが求められる。
図 9 は、PBL の は し ご モ デ ル の 動 詞 に 着 目 し、

ジェクトでは、問題を認識した後で、何が理想的な

SOP と IOP の両面をより強調した図解である。こ

状態かを展望し、複数の理想像を検討した上で、情
lack 2-7-5-1-3-2-4-7
6

sl

3

5

2

6

1

7

(1)惰性的進行(sl型)の進行

図８

16

Sl

4

4

3

lack 1-2-5-6-2-3-6-7
4

2

1

full 1-4-3-2-5-6-7
set

sL

4

5

3

6

7

(2)拘泥的進行(Sl型)の進行

2

1

5

6

7

(3)回復的進行(sL型)の進行

PBL のはしごモデルから見た RUSLC 展開ステップの可視化（山口 2018b : 246）
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れをもとにすると、AAU の心理学系 PBL におけ

教育実践、すなわちサービス・ラーニングの効果的

る教員の指導・監督のポイントは、SOP であれば

な推進のあり方について検討した。まず、日本国内

PBL のはしごの左側のステップに重点を置いてプ

でアクティブ・ラーニングが教育現場に浸透してき

ロジェクトを設定・設計できているか、IOP であれ

た背景を政策動向を整理した上で、アメリカにおけ

ば右側のステップに重点を置いてプロジェクトを

る大学の大衆化の中で、教室内での学習環境の改善

設計・展開できているか、そのプロセスに関心を向

に向けた議論が盛んに行われてきたことを確認し

けれていけばよい、とされた。それは AAU だけで

た。そうした流れの中、教室以外での学びと成長を

なく、RUSLC におけるアクティブ・ラーニングの

授業に組み込んだ学習方法として導入・展開されて

学びの軌跡を可視化する上でも効果的なツールと

いるのがサービス・ラーニングである。事例として

して援用できる。学外研究は終了したが、専門教

取り上げた RUSLC では、活動内容と学習内容の双

育における PBL と教養教育としてのサービス・ラー

方で目標設定と振り返りを重視する中で、シラバス

ニングと、各々にプロジェクトの再設計や立て直し

に示した到達目標に対する学習内容の総括的評価

のツールとして PBL のはしごモデルを活用した国

を受講生どうしの相互評価で行っているという特

際比較研究が進められており、特に筆者はあえて

徴を示した。

ショートカットやショートサーキットを選択しつ

RUSLC での教育実践では、相互評価シートを用

つ、1 つのプロジェクトにおいて複数回のサイクル

いた学習評価でなく、Sigmon（1994）によるサー

が展開されることで、学習者の学びと成長がより高

ビス・ラーニングの 4 つの型をもとに、活動内容の

まる可能性を追究している。

軌跡を辿ることで活動評価にも取り組んだところ、
3 つのパターンが見られた。一つ目は活動当初は想

P：Study Orient
ed Project）
知識構築志向（SO

1気づく
perceive

5えらぶ
choose

6整える
plan

7果たす
do

Oriented Project）

2集める
collect

比べる
compare

P：Intervention

図９

3つくる
create

定外であったことに強く影響を受けて惰性的進行
現場実践志向（IO

4

PBL のはしごモデルでの各ステップの特徴
（山口 2018d : 223）

となる場合（sl 型）である。二つ目が集団内の意思
が強固に維持される拘泥的進行となる場合（Sl 型）
である。三つ目が自らの力量と時間的制約等から達
成可能な目標を誠実に捉え直していく回復的進行
となる場合（sL 型）である。
活動と学習のバランスを取るために、特に教員が
どのようにして学びのコミュニティに介入し、指
導・監督するかにあたり、筆者は AAU での学外研
究中に紹介を受けた「PBL のはしごモデル」を授
用した。このモデルでは情報処理のワークフロー
をモデルにした個人の意思決定モデルを簡略化し、
PBL の進行が 7 つのステップに整理された。これ
を RUSLC の参加型学習の軌跡と重ねてみたとこ
ろ、7 つのステップに対してショートカット（近道）
やショートサーキット（堂々巡り）が起きているこ
とが明らかにされた。と同時に、AAU 側でも 7 つ
のステップに対する改めての意味づけが行われ、知
識構築志向であれば (1) 問題探索、(2) 情報収集、(3)

５．まとめ

シナリオづくりの流れを、問題解決志向であれば、

５−１．主体的な学びを対話的に設計し深めていく

(5) 活動の選択、(6) 実現可能性の検討、(7) 実際の

ために

活動を通した問題解決の流れを重視する必要があ

以上、本稿では 2018 年 10 月 5 日に開催された第

ると確認された。また、現時点では必ずしも教育実

1 回ボランティア学セミナーの内容をもとに、地域

践の実践過程では 7 つのステップを 1 から 7 の順で

コミュニティでのボランティア活動を組み込んだ

辿る必要はなく、むしろ 1 プロジェクトにおいて複
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数のサイクルが展開されることの妥当性を追究し

育実践においては提示された課題に対して学習者

ている。

が締切までに何らかの成果を仕上げることが求め

冒頭に確認したとおり、2020 年からは「主体的

られ、地域の問題解決活動を組み込んだ授業では

で対話的で深い学び」が、幼稚園から高等学校まで

課題が地域側から提示される。このとき、活動テー

同時に推進されていくことになる。これが一時の潮

マを提供「する側」
（地域社会）と「される側」
（大学）

流に留まるのか、長らく続いてきた教育パラダイム

の関係が成立し、その関係の入れ子構造として「さ

から学習パラダイムへの転換の機会となるのかは

せる側」
（教員）と「させられる側」
（学生）という

定かではない。しかし、学習者が主体的な学びに臨

関係が成立してしまう（山口 2018c : 286）。それゆ

む環境を教育者が構想・設計し、実際に創出・運営

え、そうした「させる−させられる」という関係を

していくことは、政策の有無にかかわらず重要なこ

回避・解消するには、本稿の「PBL のはしごモデル」

とではなかろうか。そのためには学習者と対話する

などを用いて、課題に対する成果物を求めて解決策

教育者の姿勢も求められると共に、研究者による理

とするのではなく、課題から問題を抽出・設定する

論的・方法論的研究を通して、その哲学を深めてい

教育者の助言と介入が必然となる。

くことも必要である。

三つめは、ボランティア活動に取り組む主体に対
する分析単位の見直しが挙げられる。山口（2009）

５−２．逆生産性と成果物主義に抗うために

では携帯電話を「関係のリモコン」として用いる

以上がボランティア学セミナーでの話題提供の

若者らが複数の「キャラ」を使い分けるという「多

骨子である。当日は話題提供時間と同じ割合で参加

元的自己」（辻 2005）という観点から、個々が有す

者とのディスカッションも行われ、終了後には筆者

る特徴や性格において複数あるうちの一つを際立

とのあいだで電子メールにより感想交流をする参

たせる、あるいは新たに生み出すことがボランティ

加者もいた。そこで、今後の学術的・実践的な課題

ア活動をコーディネートする事務局の役割である

と展望として、以下にそれらの内容の一部を記して

ことを示した（pp.32-33）。ボランティア活動を通

おく。

した学びと成長という観点では、思考と行為と感情

今後の課題の一つめは、学習環境のデザインの

のリフレクションにより「それまで見えてこなかっ

ルールが政策動向と関連づけられる点である。数

た意味の明確化」（河井 2018 : 66）を促すことが、

年後、アクティブ・ラーニングが、かつての「ゆ

これに相当する。主体や自己というと、その分析の

とり教育」のように括弧付きで揶揄される失策と

対象を 1 人の個人として捉えがちであるが、行為の

される時が来ることがあっても、政策導入以前か

主体が集団である場合には構成員が複数によるの

ら主体的かつ対話的に学びのあり方を深く追究し

と同じ構図で、
例えば平野（2012a : 2012b）の「分人」８）

実践する現場の人々の役割が無にされるわけでは

のように、肉体的には 1 つの個体であったとしても、

ない。問題は導入される政策は所与に有意義であ

その個体を形成する性格的な要素は複数あること

るとして枠組みの浸透に力点が置かれることであ

を前提に、集団や個人の思考や行為や感情のダイナ

り、イヴァン・イリイチの用語で言えば、過度な

ミックスを検討していく理論と方法論の発展が期

発展・進化は逆に本来の目的の実現や新たに発見

待される。

し た 問 題 へ の 対 応 を 困 難 に す る と い う「 逆 生 産
性（counter-productivity）」 へ の 配 慮 が 必 要 で あ る
（Cayley 1992=2005）。今後の展望としては、宗田・
山口（印刷中）でも用いた「活動理論」（Engeström

謝辞
本研究での事例の分析には JSPS 科研費 18K02742
の支援を得た。

1987）などにより、最適な手段を検討する前に望ま
しい風景を共有した上で、誰が誰と誰に関わるの
か、教育実践の主体と協力者と対象との三者関係を
構築していくことが挙げられる。
二つめは、冒頭でも述べた脱成果物主義をいかに
貫くかという点を改めて強調しておく。そもそも教
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【注】
1） ちなみに溝上慎一氏は、教育学および心理学の観点
から、大学生の学びと成長について取り扱っている。
氏は長らく京都大学で教育・研究にあたってきた後、
2018 年度より桐蔭学園トランジションセンター所

参加型学習における問題解決活動と教育実践の相即：立命館大学とデンマーク・オールボー大学との比較研究を通じた理論と方法論の検討

長・教授となり、追って学校法人桐蔭学園理事長代

4） サービス・ラーニングにおけるよりよい関係構築の

理にも着任した。近著『大学生白書 2018』の副題は、

あり方については、インディアナ大学 - パデュー大

「いまの大学教育では学生を変えられない」であり、

学インディアナ校のサービスラーニングセンター長

現職の名にも付せられたトランジションについて、

を務めたロバート・ブリングル氏らの研究が参考に

つまり学校から仕事・社会へと学びと成長のバトン

なる（Bringle et al. 2009）。中でも SOFAR モデルと

リレーが必要であることを、
「2007 年から通時的に

名付けられた 5 角形の図解は、その頭文字、Student

行われてきた『大学生のキャリア意識調査』
」の結

（学生）
、Organization（受入団体）
、Faculty（教員）
、

果を分析することにより導出している（溝上 2018）。

Administrator（職員、特に管理職）、Residents（地域

2） アメリカでサービス・ラーニングが積極的に展開

住民）の 5 者関係が重要であることを示唆している。

された背景には、1993 年から 2012 年までの間、幼

5） モデル化にあたって参考にしたのは、2012 年 3 月

稚園から初等・中等教育機関、さらには高等教育

11 日に京都大学百周年記念時計台 2 階国際交流ホー

機関、その他の非営利組織や事業連合体にサービ

ルで開催された持続可能な発展の重層的環境ガバナ

ス・ラーニングのための広範な助成金を供与すべく、

ンス 2011 年度全体研究会での「持続可能な都市・

Corporation for National and Community Service
（CNCS：

地域デザイン：居住文化育成の視点」と題した資料

全 国・ 地 域 サ ー ビ ス 連 邦 公 社 ） に よ る Learn and

での図解である。当日用いられたパターンが納めら

Serve America プログラムが展開されたことが挙げら

れた資料で、本稿執筆時点で入手可能な資料として

れる。Learn and Serve America は 1993 年の全国およ

は、髙田（2018）があることを付記しておく。

び地域社会サービス信託法（National and Community

6） AAU はデンマーク北部のオールボー、中部のエス

Service Trust Act）によって認可された。その後、連

ビャウ、南部にある首都のコペンハーゲンの 3 キャ

邦 議 会 は、2011 年 度 の 連 邦 予 算 で Learn and Serve

ンパスを有する。2018 年時点では人文学部、社会学

America のための資金を撤廃した。こうした社会的・

部、工学部、情報工学部、医学部の 5 学部構成であ

文化的背景については、Jacoby（2014）に詳しい。

る。 ウ ェ ブ ペ ー ジ（https://www.en.aau.dk/about-aau/

なお、この動きへの反応として、全米大学・カレッ

figures-facts/students/）によると学生数は 20,506 人で、

ジ 協 会（AAC&U） は 2012 年 1 月 に「A Crucible

2014 年以降はほぼ同数の学生数である。

Moment: College Learning & Democracy's Future」（ 試

7） ただし Kolmos & de Graaff（2014）には「同じ省略

練のとき〜大学の学びと民主主義の未来）を発表し、

形で表記される PBL も、ここでは同じ実践をしてい

大学と地域社会との関わりを通して「民主的価値観、

るものとして取り扱ってよい」状況にあり、
「Problem

理想、プロセスの担い手」としての自覚と責任を学

ベースや Project ベースな学びの（中略）理念はいず

習者らが得ることを示し、サービス・ラーニングの

れも小さなチームにもとづくプロジェクトにより、

現代的な意義を訴えていることに触れておきたい

多かれ少なかれ 1 つの講義で学ぶ中身に関して事例

（National Task Force on Civic Learning and Democratic

をもとに活動するものと定められ、
（中略）学際性

Engagement 2012）。
3） 言うまでもなく、1991 年以前に、アクティブ・ラー
ニングに関する教育や研究がなされていなかった

が必要とされる巨大なプロジェクトが対象にされて
きた」（p.142）という記述もある。
8） この「分人」という観点は、週刊の漫画雑誌での連

という意味ではない。事実、同書の共著者の一人、

載小説に織り込まれた概念が、後に新書にて解説さ

チャールズ・C・ボンウェル氏は、
「Active Learning

れたものである。小説では次のように描写されて

Site」というホームページを開設し、文献情報を提

いる。「対人関係ごとの色んな自分を、＜個人＞に

供している。その中で最も古いものは 1967 年の文

対して＜分人＞と呼んでます。分数の分に人。個

献（Hartley & Cameron 1967）である。また、溝上（2014）

人が整数だとすれば、分人は分数のイメージです。

では、政策文書の渉猟をもとに、active learning は

個人は一人、二人と数える。その一人々々の中に

「1980 年代高等教育のなかで盛んに用いられるよう

また、複数の違った分人が存在している。
」（平野 ,

になった用語」で、1960 年代から 1970 年代初頭に

2012b p.326）見方によっては、
「実証主義的な姿勢

かけてアメリカで高等教育の大衆化がもたらされた

の対極にある研究（in opposition to positivist forms of

反動で各種の施策が検討されたためと記している。

research）
」（Leavy 2017, p.515）として、経験に基づ
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いた「ソーシャル・フィクション」としても位置づ
けられる。今後、研究者が新たな概念の生成・伝播
を図る上で、参考にしていってよいだろう。
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Interbeing between problem solving activity and community of practice in active learning:
A comparative study for exemplifying the theory and pedagogy from Ritsumeikan University,
Japan and Aalborg University, Denmark.
Yamaguchi Hironori
(Institute for General Education, Ritsumeikan University)
【Abstract】
This paper is a comparative study between a Japanese and a Danish higher educational institution with respect to
designing an active learning environment. First of all, I clarified a brief history of active learning in Japan, especially
in the national education policy. After that, this paper shows how educational practice affects from the field in the
semester from the author's class entitled “Citizenship Studies 1” provided by the Service Learning Center at Ritsumeikan
University.
I found that both learning assessment and practice assessment need to consider the atypicality and redundancy of student
learning based on the diversity of the learning community. For this point, I focus on the supervisors’ role in ProblemBased Learning at Aalborg University which was applied the Step-Ladder model.
Keywords : Student-centered, Service-Learning, Problem-Based Learning, The Step-Ladder Model, Counter-productivity
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特集：主体的な学びを拓くボランティア学
【特集】
大学の海外体験学習における当事者性の醸成

大学の海外体験学習における当事者性の醸成
−東ティモール体験学習の事例から−
桑

名

恵（近畿大学）

【要約】
海外体験学習では、異文化体験での混乱やジレンマから学びを深める気づきが得やすい。また、社会参加
を体験することで、遠い国の出来事と自分との距離が近づき、当事者性を高める。一方、その効果は一時的
なものにとどまる傾向にある。本稿では、継続的な学びや行動を促すにあたって、グローバルイシューの問
題解決には欠かせない「自分ごと」を引き出す当事者性の醸成の重要性を、開発教育および、変容的学習の
プロセスから考察した。当事者性の醸成には、知識の習得のみならず、価値観の変容にもいたるプロセスが
必要である。変容をもたらす学習には省察から実践に移す行動の影響が大きいため、帰国後の主体的な学び
と活動の場の創出に考慮したプログラム設計が必要とされる。具体的には、学生へのインタビューやアンケー
ト調査から、共感的な人間関係に基づく学びのコミュニティづくりや、振り返りを通じた問題意識の深化な
どの環境づくりが重要であることを示した。変容的学習の土台に配慮することによって、参加者間の協働な
どの実践を通じて当事者性が高められ、さらに個人的な学びやキャリア選択、日常生活での新しい価値観に
基づく行動に継続的な影響をもたらす可能性をもっている。
【キーワード】海外体験学習、当事者性、変容的学習、サービスラーニング、グローバルイシュー

1．はじめに

な人々に出会い、今そこで起こっている現場での体

グローバル化が深まる今日、大学では持続可能

験を重ねながら、日本では気づけない多くの発見と

な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）

ともに学習意欲が高まる。一方で、帰国後そのモー

の取り組みをはじめとして、地球上の様々なグロー

チベーションが一時的なものとなりがちな課題が

バルイシューについての教育機会が増加している。

指摘されており（箕曲 2017）、現地の体験や省察を、

しかし、地球規模のできごと、特に開発途上国で

意識変容や次の行動を導き出す経験にいかに深化

顕著な課題は、学習者には「遠い世界」で起こる

させていけるかが模索されている（林 2010）。現地

ことであり、表面的な知識の習得にとどまりがち

での体験を一過性の交流以上の学びにつなげる一

である。学習効果を高め、現状変革への行動を促

つの手がかりには、
「当事者」またはその問題的事

すためには、グローバルな課題をいかに「自分ごと」

象と学習者との距離感や心理的、物理的関係が近づ

として落とし込めるのかが問われることになる。

き、開発途上国の社会の課題を、
「恵まれない、か

本稿では、このような「遠い世界」と「自分ごと」

わいそうな人たち」の問題として自分から分離させ

のギャップを埋める学習の方策として、開発途上

て捉える認識を抜け出し、自分もその問題の一部で

国における海外体験学習の学習効果の可能性を取

あるという当事者意識をもって状況を理解する変

り上げる。

容が必要になると考えられる。本稿では、継続的

海外体験学習には、語学研修、海外インターン

な学習や行動の起動を促すにあたって、
「自分ごと」

シップ、国際サービスラーニング、スタディツアー

を引き出す当事者性の醸成の重要性を、開発途上国

など様々な形態があり、アクティブラーニングを組

の開発での経験を活用した教育手法である開発教

み込んだプログラムで現地に滞在し、参加者一人一

育および、価値観の変容をもたらす変容的学習のプ

人に濃密な体験を提供する（子島・藤原 2017）。短

ロセスから考察する。

い期間であっても、異なる文化や社会に触れ、様々
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2．グローバルイシューにおいての当事者性

開発教育は、このような展望を拓く一つの手法で

はじめに、当事者性とは何かを整理しておきた

あると考えられる。開発教育を推進する開発教育協

い。当事者とは、一般的に困りごとや問題に直面し

会によると、開発教育は「私たち一人一人が、開発

ている人を指す。精神障害者のコミュニティで生ま

をめぐる様々な問題を理解し、望ましい開発のあり

れた当事者研究においては、専門家支配のもとに置

方を考え、共に生きることのできる、公正な地球社

かれてきた社会的弱者が当事者としての力をもつ

会づくりに参加することをねらいとした教育活動」１）

重要性が提唱されてきた。当事者性の議論に大きな

であり、参加を通じて自分と世界の関係性を発見

影響を与えた『当事者主権』
（中西・上野 2003）では、

し、地球市民としての権利と義務を果たすことを目

当事者は問題を抱えた人を指すのではなく、
「ニー

指している。開発途上国の開発においては、1980

ズを持った時、人は誰でも当事者になる」とし、問

年代頃から参加型開発が主流化しており、外部者が

題が社会によってつくられることを強調しつつ、当

かかわり合いながら、住民や社会的弱者の主体性

事者は自分自身で意思決定ができる存在であると

や、その人々の能力を引き出すプロセスを尊重して

した。一方で、このような当事者の認識が、社会的

いる（佐藤 2003）。こうした理念を開発教育の手法

な問題を特定の人に固有のものと囲い込むことで、

にも反映し、教師の一方的な教え込みではなく、学

問題の本質と社会的責任を曖昧にし、当事者概念

習者自身による問題の発見、課題の設定、問題の影

を狭める懸念も指摘されている（豊田 1998）。また、

響や広がり、背景の探求、解決への行動が「参加型

問題の中核にいる人またはそれを強く意識してい

学習法」に取り入れられている（藤原 2016）。また、

る「当事者」と、そうでない「非当事者」の間に差

参加型学習では、テーマをより深く学ぶという目的

別的な認識が生まれる危険性があることを踏まえ、

以外に、自分の意見や考えを表現し、他の意見や考

松岡（2006）は、「当事者 / 非当事者」の二項対立

えを聞き、共に作り出すという協働の学びのプロセ

を超えるための社会福祉・ボランティア教育の必要

スが重要視されている。抑圧された人たちのみなら

性を説いている。

ず、一般の人たちとの対話こそが変革の行動の本質

本稿が焦点を置く開発途上国の貧困、環境問題、

であると強調し、問題解決型教育のビジョンを示し

紛争などのグローバルイシューにおいての当事者

た Freire（1970=2018）の理念にも相通ずるものが

性を考える時、その問題の所在は、目に見える問題

ある。

を抱えることの多い開発途上国にのみにあるわけ

また、貧困からの脱却の事例に焦点を当て、奪

ではない。先進国とつながるグローバルな社会構造

われた力を取り戻すにあたって必要な力を示した

が関係しており、先進国の人々の理解や行動の変容

Freidmann（1992=1995）による「力の剥奪モデル」

がなければ解決できず、ゆくゆく地球規模での影響

では、個人的な能力のみならず、社会組織や社会

がもたらされるという意味で、先進国の人々も当事

ネットワークなど、問題に直面している当事者に共

者である。多くの社会的問題の解決で問われている

感する外部の人や団体、つまり市民社会の力の重要

のは、世界規模で一人一人が当事者意識をもち、自

性を示している。このようにグローバルな社会課題

覚的に解決に向けて行動できるかということであ

を解決するには、直接的な問題を抱えている当事者

る。こうした状況では、「当事者 / 非当事者」を超

のみならず、広い意味での当事者が同時に参加し、

え、異なる当事者同士の連帯の深化を計ることが、

連帯する場が必要とされる。

抑圧構造を打破し、グローバルイシューを解決して

海外体験学習では、学生が現地まで赴き、立場の

いく一つの鍵であるといえる。いわば当事者性を広

異なる様々な人々と交流し、自ら体験しながら問題

げていくということであり、松岡（2006）が指摘す

意識を深め、参加型で学ぶプロセスが前提になって

るように、困難に直面している当事者や家族、専門

いる。参加や交流、そして協働型の学びが展開され

スタッフだけではなく、ボランティアや地域住民や

ることで、社会課題に対する当事者性を高める要因

子どもたちが、より当事者性の高い人たちに触れ合

が含まれている。しかし、一時的ではない、持続的

うことで共感し、自らの当事者性を深めていく過程

な問題意識や行動の発動が伴うには、知識の理解、

が重要になるということである。それらを実践する

習得という認知的次元のみならず、価値観や人生観

には、参加や交流が重要な要件となる。

の変容をもたらす主体的な深い学びを生起させる必
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要があるのではないかと考えられる。どのような参

育手段となりうることを明らかにした。また、学生

加や交流、協働型の学びの要因が、当事者性を高め、

が経験する変容がどのように起こるのかという点に

持続的な変容的学習に影響していくのだろうか。

ついて、次の 5 つのプロセス、1）文脈的な境界を
超えること（Contextual border crossing）
、2）不協和

3．変容的学習が起こるプロセス
価値観や人生観の変容をもたらす意識変容の学
習が生起するプロセスは、Mezirow の『大人の学
びと変容』（1991=2012）で詳しく考察されている。

（Dissonance）
、3）個人化（Personalizing）
、4）プロセ
ス シ ン グ（Processing）
、5） 結 び つ き（Connecting）
を示した（Kiely 2005）
。
上記の Mezirow が理論化した変容的学習の段階

子ども期の学習では、権威があるとされていた人や

や、Kiely が分析した変容的学習のプロセスを参照

もの、学校教育によって提供される「形成的学習」

することによって、海外体験学習において当事者性

を基盤にしていたものが、成人期においては、変

を高める学びに必要なポイントや、持続的で、深い

化する出来事を理解し、自分の生活に対する自らの

主体的な学びと行動を引き出すプロセスとのかか

コントロールの度合いを高め、新たな思考の枠組み

わりが明らかになると考えられる。次項では、東

を手に入れるため、形を変えていく「変容的学習」

ティモールで実施した海外体験学習プログラムの

（意識変容の学習：transformative learning）へと移行

参加者の学びを事例にして、変容的学習モデルを適

していく特徴を示した。過去の経験を新しい経験

用しながら、当事者性を高めるにあたって重要な要

と融合させたり、変容させたりしている「意味パー

因を分析する。

スペクティブ」の変容が起こることで、自分自身が
深く身につけている価値観に疑いを持ち、意識や行
動を変化させて新たな理解に基づいて行動へと至

4． 東ティモールでの海外体験学習を事例
とした学びのプロセスの分析

る過程を明示した。意識変容のプロセスは、まず学

当事者性を高める学びのプロセスを分析するに

習者の前提に疑問を投げかける周囲の人や出来事、

あたって、本稿では 2013 年から 2018 年にかけて筆

社会的背景の変化である「混乱が引き起こすジレン

者が担当教員として 3 つの大学２） で企画、実施し

マ」による刺激を受け、従来の自分の考え方、感じ

た東ティモールでの海外体験学習プログラムの参

方、行動の仕方がうまく機能しないと感じる段階を

加者のレポート、インタビュー、アンケート調査

出発点として、
「自己検討」が始まり、
「批判的アセ

の回答から考察を行う。学びのプロセスを、次の 3

スメント」が行われ、「新たな役割、行動の選択を

つの時期、1) 現地滞在中の活動からの学び、2) 帰

探る」、
「行動の策を練る」、
「計画を実行に移すため

国後の活動からの学び、3) プログラム終了 3 年後

の知識と技能を習得する」などの過程を経て、
「新

の変容、に分けて、それぞれの時期で特徴的な要因

たな役割を試行」し、
「新しいパースペクティブを

を浮き彫りにする。

土台として自分の生活を再統合」するに至るという
段階を重ねていく（Mezirow 1991=2012）。
この Mezirow の変容的学習モデルを、Kiely（2005）

4-1

現地滞在中の活動からの学び

ここでは、2015 年に立命館大学の教養科目「シ

は、海外体験学習の一形態である国際サービスラー

チズンシップ・スタディーズ I」の中で開講された

ニングの文脈に当てはめ、重要な学びや行動的変容

「東ティモールフェアトレードコーヒーを通じたグ

が、どのような形で経験と意味づけられているか、

ローバルなつながり活性化プロジェクト」および、

問題テーマや重要な出来事とどのようにかかわり

2018 年に近畿大学国際学部で実施した体験プログ

あっているかを分析した。Kiely は、アメリカの大

ラム「東ティモールのコーヒーからフェアトレー

学のプログラムとしてニカラグアで実施された国

ド、平和な国づくりを考える」を事例として取り上

際サービスラーニングプログラムの長期にわたる

げる。どちらも 2 単位の正課科目であり、現地での

学生の学びの追跡調査を行い、サービスラーニング

フィールドワークに加え、コーヒー農家の手伝い、

が社会との密接な関係をもつことでユニークな変容

小学校での活動、帰国後のイベント開催などの社会

的学習をもたらし、学習者の批判的意識、深い構造

活動を実施し、振り返りを入れながら学ぶという意

的分析、社会アクションへの関与への変容を促す教

味で、サービスラーニングの手法を取り入れている。
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調した、
「高度の不協和」として記されている。そ
れらを示した参加者のレポートを抜粋する。

「現地に行くと今までの自分の常識や考えが全
く的外れなものだと気付かされる場面が多々あ
りました。中でも一番の驚きは、現地の大学生や、
農民がフェアトレードという貿易形態を知らな
いということでした。この事実を知った上で、も
う一度フェアトレードについて自分なりに考え
てみると、とても混乱してしまいました。今まで
の自分の理解は本当に正しいものだったのか、一
農民とコーヒー豆の選別を行う学生の様子

口にフェアトレードと言ってもその仕組みはと
ても複雑で難しいものだということに気づかさ
れたからです。私たちのグループはフェアトレー
ドを広めることを目標にあげていました。しか
し、ただ広めるだけでは意味がないのだと感じま
した。フェアトレードというのはただの貿易形態
を示す言葉であり、言葉の裏にある日本と東ティ
モールの信頼関係や自分が実際に目にした農家
の方々の日々の重労働があって、自分たちは日本
でおいしいコーヒーが飲めているという感謝の
気持ち、これを理解して日本の消費者に伝えるこ
とが何より大切だと気付きました。11 月の学園
祭でブースを開いた際には、フェアトレードとい

農民とコーヒー豆の脱肉を行う学生の様子

う言葉を広めることに執着するのではなく、現地
の様子や日本と東ティモールの関係性も含め、そ

まず、参加者が書いたレポートから、現地滞在中

の言葉の背景に隠されている複雑な現状を来て

に参加者が関心を寄せた社会課題とその動機を分

くださった方々一人一人に丁寧に説明する場作

析した。あげられた社会課題については、参加者に

りをすることにしました。」（2015 年立命館大学

よって焦点は多少異なったが、大別して「支援が作

プログラム参加者 A さんのレポートから抜粋）

る先進国と途上国の上下関係」や、
「外国の支援に
頼り過ぎて東ティモールが自立した国づくりがで

「摂氏 40 度にも達するビニールハウスの中での

きていないこと」など支援が作る関係性と、
「コー

作業は過酷を極めた。日本人数人が作業に加わ

ヒー農家が誇りをもって仕事ができていないこと」

ると東ティモールの人々は豆を保管する倉庫で

「フェアトレードの生産から消費までの一連の流れ

次々と休憩し始めた。私は誰よりも動き、背中

を知らないこと」などフェアトレードにかかわる

を見せることに徹した。すると彼らはなぜそん

問題があげられた。これらの問題に気づいたきっか
けは、学校関係者や農家など現地関係者とのやりと

なに働くの？という疑問をもった顔をしていた。
…（中略）… 自分がしていることに誇りをもっ

り、コーヒー農家と共に行なった農作業、援助機関

て作業しているものだと思っていたが、そうでは

からのヒアリングなど、現地滞在中の人との出会い

なかった。彼らはコーヒーを作るという過程で、

の中で生じており、参加者それぞれのレポートに

自分たちがどこの部分に携わっているのかを把

は、Mezirow（1991=2012）が変容的学習の起点と

握していないように思えた。自分たちがよりよい

してあげた「混乱が引き起こすジレンマの出来事」

豆を育てることが自分たちの国を、暮らしを豊

が、Kiely（2005）が変容をもたらす要素として強

かにするということを知らないのだろうと思え
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た。」（2018 年近畿大学プログラム参加者 B さん

フェアトレードという遠い世界だった東ティモー

のレポートから抜粋）

ルとの接点を模索することからそのジレンマや葛
藤が生まれている。海外体験学習が、そもそも「社

「コーヒー農家の人に話を聞いた時、『NGO の

会的参加」を起点とすることで、Lave and Wenger

支援に本当に感謝している』と言っていた。これ

（1991=1993）が提唱している「状況に埋め込まれ

はどこまでが本心かわからず、支援される側の本

た学習」の特質を持ち、
「知識と学習がそれぞれ関

音はなかなか聞くことができないと感じた。また

係的であり、意味が交渉で作られ、学習活動がそこ

その時に事実に関する質問のみを行なったが、被

に関与した人々によって関心を持たれた（のめり込

支援者から得られた答えは全て曖昧なもので、彼

んだ、
ディレンマに動かされた）もの」であることで、

ら自身が彼らの現実を客観的に見ていないこと

社会的課題に直面する人々と自分とのかかわりの文

がわかった。ただ、それだけで彼らが怠けている

脈で発生する傾向が強いと考えられる。また、本プ

という判断をするのも違うと感じた。なぜなら、

ログラムでは、開発教育の大きな特徴である、世界

自分が客観的に自分の現実を理解しているかど

を身近に理解するための相互依存アプローチ（藤原

うかを考えた時に自分も不十分であることに気

2016）を活用しており、遠くの困難な現実と自分た

づかされたからだ。しかし、このような点だけを

ちはどのようにつながり、生じた問題をどのように

見て、多くの人は途上国の人が劣っていると考え

打開していけるかを考える学習に主眼をおいて、事

てしまうのだなと思った。…（中略）… 支援者

前・事後学習で社会的な構造要因を意識しながら学

と被支援者は仲間としてプロジェクトを行なっ

習する工夫を盛り込んできた。具体的には、
コーヒー

ていく必要があるにもかかわらず、上下関係、敵

という日常的にかかわりのある媒体をプログラムの

味方関係になりやすいということにも気づかさ

主題にすえて、東ティモールで起こっていることと

れた。」（2018 年近畿大学プログラム参加者 C さ

自分の関係性を考えやすい場を設定している。

んのレポートから抜粋）

また学生のレポートの記述から、
「混乱」
、「ジレ
ンマ」や「不協和」を体験した後、学生は Mezirow

「東ティモールでの 1 週間を通して、私の中に

（1991=2012）が示す次の段階の「批判的省察」を

はたくさんの疑問が出てきた。小学校の校長は今

行い、A さんのように「フェアトレードという言葉

の学校に満足していると言っていたが、私から見

を広めることに執着するのではなく、その言葉の背

ればまだまだ改善することはたくさんあると思

景に隠されている複雑な現状を来てくださった一

う。…（中略）… しかし、それは日本の学校を

人一人に丁寧に説明する場作り」につなげようとす

見てきた私の考えであって、外国人である私たち

るなど、
「意味的パースペクティブ」を変容させ、
「新

はどこまで介入していいのか。今、東ティモール

たな役割、行動の選択」を探りながら、新しい価値

の人たちは自分たちで作り出す、考える力がもっ

観を模索している思考と行動の変容がみられる。

と必要だと思った。支援してくれる人たちの言わ

このような「混乱」や「不協和」は、海外に行っ

れた通りにするだけでは、東ティモールが残さな

て体験することでのインパクトが大きいことも特

いといけないものが消えていってしまう。…（中

徴的である。異文化体験により日本で想像していた

略）… 今後どこかにかかわっていくなら、自分

ことを超える事象を目にすることで、強い衝撃を受

の当たり前を捨てて、現地の人の意思を最優先に

け、その原因を問い、その状況を理解し、何か私た

協力していきたいと思った。支援に依存しない

ちができる解決への行動を考え始める動機が高ま

ように私たちが意識しなければならないと思っ

るからである。これらは、国際サービスラーニン

た。」（2018 年近畿大学プログラム参加者 D さん

グに特有の学習効果にもかかわっており、Bringle,

のレポートから抜粋）

Hatcher and Jones（2012）が指摘するように、直接
的に異文化で他者との接触を保ち、自国の文化と外

参加者それぞれの「混乱が引き起こすジレンマ

国事情とを比べながら、社会問題を国際的社会構造

の出来事」を分析すると、容易に理解しにくい「不

の視点から捉えることでグローバルな市民性を育

協和」に直面し、自分を起点としながら、支援や

む学びの特徴がある。また、外国での滞在による現
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地コミュニティとの接触によって、外国語の環境に

ないかと気づいた。」（2018 年近畿大学プログラ

浸り、文化的な深い理解と尊重の意識が芽生えやす

ム参加者 E さんのレポートから抜粋）

くなるという特質も影響していると考えられる。
社会課題が「自分ごと」と認識できる度合いにつ

「フェアトレードがなぜ高いかというのは、作

いては、2018 年の近畿大学プログラム参加者 7 名

業を見て体験することで、それは妥当な値段なの

に対する無記名式アンケートにより、
「東ティモー

だとわかった。飲み手側にも作り手側にもお互

ルで関心をもった社会課題について、自分たちの

いのことを見て、知ってもらえればフェアトレー

問題としてどの程度認識できるか」について、5 段

ドの見方も、今まで飲んでいたコーヒーの見方も

階（4 とてもそう思う 3 ある程度そう思う

変わるのではないかと思う。」（2018 年近畿大学

そう思う

1 あまり思わない

2 まぁ

0 全くそう思わない）

プログラム参加者 D さんのレポートから抜粋）

で渡航前と渡航後の認識の変化を問うた。平均値は
渡航前の 1 から、渡航後は 3 と変化し、
渡航後に「自

近畿大学プログラムの参加者による帰国後の活

分ごと」として東ティモールの課題を捉える程度が

動は、帰国後間もないタイミングで、大学内で開催

大幅に増加した。

される「SDGs Week」でのイベント企画の募集があ

一方で、参加学生のフォーカスグループディス

ることを知り、応募することから始まった。SDGs

カッションでは、非日常の体験による大きな気づき

ターゲット 12「作る責任、使う責任：生産と消費

があるものの、海外プログラム特有の難しさの要因

のパターンを持続可能なものにすることを促進す

が指摘された。言葉が違う中で、深いコミュニケー

る」に関連する活動として採択され、昼休みの 45

ションが取りづらいが故に、人との結びつきが短期

分間に Timor Café を 2 日間開催することになった。

間で深まりにくいこと、また国内の体験プログラ

この時点では、正課での活動としての教員の手は離

ムでは可能な現地滞在後の継続的な現地コミュニ

れており、企画、実施はすべて学生が行う活動とし

ティとの接触や関係性を深めることでの学びが難

て自主的に進められた。イベントの狙いは、まず、

しい点が挙げられた。

学生、教員、職員に東ティモールのコーヒーを試
飲してもらい、東ティモールやコーヒーの認知度

4-2

帰国後の活動からの学び

当事者意識や主体的な意識を醸成するのは、滞在

を高め、その背景にある農民の生活やフェアトレー
ドの状況を伝えることである。さらに、日本側のみ

期間中の学びだけではない。帰国後の学びや行動か

のイベントとするだけではなく、
「使う」人と「作る」

ら継続的な学びにいかにつなげていけるかという

人をつなぐため、現地のコーヒー農家に対し来場者

ことが、当事者性を高めるにあたって重要な要因と

のメッセージを届ける活動も盛り込まれた。

なる。Mezirow（1991=2012）は、すべての変容的

活動の成果としては、限定された 2 日間の合計

学習は「批判的省察から発生した洞察力を実践に移

90 分のみの活動にもかかわらず、予想の 60 名をは

す行動が不可欠なプロセス」であると主張し、実践

るかに超える 150 名以上が来場し、多くの来場者が、

の重要性を強調している。Mezirow が示した変容的

東ティモールコーヒーのおいしさに対して賞賛の

学習の過程では、
「新たな役割、行動の選択を探る」、

メッセージを残した。また、
「東ティモールのこと

「行動の策を練る」などがその段階に当たる。帰国

は全く知らなかったけれど、先輩が丁寧に熱心に

直後の参加者レポートの中でも、その行動の策を模

コーヒー農家のことを教えてくれて、コーヒーを

索する様子が描写されている。

作ってくれている農家の方に感謝の念がわいてお
いしさが倍増した。東ティモールのことをもっと知

「東ティモールの経験をそれだけで終わらせる

りたいし、私も東ティモールに行ってみたいと思っ

のではなく、今後も生かせるように今私たちにで

た。」、「1 杯のコーヒーを作るのにこんなに手間が

きることを実際に行動に移していきたい。国際支

かかっているとは知らなかった。それにもかかわら

援を考える上で、様々なことは彼ら自身が望んで

ず、農民に対する利益が少なすぎることに驚いた。

いることではないかもしれないと考えたが、私た

もっと作る人のことを考えて、フェアトレードが広

ちは部外者だからこそできることもあるのでは

がればいいと思う。
」などの感想が寄せられた。プ
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ログラム参加者の熱意が来場者に伝わり、コーヒー

「イベント開催にこぎつけるには、今まで話し

を媒体として来場者の当事者性も高まる効果が

たこともない部署の職員や先生と連絡したり、交

あった。学生自身が同年代同士の対話によるカジュ

渉したりすることが必要だった。イベントの場所

アルな参加、交流の場を作り、来場者にコーヒーを

を借りるのに、イベントの趣旨をなかなか理解し

通して東ティモールを体感してもらうことで、プロ

てもらえないことや、1 杯のコーヒーに対し来場

グラム参加者以外の当事者が広がっていった。

者任意の寄付を募るなどの企画については実践
できない問題にも直面した。一つ一つ突破してい
く必要があった。一つのイベントを実施するの
に、学内でもこんなに手続きや調整が必要で、時
間がかかるとは想像もしていなかった。形になっ
ていくプロセスは楽しかったが、宣伝が進んで
いく中で、もう後には戻れない責任や重圧も感じ
るようになり、苦しいこともあった。ただ、普段
の大学生活では接点のない学内の様々な立場の
人に会って、イベントを作り上げていくことは、
世の中に出て、社会を変えていくプロセスを想像
する機会にもなり、大きな学びとなった。イベン

Timor cafe に来場した学生たち

一方、イベントを企画・実施した学生の気づきや
学びをインタビューやアンケートで問うたところ、企

ト当日は、喜んでくれる人の笑顔が嬉しかった。
笑顔をつくり出す仕事の素敵さを学んだ。」（2018
年近畿大学プログラム参加者 C さんへのインタ
ビューから）

画・実施の苦楽を共にしたプログラム参加者とのつな
がりや、イベント実施を実現させるための関係者との

「どうにかしてたくさんの人に東ティモール

折衝、当日の来場者との対話など、他者との接触から

コーヒーの魅力を広めて、東ティモールの人の仕

もたらされる学びが多く語られた。
以下、
インタビュー

事への自信につなげたいと思った。今回のイベン

やアンケートからの学生の言葉を抜粋する。

トでは東ティモールやコーヒーのおいしさの認
知度が上がったという意味では成功したと思う。

「一緒に 1 週間過ごし、同じ景色や同じ場面を

今後の活動では、日本で売れるという結果を出し

共有し、本当の自分を知ってもらっている仲間だ

たい。支援の仕方というものを勉強して自分なり

からこそ、気を使わず一緒に、自発的にイベント
を実現したいと思えるようになった。準備は大変

によい方法を見つけたいと思うようになった。今
はソーシャルビジネスや BOP ビジネスなどビジネ

だったが、仲間と一緒に作業をする心地よさが

スの視点から考えており、
『援助する側・される側』

あった。自分とは違う意見や考え方があっても、

ではなくお互いが『パートナー』になるにはビジ

受け入れられる関係があったので、忙しいといっ

ネス的関係が必要だと思っている。」（2018 年近畿

てあまり参加できないメンバーのことに不満を

大学プログラム参加者 F さんのアンケート回答

感じることもなく、無理せずに活動を進めること

から）

ができた。違う意見をぶつけられることで、自分
自身が見えてくる学びがあった。また現地で知り

上記の記述から、イベント実施という「新しい役

合った東ティモールの人たちの顔が思い浮かぶ

割を試行」するにあたって、Kiely（2005）が指摘す

関係性ができ、帰国後の活動を通じて東ティモー

る「プロセシング」
（個人の内省プロセスや、社会

ルの魅力を届けたいと強く思えたことが、イベン

的・対話的な学びを通して起こる問題化、原因や解

ト実施の原動力になった。」（2018 年近畿大学プロ

決策の探求）や、
「結びつき」
（コミュニティメンバー

グラム参加者 D さんへのインタビューから）

や友達、教員との関係を通じて感情的に理解、共感
することで得られる学び）が、新しい行動や考え方
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の変化に影響を与えていることがわかる。特にプロ

の熱心な反応を経験し、他のプログラム参加者と共

グラム参加者同士の仲間意識、現地の人との結びつ

に達成感を分かち合っていた。また、イベント後の

きなど他者の存在が参加者の新しい行動を生み出

振り返りの後には、農民にとどける写真のデザイン

す大きな原動力となっている。Freire
（1970=2018）が、

などを担当し、参加意欲も高まっている。最終の第

「今や誰かが誰かを教育するのではないし、さらに

4 段階である「問題の複雑性を理解した上で、自分

は誰も自分だけで自分を教育するのでもない。人

なりの解決策や行動方針を見いだす。問題のより良

間は世界に媒介された交わりの中でこそ教育され

い解決のために、関心や行動を持続させる」状況に

ていく。」と述べているように、他者との交わりが、

向けては、今後のプログラム参加者などとの感情的

自分の主体を立ち上がらせ、学びを相互触発させる

な「結びつき」の中で参加を重ねることや、個人的

ことで、個人の力量を超えて、Mezirow（1991=2012）

な学びや日常生活の選択の中で、葛藤を持ちつづけ

がさらなる段階としている「新たな役割、行動の選

ながら模索されていくだろう。イベント実施にかか

択」を模索する際に大きな役割を果たしている。

わったことは、改めて葛藤と向き合い、自分の価値

一方で、メンバー間で関与の温度差があること
や、イベント実施に参加するにあたっての葛藤も語
られた。

観と今後の行動を問い直す機会になったと考えら
れる。
イベント終了後は、教員が現地滞在時の受け入れ
団体との橋渡しをしながら、受け入れ団体の職員に

「イベント実施に向けて熱心にやっているメ

も東ティモールからインターネット電話で振り返

ンバーとのギャップも感じている。今は就職活

りに参加してもらい、イベントの意義や今後の活動

動のインターンなどが忙しく、どうしてもそち

について話し合った。現在は、来場者にもらった

らを優先してしまう。また、帰国後のイベント

メッセージを東ティモールの農民に届けるための

を実施することで現状を本当に変えることに

調整を東ティモールの関係者と進めている。また、

つなげられるのか、疑問がでてくるようになっ

今回のイベントで実現できなかった販売という新

た。渡航する前は、解決に向けてこういう活動

しいアプローチでの実践を模索している。

ができるのではないかと思い巡らせていたが、
渡航してみたら、多くの人が問題解決に向けて

4-3

プログラム終了 3 年後の変容

すでに動いていて、また問題の背景にある要因

プログラム終了 3 年後時点の分析としては、お茶

が複雑で、今の問題が容易に解決しないという

の水女子大学の「グローバル社会における平和構築

こともわかった。私たちのレベルの活動では何

の大学間ネットワークの創生」事業のプログラムの

もできない、何かを考えようとしたところで、

一つとして 2013 年に実施された「東ティモール国

力が小さいのではないかと感じるようになっ

際調査」の参加者の変容の事例を取り上げる。現地

た。でもイベントには時間が合う限り協力する

滞在の約 3 年後の 2016 年 2 月に、プログラム実施

つもりだ。」（2018 年近畿大学プログラム参加

後の行動や認識の変化、新たな行動について問うア

者 E さんへのインタビューから）

ンケートを実施し、11 名中 9 名から回答が得られた。
その回答データをもとに考察を行う。このプログラ

開発教育における学習について、田中（2016）は

ムは、事前勉強会 8 回、大学間連携イベントの企画、

4 段階のモデルを提示している。第 1 段階の「問題

参加、現地でのフィールドワーク、報告会も含め、

に対して知識もなく、関心も薄い」、第 2 段階の「問

8 か月間の課外プログラムとして実施された。現地

題に対して基礎的な知識を得る。問題に関心をも

に渡航する前に、東ティモールにかかわる他大学の

ち、時には単純な行動を起こす」に続き、E さんの

学生との交流のイベントやシンポジウムに参加す

葛藤は第 3 段階の「問題の複雑性を理解する。その

る機会が設けられていたことが、4-2 であげたプロ

ため具体的な行動は取りにくくなる。その時にモー

グラムとは異なる特徴である。全学年、全学部生を

チベーションは下がる。しかし、それでも関心を持

対象としていたため、参加者は 1 年生から 4 年生と

ち続ける」ことの苦しさにあたる。イベント当日は、

幅広く、理系文系両方の学部から様々な専攻で学ぶ

E さんもスタッフの一員となり、予想以上の来場者

学生が参加した。
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アンケートでは、プログラム終了後 3 年間で、回

を頭に置きながら想像するようになった」
、
「東ティ

答者 9 名全員が、参加したプログラムの影響を受け

モールに関するイベントがあると誘い合って参加し

た行動や認識の変化があったと回答した。新しい行

ている」等、3 年後も東ティモールにおける社会課

動や認識の変化を感じているのは、課外活動、大学

題にかんして、何らかの当事者性を持ち、継続的な

の学び、キャリア選択、日常生活など多岐にわたる

行動の変容の影響が現れている。このように、帰国

ものであった。帰国後 3 年間の中での新しく実践し

後においてもグループ、個人のレベル両方で新しい

たこととして、回答者全員が共通して指摘したの

行動の模索を続け、キャリア選択、新たな学びへの

は、参加者有志が協力して行った学園祭での東ティ

追求や日常生活の中で、Mezirow（1991=2012）が変

モールコーヒー、雑貨の販売、カフェの運営である。

容学習の最終段階としている、新しい価値観と「自

収益は、現地滞在中の受け入れ団体であり、東ティ

分の生活を再統合」している様子が垣間見られる。

モールで活動する NGO に寄付された。お茶の水女

このような継続的な変容にかんして、自由記述回

子大学では、東ティモールのほかにもバングラデ

答を分析すると、ここでも Kiely（2005）が挙げた

シュ、フィリピン、ネパールなどの開発途上国での

モデルでの「プロセシング」や「結びつき」による

国際プログラムが実施されているが、その実施報告

要因の影響がみられる。

書では、学内外での国際協力活動を継続し、訪問し
た国とのつながりを維持していこうとするグループ

「異なる専攻の学生と活動したことからの学

として、東ティモール参加学生有志の活動の事例が

びが大きかった。関心をもっていることやも

挙げられている（北林、福井、駒田 2014）
。この

のの見方、考え方がそれぞれよい意味で異なっ

活動は、2016 年まで 3 年間継続された。担当教員

ていて、彼らの言葉からたくさんの気づきを

である筆者は、帰国後すぐに立命館大学に転籍した
ため、すべて学生主導による自主的なものであった。

得ることができました。…（中略）… また、
1 日の終わりの反省会、振り返り、訪問したと

また、東ティモールで持ち始めた個人的な関心を

ころの情報共有、反省、新たな気づきについて

深化させ、留学を選択したり、他の外国のフィール

の意見交換。この振り返りをすることで自分た

ドワークに応募するという行動をとった学生も多

ちなりに考えを深めることができました。毎日

いことが明らかになった。帰国後、他の NGO のイ

の振り返りによって新しく知識を得たり、断片

ンターンシップやワークキャンプへの参加、他国を

的だった知識がつながったりする過程は面白

対象としたスタディツアーに参加したという回答

く大切な時間でした。」（2013 年お茶の水女子

が 5 名からあった。さらにプログラムへの参加が一

大学プログラム参加者 G さんのアンケート回

つの契機となり、中長期の留学を選択した学生が 4

答より）

名、修士課程に進んだ学生が 4 名あった。東ティモー
究領域に東ティモールの学びをつなげることがで

「大学 1 年生の時に、東ティモールプログラ
ムに参加できたことは、私の大学 4 年間で一番

きたという回答が 4 名からあった。

大きな転機ともいえる経験でした。2 年生の時

ルを卒業論文のテーマにした学生は 2 名、自分の研

キャリア選択においては東ティモールに行って

に大学のプログラムで他の地域に行きました

「国際協力を仕事にしたいと思った」と回答した学

が、十分な事前学習やイベント、事後学習活動

生が 5 名おり、実際に 3 名は、国際協力事業団（JICA）

がありませんでした。東ティモールプログラム

職員、青年海外協力隊隊員、政府開発援助のコンサ

は、たくさんの時間を費やさなくてはいけない

ルタントとして職を得ていた。また、メディア関係

し、東ティモールの自主的な活動を継続するの

者として開発途上国にかかわるグローバルな課題

は大変なこともありましたが、それ以上に大き

などを伝える職に就いた学生もいる。日常生活に

な意義がありました。学年や学部を超えた仲間

おいても、
「東ティモールという言葉に敏感になり、

意識が生まれましたし、自分たちの学びや体験

ニュースなどで見かけるとつい反応してしまう」
、

を他の人に伝えるという実践を帰国後に何度

「東ティモールのコーヒーを飲み続けている」
、
「紛

もできました。」（2013 年お茶の水女子大学プ

争後の社会について考える時、東ティモールのこと

ログラム参加者 H さんのアンケート回答から）
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の当事者意識を深めるプロセスがあった。したがっ

「東ティモールに一緒に行った人はその後の

て、プログラムの中で、協働の作業を増やすなど参

大学生活でずっとかかわりがあり、会うといつ

加者間の感情的結びつきや、活動を通じて出会う他

も元気をくれる楽しい人ばかりで、この人た

者との関係性を強化する工夫をもつことが持続的

ちに出会えてよかったととても思っています。

な変容的学習には大きな影響を与える。さらに振り

このツアーに行かなかったら、かなり違う大学

返りによって問題意識が深まり、他者との結びつき

生活になっただろうなと思います。先生をはじ

の土台が築かれると、参加者間の協働のプロセスを

めとして、自分の道を行く先輩方、仲間がいる

離れても、個人的な学びの選択やキャリア選択、日

ことで、自分も自分の気持ちに正直に、そして

常の新しい行動の選択にもつながりやすく、その変

枠を作ってしまわないで歩んでいこうという

容は長期的になりうるのではないかと考えられる。

気持ちになり、留学、様々なインターン、ボラ
ンティアに参加し、現在も就職活動の中で自分

5．おわりに

の目指すキャリアを探るきっかけとなりまし

開発途上国における海外体験学習は、異文化で顕

た。」（2013 年お茶の水女子大学プログラム参

著に体感しやすい「混乱」や「不協和」から学びを

加者 I さんのアンケート回答から）

深める機会を得やすく、直接何らかの社会参加をす
ることで、海外で起こっている目の前の問題と自分

このようにプログラム終了 3 年後の継続的な変

との関連性を問いながら価値観や人生観の変容が

容の土台にも、前項 4-2 の考察と同様に、振り返り、

促される。そのことで、遠い国の出来事と自分との

ディスカッションによる「プロセシング」や参加者

距離が近づき、自分がその問題の一部であるという

同士の協働作業による感情的な「結びつき」の影響

認識による当事者性を高める過程を含んでいる。し

が現れていた。おとなの学びにおける自己決定学

かし、「非日常」の経験であるが故に、その効果は

習とその意識変容を分析した Cranton（1992=1999）

帰国後に薄れやすく、個人レベルで問題意識を深め

は、「人が抱いている前提と価値観は根強いものな

ながら、新しい価値観に落としこみ、行動につなげ

ので、何らかの方法で振り返りのプロセスに組み

ることは容易ではない。そうした状況で新しい実践

入れられるのでなければ、人はそれらを検討するた

を模索するには、同じ現場を共有した仲間、現地で

めに立ち止まることはあまりない」と述べ、価値観

出会った人々や教員などとの「結びつき」が大きな

の変容をもたらす不可欠な要素として振り返りの

影響を与えうる。これまでの事例では、帰国後、プ

重要性を強調している。特に海外体験学習において

ログラム参加者が主体的に協働してイベントを開

は、現地滞在中に経験した葛藤、
「混乱」
、「ジレン

催し、周りの人々に対する当事者性を広げる働きか

マ」は、帰国後、文化も社会環境も大きく異なる

けから、自分自身が当事者であるという認識をより

「非日常」の環境から「日常」に戻ることで薄れて

深めていた。また、仲間や他者との濃密なかかわり

しまいがちであるため、自分の思いを言語化し、他

合いを重ねる中で、個人の力量を超えた学びを生ん

の参加者と共有し議論する機会を持ち、問題意識を

でいた。しかしながら、協働の実践を行うにあたっ

できる限り深める振り返りを意識的にもつことが、

て、全員が同じ熱量をもって参加するわけではな

行動の変容を引き出すにあたって極めて重要な要

い。心理的な葛藤を抱える学生もいるし、個人レベ

因となりうる。また、帰国後は、現地と直接関係を

ルの新しい行動の選択に集中する学生もいる。しか

もつことが難しくなるため、独力で思考を深め、
「自

し、協働の実践に消極的な学生にとっても、仲間と

分ごと」としての認識を保ちながら、新しい行動に

の関係性を保ちながら、協働の活動を作り出すプロ

移すことには困難が伴う。そのため同じ現場で「混

セスに一部でもかかわることは、葛藤と向き合い、

乱」や葛藤を共有した仲間の力の必要性は大きく、

自分自身を問い直す機会になりうる。

新しい実践を模索する動機は仲間を手がかりに高

持続的な当事者性を高めるためには、教育プログ

まるのではないかと考えられる。4-2, 4-3 の事例で

ラムとして配慮できる点は多い。特に訪問地域に直

は、仲間と共に身近なコミュニティに働きかける実

接継続的にかかわりにくい開発途上国における海

践を通じて、新たな当事者を巻き込み、自分自身

外体験学習では、帰国後の変容的学習において実践
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を促すことが大きな意味をもつ。近隣や身近な地域

Freire, P. 1970. Pedagogy of the Oppressed. Bloomsbury Publishing.

でのサービス活動への参加や働きかけの場をもつ

(=2018. 三砂ちづる訳 . 被抑圧者の教育学 . 50 周年記

ことや、現地で生まれた問題意識と身近の問題と

念版 . 亜紀書房 . )

の関連づけの機会を促すなど、学生が主体的に選択

藤原孝章 . 2016. 開発教育の内容・方法・カリキュラム .

できるような仕掛けが大切である。あくまで主体的

田中治彦・三宅隆史・湯本浩之編 . SDGs と開発教育

に生まれる実践が重要であるため、参加者間、様々

― 持続可能な開発目標のための課題 . 学文社 . 18-37.

な関係者との共感的な人間関係に基づく学びのコ

林加奈子 . 2010. 開発教育としてのスタディツアー再考 ―

ミュニティづくりや、振り返りを通じて、個人の関

省察と行動の視点から . 開発教育 . 57: 183-198.

心や気づきに応じた問題意識を深めておくことな

Kiely, R. 2005. A transformative Leaning Model for Service-

どの環境づくりが鍵となるだろう。そのような土台

Leaning: A Longitudinal Case Study. Michigan Journal of

が築かれていると、参加者間の協働のプロセスの

Community Service Leaning. 12(1): 5-22.

段階が終わっても、個人的な学びやキャリア選択、

北林春美、福井美穂、駒田千晶 . 2014. 開発途上国スタディ

日常生活での新しい価値観に基づく行動において

ツアー実施報告 . 高等教育と学生支援：お茶の水女

継続的な変容をもたらしうるのではないだろうか。

子大学教育機構紀要 . 第 5 号 : 48-54.

本稿の事例は、同じ大学で複数年度においてのプロ

Lave, J. and E. Wenger. 1991. Situated Learning: Legitimate

グラムの実施ができていないため、違う年度に参加

Peripheral Participation. Cambridge University Press.

した学生同士の連帯や交わりによるインパクトは

(=1993. 佐伯胖訳 . 状況に埋め込まれた学習 ― 正統

考察できていない。複数年度実施する中での当事者

的周辺参加 ―. 産業図書株式会社 .)

性の醸成にかんする考察は今後の課題としたい。

松岡廣路 . 2006. 福祉教育・ボランティア学習の新機軸 ―
当事者性・エンパワメントー . 日本福祉教育・ボラ
ンティア学習学会年報 . Vol.11: 12-32.
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How can Overseas Experience Leaning Programs at University Foster Sense of Ownership?
In Cases of Timor Leste Programs
Megumi Kuwana
(Kindai University)
In overseas experience learning programs, students become strongly aware of global issues which could be often emerged
in cross cultural experience and tend to promote a sense of ownership towards those issues. However, its impact is often
short-lived after returning to their own country. This article clarifies importance of fostering awareness of global issues
as their own, and analyses how students experience the process of getting motivated in overseas experience learning for
continuous transformation and taking new actions, by applying theories of ‘development education’ and ‘transformative
leaning’. In order to promote students’ sense of ownership towards global issues, students need not only acquire related
knowledge but to transform their personal perception. This article describes that students’ transformation could be
maximized by synergic effects of reflection to deepen problem consciousness as cognitive dimension and activating
affective leaning community through students’ collaboration, which can be bases for continuous transformative leaning.
Therefore, overseas experience learning has its potential as a long-term transformational learning for students to promote
a new form of perception, subsequent study and new carrier choices.
Keywords : Overseas Experience Leaning, Transformative Learning, Sense of Ownership, Service Learning, Global
Issues
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特集：主体的な学びを拓くボランティア学
【特集】
フィールドから見えた「ボランティア」から離れた存在の可能性

フィールドから見えた「ボランティア」から離れた存在の可能性
高

橋

真

央（甲南女子大学）

【要約】
本稿では、東日本大震災の被災地である岩手県釜石市で、学生たちが震災後 7 年半続けている活動につい
て取り上げ、そこで学生たちがどのような学びを得たのかについて、フィールドノートの形から記した。
前半は震災後の地元の人たちと学生たちの関わりとその変化についてまとめる。学生たちはこの活動を通
して、当初被災地を訪れる動機であった「ボランティア」から地元の人との関わりから自らの弱さや無力さ
と向き合うこととなった。そこから、地元の人たちが教え、学生が被災地で感じ、学んだことを「迷惑な存在」
「無力な存在」「対話できる存在」として彼女たちの活動について考察を行った。
また後半では、学生たちの被災地での活動から「ボランティア」から離れた存在の役割として、
「ボランティ
ア」の条件にあてはまらない学生たちの活動の意味について考察し、「ボランティア学」研究において多様な
可能性を秘めた「ボランティア」外の活動の可能性について言及した。
最後に 2018 年 12 月に開催された「ボランティア学」研究会での議論から、「対話とボランティア学」の可
能性についてまとめた。
【キーワード】大学生、復興支援、脆弱性、対話、関係性の変化

本研究会では、筆者のフィールドからの報告とし

１．はじめに
今回、「主体的な学びを拓く『ボランティア学』
」

て 3 つのフィールドを取り上げた。一つは国際協力

のテーマから「ボランティア」について考える機会

としてケニアのマサイでの調査およびアフガニス

を得た。そのテーマから直ぐに思い浮かんだのは、

タン女性支援の業務から、二つ目は 24 年前の阪神

学生たちと 7 年半近くに渡って続けている東日本大

淡路大震災から現在までの神戸での体験をもとに、

震災の被災地である釜石を訪れる活動であった。
学生たちにとっては、大学生の 4 年間の中でこの
活動でどのような学びがあったのだろうか？

そ

「あの日、あの時（1995 年 1 月 17 日）」を共有した
人たちという共通項から「あの日」を知らない学生
たちに、
「対話」を通してどのように当時神戸で起

して、決して「ボランティア」と言えない活動の中

きた出来事を伝えていくのかについて話し合った。

で地元の人たちとの関わりから何を学び取ったの

そして、三つ目として筆者が現在 7 年半に渡って

だろうか？

フィールドとしている岩手県釜石市での地元の人

これらの疑問が湧いてきた。

被災地で学生が何を学んでいたのだろうか、と
いうことを考えている時に今年度のボランティア
学研究会（12 月 7 日：於

たちと学生たちの関係性の変容についてであった。
研究会では、参加者から「対話とボランティア」

立命館大学いばらきキャ

の視点から示唆に富んだ議論が行われた。そこで提

ンパス）で発表しないか、というお誘いを研究委員

示されたキーワードとしては、
「支援」「脆弱さ（弱

会の山口洋典会員から受けた。そこで、2017 年度

さ、無力さ）
」「エンパワメント」「オープンダイア

から竹端寛会員（兵庫県立大学）を研究代表者とす

ローグ」
「水平の対話と垂直の対話」「関係性の変

る基盤研究（C）
「生成的対話に基づくコミュニティ

容と転換」
「Actuality と Reality」
「commemorate」
「制

エンパワメントに関する基盤的研究」において筆者

度化されたボランティア」が主にあがった。

が分担研究者として深めてきた「対話とボランティ

本稿では、まず岩手県釜石市で地元の人たちと学

ア学」をテーマに自身のフィールドでの経験をもと

生とのやり取りや活動の変化から筆者自身が気づ

に発表することとした。

かされた点について取り上げたフィールドノート
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を記す。後半は、地元の人たちが教え、学生が感

震災から数年経った後には、発災直後に関わった

じ学び取った視点について整理した。そのキーワー

支援機関などは撤退したが、以前からあった地元の

ドとして「迷惑な存在」
「無力な存在」
「対話できる

NPO １） や被災者支援ボランティアがきっかけに作

存在」の 3 点をあげた。そして第 4 章では、ボラン

られた NPO ２）などが仮設や復興住宅のお年寄りを

ティア学の視点から、被災地における「ボランティ

見守る役割を担うと共に、今でも地元外からのボラ

ア」の課題と新たな「ボランティアの枠組みから離

ンティアの受け入れ拠点となっている。

れた」存在の意味とその可能性について検討する。

次節では、東日本大震災で被災地となった釜石市

第 5 章では、本研究会での参加者の議論を紹介し、

の人々と震災後にボランティアとして関わったあ

「ボランティア学」研究への今後検討すべき課題に
ついて提示する。

る学生グループの活動とその変化について見てい
きたい。

なお、筆者の復興支援活動における学生の学びに
関する分析については、別稿にて論じていく。

２- ２．釜石での活動
筆者は震災後から現在まで約 7 年間にわたって

２- １．被災地である釜石との出会い

学生と共に東日本大震災の被災地である岩手県釜

２- １- １．釜石市の被害

石市を訪ねている。初めて釜石を訪れたのは、2011

釜石市は、岩手県南東部の三陸海岸南部に位置

年 12 月であった。当初は、関西にある４校の女子

し、水産業と共に日本の近代製鉄業発祥の地とし

大学の学生約 20 名で一つのチームを結成して釜石

て「鉄と魚のまち」として発展してきた。かつては、

を訪れた。

9 万人にのぼる人口があり、製鉄業で繁栄した町で
あった。

震災直後、多くの学生たちはメディアを通して
刻々と伝えられる被災地の状況に心を痛めると共

2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災では関

に、「自分たちにできることは何か？」を問いなが

連死も含めて、人口の約 2.7％にあたる死者 1,064

ら、もがいていた日々であった。また、全国から老

人が命を失った。避難者も 10,516 人にも上った。

若男女問わず多くのボランティアが被災地を訪れ、

家屋被害では、市内住家数 16,182 戸のうち 29％に

災害ボランティアや NPO、NGO などの活躍が連日

あ た る 4,704 戸（ う ち 全 壊 2,957 戸、 大 規 模 半 壊

報道されていた。全国の大学でも、復興支援として

395 戸、半壊 304 戸、一部損壊 1,048 戸）が被災した。

学生や教職員が被災地へのボランティア派遣や支

産業関係でも市内全事業所 2396 事業所のうち、浸

援プロジェクトが立ち上がっていた。

水範囲にあったのは 57.7％である 1,382 事業所であ

一方で、関西地域の女子大学では、東北の被災地

り、漁業関係では市内 3 漁協の漁船 1,734 隻のうち

は地理的にも遠く、またあまり関わりが少ない地域

97.6％にあたる 1,692 隻が被災している（釜石市

であったことや安全性の確保から学生をボランティ

2015、2018）。

ア派遣することに抵抗があった大学も少なくなかっ

そのような甚大な被害を受けた町には発災直後

た。そのため、
「被災地にボランティアに行きたく

から多くの災害ボランティアが駆け付けた。物的、

ても行くチャンスがない」
「行く先が見つからない」

人的支援として NPO や NGO、企業のみに留まらず、

といった思いを抱えている学生も多かった。

海外からも多くの支援が釜石に寄せられた。
震災直後は大量の物資の支援から移動手段であ

２-２-１．はじめての被災地、
釜石での
「ボランティア」

る自動車やコミュニティハウスの再建の支援と

そのような中で、ある NPO 代表の A 氏から年末

いったハード面での支援も多くあった。仮設住宅が

に釜石市の仮設商店街を開設するための手伝いが

建設されてからは、生活支援やお年寄りの見守りボ

学生たちとできないか、という呼びかけが筆者の元

ランティアや子どもたちと一緒に遊ぶボランティ

にあった。
「被災地のために何か役に立ちたい」と

アなど、ボランティアの形も多様化していった。被

いう思いが募っていた学生たちにとっては、仮設商

災地では、地元の人たちからのニーズや課題に対応

店街の支援に携わらせていただく機会は貴重なも

していく形で行政や NPO、またそれらを支援する

のであった。早速、学生たちは仮設商店街を開設す

企業やボランティアの活躍が期待されていた。

るための物品集めや集客のためのイベント準備に
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フィールドから見えた「ボランティア」から離れた存在の可能性

取りかかった。当時、釜石の状況について知り得る

も、学生たちは定期的に釜石を訪れた。しかしな

情報は、A 氏からの報告が主であった。学生たちは

がら、震災当時のような大人数でイベントを企画、

ようやく被災地に行くことができること、今まで何

運営をするような活動はなくなった。町自体も復興

もできなかった後ろめたい思いを少しでも払しょ

の兆しが見え始めたこともあり、学生ボランティア

くすることができるということから張り切って、年

として、被災地を盛り上げるような活動はなくなっ

末の釜石行きの準備を行った。そして、遂に被災地

ていった。

である釜石に行くことができたのである。

そして、震災直後の被災地の様子を知らない学生

年末の仮設商店街イベントは、年越しセールの手

たちが中心となって活動に関わることとなり、学生

伝いや大学生たちのキャンドルナイト、ビンゴゲー

が釜石を訪れる理由も「一度、被災地に行って、そ

ム企画などもあり、地元の人たちが集まり賑やか

の現状を知りたいから」
「とにかく被災地にまず行っ

なものとなった。一方で、夜になると暗闇と化し、

てみたい。そこで自分に何ができるか考えてみたい」

未だ信号機も点灯せず傾いたままであり、電灯もな

というものであり、当時の「ボランティアをしたい

い、肌を刺すような寒さを感じる度に、釜石を襲っ

から」という理由ではなくなっていたのである。

た津波の甚大さを改めて知ったのであった。また日

そのような背景から、学生たちは釜石に行く目的

中には、津波によってビルの壁が取り払われ、骨組

として「ボランティア」活動を行うことを外したの

みが露わになっている街並みの通りを地元の人々

であった。

が「日常」として歩いている様子から、被災地を訪

学生たちは訪問するたびに自分たちが目にする

れなければ分かり得なかった人々の悲しみや苦し

被災地、釜石の現状は震災後から 3 年経っても未だ

みを感じることとなった。

津波の爪痕が生々しく残り、地元の人々が対峙して

この釜石訪問をきっかけに、学生たちは主に夏休

いる課題を全身で感じ、考えることで精一杯であっ

み、春休みの長期休暇に合わせて 10 名から 20 名程

た。そして、釜石での滞在を通して、学生の立場で

度のグループでメンバーを少しずつ変えながら釜

「ボランティア」としてできることはほとんどない

石を訪ねるようになった。１度しか釜石を訪れるこ

ことを感じたのであった。学生自身が、被災地でボ

とができなかった学生もいたが、多くの学生たちが

ランティア活動することに対しての覚悟の不足と

四季折々の釜石を訪れた。震災後の 1 年半ほどは、

自身の無力さを痛感したからでもあった。

学生ボランティアとして仮設商店街のイベントの

そのような感情を抱いた学生たちが行ったこと

企画と実施などが中心であったが、その後、町の変

は、釜石の人たちから教えてもらい、自分たちが学

化によって学生たちの関わり方も変わっていった

ぶことであった。

のである。

それは、お年寄りから東日本大震災当時の話を聞

また、2013 年頃までは２〜３大学で結成されて

かせていただくことから始まった。その時、どのよ

いた釜石への訪問グループも、各々の大学のメン

うに逃げたのか、誰に助けてもらったのか。「あの

バー数が増えたことから各大学が独自に活動する

日」はどれくらい寒い日で、避難所でどう過ごした

ようになっていった。

のか。お年寄りは孫のような学生たちに向けて繰り

震災から 3 年の歳月が経つと、初代のメンバーは

返しながら、どのように寒さを凌いだのか、津波が

ほとんど卒業してしまったが、学生たちは先輩たち

来た時の避難の仕方などを丁寧に話していた。学生

から引き継いだ釜石の人々との繋がりを大切に、後

たちは、初めて直接聞く「あの日」の出来事に衝撃

輩たちを連れて変化する釜石の町を訪れ続けたの

を受けながらも、目の前にいるお年寄りが体験し

である。

た凄まじい現実にただ耳を傾けて聞いていたので

2014 年頃には、メディアで伝えられる時間も機
会も減少していた。何より震災直後にあった「学生
ボランティア」ブームは消えつつあった。

あった。
被災体験だけではなく、地元の人たちは、釜石の
事を何も知らない学生たちに釜石の歴史として「鉄
の町」として繁栄していた頃の話をしていた。その

２-２-２．
学生たちがやめた被災地での
「ボランティア」
各大学独自で活動するようになった 2014 年以降

後は、学生たちに向けて釜石の踊りや歌、そして地
元の名産を使った料理を教えることとなった。
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係性も変化していったのである。この関係性の変化
から一つの繋がりが生まれていった。
次章では、釜石での学生と地元の人々との関わり
から見えたものについて、
「ボランティア」の視点
から考えていく。

３． 地元の人たちが教え、学生が学んだ
こと
本章では、7 年半の学生たちと地元の人たちとの
関わり合いの中で、教え、学んだことについて言及
していきたい。前章にもあったように、地元の人た
岩手の郷土料理、くるみ餅を地方の方から教えてもらう学生

ちと学生においても互いの意味する言葉が理解で
きず、様々な葛藤を抱えることも多くあった。

また学生たちは、自分たちが知らないことを地元

そのような中で釜石の人たちが学生に教えたこ

の人たちから教えてもらうことで釜石との関係を

と、そして学生自らが感じ、学び取ったことは何な

続けた。時には、瓦礫の山から更地に変化した場所、

のか？

本章では考えていきたい。

そして更地から数メートルの盛り土によって街の
景色が一変した場所に案内してもらい、津波の被
害の大きさとそれが風化していく怖さを知ること
となった。同時に、多くの人の命を一瞬にして奪っ
た真っ青な海や海岸、そして自然の偉大さや美しさ
も学んだのであった。

３- １． 地元の人たちが教えたこと ---- 学生が学んだ
「迷惑な存在であること」
「今だから言えるけど、あの時、何しに来たのか
と思ったわ。迷惑やなってね」
この言葉は 2018 年の夏に筆者が釜石を訪れた際

学生たちは「ボランティアをするために被災地に

に、2011 年 12 月に学生たちと初めて釜石に訪れた

行く」のではなく「被災地である釜石にどのような

時のことを振り返って NPO の B 氏から言われた言

人たちが生活し、課題を抱えているのか」というこ

葉である。当時は、学生側には被災地に「ボランティ

とを知り、友人たちに伝えることを自分たちの役割

ア」にようやく行けたという思いがあった一方で、

だと考えるようになった。その点で誰もが「ボラ

地元の人たちからすれば、「迷惑『ボランティア』」

ンティア」として被災地に関わることはやめ、一人

「押しかけ『ボランティア』」に過ぎなかった。

の学生として自分の好きな町として釜石に関わるよ

学生たちにおいても「被災地のために」という

うになったのである。そして、地元の人たちは、意

一途で一方通行的な思いが先行しており、最も必

図せず学生たちに津波の体験をはじめ、釜石にまつ

要な被災地の人たちの思いを配慮する余裕もな

わる話をする「ボランティア」を自ら引き受けるこ

かったのが現状であった。だからこそ、当時学生

とによって、学生たちと関わりを持つようになって

たちを受け入れ、ケアしてくれた NPO や地元の

いったのである。

方たちとの間での関わりを持つことはできなかっ

学生たちは地元の人たちとの語らいを通して、

たのである。それは、自分たちが「ボランティア」

「被災地から教えられ、学ぶ」ことをし続けた。地

として考えている活動に夢中になり、地元の人た

元の人たちは、時折やってくる学生たちに「変わり

ちの声や語らいが耳に入ってくる余裕を持てな

ゆく被災地」を隠さず教えた。それは希望溢れる話

かったからであった。

もあれば、遠く離れた地に住む彼女たちには理解し

しかしながら、釜石に何度も訪ねるようになるこ

がたい厳しい現実もあった。しかしながら「今、被

とで、様々な景色、地元の人たちとの語らいが学生

災地では何が起こっているのか」ということを真正

自身の中に入ってくるようになった。それは、地図

面から彼女たちに伝え続けたのである。

上での「ボランティアをする場所」という点の地か

釜石での 7 年半で、被災地は復興に向けて刻々と
変化していった。同時に地元の人たちと学生との関
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ら、
「釜石の人たちに会いに行く場所」へと変わり、
自分との関係性を考慮することで、徐々に点が線上

フィールドから見えた「ボランティア」から離れた存在の可能性

につながっていったのである。

自身であった。それを被災地で逞しく生きる地元の

当時の地元の人たちにとっては、学生たちは単に

人たちが気づかせてくれたのである。よそ者である

「迷惑をかける」存在にしかすぎなかった。しかし

学生たちと釜石の人たちが少しの時間、語らい、共

ながら、8 時間以上の時間と数万円の旅費をかけて

に過ごすことによって教えられたことはまた、無力

何度も関西から釜石を訪れる学生たちと関わるこ

さや弱さは、決して何もできないということではな

とによって、
「迷惑かける」「迷惑かけられる」関係

いということでもあった。

性から、互いの言葉を聞き、受け入れるように変化
していったのである。
それは、こんな会話から垣間見ることができる。
学生たちが釜石の復興の様子を知りたいがどうし

鷲田（2002）は、「他者を理解するというのは、
そのひとに起こっていることを自分のことのよう
に知り、感じるという事」（P.193）と述べている。
そして、下記のように続けている。

たら良いのかと相談すると、
「仕方ない、連れていっ

言葉が漏れてくるのを待ち、それをとりあえず

てやるべ」と言いながら、車を出して学生たちを沿

そのまま受けとめるということだ。解釈の網にか

岸部へ連れていってもらうこともあった。時には、

けないでまずはそのまま受け容れるということ。

釜石の名産や料理について尋ねると、「仕方ない、

すると当然、聴く者のうちにさざ波が立つ。他者

作るっぺ」と言いながら、翌日には明がらすなどの

の存在の光景に自分を巻き込むということ、じぶ

お菓子が出されることもあった。

んを巻き添えにする（インヴォルブ）ということ。

そのようなやり取りの中で、学生たちは地元の人々

弱いものに自分をインヴォルブすること、そこに

の優しさに甘え、頼りながら、被災地で生きること

自由があるとは、それにしても一体どういうこと

の意味を感じ取るようになっていったのである。

なのか（鷲田

2002：193）。

時折、呟かれる「あの時」の話を聞きながら、震
災時の悲しみや苦しみを抱えながらも、被災地で働

鷲田の「他者」そして「弱いもの」とは、釜石で

き、生活する人々の強さ、逞しさを感じることと

のやり取りの場合には、どちらにあたるのだろう

なった。被災地の力になりたい、というように思っ

か。地元の人たちと学生たち、各々が「他者の存在

た学生たちは、被災地に行き、地元の人たちと関わ

の光景に自分を巻き込む」という行為、すなわち「自

ることによって自分の無力さを突き付けられるこ

分を巻き添えにする」行為を行っていたように思わ

ととなったのである。

れる。だからこそ、「ボランティア」という関係性
を取り払った時に、互いの「言葉」が徐々に聞こえ

３- ２．地元の人たちが教えたこと：学生が学んだ
「無力な存在であること」

るようになってきたのではないだろうか。
渥美（2002）は、ボランティアが災害救援に参加

学生たちは「力になりたいと思っていたけど、逆

するのは「災害といういわれなき苦しみ・悲しみに

に釜石の人たちから沢山の励ましと力をもらった。

直面している人々に思いを馳せ、いてもたってもい

自分が何にも役に立たないことを知った。来て本当

られないから救援に参加する」
（P.61）と述べている。

に良かった。また直ぐに来たい」と涙を浮かべなが

そして「『傍にいます』
『関心があります』という思

ら、釜石での振り返りの時にこう語っていた。

いで、被災者に寄り添いたいから動く」
（P.61）とし、

被災地で学生たちが知った「無力さ」は、否が
応でも自分自身の弱さや脆さと向き合うことにも
なったのである。
釜石に行く前、彼らにとっては、まだ会わない被

災害ボランティアの最もベースにある思いについ
て言及している。
震災から数年たった被災地で学生たちが体験し
たことは、被災した人たちに思いを寄せながらも、

災者であった地元の人たちは、
「震災で被災した困

何も役に立たない自身を受け入れつつ、ただ地元の

難を抱える人たち」と勝手なイメージを抱いてい

人たちと語らい、被災地に関心を寄せるという行

た。そして、自分たちは被災地に「ボランティア」

為だけであった。「ボランティア」と「地元の人た

として支援に関わることで、何らかの貢献ができる

ち」、という２項対立の中での関係性では説明する

のだろうと信じていた。

ことはできなかったのである。それは、復興に向か

しかし、本当に弱くて、無力な存在は、学生たち

う被災地、もしくは、震災を経験した悲しみや苦し
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みを担う釜石によそ者がお邪魔させていただくと

生した。それにより、メディアでも被災地に駆けつ

いう関わりからようやく生まれたものであり、そこ

ける数多くの「災害ボランティア」の様子が常に報

に互いを認め合い、語り合う関係性が構築されてき

じられた。

たのであろう。

確かに災害発生時には、被災地では多くの災害ボ
ランティアが求められている現実がある。
「いても
たってもいられない」からこそ被災地に駆けつけ
て、復旧作業や様々な支援活動に参加しているのが
災害ボランティアである（渥美

2002）。それには、

ボランティアの条件である「自発性」や「無償性」、
「社会性」は十分に満たされているだろう。災害救
援時のボランティアの募集や活用の仕方において
は、様々な議論があるが、被災した人たちにとって
は大きな助けとなることは否めない。だからこそ、
宿泊先を提供して下さったご夫婦と学生たち

災害ボランティアは被災地では重要な役割を担っ
ているのである。

３- ３．地元の人たちが教えたこと：学生が学んだ
「対話できる存在であること」

ただ、渥美（2002）がボランティアは「ただ傍に
いることを大切にしていく」
（P.63）ということか

被災地での地元の人と学生との関わりの変容に

ら考えるのであれば、被災地でのボランティアに

おいて重要な役割を担ったのが、時間をかけて培わ

も、地元の人たちと関わり合いながら、町の復旧に

れた関係性であった。時にぶつかり合いながらも、

携わり、復興を共に見守る中長期的な関係性を構築

決して避けることなく、真正面から語りあう関係を

する存在があっても良いのではないかと考える。そ

持つことができたことからだろう。

れは「災害ボランティア」の枠組みにはあてはまる

つまり、被災地の人々が学生たちの言葉を受け入
れようと静かに耳を傾け続けるように努め、
「対話」
を自然と行ってきたからであると言えるだろう（塩
2017）。ガーゲン（2018）は「私たちの言葉は、

原

ものではない。また、「ボランティア」の条件の中
におさまるものでもないだろう。
「ただ傍らにいること」は、ボランティアでなく
ともできることである。時には、目的もなく、ただ

他者との対話の中で生まれる（P.73）」と対話につ

傍にいることが相手に思わぬ迷惑を及ぼしてしま

いて語っている。被災地の人たちと学生の言葉は、

うこともあるだろう。そこには様々な配慮を要する

最初は全く異なる言葉を発し合い、互いが理解でき

が、一方で「ボランティア」という役割から離れて

ないものであったと思われる。しかしながら、対話

相手と語らう、共にいることも必要なのではないだ

を繰り返しながら、相手の言葉に根気よく耳を傾け

ろうか。

ることによって少しずつ相手を理解するように変
化していったのではないだろうか。

学生たちの被災地での活動は、きっかけは被災地
へのボランティア活動であったが、被災地の復興の

また、塩原（2017）は対話について「『他者』と

状況や地元の人々との関わりを通して大きく変化

の協約不可能な差異を前提としつつ、それでも他者

してきた。そして、当初の目的であった「ボラン

を理解し承認するためにその声に耳を傾け、それに

ティア」活動からも距離を置くこととなった。し

応答しようとする営みのこと」（P.194）だと定義し

かしながら、被災地の「ボランティア」ではなかっ

ている。それはまさに、被災地で繰り広げられた「他

たからこそ、地元の人々との距離を縮めることがで

者」と「他者」が互いに理解する言葉を発するまで

きる場面も往々にしてあったことも否めない。
「ボ

のプロセスであったと言えるだろう。

ランティア」と「地元の人々」という二項対立の関
係が成立しなかったからこそ、地元の人々が時折言

４．今後の課題として：
「ボランティア」
から離れた存在の役割

葉として出てくる様々な思いをくみ取ることがで

2018 年には豪雨災害や地震など多くの災害が発

の人々が「教わる、教える」関係性を長い歳月をか
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きたのではないだろうか。それは、学生たちと地元

フィールドから見えた「ボランティア」から離れた存在の可能性

けて作ることができたからであった。そこでは、無

よりフラットな関係性が構築され「水平の対話」へ

意識のうちに両者が共に「支える」
「助ける」関係

と繋がっていくのではないかと述べた。また、当初

性も生まれてきたのだと言えるだろう。

「ボランティアをしたい」という思いだけで被災地

これからの「ボランティア」とはどのような役割

にやって来た学生たちが被災地の現実を目の当た

を担うのか？ 「ボランティア」という役割を担う

りにすることによって、自分自身と対峙する「垂直

ことで見失われてしまうことは無いのだろうか？

の対話」を繰り返し、それにより地元の人たちとの

筆者が被災地での学生の活動と釜石の人々とのやり

「水平の対話」を生み出すことができるようになっ

とりを傍らで見ていた中で、
「ボランティア」には

たではないかと語った。つまり、
「対話」のうちに「自

新たな可能性があると共に、従来の「ボランティア」

分の弱さを相手にどこまでさらけ出せるか」そして

では許容できない役割や被災地での弊害も感じるこ

互いの弱さを引き受け合い、認め合える関係性を作

ととなった。

り出すかが最も重要なことではなかったかと述べ

これからの「ボランティア学」研究において、
「ボ

た。そこには、
「あの震災で言葉にできない悲しみ

ランティア」の枠の中にある活動と共に、
「ボラン

や苦しみを今なお背負った脆弱性を抱えた人たち」

ティア」の枠に入ることができない、そして多様な

だからこそもたらすことができた「対話」とその

可能性を秘めた「ボランティア」外の可能性につい

可能性が秘められているのであり、
「ボランティア」

ても言及していくことが必要となってくるのでは

活動や被災地における「対話」の意味について今後

ないだろうかと考えている。

は考えていく必要があるのではないかと語った。
山口洋典会員（立命館大学）は、被災地でのボラ

５．「 ボ ラ ン テ ィ ア 学 」 研 究 会 で の 議 論
から〜「対話とボランティア学」〜

ンティアの一つの役割について、
「復興」に関わる

筆者のフィールドワークの体験報告から研究会

必要があるのではないかとした。復興支援に commit

では、「ボランティア」の枠組みにおさまりきれな

（関わる）だけではなく、その場を共有し、時間を

のではなく、共に過ごすことの意味について考える

い他者を支える活動が多様になってきていること

過ごすことの中に「対話」が生まれるのではないか、

が議論として上がった。参加者からは、多様化し

と語った。また、誤解の中には対話は生まれないこ

ている「ボランティア」やこれまでの「ボランティ

とから、相手を各々が受け容れ合う関係性をいかに

ア」とは異なる役割を担いだした活動に、既に説明

構築していくか、その場をどのように生み出すこと

できない様々な要素が今の「ボランティア」にはあ

ができるかが大きな課題となってくるだろう、とし

るのではないかという意見があがった。それをふま

た。そして、ともするとシステム化されてしまって

えて、「ボランティア」とは異なる、翻訳された言

いる「ボランティア」や大学内での単位化、自己ア

葉や対象が今後は必要になってくるのではないか、

ピールの一つの道具として利用されてしまう「ボラ

という意見も出た。

ンティア」の功利主義化に対して警鐘を鳴らした。

また、地元の人たちと学生との関係性の変容に

最後に、今後も様々な災害や支援が必要な中で、

ついて、オープンダイアローグについて研究を行っ

木村敏の「reality」と「actuality」（木村 1995）を竹

ている竹端寛会員からは、「垂直の対話」と「水平

端会員は取り上げ、他者と他者が共有できるのは

の対話」（Seikkula ＝髙木 2016）が学生自身の中で

「actuality」だけではないかと話した。それは、「あ

なされたからこそ、学生自身が「ボランティア」か

の日、あの時」を「reality」として体験していなく

ら一つ離れた立場での関わりに移行できたのでは

とも、その体験をどのように共有し、共に受け入れ

ないかという意見があがった。つまり、学生が「自

て前に進めていくかによって関係性は変化し、寄り

分自身の内なる声との対話」を行うことによって、

添い合うことができるのだとした。竹端会員の話を

自身の内面と対話せざる得なくなり、弱さや無力さ

受けて、山口会員は「actual な世界の構築」こそが

と向き合うことができるようになったのではない

重要であり、
「ボランティア学」研究の中でこの視

か、と説明した。同時に釜石という地元の人たちが

点から「ボランティア」の役割や意味、そして課題

「教え」そして学生が「学ぶ」という関係性に変化

について考えていく必要があるとした。

していくことによって、
「支援」という形ではなく、
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６．まとめにかえて
「嬉しいね。いつも『この日』を覚えていてくれて。
いつも来てくれるなんて。ありがとうね」

本稿では、筆者のフィールドノートとそこから得
た気づきについてまとめると共に、研究会での議論
について記した。研究会では、本当に多くの示唆に
富む意見を頂き、筆者の今後の研究課題を熟考する
種を得ることができた。
筆者自身もまた、この 7 年半の歳月の中で自身の
「脆弱さ」を目の当たりにし、もがく体験をいくつ
も重ねてきた。しかしながら、そこからいつも救
い出してくれたのは「仕方ないっぺ」といって「被
災地」で過ごしている釜石の人たちであった。今後
は被災地での「ボランティア活動」も、地元を訪ね
る人たちも更に変化していくであろう。
しかしそれを憂うのではなく、これからは、筆者
が地元の人たちから学んだボランティアの原点で
ある「寄り添うこと」、そして「支援する ― 支援さ

３月 11 日に大槌湾に追悼の思いを込めて浮かばせる
「こよみのよぶね」

れる」関係性ではなく、互いの外なる、内なる「脆
弱さ（弱さ）
」を引き出し、それを支え合う中で生

これは、2017 年 3 月 11 日に釜石を訪れた時に筆

まれる関係性から見た「ボランティア」の存在、ま

者が地元の人から言われた言葉である。その時、初

たその可能性について「ボランティア学」の見地か

めて釜石に通い続けていることに意味があったの

ら考えていきたい。

だと思い知らされた一言であった。地元の人たち
にとっては、最も忘れられない悲しみを抱える「あ

それが 7 年半の出会いを経た今、筆者が釜石の人
たちから与えられた宿題であると感じている。

の日」であるが、よそ者である学生や筆者も共にそ
の日を同じ場所で迎えることによって、
「あの日を
忘れない」ということを共有できるのだと感じた言
葉でもあった。
「あの日」を経験していなくとも、ただ被災地で、
あるいは被災した人の「傍らにいること」の経験を

【注】
1） 特定非営利活動法人アットマークリアス
（http://rias-iwate.net/）
2） 特定非営利活動法人カリタス釜石
（https://www.caritaskamaishi.com/）

共有することによって、新しく生まれ、作り上げる
関係性があるのだということも示されているので
はないだろうか。
被災地の人々と関わることで、学生たちは自分の
無力さを知り、向き合い、だからこそできることを
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があったからである。彼女たちのこの活動は、地元
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あったのだ。
その学びの先には何があるのだろうか？それは、

社会構成主

〔http://www.city.kamaishi.iwate.jp/fukko_joho/fukko_
machidukuri/fukko_kihonkeikaku/detail/__icsFiles/afiel

学生を卒業しても関わり続ける彼女たちと地元の

dfile/2015/03/23/20110830-120021.pdf（2018 年 12 月

人々との関わりの中で問いの答えを模索していく

30 日）〕

ことになるだろう。
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釜 石 市 役 所．2018． 復 旧・ 復 興 へ の 歩 み．〔http://www.

フィールドから見えた「ボランティア」から離れた存在の可能性

city.kamaishi.iwate.jp/fukko_joho/torikumi/ayumi/
detail/__icsFiles/afieldfile/2018/03/02/ayumi.pdf（2018
年 12 月 30 日）〕

A Possibility of Existence away from “Volunteers” seen in the Field
Mao Takahashi
(Konan Women’s University)
In this paper, I first describe the field notes that the authors themselves have noticed from the changes in activities and
activities between locals and students in Kamaishi City, Iwate Prefecture, affected by the Great East Japan Earthquake.
Since December 2011, I have been visiting Kamaishi with students. After the earthquake, they were interested in
volunteering whether it was useful or not for the locals. Through visiting there in summer and spring vacation, students
noticed that they are helpless for the locals and they were no mean of volunteers. They gradually changed the activities
and their existence as volunteers. They shifted the students to be taught by the locals such as history, culture and the days
of that earthquake.
In the second half, I organized the viewpoint the local people taught and students felt and learned. Three key points were
given as "key words" "annoying existence" "fragile existence" "existence capable of dialogue".
In chapter 4, from the viewpoint of volunteer studies, I examine the problem of 'volunteer' in the afflicted area and the
meaning and possibility of new 'exist away from volunteer framework' existence.
In Chapter 5, I introduce the discussion of the participants at this study group and present issues to be studied in the
future for "volunteer studies" research.
Keywords : University student, Earthquake reconstruction support, Fragility, Dialogue, Transition of relationship
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特集：主体的な学びを拓くボランティア学
【特集】
主体的な主権者教育を育むための一考察

主体的な主権者教育を育むための一考察
−#みんなごと

若者が考える（沖縄県）知事選の実践記録を中心に−
玉

城

直

美（沖縄キリスト教学院大学）

【要約】
本稿は、2018 年 9 月 30 日に沖縄県で行われた県知事選挙に際し、大学生を中心としながら展開した「♯ み
んなごと

若者が考える（沖縄県）知事選挙」の活動記録である。

基地問題を抱える沖縄にとって、人や地域社会の分断の機会となりやすい選挙を、人々の分断ではなく、
主体的な学びや参加の場としての主権者教育の意義を考察した。
「社会変革が出来ない・わからない」と嘆く若者が多い日本社会の中で、私たちは何をなすべきなのか。学
生や若者が中心となる社会参加の方法とそのプロセスを中心に記録した。今後は、主権者教育の本活動記録
を通して仲間が増え、さらなる活動の展開につながることを期待している。
【キーワード】♯みんなごと、主権者教育、県知事選挙、社会を変える力

はじめに

ス内で時々顔を合わせる友人や大学の教員とも全

沖縄を分断する「基地と沖縄と、選挙」

く何かを話すこともなかった。10 月になり、後期

沖縄に住む者は、普天間基地移設問題、辺野古新
基地建設の問題が社会に鎮座し、不条理な日本政府
の強固な押し付けの下、深い悲しみと行き場のない
怒りをマグマのように常に持ち続けているように
私

1）

の授業が開始されるも、沖縄の社会で騒がれている
問題はよそに、学内では平穏な空気が流れた。
沖縄の社会にとって大きな課題である基地問題、
それを日本政府と対峙し交渉するのは国会議員で

は感じている。歴代の沖縄県知事は、知事選

あり、沖縄県知事である。選挙は候補者へ投票し

当選後に必ず現職の首相との会談を行い、程度の差

て終わりではなく、基地問題がどのように展開し

はあれども基地の縮小や県外移設、もしくは新基地

ていくのか、その後の政治家の動向を見守る必要

建設反対を訴えてきた。一度たりとも、政府へ基地

があった。

を建設して欲しいと申し入れをしていない。

翁長（2015）は住民同士の対立を「沖縄県内では

私が沖縄県内の大学で学ぶ学生だった 1995 年 9

戦後、日米政府に押し付けられた基地を挟んで保

月、米兵による少女暴行事件が起こった。1945 年、

守と革新に分かれ『生活と経済』対『平和と尊厳』

米軍隊と基地が沖縄に上陸して繰り返れてきた犯

の激しい二極闘争」と表現している。沖縄に暮ら

罪、隠され続けてきた住民への性被害が、初めて基

すものは横のつながりを重視する社会の中で、普

地問題の焦点の一つになり、復帰後最大規模の住

段は何もないかのように過ごし、この小さな島の

2）

民運動へ発展した。当時沖縄では県民大会 、1996
3）

中で生きなければならない。しかし、選挙の際には、

年には全国初の沖縄県民投票 が開かれた。私自身、

住民の熱気が増すほど、隣人、家族でありながらも、

当時はいわゆるノンポリであったが、連日報道が繰

翁長の語る対立構造が生まれる。原因は「米軍基

り返され、特に少女（女性）の性被害が発端となっ

地」、それが焦点となる「選挙」の際に人々の分断

たことで、将来教員を目指す学生として何かを学

が生まれるのである。

び、行動を起こしたいという思いのなか悶々とした

私自身 20 歳になり、選挙権を持った際には、嬉し

思いはあった。結局は県民大会へも参加せず、翌

さよりも周囲の対立構造に戸惑いを感じ、意思表示が

年の沖縄県民投票への投票へ行くこともなかった。

本当に怖かった。当時、私の父親が米軍基地を中心

9 月と言えば大学は夏休みでもあったが、キャンパ

とした建設現場で仕事をしていたため、私の一票で、
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父親が無職になり、苦労して入学した大学に通えなく

の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担

なるのではないかという不安さえも感じていた。

うことができる力を身に付けさせること」とある。

琉球新報・新垣（2015）は、
「日本国土の 0.6％し

6）

沖縄県市民性教育副読本 では「主権者教育とは、

かない沖縄に、在日米軍施設の 73.8％が沖縄に集中

単に選挙の投票率を上げるための教育ではありま

している。仮に普天間飛行場を県内から撤去した

せん。地域に参画し、国家を担い、世界の中で共生

としても、73.8％が 73.4％になるだけ、わずか 0.4％

するために必要な知識と技能を身につけて道徳性

を返してと言っているに過ぎない」と語る。このわ

を養う教育」としている（沖縄県市民性教育副読本

ずか 0.4％の基地問題が大きな焦点となる選挙を重

解説書策定委員会 2015）。

ねながら、沖縄の住民は分断されてきた。

2002 年、英国がシティズンシップ教育 7）をナショ

仲村・宮台（2014）が「これは若者の政治に対す

ナルカリキュラムとして導入している。長沼・大久

る意識の変化という問題だけではなくて、沖縄の大

保（2012）には「シティズンシップ教育とは、その

人たちの責任も非常に大きいと思います。ぼくが

ものがすべての児童・生徒にとっての自然権である

バーでであった女の子たちは親から『就職に不利だ

と認められる（途中省略）
。単に市民性および市民

から政治に関心を持つな』
『基地問題は口にするな』

社会にかんする知識のみが扱われるのではなく、そ

とも言われてきたようでした。メディアなどでは若

れらに関する価値観・技術・理解の発達促進といっ

者の投票率の低下が嘆かれているのに、家庭では

たものもその内容に含まれる」とクリック・レポー

『政治の話はご法度』ということが強く教え込まれ

トから解説している。さらに、同レポートでは、教

ているような状況です」と語る。しかし、先にも述

育を進めて行く点での注意事項に関して「保護者な

べたように、責任ある大人たちは分断を回避する手

らびに国民は概して、シティズンシップ教育におけ

段として、政治を語らない生き方を選択していきた

る教育活動が偏見や先入観に基づいて行われたり、

かもしれない。その大人たちに育てられた「私」が

思想の吹込みとなったりする可能性を不安視する

大人になった今、自らの社会を自らの意思で築きた

ことでしょう。我々はシティズンシップ教育におけ

いと願っても、自己決定できない社会構造は公正・

る教育活動の中ででは必ず意見の問題を取り扱う

公平ではない。この土地で繰り返されてきた対立

場面がある点を認識しています。情報に基づいた開

構造を鑑みながら、18 歳に引き下げられた選挙を、

放的な議論は、健全な民主主義に取って何より不可

分断につなげるのではなく、若者でも沖縄の社会を

欠なものです」と述べている。

作る機会にするための仕組みづくりに活かす機会

これらを踏まえると、
「主権者教育」が単に政治

にしなければならないと思う。様々な場所で、機会

や選挙の知識提供の教育活動ではなく、最終ゴー

で、選挙に向けての学び合いを深め合い、そして広

ルは選挙への投票行動でもない。地域課題を解決

げていく活動を始めている。その一歩を今、学生と

するために、他者との連携・協働を行いながら、

共に歩き始めたことを記録としてまとめていく。

批判的、そして共感力を知識と共に身に着けてい
く。取り扱う課題としては、社会の中でその考え
や答えは賛否両論あるが、それを取り上げ、開か

１．主権者教育とは
2016 年 6 月公職選挙法改正

4）

の施行に伴い、18 歳

れた質問

8）

を重視していく学びである。最終的に

以上に選挙権年齢の引き下げという大きな転換を迎

は自分で判断し、行動する力が備わり、市民が民

えた。学生らの関心も高まるなか、大学（授業）の

主的な社会をつくることにつながると考える。教

中でも政治への参加、主権者教育の取り組みのこと

育者は常に、偏りや特定の考えを与えてしまう可

を取り扱うことを法律施行当初から計画してきた。

能性があることを踏まえながら、自身の立ち位置

「主権者教育」の捉え方を先行研究等から整理す

と学生・生徒・児童との向き合い方を意識し、本

る。文部科学省の「主権者教育の推進に関する検討

教育を進めていくことが重要である。本稿ではこ

チーム」中間まとめ

5）

には「主権者教育の目的を、

の考え方を基にまとめていく。

単に政治の仕組みについて必要な知識を習得させる

また、社会形成・社会参加を問う若者の国際比較

にとどまらず、主権者として社会の中で自立し、他

意識調査の中で「私の参加により、変えてほしい社

者と連携・協働しながら、社会を生き抜く力や地域

会現象が少し変えられるかもしれない」問いがあ
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り、日本および各国の若者（高校生年齢まで）の回

る評価を得られなかったため、今後の課題として明

答（図 1）結果がある。日本の若者はこの問いに対

記しておく。

し、「社会が変えられる・どちらかと言えばそう思
う」の答えが 30.2％に留まり調査対象国の中で最も

２．2016 年、2017 年の取り組み

低い。実際に、私もこれまで過去 2 回の授業で上の

今年の主権者教育の活動は突然始まったもので

問いと同じことを挙手によるアンケートを行って

はなく、2016 年から勤務する沖縄キリスト教大学

みると、60％〜 80％の学生が「私が社会に影響を

において継続的に実施してきたものである。その簡

及ぼすことは困難、またはわからない」と答えた。

単な流れを表 1 にまとめる。

若者自らが考え動き出す、そしてより良い社会変

候補者を招聘する前週に事前学習を行い、候補者

革につながる。主権者教育を進めながら、本教育の

への質問等を収集し、まとめる。候補者は、学生と

効果を図っていく意味でも、若者が自ら動き出し、

の学びであっても、目の前の有権者を前に自分の思

社会変革へつなげていきたいと願う層がどのよう

いだけを語ることは困難であるということから、学

に変化していくのか定点観測していくことが求め

生との「対話」に対しての質問内容、流れを選挙対

られるのではないか。他国の主権者教育・シティズ

策本部から事前に提出することを求められる。公開

ンシップ教育の取り入れ方と、若者のその意識の相

の対話の場のシナリオ造りは必須事項の一つである。

関関係等も含めて今後研究していきたいと考えて

さらに、授業を進めて行く際の自身の政治的信

いる。私自身、今回の研究ではしっかり数値化によ

条、授業実施以前での選挙対策本部との調整に関し

出典：内閣府ホームページ「今を生きる若者の意識〜国際比較からみえてくるもの〜」の
数字データより、筆者作成
図 1「私の参加により、変えて欲しい社会現象が少し変えられるかもしれない」若者の国際比較

表1

筆者が 2016、2017 年と取り組んできた主権者教育

取り組み時間（コマ数）

筆者作成

テーマ

授業名

2016 年度

① 2017 年 1 月 25 日の授業
② 2017 年 2 月 1 日の授業
合計 2 コマ 180 時間

① 18 歳選挙権引き下げに伴う選挙、政治参加を学ぶ。
②浦添市長選挙、候補者 2 名を招聘し、学生と対話の場を持つ。

地域と国際開発論

2017 年度

① 2017 年 10 月３日の授業
② 2017 年 10 月 11 日の授業
合計 2 コマ 180 時間

①衆議院選挙の仕組みを学ぶ。アジアにおける若者の民主化運動
を学ぶ（タイ、香港の学生運動を焦点に）
。
②第 48 回衆議院選挙に立候補している 3 名の候補者を招聘し、
対話の場を持つ。

地域と国際開発論
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ては大きな注意を払った。また実際の候補者を招く

夏季休暇中であり、沖縄にとって最も大事な県知事

授業においては、授業者の偏った考え方が出ないた

選挙を全く何もせず時を過ごすことは、非常に残念

めの話し方、中立性をもった進行方、特に各候補者

でならない思いに駆られた。

が話す時間の区切り（各候補 3 分と決めたら 3 分で

8 月 11 日、辺野古の承認撤回に向けた県民大会

しっかり進行すること等）
、相槌の打ち方、普段何

が実施され、翁長知事追悼の中、7 万人が集った。

気ない進め方も意識した。

その中に、私は 10 名弱の学生および数名の教職員

授業者一人の限界を私も認識しながら、選挙策対

と共に参加した。大会への参加を学生同士で募る

事務所、大学、授業を結ぶための時間とエネルギー

と「一人で行けないけど、何名かで行こう」という

を、他の授業準備の数倍必要とされた。

ことになった。降りしきる雨のなか、翁長氏を失っ

受講した学生の振り返りシートからは
「議員にめったに会うことは出来ないので、

た悲しみに包まれ、会場にいる者の多くは涙した。
初めての県民大会に参加した学生とこれからを話

実際に生で見て、会話することで、議員も人間

し合い、学生や若者に何かできることはないか、教

だし、本気でやりたいことがあることが分かっ

員としてのサポートは何かを話し合い続けた。授業

た。教室に来てくれることはありがたい」

やアルバイトで県民大会に来ることが出来なかっ

という声があり、15 回の授業の中で、印象深かっ

た学生らとも SNS を活用し、活発に議論しあった。

たテーマの１つとして複数名の学生から、複数の声

現職県知事の急死に対する書き込みには、ショック

が寄せられた。

を受けている様子の学生、または思考停止になるも
のもいた。

３．2018 年の取り組み
2018 年、沖縄は地方統一選挙の実施年であった。
県議会、市議会、市長選、最後に県知事選挙が実施

翁長知事の亡くなった 8 月 8 日の SNS グループ
の 記録には、学生らのコメントが以下のように次々
に書き込まれた。

された。4 月これまでの実績を活かし、沖縄県在住

「突然の事すぎて、正直未だに頭が追い付い

の有権者、全てに関係する候補者、つまり沖縄県知

ていない状態で、悲しくて言葉にできません。

事選挙を考える授業づくりは重要であると思い、例

沖縄がこれからどうなってしまうのだろうか

年通り教室での形式を予定していた。

と言う大きな不安に襲われています。同時に

さらに、県内教育関係者らとは、この選挙を見越

私たち世代が沖縄のことを真剣に考えて、守っ

しながら、4 月より月に一度の教材研究会も毎月開

ていかなくてはという気持ちが今まで以上に

催していた。テーマを「主体的な参加」、
「アクティ

強く大きくなりました。」

ブラーニング」等で、各教育現場で実施している授

「知事の死をきっかけに、思いも強くなるし、

業紹介の場である。今年の選挙に向けて主権者教育

あまり沖縄のことを考えてこなかった人たち

を実施しませんかという投げかけで集まった同士

にとっても衝撃的なことだったと思います。」

である。幼稚園〜高校・大学の教員、博物館学芸員、

「最後の最後まで、沖縄のために職務を全う

教育面担当の新聞記者、毎月 10 名弱程が集う会で

して下さりありがたいです。
（賛成反対ありま

ある。9 月の県知事選挙前後には、このネットワー

すが）私たち大学生も『策がつきたら辺野古に

クを活かしさらなる展開につながっていった。

座り込もう』とおっしゃっていたので、翁長知

当初 11 月の予定だった県知事選挙であったが、

事の想いを引き継いでいきたい。」

現職知事の翁長雄志氏が 2018 年 8 月 8 日、膵がん

しかし、立ち止まることはできないとその時の

のために急死し、併せて 9 月 30 日の沖縄県知事選

議論の中で誰もが感じていた。何からやれるのか、

挙投票日が 8 月中旬に発表された。辺野古土砂投入

私たち一人ひとりが日本政府と対峙することは困

を巡って 7 月 27 日、翁長知事が日本政府に対して

難であるが、翁長知事が一人で闘い続け、命を縮め

埋め立て承認撤回の記者会見を開いて 2 週間弱の

たことを二度と起こさないように、学習会、辺野古

出来事である。日本政府と、対峙し続けた県知事の

への視察、選挙や政治を知って、候補者へ投票する、

急死は、県民感情はさらなる怒りにつながっていっ

それを率先して学びあい、友人や家族と共有したい

た。県知事選挙実施日は 9 月の下旬はまさに大学は

と願う学生が多かった。これまで選挙権は持って
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いても、基地を巡って自分の意思表示をしづらかっ

授業という参加に対する強制力のある場や人間関係、

たことをもっとオープンに語り合いたいというこ

評価が伴う関係ではなく、自主的、主体的な参加の

とも議論された。短期間ではあったが、翁長知事が

場であることを最初に確認した。表 2 に 8 月から開

亡くなった直後から 8 月中旬には大きな方向性を決

始した学生らとの取り組みを時系列にまとめた。
2018 年大学生の主体的参加の様子を図 3 として

めて走り出した。
9）

今回の取り組みは、地元紙の新聞記者 、学内の

表した。これまでの取り組みに関しても、「知る」、

同僚の先生との連携を図り、さらに教材研究で作ら

「学ぶ」、「行動する」という活動を促すような学び

れた教員のネットワーク、そして勤務大学の学生 8

を教室の中で実践してきた。そして「行動する」こ

名と共に動き出すことを決め緩やかに動き出した。

とが「一票を投じる」、
「地域社会との関り」を期待

表2
日付

2018 年８月以降、学生らと共に歩んだ活動歴

社会的な動き・活動内容

○＝学生の主体的な活動

関係者

その他（補足説明）

8月8日

・翁長県知事、死去
・学生
○ SNS 上で学生らの気持ちの共有、選挙や ・教員
沖縄の現状把握の議論開始。

学生と教員が参加する SNS グループでの議
論開始。

8 月 11 日

・8 月 17 日、日本政府の埋立予定海域への
土砂投入に反対する沖縄県民大会。

学生たちは初の県民大会参加。

8 月上旬

・地元紙の選挙紙面づくりを学生の参加・活 ・大学生 8 名の参加表明
動を中心に行う打診あり。
・教育担当新聞記者

選挙・政治、基本的なことの勉強会開始。
流れは教員で簡単に決めていき、第１回目は、
教員が学ぶ場の提供を行った。

8 月 21 日

○政治、米軍基地について学ぶ勉強会。
・大学生
・軍隊のない社会・国家（映画視聴）。
・教育担当新聞記者
・「政治」「米軍基地」「沖縄と日本」の問題 ・教員
の解説を政治記者より受ける。
○政治、米軍基地について学ぶ勉強会。
・軍隊のない社会・国家（映画視聴）。
・「政治」「米軍基地」「沖縄と日本」の問題
の解説を政治記者より受ける。

8 月 25 日

○沖縄問題を整理するワークショップ実施
・大学生
・沖縄の社会問題を分析し、知事候補者の政 ・教育担当新聞記者
策チェックを行う視点を学ぶ。
・教員

ファシリテーション等は学生、教員は見守る
ことと、議論が止まった時にアドバイスする
役とした。

8 月 31 日

○新聞企画第１回目発行
・新聞社
○紙面タイトル「♯みんなごと 若者たちが
考える知事選（以下、♯みんなごと記事）」
も学生が決定。
・紙面レイアウト、色使い、デザイン、編集
の最終校正も学生と記者と共に完成。

全面取扱いの記事に学生も教員も興奮。発
行後の反応もあり、SNS 上での拡散を行っ
た。紙面と同時に Web10） 記事も拡散力につ
ながった。

9月5日

○県知事候補者 2 名による公開討論会
・大学生
・学生の視点で候補者の政策、人柄をみた。 ・教育担当新聞記者
・教員

公開討論会終了後に、政治用語の解説、分か
らなかったことの確認、感想共有。

9月7日

○候補者１の選挙対策本部訪問、広報部長と
の面談
・学生からの候補者への質問、候補者側の回
答を得る。

・大学生
・選挙対策事務所
・教育担当新聞記者
・教員

選挙対策本部との連絡調整は全て新聞記者が
行い、学生の調整等は SNS を活用。

○候補者２の担当者と面談
候補者１と行ったような同様のやり取りを
実施。

同上

同上

9 月 10 日

9 月 12 日

○新聞企画第 2 回目発行
・新聞社
・候補者 2 者の政策の相違をまとめた。
・若者が気になる沖縄の社会問題に対する両
者の意見の違いを表現している。

大学生 5・6 名
大学の教・職員

紙面づくりも前回同様、学生と記者によって
進める。偏りのない中立性を担保した紙面づ
くりの過程は学びであった。

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ

Vol.19

49

玉城

直美

日付

社会的な動き・活動内容

関係者

その他（補足説明）

・大学生
・紙面で参加募集した市民
・教育担当新聞記者
・教員

紙面、SNS 上の向こう側にいる市民と実際
につながる。

9 月 13 日

○公開ワークショップ①
・市民にプロセス共有。紙面・SNS で参加
者募集。
・知事候補者へ政策提言の案の作成。参加者
数：34 名。

9 月 19 日

○新聞企画第 3 回目発行
・新聞社
これまでの学び、議論をまとめ、政策提言
図２ご参照
を発表した。

9 月 13 〜
9 月 29 日

○学校教育現場で「♯みんなごと」紙面活用 ・教材研究会による教員 このネットワークの活用で、紙面を活用しす
の授業の展開。幼稚園、小学校、中学校、 ネットワークの方々
ぐに授業へ取り入れ紙面にもつなげられた。
高校と様々な校種で実施し、後日連日紙面
に掲載。

9 月 30 日

沖縄県知事選挙実施

10 月 4 日

○公開ワークショップ②
・大学生
選挙運動に参加した 2 名の若者の参加。当
・県知事選挙の結果、これまでを振り返る。 ・市民
選した現職県知事からのビデオメッセージが
・紙面および SNS 上で参加者を募った。
・教育担当新聞記者
寄せられた。
・教員（幼、小、中、高）

11 月 14 日

○大学生 2 名による高校生への出前授業実施 ・学生（高校生、大学生） フェイクニュースを信じる高校生を前に、
・知事選挙後に大学生の目からみた選挙や候 ・新聞記者（教育担当）
ニュースを見る視点を提供した。大学生が全
補者の選び方の視点等をワークショップ形 ・教員
て運営。
式で提供。

図3
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これまでの流れも併せて公開。

表１を参考に筆者作成
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して授業を終えるという形式であった。しかし、今

社会的な広がり、周りの友人や家族に対するアウト

回の教室外での学びは、
「知る」
、
「学ぶ」、
「行動する」

プットを意識し SNS 上、もしくは学生各々のスタ

そしてそれが社会に「広げる・広がる」ところまで

イルでその方法を広げる活動に発展していった。

可視化できた。参加している学生らも活動その後の


図2

# みんなごと

若者たちが考える知事選

11）

2018 年 9 月 12 日（金）朝刊、琉球新報記事 （全面記事を縮小表示）
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13）

４．2018 年の活動に共に取り組んだ参加者
の意識（アンケート回答から考察まで）

が感じていた。しかし、
「私のインスタ

に活動を

4-1．学生へのアンケート

こうゆう沖縄の基地問題や政治に全く興味がない

紹介し、沖縄についての私の気持ちを載せた際に、

参加した学生の「参加」に対する意識の変化につ

と思っていた友人から『鳥肌たった』というコメン

いてまとめる。参加学生は全員女性で、3、4 年次

トが来て、基地に対してあまり抵抗がなく、逆に基

もしくは休学中の学生であるが、大学主催の夜間講

地反対派は過激だと思い込みがちな若者世代の私

座 に出席し、SNS グループでやり取りを行ってい

がこうゆう発言をする事の大切さを感じた。
（途中

る学生を中心に声を掛け、8 名のグループを結成し

省略）アメリカでもウチナーンチュ はじめ京都や

た。特に名簿があるわけでもなく、緩やかなメン

東京、そして中国出身の人達と沖縄の基地について

バーである。

朝まで話し合った。」とあるように、まずはインス

学生への質問の内容は以下の 3 点である。

タ（SNS）の発信に始まり、より深く議論しあう関

①「# みんなごと」の参加の前後によって、
「私の

係性につながり、さらに議論も活発になることが分

参加により，変えてほしい社会現象が少し変えら

かる。安心して話せる兆しの後、議論に移行し、
「『政

れるかもしれない」という意識の変化に関して。

治の話をすること』へのタブー感が少しずつ払拭さ

②この活動の中で一番、心掛けたこと、学生自身

れていく感覚」が育まれたのだろう。またその議論

の姿勢・考え方の変化について。
③この活動が広がっていくための、学生自身の役
割・参加の方法について。

できる場としては、
「この活動の中で一番良かった
ことが、
『政治・選挙に対する自身の考え、思いを
素直に安心して話せる場だった』ことです。
」とあ
るように、
「安心する場」としての人間関係、周囲

4-1-1.

アンケート回答にみる「大学生の参加に関

の温かい眼差しが重要である。

する」考察
上記の 3 点の質問への回答から見えてきたことを
考察として、以下にまとめる。
（１）無関心・何も出来ないという無力感を乗り越
えることが出来る

（３）ものごとの見方、伝え方が育った
候補者の言っていることを批判的に捉え、それを
新聞紙面づくりに生かしていくことで「一方の意見
に偏らないように、均等に物事を見て比べること」、

「参加前は『自分が社会を変えられるかも』とい

「大切な人や未来の子達に直接問題があることを感

うイメージは一切つきませんでした」
「社会問題に

じるようにした。さらに、問題の根本や解決策を考

ついてあまり関心がない、知りたいけどどう知って

えるようにしました」と述べている。さらに、今ま

いけばいいのか分からないと思っている同世代が、

では打ち解けた仲間を相手に話をしていたことか

素朴な疑問を通して知識と意識を高めて行くプロ

ら、「自分の偏見だけで判断するのも間違っている

セスが肌で感じられて」と言っている。参加する中

なと思い、
『まずは話してみる』を心掛けた」とい

で「わからないことが恥ずかしく、参加するのをた

うように、意見が異なる相手にも伝えるようになっ

めらう」という声も当初はよく聞かれたが、参加す

たのは、この経験を通して、自分とは意見の異なる

る中で自身の無力感を乗り越えることができたと、

候補者の政治的な主張に耳を傾け、その真意に迫る

全員が語っていた。

対話の時間を通して、自然と育まれていった。

（２）ネットでの拡散、実際の体面、安心して話せ
る場が活動を活性へつながる
「SNS や新聞で政治的発言をしても自分の無知や、

（４）情報の取捨選択や発信ができるようになる
本活動に参加する前は、何となく、嘘や真実だろ
うと思っていることがあっても、情報は何が正確か

思考の未熟さから怖い大人たちに叩かれるかもし

わからない。また嘘だろうと思っていても、相手に

れないという恐れもありました」
。近年ネット上で

どう伝えてよいか分からなかった学生が多かった。

沖縄ヘイト

12）

や、活動家同士の誹謗中傷の様子、

過程の中で政治や選挙担当の新聞記者の話を聞き、

さらに仲村・宮台（2012）らのいう家庭からの「政

自ら足を運びインタビューを行うことで、
「県知事

治や選挙に参加してはならない」圧力を多くの学生

選が終わった後も、引き続き沖縄で起こっているこ
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とにアンテナを張り、情報収集や周りとの意見交換

るようにした。大人の想いや考え、世論などをその

を通して、沖縄のためにできることを考え続けた

まま下ろすことなく、担当する児童らの実態に合っ

い」、
「私自身の役割として、普段家族友人とゆん

た学習内容となるようにした（小教）」、「学生から

たく

14）

している時には辺野古や SNS に流れるフェ

見ると身近な大学生が、知事選挙について考え、

イクニュース内容をトピックにあげて、彼らの考

『# みんなごと』というスタイルで政治のあり方を

えていることを聞く。デマを信じていた場合には、

考える視点は、中学生にも活用できる視点だと感じ

私がこれまでの # みんなごと活動や講義、記事から

ました（中教）」という回答が得られた。また学び

得た情報をさりげなく伝えてたり、質問をしたり、

合いが紙面で取り上げられ、毎月の教材研究会で実

信じていることが真実なのかどうか考えてもらう

践後の意見交換も行った。発達段階に応じたそれぞ

機会をもつ」と回答している。活動の過程の中で、

れの取り組みを、教員ネットワークにおいて共有さ

情報を受信する側から、発信する側へと変容しなが

れたことも意義ある活動であった。

ら情報の収集・発信を双方向で行うことが身につい
てきたのだろう。

（２）年の近い大学生が作成した教材が届きやすい
難しい概念論を教師が伝えるだけでなく「自分

4-1-2．教員・記者のアンケート

たちと年齢も近い大学生が政治に関心を持つこと

8 月前半から 9 月 30 日の知事選に向けて学生ら

で、授業で学習する以上に有意義な教材として活用

と共に活動しながら、活動が随時、新聞紙面に掲

できると感じました（中教）」とあるように、今後

載された（図 2）。新聞記者が、紙面づくりで本

も大学生が地域と連携した学びの提供はお互いに

領を発揮し、そして発行された新聞「# みんなご

とって有効である。

と」を活用し、各教育現場での教育活動へ広げて
もらった。

「記事は、学生が言いたいこと、学生にとって大
切なことを正確に聞き取り、反映させるようにし

参加してくださった方々は、既存の教員ネット

た。これは取材の基本ではあるが、今回は紙面レイ

ワークであり、当初は「# みんなごと」の学生の取

アウトやイメージ色も含めて「学生発」で「若者に

り組みを応援するという形であったが、最後は学

伝わる」ものを意識した。従来の新聞の規定からは

生たちに背中を押されるように学校現場で主権者

大きく外れるものになったが、新聞が変わるべき

教育を展開していった。校種の異なる教員 3 名（小

方向性を示してくれたというべきだと理解してい

学校、中学校、高校）と、記者 1 名へのアンケート

る（記者）
」という回答からも分かるように、大学

を実施した。教員・記者への質問の内容は以下の２

生に対する後方支援としては、学生自身の主体的な

点である。

活動を見守り、彼らの意思をできる限り再現する、

①「# みんなごと」の中で一番、心掛けたこと、

形にする我々大人の覚悟は重要である。

自分自身の姿勢・考え方の変化について。
②「# みんなごと」
、主権者教育が広がっていく
ための、新聞記者・学校教員、もしくは外部の
役割・参加の方法について。
上記の 2 点の回答を考察として以下にまとめる。

（３）中立性を意識した活動への取り組み
偏った政治色が出ないこと、また教育現場におけ
る選挙や政治を取り扱うタブー視する声は当初よ
り教員の声より聞かれた。「（これまでは）中立性

（回答者の属性を小学校教諭・中学校教諭・高校教

をいかに保つかという部分に腐心したところが多

諭・新聞記者を以下、小教・中教諭・高教・記者と

かったが、今回の取り組みは、政治に関わる以前

する）

の政治参加や市民参加に焦点を絞った実践を多く
取り上げていたので、中立性以前の範囲で授業展開

（１）発達段階に応じた教材の提供を心掛けること
は重要である
学生らが関わった図 2 の新聞記事を、異なる校
種の授業の中で活用された。発達段階に応じた理解

ができ、以前よりも気負わずに実践できたと感じた
（高教）」という回答からもあるように、心理的な負
担を減らすためのテーマ設定、紙面づくりは重要で
ある。

のための工夫について「発達段階に合った内容とな
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（４）校種、業種を超えて、互いにつながり合うこ
とで有効な活動につながる

先にも述べたように学生らは
「私の参加により、変えてほしい社会現象が少し

今回の取り組みが教室の中の、授業者と大学生と

変えられるかもしれない」問いに対して、30.2％の

いう関係性に終わらず、図３で表しているように、

日本の若者が「社会が変えられる・どちらかと言え

新聞紙面、紙面の向こう側の教育現場への広がり

ばそう思う」という答えなのである。残りの 69.8％

と、教員のネットワークと学生らの活動が互いに相

の若者は、
「社会を変えることができない・わから

乗効果を生み出したといえよう。
「仲間が広がるよ

ない」ということになる。

う、些細な実践から共有し合う（小教）」という回
答は、教員らの実践の共有を意味している。
そして「今回のような取り組みが、学校外の県民

その「社会を変えることが恐らく不可能だろう・
そんなこと自分とは関係ない」答える若者を育てて
しまっていることを、まずは振り返ることからはじ

に知ってもらうには、新聞社の役割は非常に大き

めて行こうではないか。私も含めて教育者、研究者、

かった。広がりが今後も展開するには、新聞社の役

活動家は自戒を込めてこれまでのやり方を改めて

割は欠かせないと思う（高教）」、「子どもも大人も

いかなければならないと思う。18 歳選挙権引き下

多忙な昨今、まったくの自由意思で休日に参加者を

げを積極的に活用しながら、もっと幼い時期からは

集めるのは難しい。また多忙化する学校現場では準

じめられることを提案したい。今回、沖縄の教員

備の時間を取れないと聞く。学校外でのイベントで

ネットワークの間でもこの取り組みをどこまで広

の集客や、授業者の手助けとして異業種連携は有効

げるのか議論になり、
「学習」カリキュラム発生す

だ。それぞれの得意分野を持ち寄ることで、できる

る小学校から始めようかという意見に対し、参加す

ことの幅は広がり、参加者の満足度も上がる。若者

る幼稚園教諭の方が、幼稚園児でも挑戦できると思

が所属する学校や団体、職場などを核に、異業種連

うということで実践を試みた。子どもたちなりの学

携で今までにない場を創造できればおもしろい。今

びは共感と同時に、年齢で区切ること自体がナンセ

回は新聞記事という舞台が、学生たちの活躍の場と

ンスであると感じられるようになった。それぞれの

なった（記者）
」の回答からあるように、互いに連

教育現場で、人々の集う場で、それぞれの形で始め

携し、紙面で広がったことで活動の後押し、互いの

たらよいと思う。しかし、その広げていく意味でも、

自信へとつながっていったことが分かる。

教員のネットワークがあるからこそ、自主的に授業
実践を試みてくれる仲間がいることが前提なのだ

５．まとめ 若者が考える（沖縄県）知事
選の実践のその後

と思う。大学生が、大学の教員が、多忙を極める幼

5-1．沖縄だから成り立つのか

成立し辛かっただろう。

稚園〜高校までの先生方に「お願い」という形では

政治的に苦しい状況だから、常に意識的に生きて
いるだろう沖縄、県民大会などが頻繁に開かれる土

5-2．この実践を通して見えた、学生、教員、外を

地の利がそこには働いていると考えるものもいる

巻き込む仕組みづくり

だろう。しかし、日本全国、社会問題の全くない

これまで私が授業の中で実施していたものより

地域はないはずだ。勿論、沖縄の選挙で争点となっ

も大きな活動へと広がっていきながらも、現在進行

ている基地問題は「沖縄だけ」の問題ではない。こ

形で動き続けている。

れは日本全国の問題であるという考えは、私自身強

政治や選挙、様々な利権やタブーの前に私たちの

く持っている。本来なら日本全国、全ての選挙にお

たった一人の力は本当に弱い。その自覚の上で、お

いて、米軍基地および日米安保の問題が争点の一つ

互いに批判しあうことなく、足りない力を補い合う

になって欲しいと私は願う。しかし、何を争点にす

関係性を 8 月から始まり 12 月になっても、まだ活

るか、沖縄で争点になることが全国へ広がるのは、

動は止まない。

現時点では現実的には厳しいだろう。では、今回

無力さを感じていた学生が活動を通して「若者

の「# みんなごと」の取り組み、こうした難しい社

の声が大切にされているという実感と、若者の力

会課題に取り組むための主権者教育は沖縄ならで

は無限大、今若者が立ち上がらなければ沖縄を守

はのものなのか。

れないと感じました。今は、周りの学生や若者を
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巻き込んで世の中を変えたいと本気で考えていま

夏季休暇中であり、学生が集えるのかという

す。」と自信を持って答えるようになり、社会を変

心配があったが、今回の取り組みは夏季休暇中

える力になりたいと、参加した全員が自然と感じ

であり、意識を同じくする有志が集ったこと

るようになった。

で、進めていたのかもしれないという思いはあ

8 名の学生から始まった学生が徐々に数を増やし

る。しかし、この活動の中の要素や仕組みを分

ている。また、教育現場の教員とのネットワーク、

析し続け、休暇中の活動、授業が開始されたと

私や同僚の大学教員、そして新聞記者と、互いの特

きの連動の方法等を総括することが求められ

性と強みを活かし、仲間同士の対話をし続けた。短

る。授業とは異なる本活動を今後どのように取

期決戦の知事選挙だったことも集中を切らさない要

り組んでいけるのか模索している最中である。

因の一つだろう。また選挙終了後も、やり取りは緩

②多忙なアクターとのネットワークおよびテーマ

やかに続きながら「沖縄の未来」を自分たちの参加
でつくりたいと願ってきた。合意形成に時間は掛か

を広げるための教材研究
今回の地域への広がりは、教員ネットワーク

るけれども、確認を最後まで怠らなかったことや、

との緩やかなつながりがあったからこそ、緊

お互いの密な連絡のやり取りは常に大事にしてき

急性をもって広げることに調整は殆ど要らな

た。そこにはカリスマの教師や学生もいなかったし、

かった。今回は、幼稚園〜小・中・高の教員ら

対等な関係が築き上げられたと思う。夏休み後半か

の善意の中で進められたこともある。しかし、

ら米国留学に出発した学生もなかにはいるが、SNS

今後さらに広げていくことを考慮し、主権者教

を活用したことで継続したやり取りや、公開ワーク

育の発達段階における実践の共有、開示を進め

ショップへの遠隔参加が可能となった。

ていくことが求められる。学習指導要領および

振り返って、活動を総括すると以下のことを、ま
とめとする。
・学生と共に参加を形成する場合、崇高な理想よ
りも気軽さ、出入り自由な雰囲気、休憩もあり
ということを大事にする。
・深刻な課題に取り組む時も、安心感、笑いを大
事にする気持ちを持つ。

各教科に沿った学びの蓄積を今後も続けてい
く必要がある。
③政治家、政党等への主権者教育に対する教育的
支援に関しての啓発
教室での活動、教室外に関しても、政党お
よび政治家があっての本活動であるといえる。
リアリティを伝える意味でも、実際に教室に

・広げるためにも、立場の異なる人を巻き込んで

訪問する、もしくは選挙対策事務所を訪問す

いく。立場の違いの強みを意識し大事にしなが

るというのは、教育現場の人間からするとハー

ら、責任や活動を分担しあう。

ドル

15）

も高い。今回の取り組みを教育的にも

・マスコミの巻き込みが、市民一人ひとりの小さ

重要であるという、教員および政治関係者等の

な点のつながりから、大きな面へと広げてくれ

認識が広がるだけで、度重なる打ち合わせの数

る。紙面を一過性の報告型に終始せず、それを

を軽減し、教育現場の教員も取り組んでいくこ

活用するターゲット層を意識し、活用してくれ

とは可能ではないだろうか。

る人を想定し続けた。
・教員は授業で、一般、特に若者は SNS を活用し、
選対事務所は若者の活動が紙面で取り上げら

上記の 3 点を意識し、経験の蓄積を行っていくと
で、主権者教育の学びは着実に広がっていくと期待
され、今後も継続的に取り組む予定である。

れることで無視できない存在となり、応援する
構図が後半には出来上がってきた。

おわりに
2018 年の 8 月、翁長知事の逝去と共に始まった

5-3．実践上の課題
2018 年の考察に加えて、これまで取り組んでき
たなかでいくつか課題がある。
①授業を超えた活動の過程および参加の仕組み
のマネージメント化

県知事選挙に向けての活動は、未だに学生と共に走
り続けている。本研究が、研究という域に達してい
ないことを自覚しながらも、まずは活動履歴をまと
めさせていただいた。その意味で本稿の主語を「私」
と書き続けているのは必然だったように思う。
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そして学生らの活動は、少なからず注目を集め、

権者教育の推進に関する検討チーム」を設置し、主

教育現場でも広げる教員と連携しあうようになっ

権者に求められる力の養成（以下「主権者教育」と

た。教育現場や新聞社に寄せられた市民の声、SNS

いう）に係る方策を発表している。詳しくは文部科

上でシェアし合う様子を目の当たりにしながら、学

学省ホームページをご参照。

生らの自信につながり、さらなる活動に繋がってい

6） 沖縄県選挙系は啓発指導者研修会資料より

ることは意義のあったことといえよう。この活動を

7） シティズンシップとは、社会の構成員としての『市

通しての汎用性につなげていくための研究の取り

民』（citizen）が備えるべき『市民性』
（citizenship）

組みは、私の今後の課題としたい。

を育成するために行われる教育であり、日本の「主

今後は、継続的に本活動、主権者教育の県内の取

権者教育」が英・米国の教育活動からの影響を受け

り組みを追いかけながら、沖縄以外の方々との同研

ながら進化していることもあり英国の捉え方も併せ

究領域を共同で研究していきたいと願っている。地

て述べる。

域の意思と、政府の決定方針が異なる場所は沖縄だ

8） 知識注入型の教育であれば、特定の解を覚えさせる

けではないはずだ。選挙を終えても日々の授業や生

という方向であるが、開かれた答えというのは、様々

活へと継続的な活動へ移行していく意味ためには、

な答えがあり、その答えに向かっていくプロセスを

見えにくい成果や、未来に向かってのゴールを設定

重視するものである。ワークショップ、参加型の形

し、社会的タブーに向き合う中での「恐れ」や「疲

式で使用されることが多い。

れ」を乗り越える方法も学びたいと思う。さらに連

9） 琉球新報社であり、沖縄県、離島の八重山・宮古地

帯しあう国内および身近なアジアの中で研究や活

区に配達される地域新聞である。本島で発行される 2

動する仲間がいることを模索しながら、本研究を継

社のうちの１社であり、発行部数は 15 万部強である。

続させていく予定である。

10） 琉 球 新 報「♯ み ん な ご と 」 ペ ー ジ (2018)(https://
ryukyushimpo.jp/tag/%E2%99%AF%E3%81%BF%E3
%82%93%E3%81%AA%E3%81%94%E3%81%A8/

【注】
1） 主語を「私が」と表記したのは、何もできなかった
20 数年前の「私」が、今、ここ沖縄で取り組む「主
権者教育」に教育や研究のはじまりだと感じている。
この活動をどのように研究として進めていくのか、

2018.12.28)
11） 同様の記事が、2018 年 8 月 13 日（金）、9 月 19 日（金）
に発行された。
12） 特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチ

自身としてもまだ途上段階にあり、
「私」から皆さ

（差別煽動表現）が、近年では沖縄にも多数向けら

んや読者に広げていく意味でも、
「私」という主語

れるようになった。特に今回の県知事選挙では、候

を今回はあえて使用したい。

補者の玉城デニー氏への誹謗中傷がネット上で飛び

2） 1995 年９月に米兵による少女暴行事件が起き、沖縄
県民の怒りが爆発、より一層の基地の整理・縮小と

交った。
13） Instagram は、無料の写真共有アプリケーション。日

日米地位協定の見直しを求める声が拡大し、当時の

本では略して「インスタ」とも呼ばれることもある、

大田昌秀沖縄県知事をはじめとして 8 万５千人（大

現在の大学生および若い世代が使用するＳＮＳのア

会主催者発表）の県民が集った。

プリケーションの一つである。

3） 正式名称：日米地位協定の見直し及び基地の整理縮
小に関する県民投票。この県民投票は都道府県レベ
ルでは全国初の住民投票であり、沖縄の民意がどう
表れるのか、全国からの注目を集めた。

14） ゆんたく、沖縄語の表現。気軽なおしゃべりの会と
いう意味。
15） 学内での取り組みの起案作成から承認を受け、同じ
プロセスをさらに選対事務所や政治家側にも行う必

4） 2015（平成 27）年 6 月、公職選挙法等の一部を改正

要がある。さらに、学生との「対話」を設定する場

する法律が成立し、公布された。2016（平成 28）年

合の事前質問提出から当日の実施までは、小さな議

6 月 19 日施行。今回の公職選挙法等の改正は、年齢

会運営に似たような形といえるかもしれない。

満 18 年以上満 20 年未満の者が選挙に参加すること
ができることとした。
5） 公職選挙法等の改正に伴い、文部科学省では、「主

56

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.19

【引用文献】
沖縄県知事公室県民投票推進課 . 2018. 辺野古米軍基地建

主体的な主権者教育を育むための一考察

設のための埋立ての賛否を問う県民投票について .
沖縄県 (https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kentohyo/
jissibi.html, December 31, 2018).
国立国会図書館編 ( 編 ). 2009. 総合調査「青少年をめぐる
諸問題」. 国立国会図書館調査及び立法考査局 . 17-32.
文部科学省総合教育政策局地域学習推進課 . 2014. 平成 26
年版 子ども・若者白書（概要版）. 文部科学省 (https://
www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26gaiyou/tokushu.
html, December 25, 2018).
文部科学省総合教育政策局地域学習推進課 . 2015.「主権者
教育の推進に関する検討チーム」中間まとめ〜主権者
として求められる力を育むために〜. 文部科学省(http://
www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/1369157.htm, December
27, 2018).
長沼豊・大久保正弘 .2012. 社会を変える教育 : 英国のシ
ティズンシップ教育とクリック・レポートから . キー
ステージ２１ソーシャルブックス . 114-115.
仲村清司・宮台真司 . 2014. これが沖縄の生きる道 . 亜紀
書房 . 179.
沖縄県市民性教育副読本解説書策定委員会 . 2015. 主権
者教育のための目標と方法：授業実践に向けての
フレームワーク（平成 27 年度沖縄県選挙啓発指導
者研修会用解説資料）. 沖縄県市民性教育副読本解
説 書 策 定 委 員 会 (https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/
senkan_i/keihatu/documents/06wskaisetu.pdf, January 10,
2019).
沖縄県公文書館 . n.d.. 1996 年 9 月 8 日 日米地位協定の見
直し及び基地の整理縮小に関する県民投票 . 沖縄県
公 文 書 館 (http://www.archives.pref.okinawa.jp/news/that_
day/4737, December 27, 2018).
沖縄タイムス . 沖縄ヘイトを考える ( 上 )：差別主義者の
はけ口に . 2016. 8.3. 朝刊
奥村牧人 . 2009. 英米のシティズンシップ教育とその課
題：政治教育の取り組みを中心に .
翁長雄志 .2015. 戦う民意 . 角川書店 . 8.
総務省自治行政局選挙部管理課 . 2015. 公職選挙法等の一
部を改正する法律の施行について（通知）. 総務省
(https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kentohyo/jissibi.
html, December 31, 2018).
琉球新報社・新垣毅 . 2015. 沖縄の自己決定権：その歴史
的根拠と近未来の展望 . 高文研 . 8.
深谷歩 . 2018. 人気 SNS の国内＆世界のユーザー数まとめ
（Facebook、Twitter、Instagram、LINE）. コムニコ (https://
blog.comnico.jp/we-love-social/sns-users, January 12, 2019).

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ

Vol.19

57

玉城

直美

Fostering Active Citizenship Education : A Consideration of # Minnagoto Project in
Naomi Tamashiro
(Okinawa Christian University)
Abstract
This paper is summary of activities over on a project named “# Minnagoto Wakamonoga Kangaeru Chijisenkyo” (#Our
matter Youth Perspectives on Okinawa Gubernatorial Election). The project was launched following the gubernatorial
election that was held on 30 September 2018.
In the society of Okinawa, issues derived from the U.S. bases can easily divide the people and communities during
elections. However, the project was aiming at transforming these political events into opportunities to establish public
educational spaces to learn and join. Therefore, it can also be understood as an activism of Citizenship Education.
A fluid collaboration between participating students, teachers, and journalists was apparent and enhanced the advantages
of each participants during the project. To take advantage of this project and to develop further, this paper records the
activities and the voice of participants gathered during the project to identify potential versatile elements of the project.
Many youths in Japan complain that they are unable to make a social change or unsure about how it can be done. While
this current situation makes us wonder what we should do, this paper was written with the hope to encourage more youthcentric approaches to social participation and also to enhance the number of practitioners of Citizenship Education.
Keywords : #Our matter, Citizenship Education, gubernatorial election, Power and Social Change
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特集：主体的な学びを拓くボランティア学
【特集】
『媒介者として：問題解決から価値創造へ』

『媒介者として：問題解決から価値創造へ』
阿

０

はじめに・学会

居場所がなくなりつつあることをつくづく実感
する。学術コミュニティのなかでのことだ。
自分が何者か、どのような研究者なのかをうまく

部

健

一（総合地球環境学研究所）

最大の集まりである世界水フォーラムで、
「水と文
化多様性」というセッションを共同で企画・運営し
ている。ただ自分自身は水問題の専門家と思ってい
るわけではない。

説明できないのである。初対面の研究者のあいさつ

あえて専門分野を挙げれば、地域研究である。ス

言葉である「ご専門は」という問いに、僕は素直に

マトラの泥炭湿地林の開拓集落での調査は、1985

答えられないでいる。

年に始めた。最初は、森林生態学の調査で入ったが、

ちなみに答えは、状況によって違う。この人と

やがて移住してきた人々の生活や考え方に興味を

もっと話したいな、と思うときは相手の関心に寄せ

持ち、開発が進み調査すべき森林がなくなった今も

た専門分野を挙げたり、自分の研究関心を具体的に

繰り返し訪れている。30 年以上にわたって 3 つの

話したりする。たとえば相手が好ましい人類学者

集落に通っていることになる。死ぬまで通うことに

なら、
「環境人間学です」などと言ったりする。
「環

なるのだろうが、お世話になった人たちも、物故者

境人類学ではなくて？」と問い返されたらしめたも

が多くなった。

の。「人間学」という言葉にこめた自分の思いを続
けて披露する。

最近は、東ティモールでの活動が多くなってい
る。もともと日本の国際的な NGO に頼まれて、彼

居場所がないことは、自らの学問的アイデンティ

らの復興支援の一環として、コーヒー農家支援事

ティのないこととは違う。むしろ明確にあると思っ

業を手伝ったことが発端である。今もって、東ティ

ている。

モールのコーヒーを売りながら、ここ数年はこの国

ただ、これまでの自分の活動を振り返ってみる
と、たしかにあれやこれや脈絡のない仕事をしてい
ていると思われてもしかたがない。思いつくまま
やってきたことを挙げてみる。

にいまだない国立博物館を創設できないか、と考え
ている。
ペルーアマゾンに行ったのも、行きがかり上で
ある。
「遠いな」と言いながら、2 年間の間に 5 回、

国連食糧農業機関（FAO）の世界農業遺産の制度

それぞれ 1 か月ほどの調査を行った。その成果が実

設計に関わったことがある。その後、科学委員とし

を結び、再びアマゾンの熱帯林で調査することにな

て認定審査を行ったりした。審査といえば、国連環

りそうだ。
「川の民」と呼ばれる人の子どもたちの

境計画（UNEP）などが行っていた国連子ども環境

貧弱な教育環境を改善する仕事である。

ポスターコンテストの審査もしばらく担当したこ

どれもちょっとしたきっかけで関わるように

ともある。世界中の子供たちが描いた膨大な数の絵

なったものである。また所属している総合地球環境

を見るのは大変な作業だったが、毎回どのような

学研究所の用務とも直接の関係はない。
「必然」と

絵が見られるのか楽しくもあった。優秀賞をめぐっ

いうよりも「偶然」で、行き当たりばったりのよう

て、審査員の間で激論になったのもいい思い出であ

だが、きちっと判断はしている。
「偶有的」な関わり、

る。審査に携わったのが縁で、全応募作品が総合地

というのが一番近いのでないか。どれも自分にとっ

球環境学研究所に寄贈されることになった。その中

て大切な仕事だと考えて引き受けている。

の一点が、毎号本学会誌の表紙を飾っている。

ただ並べてみると、たしかにこの人の専門分野は

国際的に活躍する研究者のようであるが、実態は

なんだろうと、いぶかしく思われるかもしれない。

全く違う。英語での議論は苦手である。たまたま

専門分野は、学会という組織によって支えられ

ちょっとした出会いがあり、
「一緒にやろう」と誘

る。学会は、19 世紀後半に生まれた職業（プロフェッ

われただけである。ユネスコともそのような出会い

ショナル）としての研究者が、その学術的「権威」

があり、2003 年以降継続して、水問題に関しての

を保つのに必要だった制度だ。学会は、大学ととも
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に、学問が制度化されるときに創られた。
権威という言葉は、一見すると否定的に聞こえる
が、学術的権威は本来必要なものである。研究成果

いて、十分に見通すことができなくなるということ
です。さらに、マシンに振り回されることによって、
人間性をすり減らしていきます。

の正当性を、ピアレビューにより厳しく検証し裏付

細分化された研究の中で、研究者としてのアイデ

ける。誰かがそれをしなければならない。それが学

ンティティを見いだそうとするならば、その個別的

会である。学会は、学術的権威を支える体制として、

な専門性を武器にしたスペシャリストになり切る

プロフェッショナルな研究者が、自らが拠るところ

しかありません。そこでは、研究者の人格や考え方

として築き上げるものだ。

の豊かさよりも、どのような専門的な技術や実験手

その学会を僕は次々とやめている。プロフェッ

法に長じているか、が研究者としての価値の決め手

ショナルな研究者としての存在を否定しているよ

になります。研究の全体を見通して、その流れを決

うなものだ。しかしそれでも自分は研究者であると

めていくような作業は、これらの人々の上に立ちえ

信じている。開き直って言えば、既存の学会に所属

た、ごく一部のエリートの手にゆだねられることに

することだけが、研究者としての自分のアイデン

なります。」

ティティではない、と思っている。むろん、そのか

引用が長くなったが、ここで提示された研究者の

わり自分はどのような研究者であるのか、を自分で

主体性の喪失は、自然科学に限ったことではない。

説明しなければならない。

40 年前に書かれたものだが、今も重い指摘である。

30 年近く会員であった学会をやめてゆくなかで、

そして高木のこの文章を手始めに、小さな学会であ

あらたに会員になったのが国際ボランティア学会

り続ける国際ボランティア学の本質を続けて考え

である。なぜ入会したのかは、表現する適当な言葉

てゆきたい。巨大科学つまりメジャーにならずにマ

が思い浮かばないのだが、あえて誤解を招きそうな

イナーであり続けることの意義である。

言葉を使えば、その「ゆるさ」が大切だと思ったか

本試論（エッセイ）では、自分自身の研究史を国
際ボランティア学会と関係づけ、学術的に現在「専

らだ。
大きな学会では細かく分科会に分かれ、次から次

門」としている環境学、そしてさらに国際ボラン

へとあわただしく発表が続く。自分の研究関心とピ

ティア「学会」の本質について、そして国際ボラン

ンポイントで重なるタイトルの発表を聞き逃さな

ティアの役割について考えることになる。なぜ自分

いように、プログラムを事前に細かくチェックして

が国際ボランティア学会に居場所をみつけたのか

おく。せわしなく動き続ける。戦場のようであり、

を問うことで、自分がどのような研究者なのか、国

「戦果」も得ることができる。
国際ボランティア学会は違う。小さな学会だか

際ボランティアとは何者なのかを考えたいのであ
る。鍵になる言葉は「媒介者」である。

ら、全然関係のない研究発表も聞くことになる。そ
こで自分の研究とはまったく関係がないと思って

１

新たな学問領域：環境学

いた発表が、自分の研究にとって、これまで気が付

国際ボランティア学というのは、つくづく変な

かなかった、実に興味深い視角を持っていて、「専

「学問」だと思う。そもそも「学問」なのか、と悩

門外」であるにもかかわらず、思わず質問してしま

んでしまう。ふつう学問あるいは専門分野ときいて

うことがしばしばある。小さな学会で発表数が限ら

思い浮かぶものとだいぶ違う。学問の歴史を振りか

れることから生じることであるが、むしろ国際ボラ

えっても、系統的な位置づけが難しい。突然現れた

ンティア学会の本質かもしれない。
高木任三郎がかつて、巨大科学の批判をしたこと
を思い出している（高木 1979）。かれは原子力研
究がいかに進もうと、原子力発電所の安全性が立証
できないことを明らかにしたが、と同時に科学者の
意識にまつわる課題も取り上げている。

「鬼っこ」のような存在である。
地球環境学も、似たようなところがある。
僕はもともと生態学を学んでいた。生態学は、自
然科学でありまぎれもなく近代科学のひとつである。
近代科学は、17 世紀に、客観的な事実の探求す
るものとして誕生する。それが第一次世界大戦後、

「個人の担う役割が細分化され、機械のひとコマ

それまで異質なものとされた技術と融合し「科学技

となった個人は、その研究の全体性やその意味につ

術革命」を起こす。人間生活・社会にとっての「有
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用かどうか」という価値観と直接結びつき、科学技

から地球環境問題は文化の問題である、と考えた。

術は、社会をかつてないほど豊かなものにした。

ここまでは悪くない。

公害や薬害、原子力の問題や環境問題など負の側
面も表出したが、科学技術が生む問題すらも科学技
術で解決できると信じるほうが、残念ながら今もっ

失敗したのは問題解決を全面に押し出し、プロ
ジェクト制を採用したことだ。
プロジェクト制は、解決すべき課題を明確にし、

て主流である。何か新しい役に立つもの、つまり狭

解決のための道筋を立て、必要な各専門分野の研究

い意味の創造性が問われ、今日の科学技術行政のな

者・研究成果を請来し、限られた期間で問題解決

かでも、イノベーションという言葉が頻出している。

というミッションを達成しようとするものである。

こうした大きな学問＝科学技術の潮流と国際ボ

リーダーは研究者というより組織者としての資質

ランティア学は無関係である。

が求められ、プロジェクトのメンバーは、主体的に

科学技術の生んだ弊害を批判的に検証する役割

研究をするよりそれぞれの役割を果たすことが求

を、直接的・積極的には、担っているわけでもない。

められる。プロジェクトの達成を請け負っているた

僕が所属しているのは、地球環境問題の解決に資

め、短期に目に見えるわかりやすい成果を上げなけ

する学問の構築をミッションとする研究所である。

ればならない。

そのため、科学技術の自己再生産的な発展に、説得

研究にプロジェクト制を採用するのは、「アカデ

力のある異議申し立てをしなければならないと考

ミック科学」から「産業化科学」への転換に追従す

えている。それを、科学技術の直系である自然科学

るようなものである。アカデミズム科学は、
「19 世

だけではなく、人文・社会系の学問に求めた。アイ

紀後半にヨーロッパの大学を中心にして成立した

ンシュタインがいうように「我々の直面する重要な

研究体制であり、科学者が『研究の自由』を旗印に

問題は、その問題を作ったときと同じ考えのレベル

それぞれの好奇心に基づいて、国家や社会の要求と

で、解決することはできない。」からだ。

は独立に、いわば『象牙の塔』の中で研究を進め

人文社会系のメジャーな学問分野でも、当然のよ

るようなシステムのこと」であり、産業科学化は、

うに環境問題を取り上げるようになった。地球環

「基本的には政府や企業などの発注者との契約に基

境問題に世界的な関心が集まった 1990 年代前半か

づく委託研究となり、それに伴って研究者共同体も

らだ。いくつかあげれば環境社会学、環境経済学、

研究プロジェクトの管理者と現場を担う雇用者（科

環境人類学、環境政治学、環境哲学、環境倫理学、

学労働者）へと階層分化をとげる」ことになる。そ

環境教育学といった分野がそれぞれの専門分野の

して管理者は研究者であるより、
「『科学企業家』の

中で打ち立てられた。

役目を果たすことになる」のである（野家

そうした分野の研究成果から多くのことを学べ

2018）。

このプロジェクト制をとる「産業化科学」こそ、

たが、一方で物足りなさもあった。地球環境問題

今日の科学技術の発展の基盤である。一方でそれは

を、それぞれの学問分野の関心領域の枠で切り取っ

認識科学に基づき、原因と結果という因果関係を探

てしまっている。部分解はある。しかし問題の全体

り、問題の所在を明らかにし、問題の解決あるいは

にアプローチしようとするものはなく、群盲象を

課題の達成を図る。重要なのは課題を明確に設定す

評す、ところがあった。どの一つの学問分野でも、

る、ということだ。客観的事実を積み重ね、何が問

地球環境問題の解決はできない。専門分野という

題なのか、作業仮説を明示することがとりわけ重要

枠を取りはらって、専門分野還元的ではなくホリス

である。ここでは事実命題を問う認識科学的な思考

ティックな学問的思考を培い、地球環境問題解決の

とアプローチが要求される。そのうえでさらに時間

ためのあらたな方法論を確立することが必要でな

的・コスト的な効率性・生産性も重視される。つま

いか、と考えられるようになった。

り市場価値と流通速度がカウントされる。だから最

総合地球環境学研究所は、そのために創設され
た。当初から文理融合を標榜し、専門領域を超えて

近の科学は、ファストフードにならいファストサイ
エンスと呼ばれるらしい。

地球環境問題に取り組むことになった。環境問題の

問題解決・課題達成のためには、プロジェクト制

根源は人と自然の関係性がいびつにゆがんだこと

でよい。しかし地球環境問題は、誤解されているが、

だ。その人と自然の関係性は文化に内包される。だ

実のところ問題解決のためだけの学問ではない。
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それぞれの地域・分野に特有な、特定の課題を、
それぞれに解決の方法を模索する。環境問題では、

なおす契機だ。
環境学は問題解決ではなく価値創造の学問という

こうした問題解決のための研究もすべきだ。しかし

のはこの点である。限界や制約を知悉し、それを契

環境学は、問題解決のための研究の積み重ねなが

機として豊かさとは何かを考える。今までとは異な

ら、同時に、環境問題のない社会をどのように構築

る豊かさを創りだしてゆくことになる。環境学が価

すべきなのかを考える学問であるべきだ。事実命題

値命題を問う設計科学であるとしたのも、自分たち

を問う認識科学ではなく、将来どうあるべきかとい

にとって豊かさと何なのか、それに向かってどうす

う価値命題を問う設計科学である。現状を批判的に

ればいいのかデザインしてゆく学問だからである。

振り返り、そのうえで新たな社会を考えるための構

環境学は、これまでの学問にない新しい学問領域

造契機が環境問題である。
そのために必要なのがバックキャスティング思
考である。

である。もう一つだけ、その「新しさ」を挙げてお
こう。研究者だけでなく研究者以外の人もこの新し
い学問領域に深くかかわるということだ。

我々の思考はふつうフォアキャスティングだと

学際的という意味で、マルティディシプリナリー

いわれる。認識科学的に現状分析を重ねて、現在の

とかインターディシプリナリーという言い方をす

延長線上に将来を構想するのが一般である。現在か

ることがあるが、環境学はトランスサイエンスある

ら将来のあるべき姿を見通したときに、解決しなけ

いはトランスディシプリナリと呼ばれることがあ

ればならない問題がいくつも立ち現れるだろう。

る。
「超学際」と訳されるが、学問を超えた学問で

しかし過去から現在への延長線上とは異なる道
筋を選択すれば、そうした問題はもはや問題ではな

ある。研究者が独占的に「研究をする」のではなく、
一般の人もそこに巻き込む学問である。

くなることがある。これまでの見方や考え方を変え

これは当然な帰結だ。

れば、現前に立ちふさがっているとしか見えなかっ

豊かさについて、そして将来どのようにすべきな

た問題が問題ではなくなるのだ。こうした思考が、

のかを考えることは、研究者だけの特権ではない

バックキャスティングである。現在から未来ではな

し、研究者だけができることではない。みんなで考

く、未来から現在なのである。

えることである。いろいろな立場、考え方の人がい

環境問題が提示したのは、地球という有限の空間

る。資源に、そして環境収容力にかぎりのあるなか

で、制約のない未来を思い描くことは不可能だとい

で、将来をどうするかについては意見が違う。その

うことである。有限の空間で無限の経済成長が続け

違いを乗り越えて共通の未来を描くことが、環境学

られるはずがない。

の理想であるし、目標である。

われわれは完新世という地質学的時代ではなく、
「人新世」という新たな時代に入ったといわれる。

では、その環境学の中で研究者はどのような役割
を果たすのか。

これまでの人間活動は、地球という巨大なシステム

議論の土台となる客観的事実を提供できるのは

に対してあまりに小さく、大きな影響を与えるこ

まず研究者の役割だ。それは自然科学の延長として

とはないと考えられてきた。それが現在は、人間

の環境学がずっとやってきたことである。たとえば

活動は加速度的に増大し、地球システムにも影響を

地球温暖化が、人為活動の結果だということを説得

及ぼすまでになったというのだ。その影響は不可逆

力のある形で示したのは大きな成果である。

的で、カタストロフィックなものになる可能性があ

あらたな環境学、つまり事実命題だけでなく価値

る。今までと同じ考え方、生活のあり方、価値観で

命題を問う環境学では、研究者は別の役割を求めら

ある限り、地球システムはやがて限界に達し、われ

れる。媒介者、
つまりつないでゆくという役割である。

われの生存・生活の基盤も失われることになる。

情報や事実は、そのままでは知恵にならない。ひ

こうした事実・現実を知ることは決してネガティ

とつひとつの情報や知識はそのままでは価値を生

ブなことではない。このままではだめだ、と悲観的

まない。個別の情報や事実がつながってはじめて知

になるのではなく、これまで自由に描いていたのと

恵になり、価値を生む。離散して存在している情報

違う未来のありかた、さらにいえばこれまでとは違

や知識は、自動的につながってゆくのではない。ナ

う豊かさを考えればいい。環境問題は豊かさを考え

レッジネットワーキング、つまり積極的・意識的に
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つなげる努力が必要だ。創造性とは自分で何かまっ
たく新しいものを生み出すのではなく、既存のもの
をつなげることで生まれる。

「産業化科学」としての環境学に、僕は興味はな
いし、居場所もない。
一方国際ボランティア学には居心地の良さを感

分野横断的な研究を行う研究者は、ナレッジネッ

じている。僕の考える環境学と同じように、現代

トワーキングを行っていると考えてよい。専門性が

科学の主流とは異なる新しい学問領域を目指して

深まり、隣接研究分野でも研究内容の相互理解が困

いるからでないかと思う。問題解決の学問でも「産

難な科学の現状の中で、分野横断的な研究者が、媒

業化科学」でもない学問である。

介者としての役割を果たすことができる可能性が
ある。

国際ボランティア学もふつうに考えると課題解
決の学問と思われるかもしれない。世界中のさまざ

さらに大切な役割は、研究を超えて、つながりを

まな問題を解決するために、国境を越えて自ら進ん

つくってゆくということだ。環境学がトランスディ

でコミットするのが国際ボランティアである。緊急

シプリナリーな学問であるとき、研究者と研究者以

支援や復興支援。世界中には助けを必要としている

外をつなげるという役割をだれかが果たさなけれ

人々は多い。貧困、医療、教育、人権、ジェンダー

ばならない。そしてさらに意見の違う人々をつない

など多岐の分野にわたって、それぞれの緊詰の課題

でゆくことももとめられるだろう。研究という枠を

がある。そのなかの一つに、環境問題をあげてもい

超えて媒介者する役割が求められる。そういう研究

いだろう。問題に苦しんでいる人たちだけでは解決

者が、環境学の研究者だ。

が困難な問題も、ちょっとした外部の力があれば、
解決への道が開ける。国際ボランティアは外部の者

２

環境学・コモンズ学・国際ボランティ
ア学：価値創造のための学問

として、問題解決にあたる者といえる。
国際ボランティアは、間違いなく問題解決を使

残念なことだが、僕の考えている環境学は、まだ

命としている。しかし国際ボランティア学は、環

環境学の主流ではない。多くの研究者が考える環境

境問題がそうであるように、問題解決だけの学問

学は、問題解決のための学問である。だから研究プ

ではない。

ロジェクト方式を採用することに抵抗感はない。課

国際ボランティアが立ち向かっている問題は多

題は何なのか明確にし、解決のための作業仮説を立

様であり、たとえ同じ貧困問題を扱っていても、問

て、様々な専門分野の手法を援用し、効率よく業績

題のありようは現場によってさまざまで、採用する

を上げてゆく。「産業化科学」のメンバーであるこ

ための最適な方法も現場の状況によって違ってく

とを良しとしている。

る。都市の貧困と農村の貧困が違うし、同じ都市

「産業化科学」では科学者の規範も変わってくる。

の貧困でも国によって問題の背景は異なっている。

アカデミック科学では、科学社会学の創始者ロ

どこでも使える万能の普遍的な方法はない。具体的

バート・マートンが定式化した理想主義的な「マー

な地域の、具体的な課題に対して、個別具体的な方

トン・ノルム」と呼ばれる 4 つの規範があった。
（１）

法があるだけである。国際ボランティアはその現場

知識の私的所有の禁止、（２）科学者の人種・国籍・

に一人の個人として関わる。そこには、ひとつの一

宗教などによらない科学知識の普遍性、（３）個人

般解ではなく無数の個別解があるのみだ。個人とし

的利害の超越、
（４）政治的・宗教的ドグマに基づ

てのボランティアは、そこで試行錯誤を繰り返し、

く判断の禁止、である（野家 2018）。

その経験を次に生かすことになる。

産業化科学では、科学者の行動様式はマートン・

個別解の積み重ねを、「学問」としてまとめあげ

ノルムに従わない。野家によるといささか戯画的と

てゆくのは、高度に知的な作業となる。問題解決の

いうことだが、ジョン・ザイマンによる産業化科

ために留意しなければならない「一般則」がこうし

学時代の科学者像は（１）知的所有権の要求、
（２）

た経験を共有することで見えてくる。
「定型化され

当面の与えられた課題の解決を目指す、（３）社会

た事実」
（Stylized Facts）という言い方をすること

的権威として振る舞う、（４）政府や企業から研究

がある。この経済学の用語を、僕はコモンズの研究

開発を請け負う、（５）細分化された専門分野の仕

の第一人者だったエリノア・オストロムさんから教

事を請け負う、というものだ。

わった。コモンズの実証的・論理的研究で 2006 年
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ノーベル経済学賞を受賞した人だ。彼女は、世界の

あり、方針と特徴を端的に表している。

様々な地域の数千にわたる事例を協力者とともに

国際ボランティア学会は、研究者が実務者を兼ね

つぶさに調べ上げ、共有資源（コモンズ）の運営に

ているケースが多い。それでも、もっと NGO など

成功するための 7 つの条件を「定型化された事実」

の実務者の参加があれば刺激的な議論ができる。単

として見出した。

発な試みではなく、会員でなくても大会に積極的に

国際コモンズ学会のことも取り上げたほうがい
いだろう。
彼女が初代会長を務めた国際コモンズ学会は、政
治学、経済学、文化人類学、歴史学、法学、人間工学、

かかわれるような仕組みが必要かもしれない。
コモンズ学は、結局のところ環境学と同じ、価値
創造の学問となる。
コモンズ学は、明確な目標を掲げている。コモン

心理学、社会学、生態学、農学、林学、水産学など

ズあるいは共有資源などの「わかちあう資源」のガ

さまざまな専門分野の研究者が参画し、共有資源を

バナンスと管理のあり方を改善し、そのために理解

守るための実践と理論構築を目指して、実証的研究

を深め、問題があればその持続的な解決方法を創出

を土台に最新のゲーム理論や行動経済学などの新

する、ということである。問題解決を強調している

たな分野を切り拓きつつある。途上国からの参加者

かのように思うかもしれないが、課題解決型の学問

も多く、2 年に一度の世界大会はお祭りのような活

のように初めに課題ありきではないのである。まだ

気がある。第 14 回大会は 2013 年に日本で開催され、

その潜在的な価値を十二分に生かしていないと思

僕は事務局長をつとめた。

われる「コモンズ」を、将来一人一人がよりよく生

国際コモンズ学会と国際ボランティア学会は似
ているところが多い。

きるために、どのように活用してゆけばいいのかを
考える学問なのである。たとえば、人々が、誰にとっ

まず学際的であるところである。異なる学問分野

ても大切なものを守るために、利害関係を超えて協

の研究者が会員である学会は、特別な雰囲気にな

調行動をとるためにはどうしたらいいのか、を考え

る。よく言えば自由、悪く言えば烏合の衆。普通

るといったことだ。

の学会で当然しなければならない組織化が極めて

コモンズ学が価値創造の学問だというのは、コモ

緩やかである。学会運営にあたって、役割分担は

ンズという未来可能性、つまりまだ活かし切れて

あるけれども、階層や序列はない。あるのはヒエラ

いない価値を、現在だけでなくこれからずっと創っ

ルキーではなく、ヘテラルキーである。会員の個

てゆく学問だからである。それは、たとえて言えば、

性が際立つ学会で、大会事務局長を務めるにあたっ

足元の土の中から「大切なもの」を探し出し、汚れ

て、前任者に留意点やマニュアルの有無を聞いた

を払い、磨きをかけるという作業である。コモンズ

が、返ってきたのは「好きなようにやればいいよ。

という価値は一つではないから、この作業は一度す

頑張ってね」というありがたい言葉だけだった。デ

れば終わりではなく、ずっと続くことになる。

ファクトスタンダード（事実上の「規格」）という
言葉は、彼から聞いたように思う。大会の運営に厳
密に規格化されたやり方があるわけではない。

３

つながることによって生まれる価値：
媒介者という役割

実際、どのような形で大会を運営しようが、主役

国際ボランティア学も、価値を生むことのできる

は会員である。会員それぞれが主体的に大会のほか

学問だと思っている。問題解決ではなく、価値創造

の参加者から学べばいいのである。事務局長の役割

のための学問だ。コモンズ学会と違って、生み出さ

は、「対話」の場を用意するだけだ。

れる価値とは何なのかは、参加者によって異なり、

国際コモンズ学会が、さらにほかの国際学会と異

まだ明確な共通理解はないようだ。

なっているのは、研究者だけでなく、実務者と政策

僕が考えている価値は、つながることによって生

決定者の参画を重視していることである。環境学や

まれる価値である。国際ボランティアとは、特定の

国際ボランティア学に通ずるが、国際コモンズ学会

課題の解決のために、外部者として関わる。外部

はこの点を徹底している。研究者・実務者・政策決

者だから、国境を越えて人と人をつなげてゆく「媒

定者が同じテーブルにつき、共通のテーマを議論す

介者」となることができる。具体的な課題があるか

る「ラウンドテーブル」は、学会の一大イベントで

らこそ、つなげてゆくことが大切になってくる。
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例を出したほうがわかりやすい。僕が関わってい

果樹であるコーヒーも豊作と不作がある。自然に

る東ティモールで行っているコーヒー農家支援事

近い状態で栽培している東ティモールでは、その差

業を紹介しておこう。

が大きいし、またその年の気候によって生産量は大

2002 年に独立した東ティモールの復興支援に関

きく変動する。国全体の生産量も少なく、国内で出

わることになった。ようやく独立を果たしたが、東

荷量を調整することもできない。支援事業を始める

ティモールという小さな国の経済基盤が弱い。
「貧

前に、コーヒーを専門とする企業にビジネスとして

しいままでは独立した意味がない」
。初代大統領

関与してほしいと頼んだが断られた。
「品質は 2 年

シャナナ・グスマンの言葉である。

で改善できますが、商売をする量を確保するのは

われわれが復興のための経済基盤として目を付
けたのは、コーヒーである。国民の四分の一がコー

20 年かかります」
。そのかわりに専門家の方を送っ
てくれた。

ヒーに生活を全面的に依存していた。全面的に、と

社長さんが量にこだわったのも、商売だからであ

いうのはコーヒー栽培地の農民は、自分のコーヒー

る。せっかく東ティモールのコーヒーをもとめてき

園で生産したコーヒーを売ったお金で、食料や衣

て「売り切れ」では、
怒るお客さんもいる。顧客サー

服、生活用品を購入し、子供たちが学校に行く費用

ビスとして十分な量の在庫を確保しておくことが、

をねん出していたからだ。

商売としては大事なのだ。

東ティモールのコーヒーは、潜在的にはきわめて

僕が、東ティモールの品質の向上したコーヒー

品質が高い。ただ収穫や収穫後の処理の仕方が悪

を売るだけでなく、どのような人がどのようにコー

く、買い上げ価格は安く抑えられている。磨けば光

ヒーを栽培しているか知ってもらわなければなら

るものを磨いていないということだ。しかも品質向

ない、と思ったのはこの時である。

上のために格別な資金や技術が必要なわけではな

東ティモールでは、コーヒーの収穫時期になる

い。適切な収穫の仕方や収穫後の処理を徹底するだ

と、日の出から一家総出で収穫にでかける。おじい

けで、品質は簡単に向上する。あとは品質に見合う

ちゃんも赤ん坊も一緒だ。片道 2 時間かかることも

価格で買い上げることで問題は解決できる。

ある。着いたらさっそく収穫である。小さな子供も

事業自体は、日本の NPO が推進した。彼らの真

手の届く範囲で赤く熟した実を摘んでゆく。作業

摯な活動とコーヒーの専門家とのちょっとした出

は単調でつらい。その時は家族の誰かが冗談を言っ

会いがあり、わずか 2 年で高品質のコーヒーが生産

たり、歌を歌ったりする。昼食は、持ってきた簡単

されるようになった。自分で試飲してみて、美味し

な食事で済ます。日が暮れるまで収穫を続けて帰宅

いと思ったときに、事業の成功を確信した。あとは

する。疲れた体には収穫したコーヒーの入った袋が

このコーヒーをきちっと売ってゆくことだった。一

重い。

時期僕は、機会があれば、東ティモールのコーヒー

家に戻ってからも、作業が待っている。赤く熟し

を持ち歩き、どのような人が、どのようにしてコー

た良質の実だけをより分け、手製の簡単な皮むき器

ヒーを栽培しているのか話したうえで、コーヒー

で中の豆を取り出す。コーヒーの実は、収穫したそ

を売り回った。生産地や生産者のことを、コーヒー

の日のうちに果肉を取り除く。放っておくと実が腐

を買ってくれる人に伝えなければならないと思っ

り、臭いが豆に移ってせっかくの品質を台無しにし

たからだ。

てしまう。われわれが口を酸っぱくして指導した点

大手のデパートにも売り込みに行った。社長さん

の一つである。

と会うことができ、出入りしている業者さんが呼ば

取り出した豆は、周りにまだ果肉がくっついてい

れ、「商談」は意外にもすぐまとまった。ただ社長

る。それをたらいの張った水の中できれいに拭い取

さんに「毎年 5 トン入れてもらえますか」と言われ

らなければならない。熱帯とはいえ、標高 1,000 ｍ

たときは困った。安定した量を確保する自信がな

の高地だ。水は手が切れると思うほど冷たい。ラン

かったからだ。

プの明かりの下で、小学生くらいの女の子が鼻水を

果樹は一般に当たり年と不作の年が交互する。先
進的な果樹栽培では、年によって変化する生産量を
できるだけ一定にする技術を開発している。

垂らしながら、夜遅くまで豆を洗っている。
たとえば授業で、このような場面の写真をみせる
と、「児童労働じゃないですか」と質問してくる学
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生もいる。答えによっては購入をボイコットしかね

生産者の人たちに、消費地・消費者のことを伝え

ない勢いである。学生には、児童労働（child labor）

ることも、媒介者として大切なことだと気がつい

と児童仕事（child work）の違いを教える。企業家

た。媒介者の役割は一方的につなぐだけではない。

が労働コストを低減させて利益を大きくするため

生産地と消費地、生産者と消費者を双方向でつなげ

に、その年齢に達していない子供たちを安い賃金

なければならない。

で働かすのが児童労働。東ティモールでのコーヒー

我々のコーヒー農家支援事業は次の段階に入る。

の収穫は、家族そして自分のために行っている仕

コーヒー栽培農家を日本に招へいしなければなら

事である。学校に行くためにはコーヒーを収穫しな

ない。自分たちの目で、自分たちのコーヒーがど

ければならない。収穫は 2 か月ほど続くが、この間

う消費されているのか見てもらいたい。大阪では、

子供たちは学校に行かない。これはたしかに望まし

デパートの社長さんが出迎えてくれた。コーヒー専

い事ではないが、先生たちも自分のコーヒー園で家

門店では、その日のスペシャルコーヒーとしてわざ

族とともに収穫作業にいそしんでいる。収穫期には

わざ東ティモールのコーヒーが供された。余談だ

学校は休みになる。これが東ティモールのコーヒー

が、値段を聞かれ答えたら、キロ 2 ドルほどで売っ

栽培地域の現実である。

ているコーヒー豆が「なぜ一杯 800 円もするんだ」

東ティモールのコーヒーを買ってくれる人には、

とさらに聞かれた。彼は生豆 1 キロから何杯のコー

この生産地と生産者の現実も理解してほしい。コー

ヒーが飲めるのか計算をはじめたが、たしかに疑問

ヒーという「物」だけでなく、その背景にある「物

に思うだろう。

語」も知ってほしい。天候不順で十分な量を確保

コーヒーは生豆で輸出され、日本で焙煎され小売

できず、店頭に東ティモールのコーヒー豆がなかっ

りに出される。東ティモールのコーヒーを扱ってい

たときに、在庫がないと怒るのではなく、「東ティ

る別の業者さんに、その過程もつぶさに見学させ

モールの人たちは困っているのではないですか」と

てもらえた。貧しくて農薬も化学肥料も買えなかっ

心配してほしいからである。

たため、東ティモールのコーヒーは、意図せずに有

「物」だけでなく、
「物語」を消費者に伝えること。

機栽培となっている。同じ嗜好品であるお茶の有

それが「媒介者」としての自分の役割だと気がついた。

機栽培をしている農園も訪問した。化学肥料を使っ

さらに本当の「媒介者」となるためには、もう一つ

て少し収量が上へることよりも、もっと大切なこと

果たさなければならない役割がある。生産者にも消

があることは理解してもらえたようだ。

費地のこと消費者のことを伝えるということだ。

消費者が生産地・生産者のことを知り、逆に生産

大手のデパートで東ティモールのコーヒー豆が

者が消費地・消費者のことを知る。「地産地消」だ

販売された当日、知り合いのテレビ局の人が「ロー

けでなく、「知産知消」も大事である。とくに現在

カ ル で、 し か も 短 く て 申 し 訳 な い が 」 と 言 っ て

の日本のように食糧の大部分を輸入している場合

ニュース番組にしてくれた。その映像を収めた CD

はそうだ。生産地と消費地の物理的距離が遠くなっ

を東ティモールに持参し、コーヒー栽培農家の会合

ている。僕らはどこのだれが生産しているのかわか

のおりに「そういえば」と何気なく見せた。集まっ

らないものを食べている。食の安全・安心という

た人の表情が、一瞬にして変わった、と思った。

ことが注目された時期があるが、お互いが知らない

食事を用意したら、食べてくれた人がおいしいと

ことが問題の根底にある。あってはならないことだ

思ってくれているのかどうか知りたくなるだろう。

が、生産者が、どうせどこのだれかが食べているの

物を作る人は自分の作ったものがどのような評価

かわからないからと、残留する農薬の量が基準以上

を受けているのか気になるものだ。これまで東ティ

でも気にしなくなる可能性は、この「関係距離」と

モールのコーヒー農家は、自分たちの生産したコー

でも呼びたくなる距離に比例するのでないか。そし

ヒーを、どこのどのような人がどんなふうに飲んで

て「関係距離」はお互いが知ることで一気に近くなる。

いるのか、全く知らなかった。だからデパートの

東ティモールのコーヒー農家支援事業で学んだ

コーヒー売り場で、次々と東ティモールのコーヒー

のは、つなげてゆくことの大切さである。生産と消

を買ってゆく人を映した映像をみたとき、目が輝い

費地が「つながる」ことで、安心・安全という価値

たのだ。

が生まれる。逆につながりが切れていると、安定を
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欠き、時には危険になり、また必要以上に不安に

と知り合った地元の方に教えてもらう。彼はそのた

なってくる。このつながることで生まれる価値を僕

めに決められた時間に、仮設住宅の一画にスペース

は「関係価値」と呼んでみた（阿部 2009）

を確保し、温かいお茶などを提供するボランティア

国際ボランティアの活動の現場でも同じような
価値が生まれているのではないだろうか。

活動をしている。
「先生に言ってもしかたないけど、
美味しいコーヒーがあれば助かるのだけど」
。

僕自身の関わってきた例をもうひとつあげてお

さっそく東ティモールのコーヒーを送ることに

こう。ボランティア活動の中での事例だ。「関係価

する。僕にも具体的にできることがあった。予算は

値」つまり、つながっていることの価値は、東日本

ドイツのドレスデンの市民の方の寄付金からまか

大震災のときに再認識した。

なった。ドレスデンは 2006 年にひどい洪水の被害

震災後の被災地に行くのは、正直言って臆すると

を受けたが、その時に世界中の人からさまざま支

ころがあった。ボランティア活動が始まっていた

援を受けた。その恩返しをこの機会にしたいという

が、自分自身が被災地に行っても、医療関係の専門

ことだった。たまたま研究所のトルコ人の若い同僚

家でもなく役に立ちそうにもない。足手まといにな

が、ドレスデンの知り合いから、寄付金の使い道

りかねない。なにより自分が研究者としての目線

の相談を受けていたのだ。寄付金はかなりの額だっ

で、被災者の方々にいろいろ話を聞いてしまいそう

たので、滋賀県の養護学校の生徒さんが作ったお菓

で嫌だった。迷惑がられることになりそうだった。

子もあわせて送ることにした。美味しいお菓子もあ

「それでいいんです」と背中を押してくれた人が

ればいいのですが、ということだったからだ。2 年

いる。
「あなたが行っても何の役にも立ちません。

間にわたって、被災地 5 か所に東ティモールのコー

ただ日本人として、現場を見ておくべきです。被災

ヒーと養護学校のお菓子を届けることができた。

者の方の話を聞いてください。」。僕の役割は、現場

コーヒー栽培農家の人たちにもこのことは知ら

の光景を自分なりに伝え、被災された人の言葉から

せた。津波の恐ろしさは、スマトラ沖大地震で東

自分なりの考えをまとめることだと割り切った。こ

ティモールの人もよく知っている。東日本大震災の

れからも世界のどこかで必ず震災は起こる。その時

後に東ティモールを訪れた時には、
「大丈夫だった

に役に立つことを得なければならない。僕がしなけ

のか」と声をかけられた。
「自分たちには何もでき

ればならないのはボランティア活動だけではなく、

ないけど…」と言っていた人に、被災地でみんなの

ボランティア学ということだろう。

コーヒーを飲んでもらっている、と伝えることがで

震災からまだ 2 か月もたたない、がれきの山があ

きた。

ちこちに残る現地で、被災者の方に話かける。なん

一人あたりの国民総生産でいえば、日本と 100 倍

とも言いようのない後ろめたさがあり、ちょっとし

近い差があるのが東ティモールである。経済的には

た勇気がいった。幸いにみなさんが、迷惑な顔もせ

はるかに貧しい。でも彼らも、そして養護学校に通

ず、それぞれの話をしてくれた。つながりの大切さ

学しているハンディのある子供たちでも、何かでき

はこの時の被災者の方との会話から再認識した。

ることがある。それは自信と誇りにつながる。逆に

「先生、今回、私は家も家財道具も流されてなに
もかもなくしました」
。でも旧知の人だけでなく見

言えば、ボランティアは媒介することで「関係価値」
というあらたな価値を生むことができる。

知らぬ人からも、支援を受けたそうだ。「人と人と

「国際」ボランティアと「国内」ボランティアと

のつながりだけは流れなかったですね。」と続けた。

では、この点大きな差はないはずだが、国をまたが

つながりは流されることも、消費されることのない

ることで、むしろ人と人とのつながりがより鮮明に

価値である。
「関係価値」は、逆に、使えば使うほ

浮かび上がることになる。国際協力でも平和構築で

ど高まる価値だ。

も、そして環境問題でも、国家ではなく市民一人一

被災地で、媒介者としての役割も果たすことがで
きたことも追記しておこう。

人が主体となる時代になっている。国際ボランティ
ア活動は、国家を絶対的なものでなく相対化し、市

被災された、特に年配の方は、仮設住宅に一人こ

民を前景化させる。
「民際」という言葉があるが、
「国

もりがちである。一日話をしないこともある。
「で

際」ボランティアとすることで、
「民際」の大切さ

きるだけ「外」に出て、
話をすることが必要なんです」

を強調することになる。一国にとどまらず多くの人
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健一

が集う国際コモンズ学会の「国際」と、日本という

い。真っ暗闇の中をやみくもに走っているようだ。

国をベースにするものが集う国際コモンズ学会の

真っ暗闇を走り続けるには力と勇気がいる。幸い

「国際」は意味するところが違っている。
最後に僕が今一番熱を入れて行っている活動を
紹介しておこう。
高校生に、自分の生まれ育った地域の農業の大切
さを理解してもらおうという企画だ。鍵になるのは

周りの人に恵まれ、ここまで走ってくることができ
た。失敗も多かったが、少し明かりも見えてきて、
研究者としてやりたいこと、媒介者としてやらなけ
ればならないことは、どんどん増えてきている。悪
くない。

年配の人への聞き書きと演劇シナリオの作成。日

それでも走り続けていると、正直言う、疲れもた

本・フィリピンそして東ティモールの高校生が対象

まってくる。ときにはこの方向でいいのか不安にも

である。

なる。そんなときに国際ボランティア学会はありが

詳細については、ここではなく学会の大会でい

たい。仲間がいる。自分は一人ではない。ほかのひ

つか報告したいと思う。3 か国の高校生の交流から、

との「物語」を聞くことで、走り続けている勇気が

どのような新しい発想が生まれるのか楽しみにし

でる。少し立ち止まって、また走り出すための力を

ているのだが、まだ企画段階だし、みんなに話すこ

得る場所だ。僕にとって、超学際的（トランスディ

とで思わぬアイデアが生まれるだろうからだ。農業

シプリナリー）な研究と実践の場が「戦場」とすれ

の担い手不足という課題が契機となり企画したも

ば、国際ボランティア学会は「家」のようなものだ。

のだが、課題解決が直接の目的ではない。高校生が、
農業に長くたずさわってきた人と対話することで、
農業にどのような価値を見出すのか、その高校生が
シナリオを書き演じた演劇を見た農業関係者・地域
の人が、問題を超えたところでどのような未来を描
くのか。高校生と年配の農業経験者をつなげること
で農業の新たな価値を創造してみたい。一人ひとり
の価値観が、望むべくは皆に共有できる価値を内包

【引用文献】
阿部健一 . 2009. 地産地消から知産知消へ：つながりという
「関係価値」. 窪田順平 ( 編 ).
モノの越境と地球環境問題 : グローバル化時代の〈知産
知消〉. 昭和堂 . 180-211.
阿部健一 . 2013. 価値を問う：「関係価値」試論 . 立本成文
( 編 ). 人間科学としての地球環

した「物語」となってほしい。将来への思いは
「物語」

境学 . 京都通信社 . 41-88.

に刻み込まれ、語られる。その「物語」を近いうち

高木任三郎 . 1979. 科学は変わる：巨大科学への批判 . 東

に学会でみんなに聞いてもらいたいと思っている。
一人一人の物語を聞けるのが、国際ボランティア
学会である。ほかの会員の経験から多くのことが学
べる。対話のできる相手が多いから刺激的でかつ居
心地がいい。主体的に学ぶことができる大切な対話
の「場」である。
言いたいことをまとめてみる。
分野横断的な研究は、間違いなく必要であり、き
わめて意義のあるものだ。やりがいもあり、さらに
言えば、楽しいものである。しかし同時に、時には
孤独でつらい作業にもなる。専門分野という居心地
のいい場所はない。じっとしていると焦躁感が募る
ばかりだ。動かなければならない。僕は最初に、自
分はゆきあたりばったりの脈絡のない仕事をして
いる、と書いた。僕があれやこれやをするのは、何
かしなければならないという焦躁感がつき動かす
からだ。動き続けなければならない。方法論、つま
りこうすればいいという学問的道しるべはまだな
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【大会報告】
第 19 回大会の報告

第 19 回大会の報告
スポーツとボランティア〜 2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて〜
川

第 19 回大会は、2018 年 3 月 3 日（土）に文京区
にある筑波大学東京キャンパスにて開催いたしま

口

純（実行委員長）

理事、文教大学准教授）
篠田

果歩（元リオパラリンピック事務局ボラン

した。本大会では、「スポーツとボランティア」を

ティアスタッフ、筑波大学スポーツ

テーマに据え、口頭発表、企画セッション、公開シ

国際開発学専攻 2 年）

ンポジウムが行われました。
午前中は、
「エンパワーメント」
、「異文化理解」
、

本シンポジウムでは、実際にリオパラリンピック

「アジア」
、「日本とボランティア」の 4 つの分科会

でボランティアスタッフとして活躍された方やス

を設定し、計 16 の口頭発表が実施されました。ま

ポーツ場面でのボランティアについて造詣の深い

た、「人の移動」、「集合知の観点から見たコミュニ

研究者である各パネリストからお話を頂きました。

ティのレジデンス創出のための視点」のテーマで、

そして、国際的なスポーツ場面におけるボランティ

2 つの企画セッションが開催されました。参加者は、

アの重要性や期待される役割について学会会員の

研究者を初め、国際機関職員、NGO 職員、学生な

皆様との闊達な議論を通じ、2020 年東京オリンピッ

ど多岐に渡りました。いずれのセッション、企画も

ク・パラリンピックに向けてスポーツ大会の場面

多様な立場から興味深い発表が行われ、闊達な議論

におけるボランティアがどうあるべきか、見識を深

が展開されました。

めることができました。大会成功の鍵を握るボラン

午後からは「スポーツとボランティア〜 2020 年

ティアですが、オリンピック後のボランティア活動

東京オリンピック・パラリンピックに向けて〜」と

が今後の日本のボランティア文化を醸成するために

題し、公開シンポジウムを開催しました。下記の有

特に重要になるとの示唆も頂きました。今回のオリ

識者が興味深いご発表を実施して下さり、その後、

ンピックを契機として、国内におけるボランティア

会員の皆さんと共にパネルディスカッションを実

マインドがさらに育成されることが期待されます。

施しました。

本大会を実施するにあたってご協力頂きました
すべての皆さま、特にご参加下さいました会員の皆

パネリスト：

さまに心より御礼申し上げます。どうも有難うござ

真田

いました。

二宮

久（筑波大学体育専門学群長、教授）
雅也（日本スポーツボランティアネットワーク

中村会長と村井吉敬賞を受賞する日本マラウイ学生団体

公開シンポジウムで講演をされる真田先生
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【論文】
声を伝える活動がもたらす新たな活動主体形成のプロセス−難民問題専門情報番組「難民ナウ！」を事例に

声を伝える活動がもたらす新たな活動主体形成のプロセス−難民問題専門情報
番組「難民ナウ！」を事例に
宗

田

勝

也（同志社大学政策学部）

山

口

洋

典（立命館大学共通教育推進機構）

【要旨】
本研究は難民情報をコミュニティ FM 放送の番組を通じて「天気予報のように」伝える活動が、難民問題
に対する新たな活動主体を形成する契機となった背景とその経過を、社会心理学的観点から整理し、考察し
たものである。活動は 4 つの段階で発展した。まず、2004 年の番組開始以来、第一筆者は番組制作者として
UNHCR の協力を得て、リスナーに対して難民問題への関心を喚起してきた。その後、2010 年にコミュニティ
ラジオの世界的なネットワーク AMARC の会議に参加したことが契機となり、難民問題に関心を抱き理解を
深めた人々に対してラジオ番組の制作と並行して多彩な活動が展開されるようになった。そして、世界のコ
ミュニティラジオ関係者らの協力を得て、日本で暮らす人々に難民に対する認識が肥えるような番組制作が
進められることになった。さらに、10 年以上にわたって番組制作を継続することにより、難民問題をテーマ
に活動する大学生らとの協働もなされるようになり、インターネットを活用して直接当事者とのコミュニケー
ションの機会が生まれ、結果としてシリア国内の支援者を支援する活動が展開されることになった。そこに
は、活動の担い手と受け手とを媒介するつなぎ手の立ち居振るまいが鍵となり、その関係性の変容が、実践
のコミュニティにまつわるルール、ロール、ツールを変化させていることを確認した。一方、フェイクニュー
スやヘイトスピーチ等が問題とされる中で、いかにしてメディアにおける過剰な演出を避け、遠くの問題に
対する精神的な距離を近づけていくことができるかが実践的かつ理論的な課題であることを示した。
【キーワード】難民、コミュニティ FM、活動理論、クラウドファンディング、オラリティ

１．声なき声を伝える活動の構図

ば、天気図に表される状況をいかに分析して表現

1-1．情報とメディアを巡る視点

するかが前者であり、後者は変わりゆく（あるい

大阪の天気予報では、「傘が要るか」を伝える必

は変わらない）天気に対して人々がどのように構

要がある、という（尾上 1999）。例えば、西高東

えるべきかを扱うことになるためである。こうし

低の冬型の気圧配置の影響で全国的に晴れ間が続

た問いの違いに対しては、古典的には米国の哲学

いてきたものの夕方からは雨雲が張り出して所に

者トーマス・クーンによる「パラダイム論」（Kuhn

よっては小雨が降る、といった説明よりも、明日

1962=1971）を挙げることができるが、ボランティ

は晴れのち曇り、所によっては雨、折りたたみ傘が

ア学研究が隆盛となってきたこの 20 年ほどを見渡

あるといいでしょう、といった予報が好まれるとい

してみても、社会学者の大澤真幸による「認識的規

うのだ。大阪人の気質を表すものの一つとして、取

範」と「価値的規範」（1990）、英国の社会学者マイ

り上げられている。もちろん、前者の説明が間違っ

ケル・ギボンズらによる科学の「モード論」
（1994）、

ているわけでもなく、後者の説明が絶対的に優れて

放射線防護学者の安斎育郎による「科学的命題」と

いるという話ではない。

「価値的命題」（1995）、大澤（1990）の規範理論を

情報としての正確さをいかに追求するかと、行為

再検討した社会心理学者の杉万俊夫による「である

を促すためにメディアをいかに活用するかとでは、

規範」と「べし規範」
（2006）など、枚挙にいとま

問いの種類が異なる。天気予報になぞらえてみれ

がない。いずれの議論も、科学論として世界や社会
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の状況に対する構造や状況をどのように捉えるの

作を通して難民問題に接近していく上で、多方面

が妥当（あるいは非妥当）かを判定する枠組みや基

にわたって織りなされてきた実践知について整理

準について取り上げたものであり、論理的・理論的

し、少なくとも日本ではあまり身近な問題として

に良い／悪いを断定する議論ではない。

捉えられにくい難民問題および当事者とのコミュ

そうした中、2004 年より、京都市中京区のコミュ

ニケーションの方法論のあり方について検討する。

ニティ FM 局にて、「難民問題を天気予報のよう

予備的に整理すれば、
「難民ナウ！」の制作活動に

に」と掲げた番組「難民ナウ！」が放送されてい

は、いくつかの転機が訪れた。中でも最大の転機は

る。2001 年に設立された特定非営利活動法人によ

6 年にわたって番組制作を行った後、コミュニティ

り、2003 年に開局した日本初の民間非営利組織に

FM の国際的なネットワーキングの場に参加したこ

よる FM ラジオ局そのものへの関心も高く、メディ

とが挙げられる。それにより、難民問題への関心を

アの特性に焦点を当てた隅井（2003）、組織化の過

もたらす手段として番組の制作活動を維持・発展

程を着目した福井（2006）、運営の特徴を整理した

させるだけでなく、番組制作にまつわる多様な人々

松浦と小山（2008）
、運営の当事者からコミュニティ

との交流と、多彩な活動が導かれたためである。

へのアウトリーチについて論じた時岡（2011）、ま
た他の放送局との比較のもとで経過と課題と展望
を整理した松浦（2017）など、多くの著作で論じら

1-2．活動システムを文化的・歴史的に考察する
視角
そこで次章から、第一筆者が 2004 年から取り組

れている。
「難民ナウ！」の活動の流れは表 1 のように整理

んできた番組制作にかかるエスノグラフィーを示

できる。こうした活動に対しては日本初の難民問題

しつつ、活動の転機を迎えた際の出来事について詳

専門情報番組として、各方面から着目されてきた。

述していく。具体的には、2010 年 2 月に、インド

そのため、既に宗田（2007 2011 2013）により、国

のバンガロールで開催された、世界コミュニティラ

連難民高等弁務官事務所（以下、UNHCR）駐日事

ジオ放送連盟（以下、AMARC）の第 2 回アジア太

務所の協力のもとで難民情報を専門的に扱う番組

平洋地域総会（以下、AP 地域総会）での「難民ナ

の意義が確認されている。しかし、その制作過程そ

ウ！ meets Asia-Pacific プロジェクト」
（以下、マップ・

のものについて詳述された論考は少ない。

プロジェクト）と、同年 11 月にアルゼンチンのラ

そこで、本研究では、コミュニティ FM 番組の制

プラタで開催された第 10 回 AMARC 世界大会（以

表 1 「難民ナウ！」の活動の流れ（第一筆者作成）
難民ナウの主な活動

内容

2004 年 2 月

難民ナウ！放送の開始

週 1 回、3 分間（のちに 6 分間に拡大）

2006 年 9 月

ボランティアスタッフの募集
開始

大学生のボランティアスタッフの募集

2010 年 2 月

世界コミュニティラジオ放送 「難民ナウ！ meets Asia-Paciﬁc プロジェクト」（マップ・プロジェクト）「あなたが、
連盟（AMARC）第２回アジ 難民や難民問題と耳にしたとき、どのようなイメージを持ちますか」という質問を会
ア太平洋地域総会へ参加（イ 議参加者に実施
ンド・バンガロール）

2010 年 11 月

世界コミュニティラジオ放送 「難民ナウ！ Learn from Diverse voices プロジェクト」
（LDv プロジェクト）
「難民と
連 盟（AMARC） 第 10 回 世 ともに生きるうえで、重要だと思う点は何ですか」という質問を会議参加者に実施
界大会へ参加（アルゼンチン・
ラプラタ）

2011 年 3 月

東日本大震災取材の開始

国際 NGO の現地支援活動のレポートを開始

2014 年 4 月

P782 プロジェクトの開始

全国 782 大学に難民支援のネットワークを構築しようという取組み

2015 年 5 月

Share My Heart アクション
の開始

シリアの人たちに向けて、自分の一番大切な言葉をアラビア語で共有しようという取
組み

シリア国内支援の実施

シリア国内で、シリア人が孤児等に向けてフードパッケージ（保存食を詰めた段ボー
ル箱）を配布するためのクラウドファンディング

2016 年 8 月
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下、AMARC10）における「難民ナウ！ Learn from

る。そして、ルールとロールとツールを頂点とする

Diverse voices プロジェクト」（以下、LDv プロジェ

三角形が、活動の基本システムを構成する 3 つの構

クト）である。加えて、難民情報の発信を通して日

成要素を包含していることに注意を向ける。それに

本国内で展開されてきた事例を 1 つ紹介する。そし

より、担い手と受け手のあいだには最適なツールが

て、第二筆者が中心となり、次に示す社会心理学観

見出される必要とされること、担い手とつなぎ手の

点から、一連の取り組みのプロセスを俯瞰し、その

あいだには各々の姿勢を理解しあえるルールが成立

実践的意義と今後の展望を検討していく。

している必要があること、つなぎ手と受け手のあい

実 践 的 意 義 の 検 討 に あ た っ て は、Engeström
（1987=1999）による「文化 − 歴史的活動理論（cultural-

だには相互に適切なロールモデルを探りながら立ち
居振る舞う必要があることを再確認した。

historical activity theory）
」を用いる。杉万（2006）が

今回取り上げる事例は、難民情報を伝えるという

解説するように、この理論はヴィゴツキーやルリヤ

形で参加する「行かない国際協力」を前提とした活

などに代表されるロシア心理学を源流として構築さ

動である。そこには、情報の受け手が、新たな担

れたものであり、その理解のためには、社会構成主

い手となって何らかの協力を主体的に展開してい

義をメタ理論に据える必要がある。また、活動理論

くことが期待されている。転じて、活動理論によっ

では活動の構成要素を媒介する関係が複数の三角形

て分析することは、活動システムに内在する矛盾を

によって図解されているものの、その図に埋め込ま

明らかにするだけでなく、変革をもたらす契機にな

れた簡潔さに対して、その意味を理解して事例に援

るともされている（Engeström 1987）。そこで、難

用するには、心理学の分野における一定の知識と能

民問題専門情報番組「難民ナウ！」の設立の背景と、

力が求められる。そこで本研究では複数の文献から

その活動の経過を整理し、一連の活動の転記となっ

の解題から再整理された「活動理論をもとにしたア

た出来事における活動システムを比較検討してい

クティブなコミュニティの構図」
（山口 2013: 850）を

くことにしよう。

もとに、実践を記述し、その意義に迫っていく。
図 1 では、
「語感をそろえつつ、また基本システ
ムの枠組みを強調する表現に努めて」
、Engeström

２．当事者と支援者と非関与者の顕在化
２-1．日本の難民支援

（1987=1999）の定訳とは異なる語が宛てられている

外務省国際協力局緊急・人道支援課（2017）によ

（山口 2013: 257）
。図 1 の真ん中に位置する逆三角形

れば、国際連合が行う難民支援に対し、日本は「複

は、人間の活動においては主体が対象に働きかける

数の大規模人道危機が発生する中で，主要ドナー国

際にコミュニティの多くの人々の関心や協力を得る

である」と評価している。実際、過去 5 年度分の

ことによって何らかの成果がもたらされるという基

拠出額の推移を見てみると、2012 年度と 2013 年度

本的な考え方を強調し、活動の担い手と受け手のつ

は米国に続いて 2 位、2014 年度と 2015 年度は 4 位、

なぎ手の三者関係に関心が向くように工夫されてい

2016 年度は 5 位、2017 年度は再び 4 位となっており、
2017 年度の拠出額は約 152 百万 USD となっている。
ちなみに 2012 年度は 185 百万 USD で 2 位となっ
ていたことを鑑みると、拠出額の低下と共に全体比
率も低下していると捉えられるが、円高から円安へ
と為替レートが推移している傾向を踏まえれば、主
要ドナー国という捉え方は妥当であろう。一方で、
日本国内における難民支援に関しては、厳格な難
民認定基準、さらには難民認定者や難民申請者に対
する支援が不十分ということで、長年、
「難民鎖国」
（例えば、難民受入れのあり方を考えるネットワー
ク準備会 2002, 根本 2017 など）と批判されてきた。

図1

活動理論をもとにしたアクティブなコミュニティの構図
（山口 2013:256）

こうした状況を背景に、支援の現場では、より多
くの市民に難民問題を知って欲しいという共通認
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識がある。これらはロニー・アレキサンダーが言う

2-3．国際的なコミュニティラジオのネットワーキ

ように、マイノリティが自らの権利を獲得するため

ングへの参画

に、集団で声をあげ、自分たちの存在を知らせるこ

「難民ナウ！」の原初的な活動システムを図解す

とが必要（アレキサンダー、2005）という認識だ。

ると、図 2 のとおりになる。担い手は制作者である

こうした認識を背景に、京都では難民問題を専門

第一筆者であり、UNHCR という強力なつなぎ手の

に扱うコミュニティ FM の番組が制作されることに

協力のもと、コミュニティラジオで発信するという

なったのである。

ツールにより、リスナーという受け手に対して「難
民問題という世界でもっとも深刻な課題」を何らか

2-2．天気予報のように難民問題を伝えるという
挑戦

の形で担っていって欲しいと、放送が続けられた。
そこで担い手とつなぎ手は、天気予報のように難民

前述のとおり「難民ナウ！」は、
「難民問題を天

情報を収集・提供するというルールのもとで、つな

気予報のように」を理念に、京都市内を聴取エリア

ぎ手とリスナーとが共に難民問題への関心を喚起

とするコミュニティ FM 局で 2004 年 2 月から放送

し続けるというロールが担われるよう期待された。

されている日本初の難民情報に特化した情報番組

しかし、コミュニティ FM は放送法により送信出力

である。

20W 以下に定められているため、担い手の広がり

ホームページ（http://www.nanminnow.com）には、

を過剰に期待することは妥当ではない。

「難民問題を天気予報のように」と掲げられたのは、

そもそも、難民問題は現代社会における重要な課

「世界でもっとも深刻な課題の一つでありながら、

題であると認識を促すことが難しいテーマである。

ともすれば「遠くの悲しみ」になってしまう「難民」

難民の受入数が少なく、日常生活で難民と接する機

の存在が、繰り返し放送されることで、地域コミュ

会が少ない日本では特にその傾向がある。例えば、

ニティの中で見えるようになること」を目指し、難

大災害発生時の「帰宅難民」など、生活の中で難民

民とは「ただかわいそうな人ではなく、私たちとな

という言葉に触れることはあったとしても、自国

んら変わりのない、多様な側面を持った人たちであ

の生活が困難となり別の国に移る人たちを示す言

ること」を伝え続け、難民情報を身近に感じてもら

葉 に、refugee、asylum seeker、migrant、immigrant、

えるようにするためだと記されている。番組は、毎

emigrant、expatriate な ど、 多 様 な 表 現 が あ る こ と

週土曜日 19 時から 6 分間の放送で、日本で暮らす

を知る人は多くないだろう。こうした中、「難民ナ

難民や、UNHCR、政府、地方自治体職員など「難民」

ウ！」では、1951 年に国連の「難民の地位に関す

をキーワードに 600 人を超える人々にインタビュー

る条約」で定義された「人種、宗教、国籍、政治的

が行われてきた。聴取エリア以外にも情報を届けよ

意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由

うと、インターネットでも音源を公開し、提供され

で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受

ている。また番組制作以外に難民をテーマにしたセ
ミナーや、映画上映会なども各地で行われている。
「難民ナウ！」では放送開始以来、約 2 年間は企
画から制作まで一人が担っていたが、2006 年に修
学旅行を利用してスタジオを訪問した神奈川県の
中学生 5 名が、後日、学校や家庭で募金活動などに
自発的に取り組んだことに触発され、そもそも聴取
者の少ないコミュニティ FM にあって、番組のリス
ナーを増やすことだけではなく、番組を作る現場に
多くの人を巻き込むことに活動の意味を見出すよ
うになりスタッフ募集が開始されたのである。その
結果、大学生・社会人あわせて 10 名を超える体制
で企画・制作が進められることとなった。
図2
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声を伝える活動がもたらす新たな活動主体形成のプロセス−難民問題専門情報番組「難民ナウ！」を事例に

ける恐れがあるために他国に逃れた」人々に対し

そもそも「難民ナウ！」の制作当初、日本におけ

て思いを馳せることができるような地域コミュニ

る難民問題に対する関心の低さは、メディアが十

ティづくりを目指して各種の取り組みが重ねられ

分に情報を伝えていないことが理由であると捉え

てきた。

ていた。しかし、放送を重ねる中で難民という言

そのため、難民問題というグローバルな問題を地

葉の曖昧さが大きく影響していることに気づいた。

域コミュニティというローカルな場で考えるため

例えば、番組制作と並行して開催されたセミナー

に、
「難民ナウ！」では難民に関する国際ネットワー

やシンポジウムでも、難民という言葉を知らない

クに加えてコミュニティラジオの国際ネットワー

人たちは皆無であった。しかし、難民と聞くと「か

クである AMARC に積極的に参加していくことと

わいそうな人」という一面的なイメージが先行し、

された。AMARC は、1983 年にコミュニティラジ

具体的にはどのような人を指すのか、また日本に難

オに関心を寄せる世界の人々がカナダのモントリ

民と呼ばれる人たちがいるのか、など細かく理解し

オールに集まったことをきっかけに、世界 110 ヵ

ている人たちにもまた、ほとんど会うことがなかっ

国以上に 4000 を超えるメンバーを有する国際 NGO

たのである。こうした経験を踏まえ、「難民という

として、コミュニティラジオの運動を推進し、国

生命体が存在するのではなく、難民という立場に置

際的レベルから地域レベルまで、コミュニケーショ

かれた人がいるだけであり、私たちと何ら変わるこ

ンの権利のため政策提言を行っている。連帯と国際

とがない」
「そのため、難民といっても多様な側面

協力の原則に沿って、コミュニティおよび人々が参

がある」ということを伝えるべく、海外の人たちの

加するラジオを開発するためのサポートと貢献が

イメージを紹介することが企図された。

目的に掲げられている。
2007 年には新たに AMARC 日本協議会（以下、

そこで、まずは「難民ナウ！」の取り組みと課
題を広く参加者らに伝えるため、AP 地域総会の中

日本協議会）が設立されることになった。
「難民ナ

で開催されるワークショップの席上で、UNHCR が、

ウ！」の企画・制作者も日本協議会の設立と同時に

そのプレゼンスによって、国際社会の監視の目の

会員として参画し、2010 年 2 月 20 日から 23 日に

存在を当事者に示し、難民が発生する紛争地域で、

インドのバンガロールで、第 2 回となる AP 地域総

さらなる暴力の行使に抑止効果をもたらしている

会が開催されることとなった。世界のコミュニティ

ことと重ね合わせ、国際的な市民の「声」のプレ

ラジオの制作者や、コミュニティのメディアを研究

ゼンスが日本社会に紹介されることで、無関心に対

領域とする研究者、ジャーナリストたちと直接会う

する抑止効果が働くと考えると報告した。そして、

機会がもたらされることで、
「難民ナウ！」の活動

そのためのインタビューに協力をしてほしいと呼

に新たな側面が加わることとなった。

びかけた。会期中に 18 ヵ国、約 120 人の人たちと
連絡先の交換をした。よりよい番組づくりのための
インタビューを重ねることで、結果として目的の 1

３．難民のイメージを声で収集：マップ・
プロジェクト

つ目であるネットワーク構築についても、一定の成

3-1．声が素材になることの再確認

果を得ることができたのである。

AMARC の第 2 回 AP 地域総会のテーマは「持続
可能な開発と良い統治のためのコミュニティラジ
オ」とされた。「難民ナウ！」の出席にあたっては、

3-2．声を素材にすることの困難さ
こうして AP 地域総会において一気に広がった国

2 つの目的を抱いていた。1 つはアジア太平洋地域

際的なネットワークをすぐに活かそうと、
「難民ナ

のコミュニティラジオにおいて、番組制作や運営、

ウ！」では会場にて番組素材としてインタビューが

放送局全体の組織化、それらの実践と研究に取り

行われた。インタビューでは「あなたが、難民や難

組む仲間とネットワークを構築することであった。

民問題と耳にしたとき、どのようなイメージを持ち

もう 1 つはコミュニティラジオという道具に関心の

ますか」というただ 1 点が問いとして向けられた。

ある日本以外の国の人たちが、難民や「難民問題」

こうして 11 ヵ国、24 名の海外の仲間のインタ

という言葉を耳にしたとき、どのような印象や考え

ビューを日本に持ち帰ったものの、「難民ナウ！」

を持つかを取材することであった。

の番組内での配信は困難なものとなった。最も大き
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な問題は言葉の壁である。出身国によっては非常に

の後もインタビューは続けられ、これまで 25 ヵ国・

強いアクセントがあり、英語が堪能な「難民ナウ！」

30 人を超える方々へのインタビューが行われてい

のスタッフでも理解ができない部分があった。また

る。しかし、常に専門家に解説が依頼できるわけで

動画と翻訳したテキストを同時にインターネット

はないため、解説がなくてもそれぞれの声が生かさ

で配信することも計画していたが、予想以上に翻訳

れる方法を考える必要があった。

に時間がかかることが判明した。スタッフミーティ

活動理論を援用すれば、AMARC への参画を通し

ングでも、「インタビューをそのまま流すだけだっ

て「難民ナウ！」の活動は、その担い手が直接的に

たら、理解が深まりにくいと思う」
「日本の問題と

拡張された。事実、図 2 で示したように活動当初は

重ね合わせなあかんのとちゃいますかね」などの意

制作者である第一筆者だけが担い手となってきた

見が出された。

ものの、この時期には、むしろ第一筆者はつなぎ手

データの処理の難しさから作業が少しずつ遅れ、

となって、難民問題に関心を持った人々と、国際協

協力をしてくれた海外の仲間たちへの申し訳なさ

力関連イベントの参加者とを、番組素材の収集とい

を抱いていたとき、「難民ナウ！」と共に AP 地域

う手段を通して関係構築を図るという、放送以外で

総会に参加した国連地域開発センターの中村隼人氏

の活動の萌芽を見出すことができる。ただし、図 3

（当時）が、番組に出演し、インドとメキシコのイ

に示したとおり、担い手とつなぎ手が難民情報が収

ンタビューに解説を加えるという協力が得られた。

集・提供され続けるというルールのもと、つなぎ手

この放送回を聴いたスタッフらは「日本のことと

と受け手が難民問題への関心を喚起し続けるとい

比較して分かりやすかった」
「海外のことが分かる

うロールは変わらなかった。担い手の拡張に伴う活

とやっぱりいいですね」
「自分たちのことに引き寄

動システムの大きな変化は、新たな活動の芽が着実

せやすかった」などと、これまでにはなかった反

に育っていくことによってもたらされた。

応が得られた。
「難民ナウ！」にとっては、マップ・
プロジェクトが、ただインタビューの内容を放送す
るのではなく、インタビューを聞く側の日常を見つ

４．認識から意志を問う：Ldv（多様な声
から学ぶ）

め直すことができるよう、日本と海外それぞれの

4-1．アジア圏から世界へ

背景を丁寧に解説することで、自分の当たり前に疑

2010 年は、2 月の AP 地域総会に加え、11 月に

いの目を向け、難民との新たな関係を築くことにつ

AMARC の世界大会も開催されることとなってい

ながることを確認できた。そして、専門家の解説に

た。10 回目にして初の南米開催となり、アルゼン

より、一人ひとりが語る声の中にある難民の存在を

チンの首都ブエノスアイレスから車で 1 時間 30 分

聞き手に現前させることを実感できたのである。そ

あまり南下した、ラプラタにおいて「記憶を取り戻
すこと、未来を築くこと ― コミュニティラジオと
貧困の縮小、社会的包摂、良い統治と持続可能な人
間開発 ―」をテーマに 11 月 8 日から 13 日にかけ
て開催された。
「難民ナウ！」も AMARC10 に出席し、AP 総会
と同じく、発表者として申込んだ。名刺と資料を
使ったネットワーキングと、ラウンドテーブルでの
報告、そして会場でのインタビューを準備して臨ん
だ。資料を作成する中、インタビューでの問いは「難
民とともに生きるうえで、重要だと思う点は何です
か」と据えることに決め、資料には「Learning from
diverse voices」（多様な声から学ぶ）と紹介するこ
とにした。こうして発表資料を作成する過程で、当

図3
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つまり、これまで行ってきたインタビューでの

初的な段階からのルールやロールさえも大きく変

「『難民』や『難民問題』と耳にしたときに、どのよ

化がもたらされることになった。第一筆者が 2 月に

うなことをイメージしますか」という問いかけで

続いて 10 月にもネットワーキングの場に参加した

は、日本に暮らす私たちとのあいだの差異を際立

ことで、前回と同じく放送素材収集のためのインタ

たせ、立場を分断させるような応答が返ってくる

ビューを行うというツールを用いたにもかかわら

のではないかと、問いそのものを問い直したのであ

ず、AMARC のメンバーがリスナーという受け手の

る。実際、インタビュー内容を整理した際、
「難民

態度の変容をもたらす担い手としての自覚と責任

ナウ！」のスタッフたちは、日本で暮らす私たちに

をより確かなものとし、日本のリスナーに対して難

何を参考にしたらいいのか、という戸惑いの表情を

民への向き合い方を改めて考えるきっかけを提供

浮かべることになった。そのため、放送に際しては

するという活動へと発展したのである。この段階で

専門家の解説が必要とされたのだ。そこで、あらか

は、図 4 に示すとおり、AMARC メンバーは情報を

じめ問いの段階で日本のリスナーに対して市民社

伝える担い手として立場が固定化されず、むしろ制

会において考えてほしい項目へと的を絞ることで、

作者と協働する番組制作のパートナーとしても位

インタビュイーの声は、専門家の解説を付け加えな

置づいた。

くとも一定のプレゼンスを持つのと捉えたのであ
る。こうして、マップ・プロジェクトの内容を改変
した Ldv プロジェクトをラプラタで進めることと

５．自ら文字を二重言語化する：Share My
Heart アクション

なった。

5-1．潜在的難民の顕在化
Ldv プロジェクトの展開により、インタビューの

4-2．文字を通して声を得る

問いを文字に、その応答は表情と声で収めるという

「難民ナウ！」は AMARC10 の基調講演のあとに

型が定まった。そのため、
「難民ナウ！」の取り組

開催された分科会「少数言語とラジオの連帯」で発

みも安定期を迎えて各種の取り組みを重ねていっ

表した。最後に Ldv プロジェクトへの協力を呼び

たものの、2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太

かけた。自身の報告を終えた翌日の大会 2 日目か

平洋沖地震は、異国の地で起きた悲しみに思いを馳

ら、ネットワーキングとインタビューが本格化し

せようと活動を続けてきた「難民ナウ！」に新た

た。21 ヵ国、30 名の人たちの声を聞くことができ

な観点をもたらした。それは、地震と津波に加えて

た。帰国後、寄せられた声を翻訳する作業を進め、

原子力災害が引き起こされた東日本大震災により、

番組の素材の作成にあたった。
こうして、「難民ナウ！」の活動システムは、原

「子どもの安全」をテーマとして福島の被災者、避
難者の支援に関わることにしたためである。詳しく
は宗田（2013）で述べられているが、
「潜在的難民」
という概念の創出により、難民のような避難生活を
強いられる人々が置かれた社会構造に対し「誰もが
難民になりうる時代」に警鐘を鳴らしたのである。
こうして、東日本大震災を契機に、日本国内にお
いて「難民のような」
（宗田 , 2013）状態の方々へ
関心が向けられたことで、今度は東日本大震災から
3 年を迎える中で、学生たちから新たなプロジェク
トが提案されることになった。全国 782 大学の大学
生と協力し、日本と世界における難民支援プロジェ
クトが発足し、P782 プロジェクトと名付けられた。
ホームページによると、P には次のような意味があ
るとされている。
「お茶会（Party）のように気軽に

図4

難民ナウ！のリスナーに行動を促す活動システム
（第二筆者作成）

集い合い、人（Person, People）をつなぎ、港（Port）
のように戻ってこられる場となり、自分のいる場

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ

Vol.19

81

宗田勝也・山口洋典

所で、自分らしい取り組み（Play）を通して、平和

たってはハッシュタグの利用も促されている。ハッ

（Peace、Poem）をつむぐ。他者への祈り（Pray）に

シュタグとは後の検索に便利なキーワードのこと

似た想いが根底にある。」
P782 プロジェクトでは、2014 年 4 月 14 日に東

で あ り、#p782sharemyheart が 推 奨 さ れ る と 共 に、
「#prayforsyria、#refugees、#REFUGEESWELCOME、

京で開かれたキックオフ以降、インターネット上で

#peace なども付け加えていただくと、よりシリア

の対話が重ねられ、具体的な活動が検討されていっ

の方に声も届きやすくなる」と示されている。

た。その中でも、2015 年 8 月に、全国 14 大学・22

SMH は、3 点の問題を乗り越えて広がりを見せ

名の学生が参加して開催されたシリアに関する合

た。具体的には、(1) アラビア語への翻訳の難しさ、

宿勉強会が一つの転機となった。シリアの情勢を

(2) 苛烈な戦闘が続くシリアに向けて、ポジティブ

学び、日本社会にできることを議論する中で、2011

なメッセージを送ることが妥当か、という葛藤、(3)

年の東日本大震災発生時に、シリアをはじめ中東

シリア国内の困窮を考えると、物質的な支援への接

諸国から多くの応援メッセージが寄せられたこと、

続が不可欠ではないかという問いかけへの応答で

NHK がそれを発展させて平和を願う『祈り』とい

ある。先ず、(1) については、2011 年に中東から寄

う歌（NHK ワールド・ラジオ日本アラビア語放送：

せられたメッセージを見ても、必ずしも正確な日本

みんなの歌プロジェクト）を作っていたことを知っ

語で書かれているわけではないこと、逆に言葉遣い

たのである。そこで、
「今度は、自分たちが、シ

や漢字が間違っているメッセージを目にしたとき、

リアの人たちにアラビア語でメッセージを届けよ

「それでも日本にメッセージを届けようとしてくれ

う」という話になり、2015 年 10 月から「Share My

た」という感覚が目にした多くの人の感想として寄

Heart」（以下、SMH）と名付けられたプロジェクト

せられたことから、日本語から英語への翻訳、そし

が始まったのである。

て英語からアラビア語への翻訳と 2 段階にすること
で正確さを確保しようとするとともに、必ずしも一

5-2．思いをアラビア語と日本語で届け合う

言一句、間違いのないメッセージを書くことは重視

SMH は、シリアの人たちに対して自らの思いを

しないこととした。思いを届けることを優先するこ

届けていくという点で、当事者へのインタビューを

とで課題を克服しようとしたのである。それは参加

重ねてきた「難民ナウ！」のこれまでの取り組みと

のハードルを下げることにつながり、より多くの

は全く異なる。また、大学生たちが呼びかけて集め

人がメッセージを書くことに前向きになるという

ているという点も、これまでに無かった点である。

効果を生んだ。次に、(2) についてはシリア国内や

加えて、
届ける言葉は「自分にとって一番大切な言葉」

周辺国に逃れたシリアの人たちから、
「遠く離れた

や「好きな言葉」というように、個人的な価値観を

日本でシリアを思う人たちがいることに感激した」

正面に打ち出すということも、新たな観点である。

という声が寄せられたことによって乗り越えた。中

SMH の 方 法 は、 極 め て 明 快 で あ る。 実 際、(1)

にはメッセージの翻訳を手伝うと申し出るシリア

自分にとって大切な言葉を考える、(2) アラビア

の人が現れるなど協働が進むことにもつながった。

語 を 調 べ る（ 例 え ば、http://www.ogurano.net な ど

最後に、(3) については、SMH がシリア支援のゴー

を 利 用 ）、(3) 写 真 を 撮 っ て P782 プ ロ ジ ェ ク ト の

ルではなく、関心を持った人が募金や、より直接的

Facebook ページに送る、という 3 段階で示されて

な支援に関わるスタートラインと位置づけること

いる。細かくは (2) で調べた言葉を転記するという

で克服した。

プロセスが必要とされるが、言わずもがなという

SMH がもたらした直接的な支援とは、シリア国

ことで省略されているのだろう。それも、Facebook

内の支援者が主体となる取り組みを指している。具

の他にも Instagram や Twitter など、ソーシャルネッ

体的には、P782 のメンバーが SMH を通してシリア

トワークサービス（SNS）が当たり前のように活

国内で孤児に保存食のパッケージを届ける D 氏と

用されている世代を中心に行われているからこそ

出会い、D 氏による「フードパッケージ」配布の支

かもしれない。事実、「一人で写るのは恥ずかし

援に協力することとなった。1 箱に 1 家族の 1 ヵ月

い、という方はお友達と写真を撮っていただいて

分の保存食などを詰め込んだ段ボールを配布する

も OK です！」と追記がなされ、写真の送付にあ

というもので、現地で 1 箱を作るために必要とされ
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る経費は日本円で約 4000 円とのことであった。そ

い人がメッセージのみを大写しにして送ってくる

こで、インターネット上でのクラウドファンディン

ケースもあり、ポジティブな内容とは対照的な緊張

グにより協力者を募ったところ、2016 年 8 月 8 日

感が目にした人に伝わった。

から 9 月 29 日までのあいだに、110 人から 662,000

時間の経過とともに活動を始めた学生が卒業し

円の資金を調達できた。この取り組みに SMH を通

ている。その中で「SMH の着地点をどこに設定す

してシリアに関心を持った人が参加しはじめたの

ればよいか」がメンバーの中で話し合われている。

である。

一方、シリアからメッセージを届けてくれた人たち

このような、問題や葛藤、位置づけの見直しを経

や、SNS を通してつながりが生まれた人たちからは、

て、プロジェクトはより多くの人に向けて訴求力の

新しく覚えた日本語のメッセージが届くなど、日本

あるものへと変容した。シリアの人たちの参加が、

社会への関心が小さな規模で広がっていることを

SNS 上のシリア人コミュニティへの接続につなが

示している。

り、一晩で 100 件を超えるメッセージがシリア人か
ら寄せられることもあった。そうした中で、シリア
国内や逃れた先からメッセージを寄せるシリアの

5-3．支援者を拡張する活動システムの定着
この段階での活動システムは図 5 のようになる。

人たちも現れるなど双方向のものとなっていった。

それまでは放送素材の収集の手段として各種の活

戦闘が激しく続く中、いつ爆弾が落ちてくるか分

動が展開されてきたものの、
「難民ナウ！」の番組

からないシリアから、アラビア語に日本語を添えて

制作に関わってきた人を中心にしたクラウドファ

「友達」そして「光」そして「平和」といった言葉

ンディングの協力者がつなぎ手となって、シリア

が寄せられるようになった。その中でも顔を出せな

国内で困難な暮らしを送る人たちに対するシリア
国内の支援者によるフードパッケージの提供とい
う活動が実現した、という構図である。これは「難
民ナウ！」が番組を制作し放送をしてきた実績が、
難民支援への確かな姿勢として一定の評価がなさ
れたことを意味する。つまり、難民に対する向き
合い方を改めて考えるという役割は、クラウドファ
ンディングの協力者はもとより、シリア国内で困難
な暮らしを送る人々にも及び、国外の協力者の支援
により必要な資源が調達された後、同じくシリア国
内に身を置く人とのあいだで支え合う環境が創出
されていったのである。

5-1 SMH に参加した高校生

5-2 現地の学校から届いた写真
図5

SMH の取り組みとシリア国内からの応答
（「難民ナウ！」提供）

図6

難民ナウ！による難民支援者を拡張する活動システム
（第二筆者作成）
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フードパッケージという直接的な支援プログラ

かけたイベントに集った人々を主体にして当該の

ムを生み出す契機になったのは、大学生を中心にし

国際協力イベント等に集まる人々を対象に難民問

た SMH という取り組みであった。しかし徐々に高

題への関心を高めてもらうことで放送素材を収集

校や中学校などから、取り組みに参加したいとい

の機会とする段階（図 3）、他国のコミュニティ FM

う問い合わせが寄せられるようになった。関西の

の制作者等を主体にして各々の立場から見た難民

ある高校では、3 年生の全クラスで取り組むような

に関する認識を語ってもらうことでコミュニティ

ケースも出てきた。また、ガールスカウトなど小学

FM という手段を通じて難民問題に興味を寄せるこ

生の参加する団体でも、担当者がシリアの状況をで

との意味を追求していく段階（図 4）、そして番組

きるかぎり分かりやすく説明した上で、アラビア語

制作を重ねてきたことで得た信頼を背景にして新

のメッセージに取り組むところもあった。さらに、

たに大学生等と広げたインターネットを活用する

P782 のメンバーがシリアの隣国で多くのシリア難

活動をもとにしてシリア国内での支援者によるシ

民を受け入れているヨルダンを訪問し、現地で支援

リア国内で困難な暮らしを送る人々を直接的に支

活動を展開する NGO の協力を得て、避難を続ける

援する段階（図 6）という具合である。こうして段

シリアの人たちへ、日本からのメッセージを届ける

階的に発展していった活動により、新たに登場した

といった直接的な関わりも生まれている。さらに、

クラウドファンディングという手段も活用される

他の言語も交える高校など、SMH は、地域、言語、

ことで、当初の企図のとおり、現地に行かなくて

年代を越えた支援への参加を促進した。

も直接的な支援活動への参加が展開されることに

SMH は、シリアの人たちへ、「忘れていない」と

なった。

いうメッセージを発信する。一方、参加者にとって

この 4 段階での展開は、改めてコミュニティ FM

は、接触する機会が極めて限定的であったシリアの

によって番組制作を行うという着想と、インター

人たちや、アラビア語に触れる機会となっていた。

ネットの普及と発展とが奏功したためである。無

取り組みそのものの持っていた課題を克服してい

論、それは番組開始当初から構想・設計されてきた

く中で、遠く離れた場所、また極めて困難な状況

シナリオではない。ラジオ放送は放送時刻という時

に直面している現地に対しても、
「できること」が

間的制約を持つ上に、コミュニティ放送では 20W

あると示唆している一例ではないだろうか。一方、

という送信出力の制約により、通常は物理的距離に

シリアの状況が混迷を続ける中、参加者に次の関わ

対する番組内容が受信される絶対的人数は極めて

り方を十分に提供できているとは言えない状況で

限られてしまうものの、ポッドキャスティングやブ

ある。この点に関して、日々、移り行く現地の状況、

ログでの再配信という形で、
「難民ナウ！」はリス

シリア人コミュニティとの連携を持続的に行う中

ナーと番組協力者のコミュニティを維持・発展させ

で、ニーズをベースにした展開が期待されるところ

ていくことが可能であった。それは、オンラインの

である。シリアで難民となった当事者への支援のた

コミュニケーションだけでなく、イベント会場とい

めに、支援の当事者となるよう市民に働きかける

うオフラインの場において、リスナー等が主体的に

SMH やフードパッケージの取り組みは、いずれも

国際協力への関心を寄せることにもつながり、それ

潜在的難民から難民に向けたコミュニティづくり

がまた番組内容に反映されるという相乗効果がも

の取り組みとして位置づけられよう。

たらされることになった。また、AMARC というロー
カルな実践であるコミュニティ放送のグローバル

６．まとめと今後の展望

なネットワークに積極的に参画することで、難民問

本研究では日本初の難民問題専門情報番組であ

題という国際的な問題を取り扱うことに共鳴した

る「難民ナウ！」の制作活動がどのようなプロセス

人々が日本での番組制作の充実を担うことになっ

で生成・発展してきたかに、活動理論を援用して（図

た。そうして拡張した実践のコミュニティは、イン

1）その特徴を整理してきた。その結果、制作者が

ターネットを積極的に活用する大学生たちを主体

主体となってリスナーの態度変容を目的として「天

とした SMH という新たな活動の展開を経て、シリ

気予報のように」難民情報を提供しつづける番組制

ア国内での直接的な支援活動への支援という形に

作を続ける段階（図 2）、番組を通して参加を呼び

結実していった。言うまでもなく、そうして活動が
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発展していったことは、逐次、コミュニティ FM で

情 を 不 安 定 に さ せ る 」（Boltanski, 1999, p.152） と

の番組で放送され続けると共に、インターネット上

いった指摘は、信念の絶対化や安易な二次情報の信

でも配信・蓄積され続けている。

用、さらには他者の発言を巧妙に利用した自己主張

ラジオは声のメディアである。声を通して難民情

や自らの名誉を高めようとする邪心をメディアに

報を届けるという「難民ナウ！」の活動は、文字を

よって駆り立てないための自戒的な要素となろう。

通して難民という存在に触れることとは異なった
印象を受け手とつなぎ手にもたらしたのだろう。デ

謝辞

ンマークの教育を事例に声の文化を研究テーマと

本研究における実践と理論とを架橋する上で用

する児玉（2016）は、文字の読み書き能力として位

いた知見は、JSPS 科研費 26780485 の助成によるも

置づけられるリテラシー（Literacy）と対置される

のである。

概念としてオラリティ（Orality）に着目し、文字言
語が時に「阻害や分割」をもたらすのに対し、音声
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Process of Activating Citizens by Raising Voices of Compassion for the Oppressed: A
Collaborative Practice in Producing a Community FM Radio Program "Nanmin Now"
Soda Katsuya
(Faculty of Policy Studies, Doshisha University)
Yamaguchi Hironori
(Institute for General Education, Ritsumeikan University)
【Abstract】
We focused on activities to increase the awareness about refugees by using a community FM radio broadcasting program
and the meaning of the program is discussed from the perspective of social psychology. This activity was developed
in four stages. Since the start of the program in 2004, the first author, with the cooperation of UNHCR, has strived to
increase listeners’ concern about the problems of refugees. Concurrently with the production of the radio program, the
participation in the global community radio network meeting, "AMARC 2010," triggered the development of a variety
of activities. The content and subjects of the program conducted with the cooperation of AMARC members resulted
in the expression of multiple voices by Japanese people, who had not been very interested in the problems of refugees.
Moreover, the program developed trust as a result of broadcasting for over 10 years. Furthermore, university students
wanted to collaborate with the organizers of the program to communicate directly with refugees through the Internet. As a
result, crowdfunding activities were developed for supporting local followers to provide food packages to people in Syria.
Adopting the Activity Theory, we confirmed that changing the basic relationship among subjects, objects and supporters
caused changes in rules, roles, and tools of the community of practice. After this action research, we plan to construct an
ethical approach to avoiding excessive production in the media and create new activities for people suffering in distant
places.
Keywords : Refugees, Community Radio, Activity Theory, Crowdfunding, Orarity

86

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.19

【論文】
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日本語指導が必要な児童を対象としたボランティアの支援に関する考察
−入り込み指導により生じる関係者間の相互作用に着目して−
坂口（山 田）有芸（元筑波大学大学院

人間総合科学研究科）

【要約】
本稿の目的は、日本語指導が必要な児童（以下、支援児）を対象としたボランティアの学級における入り
込み指導によって生じる関係者間の相互作用の様相を明らかにし、ボランティアの支援上の役割について考
察することである。調査方法は、支援児の学級における 1 年間の参与観察および担任に対する半構造化イン
タビューである。参与観察は、筆者がボランティアとして入り込み指導を行いながら実施した。分析にあたっ
ては、従来から指摘されてきた日本の学校文化の概念を踏まえ、支援児、担任、他の児童、ボランティア間
の相互作用に見られた特徴や日本の学校文化がそれらに影響を及ぼしていると思われる点に着目した。その
結果、第 1 に、担任と他の児童が支援児に対し、言語面や学習面などに特別に配慮した行為を営んでいること、
それらがボランティアによる個別支援を前提に、あるいはそれによって促進されて営まれている側面がある
ことを指摘した。第 2 に、日本の学校文化の特徴を色濃く反映した学級規範が、学級内の関係者間の相互作
用に影響を及ぼすことで、上記の特別な配慮に基づく行為や入り込み指導による個別支援が凌駕されうること
を示した。また、そのような環境下では、ボランティアによる支援は制限され、支援児自身も学級規範を意識
して支援を拒否する場合があることを指摘した。そして、最後に、支援児のニーズの表明先としてのボランティ
アの役割について論じた。
【キーワード】日本語指導が必要な児童、ボランティア、入り込み指導、相互作用、学校文化

１．はじめに

教育局国際教育課 2017: 5）。このことを踏まえると、

昨今、国際社会では、紛争、災害、貧困など様々

現代の日本の学校には、これまで以上に、多様な言

な理由により、自発的にあるいは自分の意に反し

語的・文化的背景を持つ児童生徒の言語および教科

て国境を越える人々の移動が見られる。そのような

の学習活動をはじめとした学校生活全般に関わる

中、移動する子どもたちの個別の状況に応じた質の

支援への取り組みが求められているといえる。

高い学びの機会をどのように提供するのかなど彼

そのような日本社会や教育現場における変化に対

／彼女らの教育を受ける権利をいかに実現させて

し、文部科学省が取り組んできた代表的な施策は、

いくのか（United Nations Children’s Fund, 2017）が

支援児童生徒が一定数在籍する学校への日本語指導

より一層問われるようになってきており、日本もそ

を行う専任教員（以下、担当教員）の加配である。

の例外ではない。

日本語指導の形態としては、在籍学級とは異なる教

文部科学省初等中等教育局国際教育課（2017: 1）

室で支援を行う「取り出し指導」
（個別指導または集

によれば、2016 年 5 月 1 日現在、「日本語で日常会

団指導）
（初等中等教育局国際教育課 2014b）と、在

話が十分にできない」あるいは「日常会話ができて

籍学級で支援を行う「入り込み指導」
（初等中等教育

も、学年相当の学習言語が不足し、学習活動への参

局長 2014b）が挙げられる。いずれの形態を採用する

加に支障が生じて」いる外国籍の「日本語指導が必

のか、あるいは、どのように使い分けるのかは、支

要な児童生徒」（以下、支援児童生徒）は、全国の

援児童生徒の実情に応じて、各学校、各担当教員の

1）

に 34,335 人在籍しており、その数は過

判断に委ねられている（初等中等教育局長 2014b；

去 10 年で最多（日本国籍を取得している者を含め

初等中等教育局国際教育課 2011；2014a）のが現状

れば、その数はさらに増える）となった（初等中等

である。

公立学校
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取り出し指導と入り込み指導の違いには、その位

できる。1 つ目は、例えば、持ち物や服装の「規格

置付けを挙げることができる。具体的には、取り出

化、共有化」
（恒吉 1996: 225）によって、個別の児

し指導の場合、2014 年 4 月より教員免許を有する

童生徒の社会的・経済的背景の差異が不明瞭にな

教員であれば、正規の教育課程である「特別の教育

る、
「単一文化化への志向」
（恒吉 1996: 220）である。

2）

課程」 として編成し、実施することが可能となっ

2 つ目は、学校生活全体を通じて、児童生徒が「協

た（初等中等教育局長 2014a）。ただし、その頻度

調的共有体験」や「共感・相互依存・自発的な協

や内容は、支援児童生徒の日本語習熟度や学力な

調などの価値の共有」をし、同じことを共に行うと

どの実態に加え、学校内における支援児童生徒の人

いう、
「一斉共同体主義」（恒吉 1996: 231）に基づ

数、在籍学級の時間割との調整や担当教員の人数

く集団行動が展開されていることである。加えて、

（臼井 2012）などといった、様々な要素に基づいて

上記のような日本の学校や学級に見られる、1 つの

決定される傾向にある。このことは、入り込み指導

「『共同体』」として取り組まれる「一斉体制」（恒

にもある程度当てはまることが推察されるが、入り

吉 1995: 195）については、
「大抵の子どもは、個人

込み指導におけるそれらの位置付けは、より柔軟だ

差こそあれ、学級、学校の一斉指導や集団活動に有

ということができる。なぜなら、入り込み指導は、

意義に参加できるという、『同質性の前提』
」（恒吉

特別の教育課程を編成していない学校やその対象と

1995: 199）が存在することが指摘されている。こ

ならなかった支援児童生徒に対する支援、あるいは

のように、児童生徒全体を同質的な集団として捉

特別の教育課程による日本語指導を終えた支援児童

え、学習面のみならず生活面をも含む全般的な指導

生徒に対する支援としても行うことができる（初等

が行われる日本の学校（恒吉 1995; 1996; 2008）に

中等教育局長 2014b）からである。また、入り込み

おいては、上述の「一斉共同体主義」（恒吉 1996:

指導によって、支援児童生徒が在籍学級においても

231）がより強化されることが推察される。このこ

必要に応じた支援を受けることができる（日本語

とは、児童生徒の集団への「埋没」（佐藤 1995: 22）

指導が必要な児童生徒を対象とした指導の在り方

と等質化を一層押し進めることにつながるという

に関する検討会議 2013）という点にも特徴があり、

ことができる。

取り出し指導とは異なる支援形態として重要な働
きを担っていることが指摘できる。

以上のように指摘される日本の学校文化のもとで
は、児童生徒はその個別具体的な背景にかかわりな
く、同質的で画一的な集団に馴染むことが求められ、

2. 日本の学校における多様な言語的・文化
的背景を持つ児童生徒をめぐる状況

したがって多様な言語的・文化的背景を持つ児童生

2-1. 日本の学校文化

水・清水編 2001）
。そのため、そうした児童生徒の

徒の多様性も排除されることになる（太田 2000；志

日本の学校における多様な言語的・文化的背景を

言語や文化などの差異に由来するニーズが仮にあっ

持つ児童生徒に関わる研究については、本稿が焦

たとしても、その異質性がより表面化されにくく

点を当てる支援を受ける側の児童生徒を対象とし

なったり（恒吉 1995）
、その差異が「一元化」
（児島

てきた学問分野の研究（例えば、太田 2000；志水・

2006: 114）されたりするということが生じるのであ

清水編 2001）において、特にニューカマーの児童

る。さらに、彼／彼女らが教員に「
『特別扱い』
」さ

生徒が経験する学校生活の様子が彼／彼女らの立

れることなく、日本人児童生徒と同様の対応がとら

場から明らかにされるとともに、日本の学校文化の

れることが前提となっている（太田 2000: 26）こと

持つ問題性が炙り出されてきた。

などが指摘されている。

久冨（1996: 10）によれば、学校文化とは「学校

こうした事態がはらむ問題性は、日本の学校で

に集う人びとの行動や関係のある独特の《型》それ

は、
「見せかけの『統合』」のもとでニューカマーの

自身の存在であり、またそれがその《型》へ向けて

児童生徒が学校の教育実践で「排除」を経験してい

人びとを形成する日常的な働きの存在」だと定義

るという、先行研究の整理をもとにした武井（2017:

される。そのような定義に基づいたとき、例えば、

29）の指摘が端的に表しているといえる。つまり、

次のような先行研究の指摘が日本の学校文化の特

日本の学校では、多様な言語的・文化的背景を持つ

徴を詳細かつ端的に示すものとして挙げることが

児童生徒の多様性を踏まえた対応がとられるとい
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うよりは、日本の伝統的な学校文化の中に彼／彼女

従来の日本の学校文化の変容を引き起こす契機とな

らが押し込まれ、ニーズに基づく必要な学びの場が

りうることも考えられる。実際、そのようなボラン

彼／彼女らに提供されていないという問題が生じ

ティア活動の報告がされつつある。例えば、日本語

ている可能性があるといえるのである。

指導のボランティアの働きかけによって支援児童生
徒と担任の関係性が強化されたり（矢崎 2011）
、日

2-2. 日本語指導とボランティア

本語指導が必要な児童（以下、支援児）に関する情

日本の学校における日本語指導は、常勤または非

報提供がされたりすることで、担任の「
『特別扱い

常勤の担当教員のほか、支援員、ボランティアやサ

しない』原則」
（坪田 2011: 80）が見直され、支援児

ポーターなどの様々な名称、雇用形態による実施者

の差異を踏まえた教育実践の実施につながった（坪

によって担われてきた。ところが、そのような中、

田 2011）ことなどが報告されている。これらの報告

2016 年度には支援児童生徒の在籍校のうち 2,491 校

からは、日本の学校文化のもとで教員が行うと指摘

において、指導者の不在または不足を理由に、支援

されてきた画一的な教育実践が、ボランティアの参

児童生徒が「日本語指導等特別の指導を受けられて

入によって変容しうる可能性があることが示唆され

いない」
（初等中等教育局国際教育課 2017: 13）と

ているということができる。

いう状況が浮き彫りとなった。このようなことから
も、日本語指導の担い手となる人的資源の確保は喫

2-3. 先行研究の限界および本稿の目的

緊の課題であり、特に経済的にも比較的募集し、配

以上の先行研究は、日本の学校における支援児童

置しやすい傾向にあるボランティアへの期待と活用

生徒の体験や教員の認識を明らかにし、ボランティ

が高まってきているといえる。

アの参入がそれらに与えうる影響を探る上で一定の

日本語指導を行うボランティアの確保は、これま

成果を上げてきたといえるものの、管見の限り、次

でも学校や地域単位で推進されてきたが、それは日

の 3 つの限界を有していると指摘することができる。

本社会全体の関心や動きと可分ではないと考えら

第 1 に、取り出し指導については、事例研究など

れる。この潮流は、文部省生涯学習審議会「今後の

を中心に研究が蓄積されつつあるが、入り込み指導

社会の動向に対応した生涯学習の振興方策につい

については議論が十分に展開されてこなかったと

て（答申）」（文部省生涯学習局長 1992）において

いう点が挙げられる。取り出し指導では、在籍学級

も確認することができる。そこでは、ボランティア

において周辺化されやすい存在だと指摘される支

活動が、「在日外国人に対する支援などの国際協力

援児童生徒に対し、例えば、個別のニーズを踏まえ

の分野」で展開されていく可能性があることが明示

た支援や先述の日本の学校文化の変革を目指した

されていたのである。加えて、生涯学習審議会
（答申）

授業を展開する（例えば、清水 2006）などの試み

「学習の成果を幅広く生かす ― 生涯学習の成果を生

がなされてきた。日本語学習者として支援児童生徒

かすための方策について ―」
（1999）では、ボランティ

が別室に集まる取り出し指導では、彼／彼女らの

アが、
「より開かれた」学校を実現する上で不可欠

ニーズの存在が前提とされているため、彼／彼女ら

な存在としてとり上げられていた。このように、政

のニーズに基づいた個別対応や支援が行われやす

策においても、学校におけるボランティアには、
「学

3）
い 。しかし、武井（2017: 32）が指摘するように、

校教育の量的補完」、
「学校教育の質的向上」や「学

それらはあくまで在籍学級外で行われる試みであ

校文化の社会化」
（佐藤 2005: 17）といった働きが

り、在籍学級における支援児童生徒の「包摂」が保

期待されてきたといえる。

障されているわけではない。支援児童生徒が大半の

こうした政策の意図に基づけば、日本語指導に

時間を過ごす場所は在籍学級であるため、入り込み

おけるボランティアの活用は、それ自体として多様

指導が行われる在籍学級において、先述した日本の

な言語的・文化的背景を持つ児童生徒を包摂した学

学校文化が教員の教育実践や支援児童生徒と他の

校教育を志向する取り組みであるということができ

児童生徒との関係性なとにどのような作用を及ぼ

る。また、障害のある子どもとボランティアの関係

しうるのかを明らかにすることは、支援児童生徒の

性に焦点を当てた研究を行った武井（2017）が指摘

ニーズに根差した支援を校内で包括的に実現するた

するように、ボランティアの学校現場への参入は、

めの方策を検討する上で欠かせないと考えられる。
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第 2 に、研究における調査方法として長期に亘る

が日本語指導のボランティアとして行った 1 組に

フィールドワークが採用される場合、複数の支援児

おける参与観察ならびに林先生に対して実施した半

童生徒や教員の観察結果やインタビュー調査の結

構造化インタビュー（以下、IN）であった。参与観

果が提示される（例えば、児島 2006; 志水・清水編

察は、平均週 1 回約 6 時間 、計 28 回行い、IN は

2001）ことが多いが、個別の支援児童生徒の日常的

1 回（30 分程度）であった。調査時期は、2011 年 4

な経験を継続して密に追う視点が十分ではないと

月〜 2012 年 3 月
（IN は 2012 年 2 月）
であった。なお、

いう点が挙げられる。そのため、支援児童生徒の個

プライバシー保護のため、学校、学級や調査協力者

別のニーズを踏まえた、より具体的かつ効果的な支

はすべて仮名を使用している 。

7）

8）

援策を検討する際の資源を得るためには、彼／彼女

ボランティア活動においては、基本的にレオくん

らのニーズと彼／彼女らに対する支援の両方につ

本人のニーズに応えることを最優先事項とし、レ

いて日常的な経験の中で継続的に追うことが必要

オくんが学級における活動に参加するために必要

になると考えられる。

だと考えられる支援全般を、日本語やボディーラ

第 3 に、日本語指導のボランティアによる支援の

ンゲージなどを通じて筆者（以下、ボランティア）

効果として、例えば、教員などの関係者に個々に

が行った。調査時は「観察者としての参加者」（佐

見られる変化についての議論（例えば、坪田 2011）

藤 2006: 163）という立場で、1 組におけるレオくん、

はなされてきたが、支援児童生徒、教員、他の児童

林先生、他の児童、ボランティア間の相互作用を

生徒、ボランティアなどの複数の関係者間の多角的

調査対象とした。調査においては、特にレオくん

な相互作用を踏まえた、ボランティアの支援上の役

に関する観察結果をフィールドノーツ（以下、FN）

割に関する議論は十分にされてこなかったという

として詳細に記録した。また、林先生とボランティ

点が挙げられる。特に入り込み指導の場合、ボラン

アのインフォーマルな会話など、見聞きしたことを

ティアによる支援は、学級内の様々な関係者との複

主に支援実施時間以外の時間にメモに残した。分析

数の相互作用が同時に存在する中で実施されるこ

資料は、メモに基づく自由記述式「網羅的なフィー

とからも、そのような相互作用を踏まえた検討を行

ルドノーツ」（佐藤 2006: 212）である 。

うことが、ボランティアによる支援についてより詳

9）

分析方法としては、まず、レオくん、林先生、他
の児童、ボランティア間において、個人間あるいは

細に考察する上で重要になると考えられる。
以上を踏まえ、本稿では、1 年間に亘る支援児の

複数者間で見られた相互作用（関わりや接触など）

入り込み指導をめぐり、学級における支援児、担任、

に関わるエピソードをすべて抽出し、次に、相互作

他の児童、日本語指導のボランティア間の相互作用

用の内容と開始した人物をエピソード別に整理し

の様相を明らかにした上で、ボランティアの支援上

た。さらに、レオくんとボランティアとの相互作用

の役割について考察することを目的とする。その

については、レオくん本人から支援の要請がなさ

際、それらの関係者間の相互作用と日本の学校文化

れて支援が開始された場合と、レオくんや周囲に

との関連に焦点を当てることとする。

対するボランティアのアセスメントに基づいて支
援が開始された場合とに分類し、支援後にレオく
んの反応を言動などをもとにボランティアが確認

3. 調査方法および分析方法
本稿では、日本の公立小学校におけるフィール
4）

できたエピソードのみを分析対象とした。その理

ドワークで得られたデータを分析対象とする 。調

由は、支援を受ける側の立場から支援の質を問う

査協力者は、担当教員加配 1 年目の公立小学校 I 校

ことの重要性（上野 2011）が指摘されているよう

の新 1 年生で支援児である、フィリピン系ニュー

に、レオくんがボランティアの支援をどのように

カマーの男児レオくん（7 歳、在日期間 5 年、母国

捉えていたのかを把握する必要があると考えたた

5）

での小学校教育経験なし） と、彼の在籍学級 1 組

めである。そこで、本稿では、レオくんの反応を

の担任林先生（50 代、女性、教職年数 30 年以上）

踏まえたエピソードのみを分析対象とすることで、

と在籍児童（児童数およそ 30 名）であった。なお、

筆者の恣意的な解釈を可能な限り排除し、データ

レオくんは、入学時は日本語がほとんど理解できな

としての妥当性を高めることとした。

6）

かった 。調査方法は、筆者（20 代、女性、大学院生）
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なお、分析においては、武井（2017）と同様に、

日本語指導が必要な児童を対象としたボランティアの支援に関する考察

先行研究で指摘されてきた既存の概念を踏まえる

に大別することができた。

アプローチを併用する。具体的には、本稿では、

【物の貸与】は、児童各自が学校生活に必要な物

児童生徒の「『同質性』」を前提（恒吉 1995: 199）

を持って登校することが前提とされていた中で、林

とし、特定の児童生徒を「『特別扱い』」しない（太

先生がレオくんに筆記用具を貸すという行為であ

田 2000: 26）という日本の学校文化の概念を踏ま

る。これは、入学間もない時期に限定的に見られ、

えた分析を行う。その上で、個別具体的な場面に

林先生はそのような行為により、レオくんが学習活

おける、レオくん、林先生、他の児童、ボランティ

動に参加するための必要条件となる物理的な学習

ア間で繰り返し見られた相互作用の特徴や、日本

環境を特別に整備していたと考えることができる。

の学校文化がそれらに影響を及ぼしていると思わ

これに対し、林先生とボランティアとの相互作用

れる点に着目する。

が見られたのが、【学習内容の再設定】、【評価基準
の引き下げ】ならびに【賞賛】の行為である。具体

4. 結果と考察

的な学習指導の場面で活用されていた、
【学習内容

4-1. 特別な配慮に基づく相互作用

の再設定】および【評価基準の引き下げ】の行為は、

4-1-1. 担任の特別な配慮に基づく行為

日本語の理解が困難なレオくんの状況を踏まえ、課

担任である林先生とレオくんとの相互作用につ

題の一部を代わりに行うなど難易度を下げること

いて分析した結果、基本的にどの児童にも同様に対

でレオくんが学習に取り組めるように促進すると

応するという前提を論じた先行研究（例えば、太

共に、評価基準を引き下げることで、レオくんに評

田 2000）の指摘と同じく、林先生からレオくんに

価を受ける機会を提供し、学習への動機付けを行う

対しては、集団指導の一環としての対応が行われて

というものである。なお、【学習内容の再設定】の

いた。一方で、レオくんが日本語の理解が困難であ

行為は、レオくんがほとんど日本語を理解できない

ることに配慮した行為も営まれていた。そのような

状態にあった 1 学期と、自分の考えを口頭で説明し

特別な配慮に基づく林先生の行為を、小学 1 年生

たり文章で表現したりすることが求められる課題

の学級で見られる「教師の発話の機能」（清水・内

が増えた 3 学期を中心に観察された。また、【評価

田 2001: 320）の分類、ならびに「新 1 年生の集団

基準の引き下げ】の行為は、課題が完遂しないこと

適応のための教師方略」（小山・山内 2012: 65）の

の多かった 1 学期と 2 学期を中心に観察されたこと

分類を参考にしながら整理した（表 1）。その結果、

から、年間を通じて、林先生の特別な配慮に基づく

林先生の行為は、
【物の貸与】
、
【学習内容の再設定】、

行為の形態が変化していったことが指摘できる。こ

【評価基準の引き下げ】
、【賞賛】の 4 つのカテゴリ
表1
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≀䛾㈚

Ꮫ⩦ෆᐜ䛾タᐃ

ෆᐜ
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基準は、レオくんに限定されたものであったため、

意図的に営まれていたと共に、ボランティアによる

林先生はボランティアに個別支援の中で引き継い

個別支援というレオくんとの相互作用を前提にし

だり完遂したりすることを依頼する場合があった。

て、あるいはその支援によって補完され、促進され

このように、林先生がボランティアを介することで

ていた側面があったことを指摘することができる。

レオくんへの個別の対応を実現した背後には、次の

その結果、
【学習内容の再設定】および【評価基準

ように学級の全体指導とは別に、彼の日本語の理解

の引き下げ】の行為を例に挙げれば、林先生がレオ

度を基準とした説明や対応を行うことが不可欠だ

くんの日本語習熟度にあわせた教育実践を学級内

という認識があったことが推察される。

で行うことができていたということができる。つま
り、ボランティアの存在を介して、間接的に支援児

［学級では学年に］合わせた言葉を使ってい
ますけれども、それが、やっぱりレオさんに

の理解度を踏まえた学習機会の提供が担任によっ
て志向されていた可能性があるのである。

とっては初めて聞く言葉っていうのが多いと
思うので … 質問されたら彼が分かるように話

4-1-2. 他の児童の特別な配慮に基づく行為

をするということと、明らかにこれは難しいか

1 組の他の児童とレオくんとの相互作用を整理し

なと思うことは、もう事前にそこに行って、こ

た結果、他の児童に関しても、レオくんに対する【物

こはこうだよとか、これはこんな風にやったら

の貸与】および【教える】という特別な配慮に基づ

いいんだよっていうような個別の支援は絶対

く行為が 1 年を通して確認された。

必要だと思う（IN 林先生）

【物の貸与】の行為で特徴的であったのは、林先
生が筆記用具を貸与していた場合とは異なり、ハ

そして、年間を通じて営まれていた【賞賛】の行

ンカチなどその他様々な物がレオくんに貸与され

為は、1 組全体の関係者間の相互作用に波及する影

て い た（ 例 え ば、FN2011/04/26） こ と で あ る。 前

響力を持つ特徴的な行為である。林先生は、レオく

述した恒吉（1996）の指摘と同様に、1 組におい

んが「勉強面で頑張っているっていうことを私は

ても、筆記用具、ハンカチや雑巾など、多種多様

あえて日本人以上に褒めているので…わりと子ど

な物を児童が持ち合わせていることが前提となっ

もって、教師がほめた子ってすごーく価値が上がっ

ていたのである。そのような中、レオくんが忘れ

ていくんですよね。…あえてちょっとのことには目

物をし、必要な物を持ち合わせていない（例えば、

つぶって、ちょっとでもいいことを皆の前で褒めて

FN2011/04/20；FN2011/09/09）という場面は頻繁に

い」た（IN 林先生）と、レオくん個人を学級全体

観察され、林先生に「
『忘れ物が多い』と注意」を

の中で意識的かつ積極的に褒めていたことを語っ

受ける（FN2011/09/09）場面も見受けられた。レオ

ていた。ボランティアを介した相互作用という観点

くんが忘れ物をした理由としては、物の名前や林先

から特筆できることは、林先生の【賞賛】の行為が

生による指示などをレオくんが日本語で理解する

ボランティアの支援によって促進されていたと推

ことが困難であったことなどが推察されるが、レオ

察される場合があったことである。具体的には、表

くんが忘れ物をする頻度の高さは、結果的にレオく

1 の【賞賛】のエピソード例に示した通り、レオく

んと他の児童との間で物の貸し借りという相互作

んの【賞賛】に値する言動を観察し、記憶していた

用が頻繁に生じることにつながっていたというこ

ボランティアがその情報を林先生に伝達したこと

とができる。加えて、レオくんに物を貸す児童は

で、林先生がレオくんを【賞賛】する機会を得てい

基本的に彼の席の周囲に座っていた者であったこ

たと解釈できる場合が挙げられる。これは、個別支

とから、レオくんが学校生活を送る上で必要となっ

援によってボランティアが知り得た支援児の言動

た物は、物理的距離の近い児童によって必要な場面

などが、担任に適切な方法および時期に報告される

や時にレオくんに即座に提供されていたというこ

ことで、担任が賞賛に値する支援児の言動をその場

とができる。また、1 組では席替えが行われ、レオ

で【賞賛】できるようになるという、入り込み指導

くんの席の周囲に座る児童は定期的に変化してい

の効果の 1 つだということができる。

たため、レオくんに対する【物の貸与】は学級内で

このように、林先生の特別な配慮に基づく行為は
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広く共有された配慮に基づく行為であったという
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ことができる。

し、そのような配慮が適用されない場面も同時に観

一方、他の児童のレオくんに対する学校生活上の

察された。具体的には、レオくんに対する林先生に

情報、学習や日本語を【教える】という行為は、レ

よる「注意」と「叱責」、ならびに他の児童による「注

オくんの日本語理解の状況を踏まえて、授業中や休

意」という行為がとられる場面であった。それら

み時間など様々な場面で行われていたことが指摘

の行為のもととなったものとして挙げられるのが、

できる。例えば、体操着の着替え方（FN2011/04/20）

「ルール」（IN 林先生）である。

や教科書を読む箇所（FN2011/06/29）など、レオく

学校文化は、ある特定の行動へと児童生徒を促す

んに詳細な情報を教える場面が観察された。さら

「独特の《型》」であると同時に、児童生徒をそのよ

に、レオくんにボランティアがひらがなの読み方な

うな「《型》
」へと導く作用である（久冨 1996: 10）

どを教えていた際に、隣の席の児童が参加して一緒

ことが指摘されていることを先述したが、佐久間・

にレオくんに日本語を教える（FN2011/06/01）こと

松下（1999: 71）によれば、
「学校で教師が児童に

など、他の児童がボランティアを介してレオくんに

求める行動の基準」は「規範」と呼ばれる。また、

【教える】行為を営むという相互作用が見られた。

規範は、
「社会や集団において、成員の社会的行為

しかし同時に、他の児童によるレオくんに対す

に一定の拘束を加えて規整する規則一般を意味す

る【教える】行為は、不安定な性質を帯びるもの

る」（濵嶋・竹内・石川編 2005: 108）とも定義され

であった。なぜなら、レオくんに【教える】行為

る。これらのことを踏まえれば、学級における規範

を営んでいた他の児童が、自らの課題に取り組む

（学級規範）とは、学校目標、学年目標、学級目標

中で余裕がなくなった場合、突然【教える】行為

や担任の学級経営の方針など、関連する様々な決ま

を中断する（FN2011/06/29）ということなどが観

り事や方向性に基づいて児童の行為を規整する規

察されたからである。これらの場面では、ボラン

則（基準）であると捉えることができる。そして、

ティアは、他の児童に代わってレオくんの個別支

「公教育の現場」における関係者の行動が、
「日本

援を再開するといった対応を行った。他の児童は、

の学校や日本社会の特徴」の影響を受けている（恒

そのようなボランティアの姿を確認していた可能

吉 1995: 186）という指摘に基づけば、そのような

性があり、【教える】という行為に伴って生じる責

様々な決まり事や方向性は、相互に関連し合って日

任は、最終的にボランティアに委ねることが可能

本の学校独特の学級規範として立ち現れていると

であるという認識や、【教える】行為を引き継ぐ

考えることができる。つまり、学級規範は、学校文

ことが可能であるという認識を抱いていた可能性

化の一側面を示す構成要素であるとともに、その国

があると考えられる。それは、1 組の他の児童が

の学校文化が色濃く反映されるものであるというこ

ボランティアに、レオくんが風邪をひいていたこ

とができるのである。したがって、本稿では、
「ルー

となどを尋ねなくとも伝えに来た（FN2012/03/23）

ル」
（IN 林先生）をはじめ、学級内で明示的あるい

エピソードにも確認することができる。すなわち、

は暗示的

彼／彼女らはボランティアをレオくんの主な支援

を含めて日本の学校に特徴的な「学級規範」と捉え、

者だと認識しており、最終的な支援はボランティア

分析することとする。

10）

に児童に求められた行為の基準すべて

が担うと考えていた可能性が指摘できるのである。

ここでは以下、学級規範が影響を及ぼしている

これらのことから、先述した他の児童の特別な配

と思われる、支援児、担任、他の児童、ボランティ

慮に基づく行為には、支援児に対して専属で支援を

ア間の相互作用について整理する。

行うボランティアの存在によって刺激され、促進さ
れていた側面があったことが指摘できる。

4-2-1. 担任による学級規範の伝達
林先生は、年間を通して常時徹底して「ルール」

4-2. 学級規範が関係者間の相互作用に及ぼしうる
影響

（IN 林先生）、すなわち学級規範を守ることの大切
さを伝達しており、1 組の児童の生活面や学習面の

上記では、ボランティアを介して、担任や他の児

行動は、その学級規範に基づいて方向付けられてい

童が支援児に対して様々な形態の特別な配慮に基

た様子が窺えた。学級規範に基づいた集団的な行為

づく相互作用を持っていたことを指摘した。しか

の規整により、児童全体がそれに従った行動をとる
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ことが求められていたのである。

互作用にも、上記の「学級規範遵守の原則」は適

1 組の学級規範は、例えば、教室をきれいに使う

用され、その例外とはならなかったことが指摘で

（FN2011/09/16）こと、ノートをとる際の色鉛筆の

きる。例えば、レオくんが支援を受けている最中

使い分け方（FN2011/09/27）、自分の係の仕事に徹

に、消しゴムを床に投げ捨てるなどして学習に真

する（FN2012/02/03）ことなど、多方面の細部にま

面目に取り組んでいないと判断されると、林先生

で及んでいた。また、林先生は、レオくんに必要な

はそれまでレオくんとボランティアとの間で展開

指導は「日本独特のルール」を学ぶことだと考え、

されていた支援関係に立ち入り、彼を叱責した（例

「繰り返し繰り返しやる中で、いいことと悪いこと」

えば、FN2011/09/09）。そのような場合、時にボラ

（IN 林先生）ということをレオくんに伝えていたこ

ンティアは、「『（教室の）後ろへ行って下さい』」

とを語っていた。しかし、実際には、林先生の日本

と い う 指 示 を 受 け、 レ オ く ん の 支 援 を 中 断 し て

語による指示をレオくんは理解できなかったこと

（FN2011/09/16）、教室の後ろへ移動し、そこから彼

から、彼が学級規範から外れる逸脱行動を他の児童

の様子を観察することになった。林先生は、このよ

よりも多くとり、彼だけが林先生の注意や叱責を受

うな対応をとったことの理由について、ボランティ

ける（例えば、FN2011/10/21；FN2012/03/23）といっ

アとの会話の中で次のように述べていた。

た場面がしばしば観察された。つまり、学級規範が
関わる場面では、レオくんがどの程度規範の内容や

「［支援中、レオくんがボランティアに］甘え

意義を理解していたのか、実際に規範に沿った行動

るのはいいと思うんです。でも、今の席の周

をとることができたのかは問われず、例外的な対応

りの子たちは、それを見てそれでいいのかと

は観察されなかったのである。

思」ってしまうから、皆のルールに従っても

加えて、林先生は、レオくんが「ルール」を「理

らうように手伝ってほしいと［ボランティア

解できない」理由は、
「日本独特のルール」
（IN 林

は林先生に］言われた。「そうでないと、［レ

先生）というその特質にあるという認識を持ってい

オくんが］特別扱いの目で見られるように

た。言い換えれば、1 組の学級規範は、日本あるい

なってしまいますから」［と林先生は言った］。

は日本の学校に特有なものであり、それゆえにレオ

（FN2011/09/09）

くんがそれに沿った行動をとることが困難である
可能性を理解しながら、
「学級規範遵守の原則」が

ここでの語りからは、林先生が、レオくんが学

適用されていたと推察することができるのである。

級規範に反する行動をとりながらもボランティア

学級規範をめぐる林先生とレオくんとの相互作

による支援を受け続けるということは、他の児童

用から指摘できることは、1 組においては結果的に、

に学級規範から逸脱した行動が許容されるという

従来から先行研究において批判されてきた、同質的

考えを植え付け、学級内の秩序が乱される可能性が

な「『共同体』」（恒吉 1995: 195）が志向される学校

あるという点で懸念を抱いていたことが窺える。そ

文化が学級内で一定の影響力を持っていたという

のような懸念があったからこそ、ボランティアに対

ことである。

しては、レオくんが学級規範を守るための協力が求
められ、時には支援が打ち切られたといえるのであ

4-2-2. ボランティアの支援の中断と打ち切り

る。言い換えれば、支援児を対象としたボランティ

林先生の日本語指導に対する態度は、「レオさん

アによる入り込み指導は、学級規範に抵触しない中

がよりよく成長して［い］く」
（IN 林先生）という

で実施されることが求められ、支援児のニーズの充

目的のもと、好意的・協力的なものであった。した

足は、学級規範を逸脱しないという前提のもとで行

がって、レオくんに対するボランティアによる支援

うことが求められていたということができるので

の具体的な内容や方法は、基本的にボランティアの

ある。

判断に委ねられ、林先生から評価や指導されること
はなかった。むしろ、レオくんとボランティアの関
係性は学級内で尊重されていた側面があった

11）

。

しかし、そうした関係性のもとで展開される相
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4-2-3. 他の児童による学級規範の促進
学級規範を介した相互作用は、1 組の他の児童と
レオくんとの間で、注意する／されるという関係性

日本語指導が必要な児童を対象としたボランティアの支援に関する考察

においても展開されていた。そのような関係性で

から、「『レオさん［用事がある人が教室の前の戸、

は、主にレオくんが一方的かつ批判的に他の児童か

用事がない人が後ろの戸を使うという、目的に応じ

ら注意を受ける立場になるという特徴が見られた。

て出入りする教室の戸を使い分けるという決まり

レオくんに対する注意は学級内外で行われ、例

事が］時々分からないから…見といて』
」と注意を

えば、林先生の話を静かに聞くべき（FN2011/06/29）

受けたり（FN2011/06/01）、「『レオさんが廊下掃除

といった注意が行われた。これらの他の児童の行為

をやってくれない。ちゃんと言うこと聞いてくれな

の背景には、林先生が学級で「『（林）先生に言われ

いんです』」と報告を受けたりした（FN2011/06/17）

たことを守らない』と言って怒り、お互いに注意し

ことが挙げられる。1 組の他の児童からボランティ

なければいけない、というようなことを話してい

アへ向けられた一連の注意は、支援児であるレオく

た」（FN2011/05/22）ように、児童間で学級規範を

んではなく、ボランティアに対して行うことで、支

守ることが推奨されていたことがあると考えられ

援児の学級規範に沿った行動を確実なものにしよ

る。その結果、レオくんより早く学級規範を理解し、

うとする意図が持たれていたことが推察できる。

身に付け始めた他の児童が、レオくんにそれらを
「教える」という行為を営んでいたと推察される。
上述した他の児童の特別な配慮に基づく行為と

4-2-4. 学級規範を意識した外面的模倣
学級規範の遵守が徹底され、児童間での注意が促

しての【教える】に対し、学級規範を「教える」

進されていた 1 組の学級空間においては、レオくん

という行為は、強制的な形で行われていた点で性

が他の児童の行動を意識して模倣と見られる同様

質を異にした。その点において、前述した【教え

の行動をとることや、他の児童を注意するという行

る】は支援的な要素に基づく行為であったのに対

動（例えば、FN2011/05/22）がしばしば観察された。

し、ここでの「教える」は抑圧的な要素に基づく

レオくんによる他の児童の行動の模倣は、例えば、

行為であったということができる。例えば、レオ

林先生が算数のプリントを配ると聞いて、
「
『えー』
」

くんがひらがなや漢字を習得している段階で、ボ

と 嫌 が る 反 応 を 多 く の 児 童 が 示 す と、
「
『えーや

ランティアの読み書きの支援を受けなければなら

だー！』
」とすぐにそれらに同調する態度をとる

ない状態であったにもかかわらず、それらへの配

（FN2011/06/01）といった形態などで見られた。学

慮がなされない注意が周囲の席の児童によってな

級内の出来事に関する情報を日本語で理解するこ

された出来事があった。具体的には、国語の時間

とには限界があったレオくんにとって、周囲の児童

に「［教科書を］黙読するという指示が［林］先生［か

を観察し外面的に行動を真似ることは、彼なりに学

らあり］…レオくんは口に出して読み始め［ると］

級規範に従い、学級に馴染もうとする態度の表れ

隣の［席の］子や周りに『声出しちゃだめなんだよ』

だったと理解することができる。しかし、そのよう

と強く言われ」た（FN2011/09/09）エピソードが

なレオくんの模倣は、観察可能な表面的な情報をも

挙げられる。ここでは、周囲の席の児童が、林先

とに外面的な模倣をしているにすぎなかったため、

生によって与えられた教科書を黙読するという指

隣の席の児童の課題に対する回答が正解だと信じ、

示を、レオくんに対しても同様に守るように強く

ためらいを持たずにそれをそのまま書き写す様子

求めた様子が示されている。すなわち、ここで示

を見せたりする（FN2011/07/20）といった場面など

したエピソードから読みとれることは、1 組の他の

も観察された。

児童の間で「学級規範遵守の原則」が内面化され、

このようなレオくんの模倣は、林先生の前で学級

その認識のもとで、レオくんに対して、特別な配

規範に従った理想的な態度や振る舞いをこれ見よが

慮をすることよりも注意するという行為が選択さ

しに表出する姿という形でも観察された。特徴的で

れていたということである。

あったのは、林先生のみを意識して規範に沿った模

1 組の他の児童のレオくんに対する注意という行

倣を試みた点である。例えば、それを象徴的に示す

為に基づく相互作用は、ボランティアを介しても行

出来事として、国語の教科書に載っている物語につ

われていた。具体的には、レオくんが学級規範を守

いて班で話し合う時間における次のエピソードが挙

る行動をとるようにボランティアに依頼するとい

げられる。

うものであった。例えば、ボランティアが他の児童
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［日本語で話し合うことが困難なレオくんは、

く行動が何であるのについてを学ぶという。学級規

班内の他の児童の発言をそのまま繰り返した

範によって学級にまとまりが生まれるとすれば、林

り、1 人で無関係な話をしたりしていた。その

先生のレオくんに対する【賞賛】の行為は、他の児

ため、発言する機会を持てずにいた一部の児

童に【賞賛】に値する言動や態度の追随を期待する

童から反感を持たれている様子であった。
］林

という、学級全体への学級規範の確認と遵守の波及

先生が班活動の様子を見ようと近づいて来て、

効果を狙ったものであった可能性が考えられる。し

先生がレオくんの班の目の前に来た瞬間、
［レ

かし、それが上記エピソードのように、担任が支援

オくんは］話すのをぴたりとやめて、頭を縦に

児の【賞賛】に値しない言動や態度を褒めた場合に

ふって頷いている様子をして、他の児童の話を

は、支援児が担任の前で態度を繕うことを加速させ

聞いているように突然したので私［ボランティ

る危険性をはらむと同時に、ボランティアが「同級

ア］は非常にびっくりした。それに対して、他

生との関係というのが先生［担任］との関係以外に

の班の皆もそれを見て、何だよという表情で、

問題になるのではないかと思った」
（FN2012/02/24）

…［前の席の児童はレオくんを］少し睨んでい

と記したように、他の児童の批判や不満を招く可能

た。（FN2012/02/24）

性をもはらんでいたということができる。

このエピソードは、レオくんが林先生の前で行動

5. ボランティアの支援の拒否

を繕い、班活動の最中、林先生によって指示されて

学級規範という観点からさらに特筆すべきこと

いた、「1 人ひとりの発言をよく聞く」態度を自分

は、その影響が支援児とボランティアとの相互作用

が守っていたことを林先生に誇示したという出来

にも及んでいた可能性があるという点である。ボラ

事を示すものである。レオくんは、実際には班の話

ンティアの支援中、支援児自身が学級規範や担任を

し合いに参加できるほど日本語の理解が十分でな

意識し、支援を受けることを拒否するということが

かったにもかかわらず、自身がまるで理解できてい

観察されたのである。

るかのように振る舞っていたのである。これは、言

レオくんは、1 年を通じて、ボランティアに日本

語ニーズに由来する自分の問題を隠す手段として、

語や教科学習に関わる質問をしたり、自分の傍に呼

分かった「『ふり』」（清水 2006: 34）という態度が

んだりといった支援を要請する行動をとっていた一

とられることを指摘した先行研究に通ずる振る舞

方で、林先生の目がレオくんに対して個別に向けら

いであったということができる。

れている場では、支援の中断をボランティアに要請

このようなレオくんの外面的模倣については、学
級全体を見て回る中で、彼の様子を一時的に確認す

したのである。そのような場面を示す具体的なエピ
ソードとしては、例えば次のものが挙げられる。

るだけの林先生が気付くことは困難であった。むし
ろ、上述したように、レオくんに対する特別な配慮

［昼休みに、ボランティアは、終わっていな

として【賞賛】の行為を意識的かつ積極的に営ん

いドリルの問題を解くレオくんを支援してい

でいた林先生は、彼が外面的に繕った行動を、
「『レ

た。］誰かが「
［林］先生が来た」と言ったら、

オさんなんて、自分が話している時でない時に真剣

レオくんが「先生が来た！怒られる！」と言っ

にうんうんと頷いて聞いていたんですよ』
」と学級

て急いで勉強をする姿勢に［なった］
。私［ボ

全体に向けて発言し、褒める（FN2012/02/24）こと

ランティア］が［答えを］書く場所を指で示

になっていた。

していると、
［その］手を振り払って「やめ

これに対し、
「不満そうな表情」を見せたのが、レ
オくんと同じ班の児童たちであった（FN2012/02/24）。

て！」、
「先生がいるからやだ！」と何度も言っ
た。（FN2011/09/09）

彼／彼女らは、レオくんが実際にとっていた行動
を目にしていたため、それが【賞賛】に値するもの

このエピソードから推測されることは、第 1 に、

ではないと感じていたと推察される。佐久間・松下

本来ドリルは 1 人で取り組むべきであるという学級

（1999）や小山・山内（2012）によれば、教員によ

規範があり、ボランティアの支援を受けるというこ

る賞賛を通じて、児童は教員が評価する規範に基づ

とがそれに反することだという認識をレオくんが
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抱いていたという点である。そして、第 2 に、レオ

ンティアを自らのニーズの充足を要求できる存在

くんがその学級規範を守ろうとしていたという点

として認めていたということも指摘することがで

である。すなわち、レオくんには、林先生の前では、

きる。一度は拒否したボランティアによる支援を再

1 人でドリルに取り組むという学級規範に従った自

び要請したレオくんの行動からは、自分の置かれて

分の姿を演出したいという願望があったことが指

いる状況に応じて、いつでも変わりなくボランティ

摘できる。

アの支援を受けることができるという認識が抱か

しかし、このように学級規範上望ましいとされ

れていた可能性がある。このような最終的なニーズ

る行動をとることによって、レオくんはボランティ

を表明する存在として、ボランティアが捉えられて

アから受けることができたであろう入り込み指導

いた可能性があることは、レオくんが他の児童との

という個別支援を自ら遠ざけ、課題をそのまま放置

関係性について悩み、ボランティアに泣いて話し

するという結果を引き起こすことになっていたと

た（FN2011/11/01）エピソードなどからも窺うこと

いえる。つまり、そのような個別の支援を阻害しか

ができる。

ねない「学級規範遵守の原則」に、支援児自身が積
極的に従い、内面化するという結果を引き起こして
いたと解釈することができるのである。
上記のような、レオくんによる林先生かボランティ
アかという二者択一の構図は、他の場面でも観察さ

6. 総括と課題
本稿では、入り込み指導が行われる小学校の学級
で生じる関係者間の相互作用の様相を明らかにした
上で、従来から指摘されてきた、
「一斉共同体主義」

れたことである。例えば、次のエピソードは、レオ

（恒吉 1996: 231）や、多様な言語的・文化的背景を

くんがボランティアによる支援を中断して林先生の

持つ児童生徒の差異を排除し、他の児童生徒と同様

もとへ向かい、林先生の評価を受けた後、再びボラ

の対応がとられることが前提となっている日本の学

ンティアに支援の要請をしたというものである。

校文化（例えば、太田 2000）がそれらの相互作用に
及ぼしていると思われる影響について、特に学級規

［算数の時間に、ドリルの文章問題についてボ

範に着目して検討を行った。その結果、第 1 に、担

ランティアがレオくんに説明をしていたが、］

任によって児童全体を 1 つに捉える集団指導が行わ

レオくんは、
「分からない、分からない」とい

れていた一方、担任と他の児童が具体的な学校生活

う感じで「もーいいよ」と言って怒ったよう

場面において、支援児に対し、言語面や学習面な

に私［ボランティア］の手をどかした。…［レ

どに特別に配慮した行為を営んでいたことを明ら

オくんは林先生のもとへ行き］…×をもらって

かにした。また、そのような行為には、ボランティ

来て…ノートを持って来ながら「…ごめんね」

アによる支援を前提に、あるいはそれによって補完

と弱々しい声で［ボランティアに］言って、
「こ

され、促進される側面があることを指摘した。

れでいいの？」というように［問題の解き方を
再び］尋ねてきた。（FN2012/02/10）

第 2 に、そのような特別な配慮に基づく行為が行
われる学級空間においても、日本の学校文化の特徴
を色濃く反映した学級規範が、学級内の関係者間の

このエピソードから読みとることができるのは、

相互作用に影響を及ぼすことによって、日本の学校

レオくんにとっては、林先生からの評価を受けると

文化の特質である同質的な「『共同体』」
（恒吉 1995:

いうことが重大な関心事であり、ボランティアによ

195）の志向が促進され、支援児の同化が助長され

る支援はあくまで林先生による指導を補助するも

うる側面があることを確認した。具体的には、担任

のに過ぎないと捉えている可能性があるという点

による学級規範の強調、他の児童による支援児に対

である。レオくんにとっては、ボランティアという

する注意、および支援児による学級規範の外面的模

自身の個別のニーズを満たすための存在も、学級規

倣であった。それらは、共同性を持つ集団の成員と

範を伝達する林先生との関係性が立ち現れる場面

して児童生徒が互いに圧力をかけ合う（恒吉 2008）

では、優先順位の低い存在として認識されていた可

ことや、
「『自発的』同調」
（恒吉 2008: 139）を余儀

能性を指摘できるのである。

なくされるという、日本の学校文化のもとで見られ

一方で、このエピソードからは、レオくんがボラ

る特徴として指摘されてきたことを再確認するも
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のであった。佐久間・松下（1999）は、学級規範が

の実施者による支援とボランティアのそれとの比

児童間の関係性に問題を引き起こすきっかけとな

較を行うことにより、日本の学校文化を前にして、

る可能性を指摘しているが、本稿で注意すべきは、

ボランティアが独自に果たす支援上の役割の特徴

日本語で意見を述べることが困難な支援児に対し

をより詳細に明らかにすることができると考える。

て、他の児童が一方的に注意をするという、一方
向の圧力となりうる行為が生じていたことである。
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受けることを拒否したりする場合があることが確
認されたのである。以上より、関係者間の相互作用
の中で支援児に対して営まれていた特別な配慮に

【注】
1)

等教育学校、特別支援学校が対象である。

基づく行為やボランティアの支援は、学級規範に凌
駕されうるという点を導き出すことができる。

2) 「特別の教育課程」における標準授業時数は、年間
10 単位時間から 280 単位時間まで（初等中等教育局

一方で、支援児とボランティアとの相互作用から

長 2014a）とされている。

は、ボランティアが学級内の他の関係者とは異なる
存在として果たしうる役割があることも同時に示

公立小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中

3)

実際、取り出し指導の場が支援児童生徒の「居場所」

唆された。例えば、支援児がボランティアの支援を

（例えば、藤井・孫 2014: 110 ; 児島 2006: 155）とな

拒否した直後に再度支援の要請をしたり、他の児

ることや、母語を使用したり担当教員の指示に反抗

童との間で生じた問題についてボランティアに打

したりするなどといった行動を通じて、日本の学校

ち明けたりするなど、ボランティアを最終的なニー

文化への「抵抗」
（児島 2006: 138）を示す場ともなっ

ズの表明先、あるいは支援を要請する拠り所として

ていることなどが報告されている。

捉えていた可能性が窺えた。このことからは、ボラ

4)

本調査は、I 校の校長および筆者が調査時に所属し

ンティアによる入り込み指導には、日本の学校文化

ていた機関の研究倫理審査委員会の承認を得て行わ

の影響が及んだ際でも、支援児が自身の本来のニー

れた。

ズへの応答があることを期待し、それを表明するこ

5)

I 校では、児童の名前は「さん」付けで呼ばれていた。

とができる場として重要な役割を担っている可能

本稿では、男児であることを示すため「くん」付け

性があることが指摘できる。

とするが、関係者による語りでは、「さん」付けの
まま示す。

学級規範の意識は、教育活動を通じて育て、身に
付けることが目指され、特に小学校ではその傾向が

6)

顕著である（中川・西山・高橋 2010；2011）こと

IN の前に、
林先生にレオくんの日本語の 4 技能
（読む・
書く・聞く・話す）の習熟度について、
「よくできる」
、
「まあまあできる」
、
「あまりできない」
、
「まったくで

が指摘されていることからも、学級規範が関係者

きない」の 4 件法で尋ねたところ、すべてにおいて、

の行為、関係者間の相互作用やボランティアの支
援などに及ぼしうる影響は本事例に特有のものだ

「まったくできない」という回答を得た。また、筆者

とはいえない。したがって、今後の課題としては、

がフィールドノーツに書き留めたレオくんの言動に

学校内における日本語指導の位置付け、担任の教育

関する観察記録からも、レオくんはほとんど日本語

方針、学級内の支援児の背景や人数などによって、

が理解できない状態であつたことが指摘できる。

入り込み指導に対する学級規範の作用にどのよう

7)

レオくんの取り出し指導の時間や他の支援児の支援

な違いが生じるのかについて検討することが挙げ

時間も含まれ、1 回あたりのレオくんの入り込み指

られる。また、それに対して、ボランティアがどの

導の時間は同じではなかった。

ような方策で支援児のニーズを踏まえた活動を営

8)

のものである。

むことができるのかについて検討する必要がある。
その際、ボランティアとは立場の異なる日本語指導

98

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.19

調査協力者ならびに筆者の年齢や所属は、調査当時

9)

本稿では、データの提示にあたっては、FN や関係
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者による語りの短い引用はカギ括弧（
「

」）でくく

の動向に対応した生涯学習の振興方策について（答

り、FN の場合は文末に調査日を、IN については名

申）」の送付について 文生生第 176 号 . 文部省 (http://

前を文中で示すか丸括弧（
（

www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19920803001/

））でくくり文末に示

した。また、補足は角括弧（
［

］）
、中略は（…）

で示した。なお、太字および下線部は筆者によるも
のである。
10) 久冨（1996: 11）によれば、「『子どもの人格発達』

t19920803001.html, 2018.5.12).
中川智之・西山修・高橋敏之 . 2010. 学級規範に関する子
どもの捉え方の保育者と小学校教諭との相違 . 学校
教育研究 25: 121-135.

を目的とする社会機関」である学校では、
「文化の

中川智之・西山修・高橋敏之 . 2011. 保育者と小学校教諭に

内実をなす」「『行動《型》』」を児童生徒が行うよう

おける学級経営観、子どもの捉え方、及び規範意識の

に「系統的に強」い作用が働いているという。そう

育ちに関する認知の関係 . 学校教育研究 26: 112-124.

した作用には 2 つの形態が挙げられ、1 つが「明示

日本語指導が必要な児童生徒を対象とした指導の在り方に

的カリキュラム」（久冨 1996: 12）と呼ばれるもの

関する検討会議 . 2013. 日本語指導が必要な児童生徒

であり、もう 1 つが「潜在的カリキュラム」（久冨

に対する指導の在り方について（審議のまとめ）. 文

1996: 12）と呼ばれるものである。前者が、「《型》」

部科学省 (http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/05/__

に「至る筋道が体系的に示された」「教科・カリキュ

icsFiles/afieldfile/2013/07/02/1335783_1_1.pdf, 2018.9.28).

ラム」（久冨 1996: 38）を指すのに対し、後者は、例
えば、児童生徒が教科の学習をしながら同時に自ら

太田晴雄 . 2000. ニューカマーの子どもと日本の学校 . 国
際書院 .

が教員から「教えられる存在である」
（久冨 1996:

佐久間みゆき・松下行則 . 1999. 学級における教師と児童

12）ということなどを学んでいるというような、
「必

の規範づくりと規範くずし . 福島大学教育実践研究

ずしも意識化されない作用」（久冨 1996: 12）を指す

紀要 36: 71-78.

とされている。
11) 林先生がレオくんとボランティアの関係性を尊重
し、例えば、レオくんが給食袋を持ち帰る準備をす
ることを忘れていた際に、まずボランティアにその
旨を伝えるという配慮を行っていた（FN2011/04/20）
ことなどが挙げられる。
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A Study of the Role of Volunteers in Push-in Services for
Japanese as a Second Language (JSL) Students:
Focusing on Interactions between a JSL Student, a Teacher, Peers,
and a Volunteer in an Elementary School Classroom
Yuki (Yamada) Sakaguchi
(Former Graduate Student, University of Tsukuba Graduate School of Comprehensive Human Sciences)
The purpose of this case study is to explore the unique role of volunteers in supporting Japanese as a Second Language
(JSL) students in push-in services. One of the main characteristics of Japanese school culture is to encourage all students
to behave in the same manner, despite their different backgrounds and needs. From a JSL student’s perspectives,
adhering to this classroom norm is inherently difficult. The study is conducted by the author as a JSL volunteer, based
on a year-long field work placement in a classroom, and an interview with a Japanese public elementary school teacher.
The analysis reveals that interactions between a JSL student, a teacher, peers, and a volunteer, as well as the Japanese
classroom norms, influence the effect of push-in services. Firstly, the type of support a teacher and peers provide to a
JSL student varies, based on the student’s linguistic and academic needs and interactions with a volunteer. Additionally,
peers show interest in teaching Japanese to a JSL student when they see a volunteer assisting the student. Secondly,
a teacher’s and peers, cooperative attitudes disappear when they think a JSL student is going against the classroom
norm of conformity, and push-in services are also restrained. In this case, the level of a JSL student’s Japanese language
understanding is not taken into account. Moreover, a JSL student refuses to receive push-in services in front of a teacher
in order to adhere to the ideal classroom rules. In conclusion, the important role of volunteers in providing a comfortable
space for JSL students to share their feelings and needs in Japanese classrooms is discussed.
Keywords : JSL students, volunteers, push-in services, interactions, school culture
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【研究ノート】
インドネシアにおけるコミュニティ学習センターの成立過程と地域特性に応じた事業の展開

インドネシアにおけるコミュニティ学習センターの成立過程と地域特性に
応じた事業の展開
−バンドン市の事例を中心として−
片

山

信

英（大阪大学大学院博士後期課程）

【要約】
インドネシアにおける代表的なノンフォーマル教育施設は、一般的に「コミュニティ学習センター」
（CLC）、
またはインドネシア語で PKBM と呼ばれている。この施設は、
「コミュニティの、コミュニティによる、コミュ
ニティのための」という原則に基づいて運営されている。CLC ／ PKBM は、村や町におけるフォーマル教育
の外側で運営されている地域密着型の施設である。本研究の目的は、第 1 に、CLC ／ PKBM の設立経緯・理
由を明らかにすることである。第 2 に、アンケート調査及びインタビューを通じて地域住民と CLC ／ PKBM
との関連性を考察することである。
データは、バンドン市及びタンゲラン市におけるフィールドワークで収集したものである。4 箇所の PKBM
周辺の 136 人の住民とこれらの施設を利用する 70 人の利用者からアンケートによって収集した。また、18 人
の PKBM 利用者及びスタッフへのインタビューによって収集されたものである。この利用者アンケートの結
果、CLC ／ PKBM を利用する動機が、従来の識字や同等教育（小学校、中学校、高校の学校教育課程と同等
の教育）を受講することから、女性のエンパワメント及び幼児教育にシフトしていることが示された。加えて、
PKBM のスタッフに対するインタビューの結果からは、安定した収入を確保すること、及び教育の質をいか
に維持できるかが今後の課題であることが明らかになった。
【キーワード】コミュニティ学習センター、PKBM、インドネシア、ノンフォーマル教育、中途退学

はじめに
本 研 究 は、 主 に ア ジ ア・ 太 平 洋 地 域 に お い て

ンフォーマル教育」は個人が日々の経験や環境の
中で教育的作用や支援を受けながら態度や価値、技

1990 年代から展開されているノンフォーマル教育

術、知識を獲得する生涯にわたるプロセスを指す。

施設であるコミュニティ学習センターが、インド

これらに対して「ノンフォーマル教育」は、制度化

ネシア全土に約 1 万箇所に渡って設立されるに至っ

されたフォーマルなシステムの外で行われる組織

た経緯及びその理由を明らかにするとともに、西

化された教育活動であるとされている（丸山・太田

ジャワ州バンドン市におけるコミュニティ学習セ

2013:32）。

ンターの活動事例を中心に、アンケートやインタ

コミュニティ学習センターとは、英語で Community

ビューを通じてその実態を把握することにより、コ

Learning Center (CLC)、 イ ン ド ネ シ ア 語 で Pusat

ミュニティ学習センターが「コミュニティの、コ

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) と呼ばれ、主に

ミュニティによる、コミュニティのための」の活動、

アジア・太平洋地域において 1990 年代から展開さ

すなわち地域特性に応じた事業を実施しているか

れているノンフォーマル教育施設である。ユネスコ

どうかについて考察する。

の定義によると、
「通常、政府や NGO、民間セクター

一般に、教育はフォーマル教育、ノンフォーマ

などの支援を受けて地元住民が設立し、運営する

ル教育及びインフォーマル教育に分類される。クー

組織で、識字教育や基礎教育に加えて、生活技能な

ムスらによる定義では、
「フォーマル教育」とは階

ど地域のニーズや実情に即した多様な学習機会を

層的に構造化された年齢段階に応じて等級化され

提供するための地域の教育機関」である（UNESCO

た小学校から大学までの教育システムであり、
「イ

Bangkok 2015）。アジアを中心に多くのコミュニティ

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.19

105

片山

信英

学習センターが設置され、2013 年現在、世界 24 か

Ahmed 1974）。インドネシアの教育に関する先行研

国で約 17 万か所のコミュニティ学習センター が活

究は、これまで学校教育に関するものは多く書かれ

動を展開しており（丸山・太田 2013：105）、イン

ているが、ノンフォーマル教育に関するものはわず

ドネシアでは 2013 年までに 7,720 箇所設置されて

かしか見られず（Sihombing 1999）、その研究対象

いる（Wartanto 2014a）。通常、
アジアにおけるコミュ

はオランダ・日本による植民地時代及び 1945 年の

ニティ学習センターの多くは、国際的な目標である

インドネシア独立前後の時期以降の教育制度を日

「万人のための教育」（Education for All：EFA）を推

本と比較検討するものがある（Tilaar 1995）。また、

進するなかで設置、展開されてきたといわれている

CLC に関する先行研究は、タイ、ベトナム、バン

（大安 2011）。

グラデシュを対象としたものが多く（笹井 2011；
手打 2010）、その内容も概ね各国の CLC の制度及
び活動概要を紹介することにとどまっている。ま

１．研究背景
インドネシアは世界第 4 位にあたる 2 億 3,764 万
1）

た、日本の公民館との比較検討した研究も少なか

人（2010 年国勢調査 ）の人口規模を有し、13,000

らず存在する（2009 手打；柴尾 2011）。インドネ

余の島々で構成されている世界最大の島嶼国家で

シ ア の PKBM に つ い て の 最 近 の 研 究 で は、 ノ ン

2）

300 以上のエスニック・グループ と、
ある。さらに、

フォーマル教育の概念や PKBM の必要性を、日本

680 以上の地方語が存在し（Wartanto 2014a）
、国民

の社会教育及び公民館をとりあげることによって、

の 87.2％（2 億 718 万人）がイスラーム教を信仰す

インドネシアにおいてもノンフォーマル教育及び

る世界最大のムスリムを擁する国である。ただし、

PKBM の活用が重要であることを述べているもの

イスラーム教のほか、キリスト教やヒンドゥー教、

も見られる（Kamil 2011）。また、PKBM のプログ

仏教、儒教に対する信仰も憲法で保障されている

ラムの一つである同等教育（学校教育課程と同等の

世俗国家でもある。まさに、民族・言語・宗教に

教育）プログラムに着目した論文もいくつか見る

おいて多様なインドネシアを統一していくことが、

ことができる（古岡 2015；ギラン 2016）。しかし、

インドネシア独立後の最大の課題であった。国民

PKBM の歴史やその成立過程をテーマとする研究

教育制度に関する 2003 年法律第 20 号

3）

の規定に

より、インドネシアの PKBM はノンフォーマル教
育

4）

の主要な担い手であることが定められている。

さらに、教育の運営に関する 2010 年政令第 17 号

5）

や、PKBM の活動を地域特性に着目して検証した
研究はまだ見ることができない。そこで、本研究は、
インドネシアの PKBM の設立経緯及びその理由を
明らかにするとともに、具体的な活動実態を通じ

の規定により、PKBM は「コミュニティの、コミュ

て PKBM が抱える課題と今後の方向性について検

ニティによる、コミュニティのため」のという創意

討する。

に基づいて、地域住民の生活を向上させ、自立させ
ることを目的として活動するよう設置されたもの

２．インドネシアの教育制度と PKBM

である。コミュニティの中心施設であり、特に経済

2-1. 教育文化省と宗教省

的な理由により学校を中途退学した者等の社会的

インドネシアの教育制度の第一の特徴は、法律

弱者に対する教育の場としてストリート・チルドレ

上、学校教育（幼稚園から大学院まで）であるフォー

ンや女性の自立を支援し、あるいは住民の交流する

マル教育とノンフォーマル教育及び家庭や地域で

場として位置づけられている。このように、コミュ

のインフォーマル教育の三つに分けられることで

ニティ学習センターが全土に広く普及し、その設置

ある。インドネシアの学校教育は、「学校教育の基

根拠が法律で定めているのは、インドネシア、タイ、

本に関する 1950 年法律第 4 号」
（以下「学校教育基

ベトナムなど少数の国のみである（大安 2014）。

本法」という。）第 10 条の規定により、「すべての

ノンフォーマル教育の間口の幅は広く、その活

児童は、満 6 歳に達したとき最低 6 年間の学校教育

動内容も多岐に渡るが、子どもから大人までの特

を受ける権利を有し、満 8 歳に達したとき最低 6 年

定の集団に対して、特定の学習を提供するために

間の学校教育を受ける義務を負う」とされた。学校

フォーマルな制度の枠組みの外で行われる組織的・

教育は 6-3-3-4 制であり、義務教育は 1994 年にそれ

体系的な教育であるといわれている（Coombs and

までの 6 年間の小学校教育に加え、3 年間の中学校
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教育の 9 年間に延長され 、基礎教育と呼ばれるよ

6)

コラ）と宗教省管轄の宗教学校系統（マドラサ）と

うになった。高等教育機関としては、4 年制の大学

いう二元的な系統をもち、さらにプサントレンとよ

と 1 〜 4 年制の各種短期大学及び専門学校がある。

ばれる宗教省管轄の伝統的なイスラーム寄宿塾がイ

インドネシアの教育制度の第二の特徴は、ノン

スラーム教育の基軸を形成していることである。プ

フォーマル教育が法律に規定され、系統だって行

サントレンは従来、一人の有名なキアイ （宗教指

われている点である。すなわち、2003 年の改正国

導者）のもとにサントリ （敬虔なイスラーム教徒）

民教育制度法第 26 条に基づき「ノンフォーマル教

たちが教えを受けるために集まって形成される小屋

育は、生涯教育を支援するためフォーマル教育を

を意味するが、プサントレンがノンフォーマル教育

代替・追加・補足するものとして地域住民のために

の固有のモデルの一つであるという見解もあること

実施される」と規定され、託児施設を意味する「デ

から（Kamil 2011)、プサントレンが PKBM の起源

イケア・センター」
、幼稚園に相当する「プレイ・

である可能性も否定できないと思われる。

8）

9)

7）

グループ 」及び中途退学者や非識字者に対して学
習機会を提供するために小学校・中学校・高校にそ
れぞれ相当するパケット A、パケット B 及びパケッ
ト C の学習プログラムを実施している。

2-2. 非識字率と就学率
独立前の 1930 年当時のインドネシア人の読書可
能者数の全人口に対する割合が 6.4％であることか

インドネシアの教育制度の第三の特徴は、国民教
育省（現在の教育文化省）管轄の一般学校系統（ス

ら（蘭印經濟部中央統計局 1942）、1930 年の非識字
率は 93.6％であったことが理解できる。


（出典：薮田みちる「インドネシアにおける中学校の教員の質の現状と課題」、2010 年、p.2 をもとに筆者作成）
図１

インドネシアの教育制度
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2018 年 1 月 2 日に発表されたインドネシア中央
統計局の統計によると、2017 年 9 月現在の貧困者

ノンフォーマル教育の参加者を対象とする中心施
設であるといえる。

数は 2,658 万人（都市部 1,027 万人、農村部 1,631

また、インドネシアには 7,720 箇所（2013 年）の

万人）であり、貧困率で見ると 10.12％である。都

PKBM 以外に以下の 3 種類のノンフォーマル教育

市部の貧困率が 7.26％であるのに対し、農村部は

機関が存在する。

13.47％と 6 ポイントを超える格差があった（Badan

(1) 講座・訓練機関 (Lembaga Kursus dan Pelatihan :

Pusat Statistik 2018）。貧困について同統計の貧困
者数、貧困率及び貧困ライン

10)

の推移を見ると、

LKP )
個人または団体が設置する研修機関で、県・市政

1970 年には国民の 60.0％、約 7,000 万人の人口が

府の認定によるものである。技能の習得に重点を置

貧困層に属していたが、1980 年には 28.6％、1990

いて、起業家の養成、プロ意識の開発など継続教育

年には 15.1％、1996 年には 11.3％まで減少し、多

を実施している（ギラン 2015：61）。地元のニーズ

くの「中産階級」を生み出したといえる。一方、

に合った職業訓練コースを提供しており、インドネ

15 〜 59 歳の非識字者数は 2005 年の 1,489 万人か

シアに 19,022 箇所（2013 年）設置されている。

ら 2013 年には 620 万人と半減した。非識字者の大
部分は女性と 45 歳以上の者であることがわかった

(2) 内閣閣僚夫人の連帯（Rumah Pintar Rumpin）

（Wartanto 2014a）。特に、45 歳以上の非識字率は、

別名「スマートハウス」と呼ばれ、ユドヨノ前大

2014 年現在も 10％を超えて（12.3％）おり、依然、

統領の夫人及び閣僚夫人が教育文化省と連携して

高い水準のままである。これは貧困などの社会的

「教育の家」を設置し、地理的な要因により情報や

要因に基づく小学校入学以降の不就学や中途退学

教育を受けることが困難な子ども達に読書への興

が原因であると考えられる。2012 年教育文化省「イ

味を高め、あるいはクラフト・センターを通じて技

ンドネシア教育統計要覧」（Ministry of Educational

能を開発する。インドネシアに 367 箇所（2013 年）

and Culture 2012）によれば、1989 年夏に入学した

設置されている。

小学 1 年生の割合を 100 とすると、そのうち 49.2％
が新たに中学校に入学するが、中学 3 年生となっ

(3) 学習活動センター (Sanggar Kegiatan Belajar: SKB)

て全国統一試験に合格し、中学校を卒業した者は

PKBM とは異なり、県・市の地方政府によって

44.7％にまで減少している。これらの者が高校に進

設置された施設である。様々なノンフォーマル・イ

学するのは 31.1％であり、3 年間を経て高校卒業

ンフォーマル教育プログラムのモデルを作成する。

できるのは小学校入学時の子どものうち、わずか

当初はノンフォーマル教育従事者やスポーツイン

28.2％に過ぎない。ちなみに、1999 年に小学校に入

ストラクターを対象とした研修を実施していたが、

学した子どものうち、12 年後に高校を卒業するこ

1990 年代以降、同等プログラムの実施も義務化さ

とができたのは 43.4％である。

れた（古岡 2015）。インドネシアに 395 箇所（2013 年）
設置されている。

2-3. ノンフォーマル教育プログラムの種類と内容
2013 年のインドネシアの教育段階ごとの年齢と

2-4. PKBM の誕生と運営形態

就学者数を見るとインドネシアのフォーマル教育

PKBM がインドネシアのノンフォーマル教育の

（幼稚園、小学校、中学校、高校）の就学者は約 9,100

主要な担い手として位置づけられるのは通常、1998

万人であるのに対して、ノンフォーマル教育に参

年 8 月のインドネシア・コミュニティ教育局長の

加する者の総数は約 1 億 6,200 万人であり、その内

Sihombing を委員長とする PKBM の実施に関する部

訳は識字プログラムが 1 億 5,200 万人、同等教育プ

長級会議がその契機であるとされている。しかし、

ログラムが約 57 万人、技能教育が約 960 万人であ

識字教育、ノンフォーマル教育の観点からとらえる

ることがわかる（Wartanto 2014a）。すなわち、イン

と、その成立時期はオランダとの独立戦争時にまで

ドネシアのノンフォーマル教育参加者はフォーマ

遡ることができる。1950 年の学校教育基本法の法

ル教育就学者の約 2 倍（1.8 倍）の規模であること、

案を当時の国家中央委員会運営委員会が議論する

PKBM は、まさに、約 1 億 6,200 万人という巨大な

際に、国民教育の概念が、学校における活動だけで
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なく、既に学校外まで範囲としていたのである。

の詳細な団体プロフィールとともに施設紹介・識字

PKBM の歴史は、インドネシア共和国の誕生と

教育希望者名・講師等を記載した計画書を確認する

切り離すことができない。なぜならば、独立後しば

ことができた。ただし、PKBM の財政状況に関す

らくは、インドネシアの住民の非識字率は 90％以

る書類の閲覧はできなかったため、今後、監督官庁

上であったので、非識字撲滅のための施策が展開さ

の認可についての判断基準を確認する必要性があ

れたからである (Sujarwo 2008)。1949 年にコミュニ

ると認識した。

ティ教育部が非識字の撲滅を主要事業とするように
なり、1951 年には「非識字撲滅 10 年計画」を策定

３．調査方法と対象

し、実行した。しかし、1960 年の非識字率はまだ約

3-1. 現地調査の概要

40％もあったため、1970 年代に小学校と同等の教育

インドネシア全土における 2014 年現在の PKBM

プログラムであるパケット A を開始した。そして、

設置数は 9,528 箇所である。全 34 州の中で一番人

Wartanto (2014b：7) は、
「非識字者撲滅を目的とした

口が多い西ジャワ州において PKBM は 1,653 箇所

長い背景を背負いながら、1998 年の経済危機の中、

と最も多い設置数となっている。2011 年に書かれ

PKBM は生まれたのである。
」と述べている。

た文献によると、インドネシアの PKBM の設置場

「西ジャワ州 PKBM ガイドライン（2012 年）に

所は全体の 69％が農村部に、19％が都市部にある

よると、西ジャワ州において PKBM を設立するた

（Buhai Simanjuntak；Harry Trinurawan 2011）。 そ の

めの最低条件とは、以下の 6 点である。第一に、

所有形態は、コミュニティ組織・財団型（57％）、

設立される PKBM の周辺地域の住民のうち、10 〜

宗教機関型（20％）、個人型（16％）の 3 種類に大

44 歳の非識字者、低所得または貧困による中学校、

別される。したがって、調査対象とする PKBM は、

高校の中途退学者が存在すること。第二に、ノン

コミュニティ組織・財団型、宗教機関型、個人型か

フォーマル教育プログラム（機能的識字、パケット

ら、少なくとも、それぞれのタイプ別の PKBM を

A、パケット B、パケット C の同等教育、職業教育

1 箇所は訪問することにした。筆者はインドネシア

等）を学ぶ学習グループが存在すること。第三に、

の西ジャワ州バンドン市の中から 3 箇所、バンテン

地域に PKBM で教えること希望する講師（住民）

州タンゲラン市の 1 箇所、合計 4 箇所の PKBM を

がいること。第四に、PKBM を運営・管理する責

選び、2015 年 10 月 17 日から 10 月 26 日までの 10

任者がいること。第五に、教科書・筆記用具・視覚

日間、現地調査を実施した。

教育ツール等の学習設備・備品があること。第六に、

調査は、PKBM 利用者 57 人と幼児施設の利用者

学習の場として使用する建物があること（学校の校

13 人の合計 70 人を対象に利用者アンケートを実施

舎または使われていない建物で、最低 5 年間の使用

し、PKBM のスタッフ 10 人及び PKBM 利用者 8 人

許可を得ているもの）である。

の合計 18 人へのインタビュー調査を実施した。た

また、教育文化省コミュニティ教育学習局、ノ

だし、PKBM のうち 1 箇所（個人型）は閉館日であっ

ンフォーマル・インフォーマル及び幼児教育総局

たため、運営者へのインタビューのみを実施した。

（PKBM）2012 年の『PKBM の運営及び手続基準』

(1) バンドン市

が解説する PKBM の認可手続きは、以下のとおり

バンドン市は首都ジャカルタから東南に約 200km

である。第一に、PKBM の設立・運営を希望する

離れた西ジャワ州の州都であり、面積は 167km 、

個人または株式会社等の団体は、①公正証書、②住

人口約 250 万人の高原都市である。インドネシア

民登録証、③戸籍証、④納税者登録番号、⑤団体名

でジャワ人に次いで人口の多いスンダ人が生活し、

義の銀行口座、⑥運営者プロフィール、⑦資金状況

スンダ語が話されている。バンドン市は小学校 1,064

分析書を添付し、県または市の教育部門に対して認

校、中学校 317 校、高校 182 校のほかバンドン工

可申請書を提出する。第二に、申請書を受理した県

科大学、パジャジャラン大学、インドネシア教育

または市の教育部門は、申請内容を確認・検証し、

大学など 18 大学を有する文教都市である（Badan

県知事名または市長名で認可を与えることになっ

Pusat Statistik 2015）。また、幼稚園 526 箇所、プレイ・

ている。バンドン市の農村部にある PKBM A では、

グループ 512 箇所、託児所 18 箇所、幼児教育施設

村長及びバンドン県教育支部長の許可推薦状付き

1,323 箇所と子どもの数が多い都市ということでも

2
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知られている（Data PAUDNI Kota Bandung 2013）。

グループ 185 箇所、託児所 1 箇所、幼児教育施設

調査対象としては、バンドン市の農村部及び都

708 箇所（Data PAUDNI Kota Tangerang 2013）が設

市部から宗教機関型の PKBM を選択した。農村部

置されている（Pemerintah Kota Tangerang 2009）。バ

の PKBM はもともとイスラームのモスク（宗教寺

ン テ ン 州 全 体 の PKBM の 設 置 数 は 299 箇 所 と 非

院）であり、都市部の PKBM は裕福な財団が経営し、

常に少なく、そのうちタンゲラン市には 32 箇所

車の運転、パソコン、グラフィック・デザイン等の

が設置されている。調査対象としては、個人型の

就職を支援するプログラムに特徴がある。

PKBM を選択した。学校教育と同等のノンフォー
マル教育であるパケット学習プログラムに特化し

(2) タンゲラン市

た都市住宅部にある施設である。

タンゲラン市は首都ジャカルタの西約 20㎞に位

住民アンケートは、筆者が通訳とともに調査対象

置し、ジャカルタ周辺の都市名を組み合わせて構成

である PKBM の周辺に居住する住民に対面方式で

されるジャボデタベック圏

11)

ではジャカルタに次

直接アンケートに記入を依頼するとともに、調査対

2

いで二番目に大きな都市である。面積は 9,083 km 、

象 PKBM のスタッフ等を通じて周辺住民へ回答を

人口約 900 万人で、市内にインドネシアの玄関口

依頼し、回収した。回答者 136 人のうち 124 人（91％）

であるスカルノ・ハッタ空港が位置していること

は、バンテン州タンゲラン市のカンプン・ムラユと

から、物流や国内外の人の移動が多い都市である。

西ジャワ州バンドン市のワングサリ村の、いわゆる

タンゲラン市には 2009 年現在、小学校 596 校、中

路地裏で生活する住民にその場で直接アンケート

学 校 222 校、 高 校 103 校 が あ る（Pemerintah Kota

の記入をお願いした。

Tangerang 2009）。また、幼稚園 361 箇所、プレイ・
表１

調査対象の PKBM 概要
バンドン市

施設名

A

B

C

D

類

型

宗教機関型

宗教機関型

財団型

個人型

場

所

農村部

都市近郊部

都市部

都市住宅部

設立年

2000 年

2000 年

2005 年

2006 年

・同等プログラム
（パケット A,B,C）
・ストリート・チルドレン
・人身売買
・麻薬、危険薬物
・機能的識字
・コンピューター

・同等プログラム
（パケット A,B,C）
・英語（応募なし）
・幼児教育
・機能的識字（応募なし）

実施プログラム

・幼児教育
・プレイ・グループ
・コーラン読書会
・機能的識字
・イスラーム学習会
・裁縫
・料理
・農業

・同等プログラム
（パケット A,B,C）
・幼児教育
・講座・訓練
・自動車教習
・コンピューター
・裁縫
・服飾デザイン
・ホテル事業
・機能的識字

表２
地

域

住民アンケートの実施場所と回答数

名

回答者の属性

回答数

カンプン・ムラユ（タンゲラン市 )

PKBM D の周辺住民

78

ワングサリ村（バンドン市）

PKBM A の周辺住民

46

日本語学校サンシロー（ボゴール市）

日本語学校関係者、学生

8

バナナ・イン・ホテル（バンドン市）

ホテル従業員

3

BSD City（タンゲラン市）

日本人商社マン

1

合
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表３
施

設

利用者アンケートの実施場所と回答数

名

回答者の属性

回答数

PKBM A（バンドン市）

PKBM 利用者

33

PKBM C（バンドン市）

PKBM 利用者

21

PKBM D（タンゲラン市）

PKBM 利用者

3

幼児教育施設（バンドン市）

施設利用者（母親）

13

合

計

70

が人数及び割合ともに一番高く、高校中退者 3 人

４．現地調査の結果

（60％）と中学校中退者 2 人（50％）と続く。職業

4-1. 住民アンケートの結果
住民アンケート回答者 136 人の内訳は、女性が 78

別に PKBM の認知度を見ると、農業 2 人（100％）

人（57％）
、男性が 58 人（43％）であった。13 歳の

と国家公務員 2 人（67％）、民間会社の従業員 10 人

女子中学生から 70 歳代の主婦まで幅広く各年齢層か

（56％）の「知っている」割合は高いが、人数的に

ら回答を得た。回答者のうち、70 人（51％）の最終

は主婦 17 人（45％）が最も多い。

学歴は未就学から中学校卒業までである。高校卒業

PKBM を「知っている」50 人のデータを抽出す

者が 36 人（26％）
、大学卒業者が 22 人（16％）を占

ると、20 〜 50 歳代の主婦または民間会社の従業員

めている。職業は主婦（家事）が 38 人（28％）と最

の男女で、最終学歴が小・中・高校・大学の卒業

も多く、民間会社の従業員 18 人（13％）
、日雇い労

者の認知度が高い。PKBM を「知っている」と回

働者 13 人（10％）
、商業 8 人（6％）
、企業家・経営

答した者 50 人のうち、PKBM の活動に参加した経

者及び無職がそれぞれ 7 人（5％）
、家事手伝い 5 人

験がある者は 17 人（34％）であった。また、これ

（4％）
、
国家公務員 3 人（2％）
、
農業 2 人（1％）と続く。

らの PKBM を「知っている」者 50 人は、PKBM が

その他 34 人（25％）のうち、19 人は学生である。
住民アンケート調査の結果から一番注目したの

実施しているほぼすべてのプログラム・活動を知っ
ていることが判明した。

は PKBM の認知度である。
「知っている（知って

小学校課程と同等のパケット A プログラムを修

いるが場所は知らない）を含む。以下同じ。」と回

了 し た と 回 答 し た 者 が 1 人 い た。50 歳 代 の 主 婦

答したのは 50 人（37％）で、約 4 割の住民が何ら

で、結婚により中学校を中途退学したが、かつて

かの形で PKBM を知っていることになる。PKBM

PKBM でパケット A を学習し、統一国家試験の成

を「知っている」割合を性別で見ると、女性の 29

績と合わせて小学校課程の卒業証明書を取得した。

人（37％）と男性の 21 人（36％）は拮抗している。

中学校課程と同等のパケット B プログラムを修了

年代別の PKBM 認知度は、40 歳代が 16 人（73％）

したと回答した者は 30 歳代の男性である。PKBM

と圧倒的に高く、以下 20 歳代 8 人（40％）、30 歳

表5

代 11 人（38％）、50 歳代 9 人（38％）の割合となっ
ている。最終学歴別では、大学卒業者 14 人（64％）
表4

住民の PKBM 認知度

住民の年齢層別 PKBM 認知度
住民（人）

知っている

割合（％）

19 歳以下

31

4

13

20 歳代

20

8

40

回答数

割合（％）

30 歳代

29

11

38

知っている

32

24

40 歳代

22

16

73

知っているが場所は知らない

18

13

50 歳代

24

9

38

知らない

82

60

60 歳代

8

1

13

無回答

4

3

70 歳以上

2

1

50

136

100

136

50

37

合計

合計
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で同等教育を受講したのではないが、別の手段でパ

親が大きな割合を占めることが理由であると推測

ケット B を受講し、修了した。

される利用者の年齢は 20 歳代の割合が最も多く 28
人（40％）、30 歳代 16 人（23％）、40 歳代 12 人（17％）、
10 歳 代 9 人（13 ％）、50 歳 代 5 人（7 ％） と 続 く。

4-2. 利用者アンケートの結果
西ジャワ州バンドン市に設置されている 2 箇所

高校卒業者が最も多く 25 人（36％）、中学校卒業

の PKBM と幼児教育施設 1 箇所及びバンテン州タ

14 人（20％）を占めた。また、学校中退者が 18 人

ンゲラン市に設置されている 1 箇所の PKBM の合

いるが、そのうち中学校を中退する者が一番多く、

計 4 施設の利用者にその場で直接アンケートの記

12 人（小学校 1 人、中学校 12 人、高校 2 人、大学

入をお願いした。PKBM A では手を叩きながら唄

3 人）であった。

を歌う「マラウィス」と呼ばれる音楽の最中であ

回答者 70 人の利用頻度は、「ほぼ毎日」が 31 人

り、幼児教育施設では子どもを待つ間に母親がミシ

（44％）に上った。幼児教育に参加するため保護者

ンを習っているところであった。70 人の利用者ア

が子どもに付き添って施設に通う姿がイメージさ

ンケート回答者のうち女性が 52 人（74％）、男性

れる。「2、3 日に 1 回程度」が 28 人（40％）、「月

が 18 人（26％）であった。幼児教育に参加する母

1 回程度」が 7 人（10％）、
「初めて」が 3 人（4％）、

表6

住民の最終学歴別 PKBM 認知度

表7

住民（人）

知っている

割合（％）

未就学

1

0

0

小学校中退

4

1

小学校卒業

22

中学校中退

住民の職業別 PKBM 認知度
住民（人）

知っている

割合（％）

国家公務員

3

2

67

25

民間従業員

18

10

56

8

36

企業家・経営者

7

2

29

4

2

50

農業

2

2

100

中学校卒業

39

9

23

商業

8

2

25

高校中退

5

3

60

日雇労働者

13

4

31

高校卒業

36

13

36

主婦（家事）

38

17

45

大学中退

1

0

0

家事手伝い

5

2

40

大学卒業

22

14

64

その他

34

7

21

その他

0

0

0

働いていない

7

2

29

無回答

2

0

0

無回答

1

0

0

136

50

37

136

50

37

合計

表 8、図 2
利用者
19 歳以下

9

20 歳代

28

30 歳代

16

40 歳代

12

50 歳代

5

60 歳代

0

70 歳以上

0

合計
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「週 1 回程度」が 1 人（1％）と続く。利用者の職業

PKBM の利用者の多くは幼児をもつ若い母親であ

は、主婦（家事）が 49 人（68％）と最も多く、無

ることがわかる。第二に PKBM の利用目的は、こ

職 8 人（11％）、民間会社従業員 4 人（6％）、企業家・

れまで一般的に識字教育及び同等教育を受けると

経営者 4 人（6％）、日雇い労働者 2 人（3％）、国家

いう目的の割合が高いといわれてきたが、女性の自

公務員 1 人（1％）、商業 1 人（1％）である（合計

立支援教育、プレイ・グループ、読書センター等の

回答数 72：一部重複回答あり）。利用目的について

多様なニーズに対応したプログラムに移行しつつ

の上位 3 項目は、女性の自立を支援する教育が 34

あるという印象を受けた。

人（16％）、プレイ・グループ（フォーマル教育の
幼稚園に相当するノンフォーマル教育プログラム）

4-3. 利用者インタビューの結果

が 31 人（15％）、読書センター 28 人（13％）、パケッ

インタビューは表 11 に記載した 8 人が対象であ

ト教育（学校同等教育）28 人（13％）であった（合

る。ただし、都市近郊部の宗教機関型 PKBM B に

計回答数 212、複数回答可）。

対しては、時間的な制約のためインタビューを実施

今回の利用者アンケートの結果からは、第一に
表 9、図 3

することができなかった。インタビューを実施した
利用者の利用頻度


利用者
ほぼ毎日

31

2 〜 3 日に 1 回程度

28

週 1 回程度

1

月 1 回程度

7

年数回程度

0

初めて

3
合計

70

表 10、図 4
利用者
託児園

14

プレイ・グループ

31

幼稚園

16

識字教育

23

パケット A

7

パケット B

12

パケット C

9

講座・訓練

12

地域読書センター

28

女性教育

34

学習カウンセリング

25

その他

1
合計

利用者の利用目的
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8 人のうち、7 人の年齢は 10 代で、6 人は元ストリー

敷地は宗教法人の駐車場であったが、県政府・州

ト・チルドレンであった。17 歳の主婦は人身売買

政府が PKBM の設置を勧めた経緯がある。設立費

の被害にあった経験をもつ。PKBM を知ったのは、

用は西ジャワ政府が負担した。コーラン教室と幼児

「友達から」が 2 人、
「地域の口コミ」が 6 人であった。

教育が主要なプログラムで毎日 80 人程度の参加が

利用頻度は、
「月曜日から土曜日のほぼ毎日」が 1 人、

ある。2000 年に、幼児教育 (PAUD) 施設として 設

「週 2、3 回程度」が 6 人で、その利用目的は、「朝

立されたが、現在の学習プログラムは、幼児教育

は幼児教育、夕方は託児所」が 1 人、中学校課程相

（週 3 回）からコーラン学習教室 (TPA ／週 6 回 ) が

当の「パケット B」が 6 人で、うちタクシー運転手

中心となっている。スタッフはボランティアとし

を希望する 1 人は自動車運転プログラムを併せて受

て無報酬で活動している。料理教室の食材を実費

講している。高校課程相当の「パケット C」の受講

で徴収する以外は利用料を徴収していない。PKBM

者が 1 人いる。PKBM の利用料については、料理

の運営については、かつては企業の協力もあった

プログラムの材料費の実費を徴収している以外に

が、現在は設立者の寄付が主要な財源である。地域

宗教機関型及び個人型の PKBM では PKBM 登録料

住民のニーズは幼児教育が一番大きい。運営上の問

として 2 万〜 130 万ルピア（約 200 円〜約 13,000 円）

題点は、利用者が近隣の貧困者であるので、スタッ

が必要であると答えている。中学校を中途退学した

フが無報酬であることである。州政府または県政府

7 人の退学理由は、家計を助けるために日雇いで屋

の支援が望まれる。幼児教育教師の一人は、PKBM

台を引かなければならなかったので学校へ通えな

の起源を「コーラン教育園（Taman Pendidikan Al-

くなったケースや、夜遊び・喧嘩が原因で退学処分

Quran）であると思う。
」と回答した。

になったことであった。PKBM に対する満足度に
(2) 2015 年 10 月 21 日、PKBM B、経営者（弁護士）

ついては、特にコミュニティ・財団型の PKBM で

へのインタビュー

は先生が自分たちのいる場所に来て教えてくれる
ことから「満足している」ケースが多いが、主婦の

ストリート・チルドレンを支援するために主要メ

場合は「近くに子どもの遊び場がほしい。」という

ンバー 4 人で財団を設立した。敷地は財団に寄付さ

回答であった。

れている。幼児教育、同等教育（パケット・プログ
ラム）のほか、コンピューター、英語教育等の技
能教育を実施することにより利用者の就労支援を

4-4. PKBM 運営者及びスタッフへのインタビューの

行っている。2000 年の設立当初からパケット A ( 小

結果

学校課程相当 ) はあったが、2015 年現在、パケッ

(1) 2015 年 10 月 20 日、PKBM A、幼児教育教師（地

ト A が 20 人、パケット B ( 中学校課程相当 ) が 59

域ボランティア）2 人へのインタビュー
表 11
性別

年齢

経

回数／週

受講料

PKBM

1

女

27

4 歳児の主婦、高校卒業

幼児教育、託児所

6

登録 2 万ルピア
（約 200 円）

A

2

女

17

4 歳児の主婦、
元ストリート・チルドレン

パケット C

2〜3

なし

C

3

男

17

元ストリート・チルドレン

パケット B

2〜3

なし

C

4

男

17

元ストリート・チルドレン

パケット B

2〜3

なし

C

5

男

16

元ストリート・チルドレン

パケット B、車運転

2〜3

なし

C

6

女

17

元ストリート・チルドレン

パケット B

1

なし

C

7

女

17

元ストリート・チルドレン

パケット B

1

なし

C

8

男

16

プサントレンで
イスラム教を学習していた

パケット B

2

登録 130 万ルピア
（約 13,000 円）

D
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人、パケット C ( 高校課程相当 ) が 60 人に増えた。

間だけ開講している。識字教育と英語のメニューも

特にパケット C が増えた理由として、現在では就

あるが、登録者はいない。同等教育に特化しており、

職するためには高校卒業という学歴が必要である

パケット C（高校課程と同等）の受講者が最も多い

という利用者の認識が高まったからである。同等教

（121 人）
。パケット A（小学校課程と同等：10 人）

育修了者等の就職先を確保するため、スーパーやホ

とパケット B（中学校課程と同等：54 人）も開講し

テルと就労協定を締結している。主な収入源は富裕

ている。収入源は中央政府・地方政府からの補助金、

者層からの寄付である。PKBM が教育文化省の認

地域住民からの寄付金及び受講料である。国家試験

可を得れば補助金を受けることができる。同等教

に合格するまでの受講料として、パケット A が 130

育のほか各種講座を受講するには登録料及び利用

万ルピア（約 13,000 円）
、パケット B が 150 万ルピ

料が必要である。住民は利用者ではあるが、PKBM

ア（約 15,000 円）
、パケット C が 180 万ルピア（約

の管理運営に関する組織の構成員ではない。経営者

18,000 円）である。PKBM の起源については、「わ

は、「PKBM の起源はプサントレンではないかと考

からない。」と回答した。

えている。」と回答した。

今回のインタビューでは、安定した収入の確保に
苦心する PKBM 側の経営戦略を垣間見ることがで

(3) 2015 年 10 月 22 日、PKBM C、教科担当教師・ソー

きた。そして、PKBM にはそれぞれの地域特性に

シャルワーカー 3 人及び事務スタッフ 2 人への

応じた事業を展開していることが明らかとなった。

インタビュー

PKBM のプログラムは、①託児所、②プレイ・グルー

1980 年代から犯罪者の子ども差別やストリート・

プ（民間幼稚園に相当する）、③幼稚園、④プレイ・

チルドレン、麻薬中毒問題を扱う団体が母体であ

グループ類似施設、⑤識字教育、⑥小学校と同等の

る。2005 年に、個人が PKBM を設立し、その後、

パケット A、⑦中学校と同等のパケット B、⑧高校

福祉教育財団となった。財団が土地・建物を所有者

と同等のパケット C、⑨技能教育、⑩読書園、⑪そ

から借りている。西ジャワ州政府からストリート・

の他の中から最低三つ以上を選択することが設立

チルドレン問題を解決するため PKBM を設置して

条件の一つである（西ジャワ州 PKBM ガイドライ

ほしいとの依頼があった。財団本部以外にも民間

ン）が、PKBM のスタッフの話によると、実際に

等から建物を賃借し、同等教育を実施している。対

は住民ニーズを把握している地方政府が勧めるプ

象をストリート・チルドレンに特化し、同等教育、

ログラムを実施する場合が多いとのことである。

識字教育及びコンピュータ講座を実施している。ス

西ジャワ州バンドン市では 3 箇所の PKBM を訪

タッフは幼児教育のチューター（100,000 ルピア／

問したが、例えば農村部にある宗教財団がベースで

月：約 1,000 円／月）以外はボランティアとして

ある PKBM A は元々イスラームのモスクで子ども

無報酬で活動している。利用料は徴収していない。

達に学習指導していた経緯からか厳格な教育方針

PKBM の主な収入は、中央政府と地方政府からの

のもと幼児教育期からイスラーム読誦が活動の中

補助金と地域住民の寄付である。住民は利用者では

心である。同じく宗教財団がベースの PKBM B は

あるが、PKBM の管理運営に関する組織の構成員

バンドン市の都市近郊部にあり、安定した財政力を

ではない。5 人のうちの一人は、「PKBM の起源は

基盤に自動車運転、パソコン教室、英語教室から服

学習グループ（Kelompok Belajar）にあるのではな

飾デザインに至るまで事業を拡大している。また、

いか。」と回答した。

大きなホテルに近接していることからホテルへ人
材を送り込む協定を締結して就職先を確保するな

(4) 2015 年 10 月 25 日、PKBM D、経営者兼チュー
ター 2 人へのインタビュー

どユニークな活動を展開している。PKBM C はバン
ドン市の都市部にあり、1980 年代前半からストリー

夫婦二人で自分の家を PKBM として運営してい

ト・チルドレン、人身売買、危険薬物の関連事業

る。PKBM の設立時には、政府等からの補助金はな

について国際団体と連携を図りながら事業を展開

く、自分たちが費用をすべて負担して PKBM を設

している。さらにバンテン州タンゲラン市にある

立した。都市部の住宅地に立地しているので、土曜

PKBM D は都市部にある個人型の強みを発揮して、

日（13 時〜 20 時）と日曜日（8 時〜 13 時）の 2 日

通常の PKBM が活動しない土曜日、日曜日のみを
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表 12
PKBM
の名称

1

2

3

PKBM の
タイプ

プログラム

受講料

収入源

スタッフの
報酬

料理教室の食材（実費） 設立者の寄付、 ボランティア
以外は受講料なし
地方政府の寄付 （無報酬

A

宗教機関型
①幼児教育（週 3 回）
：23 人
（スタッフ 1 人、
②コーラン教育
ボランティア 9 人） ③農業（月〜土の週 6 回）
④音楽（高齢者に週 1 回）
⑤料理：月 1 回
⑥機能的識字：週 1 回
⑦同等教育：場所がないので未開講

○同等教育：登録料
200 万ルピア、寄付
金 50 万ルピア、試験
指導料 115 万ルピア
○プレゼンテーション
講座 15 万ルピア
○グラフィック・デザ
イン 300 万ルピア、
Word・Exel 25 万ル
ピア

寄付

給料

B

宗教機関型
①幼児教育
（スタッフ 14 人、
②宗教教育
ボランティア 8 人） ③英語講座
④裁縫講座
⑤コンピュータ講座
⑥サンダル講座
⑦機能的識字
⑧同等教育
・パケット A 20 人
・パケット B 59 人
・パケット C 60 人
財団型
（スタッフ 10 人、
ボランティア数不
明）

受講料なし

中央政府・地方
政府からの補助
金と地域住民の
寄付

教師に給料

受講料
地方政府からの
（パケット A：130 万ル 寄付金と補助金
ピア、パケット B：150
万ルピア、パケット C：
180 万ルピア）

教師に給料

C

4

PKBM スタッフ・インタビューまとめ

D

①同等教育：週 3 回
・パケット A 12 人
・パケット B 10 人
・パケット C 7 人
②識字教育：週 3 回
③コンピュータ：週 3 回 78 人
④運転 157 人
⑤裁縫 241 人
⑥服飾 167 人
⑦自動車 43 人
⑧ホテル事業 21 人
⑨化粧 20 人
⑩グラフィック・デザイン 15 人

個人型
①同等教育：週 2 回
（スタッフ 14 人、
（土曜日・日曜日）
ボランティア 13 人） ・パケット A 10 人
・パケット B 54 人
・パケット C 121 人

ターゲットとしている。これらの PKBM は四者四
様の、地域の隠れたニーズに基づいた事業を展開し
ていることがわかる。

14 日メール回答）
。
筆者は 1970 年代からインドネシア政府によって
実施された国家開発計画、とりわけ低所得者や未
就学者を中心に展開された識字教育や職業訓練プ

５．考察

ログラムが PKBM の萌芽であると考える。すなわ

PKBM は 1970 年代中頃に誕生したと主張するイ

ち、インドネシアの PKBM は、ユネスコの「万人

ンドネシア人研究者もいることから (Kamil 2011) 、

のための教育」
（EFA）事業の影響を受けつつも、

PKBM の誕生起源は何かについて、インドネシア

1945 年の独立前後からインドネシアが独自に展開

教育文化省の職員に問い合わせたところ、「PKBM

してきた識字教育、基礎教育、職業教育の推進が

はプサントレンが起源とは言えない。一般的に、

PKBM を成立させたと考える。

PKBM は、プサントレン・学校・イスラム寺院・

利用者インタビューからは、10 代の元ストリー

キリスト教会のように既に存在していた建物か、ま

ト・チルドレンが小学校課程または中学校課程と同

たは PKBM のために新たに建てられたインフラ施

等のパケット教育プログラムを受講している例が

設を利用したものである。
」という回答であり、そ

多いことが浮かび上がってきた。また、PKBM の

の起源を特定することはできなかった（2016 年 1 月

スタッフ・インタビューの結果からは、PKBM の
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設立に対しては地方政府からの勧めがほとんどで

いにもかかわらず、貧困などの社会的要因に基づく

あること。PKBM の収入源は設置者等からの寄付

小学校入学以降の中途退学、すなわちドロップ・ア

に頼っており、安定した収入確保に苦心しているこ

ウトの問題は、いまだに根本的な解決には至ってい

とを理解することができた。

ないと思われる。その主な原因は、公立学校の授業

学習プログラムを担当する教員は、その地域に住

料は無償ではあるが、公立・私立の区別なく、入学

んでおり、PKBM で技術と能力を伝授したい人が

時に登録費、制服、寄付金等の費用を親が負担しな

対象となっているが、地域住民の中にどれくらいの

ければならない点にあると以前から指摘（林 1997）

教員がいるか、が問題である。定年退職をした元学

されている。例えば、ジャカルタで公立中学校・高

校教師や元受講生が勤める場合が多いと言われるが

校に入学するためには、子ども一人当たり 250,000

（ギラン 2015）
、PKBM C におけるスタッフ・インタ

ルピアを必要とする（林 1997）。私立高校であれば

ビューにおいて、パケット教育の元受講生がスタッ
フとなって子ども達に教えているケースもあると聞
いた。

公立の場合の 2 倍以上の費用を要する。
元ストリート・チルドレンであった 6 人も語って
いたように、PKBM によっては受講するプログラ

10 年ほど前には、インドネシアのコミュニティ

ムに利用者の経費負担は要求されていない場合も

学習センターで実施する最大のプログラムは機能

あるようである。しかし、PKBM が運営を継続し

的識字教育であり、参加者は出稼ぎ労働者（34％）

ていくためには安定した収入の確保は必要である。

が最も多く、農民（29％）、失業者（19％）、行商

そのためには、実費材料の利用者負担はやむを得な

人（18％）であった（UNESCO 2008）。この当時か

いと考える。

ら比較すると、現在の PKBM は識字教育そのもの
や学校教育の補足ではなく、就学前児童に対する幼

６．今後の課題

児教育に関心がシフトしているのではないか。開発

本研究については、次のような調査の限界と今

途上国の多くでは義務教育の充実に力を入れ、その

後の課題がある。まず調査の限界である。第 1 に、

就学率を高めることにまず最大の力を注いでいる

調査を実施した PKBM はインドネシアの「文教都

という印象を持ちがちであるが、今やインドネシア

市」と呼ばれ、教育水準が比較的高いと思われるバ

に関する限りは、そのような段階を通り越している

ンドン市を中心として行われたため、調査結果が

ように思えるという見解があるが（倉沢 2013）、今

インドネシア全土に通ずるものではないと考えら

回のアンケートからも同様の結果が得られた。後

れること。第 2 に、インタビュー調査については、

に発行されたノンフォーマル教育に関する統計に

PKBM の利用者及びスタッフに留まっていること

おいても（ノンフォーマル教育統計 2015）、11,500

から、PKBM を所管する教育文化省や PKBM の許

箇所の PKBM が実施するプログラムは、識字教育

認可権限を有する地方政府の職員に対して、PKBM

4,002 箇所（34.8％）、幼児教育 2,986 箇所（26.0％）、

の許可基準、補助金を含めた PKBM の財政面から

コ ミ ュ ニ テ ィ 読 書 園 2,607 箇 所（22.7 ％） と 続 い

のアプローチができなかったことである。これらの

ており、上記の結果を裏付けるものとなっている

反省点を、今後の研究に活かしていきたい。

（Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretaris

今後の課題としては、第 1 に、「PKBM は何に由

Jenderal 2016）。ちなみに、幼児教育に参加する何

来するものであるか」という点がまだ明らかになっ

人かの母親たち（幼児教育施設 Rhaudatul Adhfa ／

ていないことである。現在アジアで設置・運営さ

バンドン市）に、幼稚園とプレイ・グループの費用

れているコミュニティ学習センターは、我が国の

の違いを聞いてみると、フォーマル教育である幼

公民館をモデルにしていると言っても過言ではな

稚園に子ども通わせるには月額 400,000 ルピア（約

いという見解もある（笹井 2009）。しかし、筆者は

4,000 円）かかるが、プレイ・グループでは月額

PKBM がプサントレン（イスラーム寄宿塾）に由

30,000 ルピア（約 300 円）という安い料金で開設し

来するのではないかと考え、PKBM スタッフや利

ているので、大いに魅力であるとのことであった。

用者に質問を投げかけたが、さまざまな回答は得

利用者の視点から PKBM 事業を考えると、1994

られたものの確固たる根拠のある説明は得られな

年から小学校、中学校の義務教育化が図られて久し

かった。また、PKBM のインドネシアにおける成
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立時期については 1970 年代であると明言する文献

1980 年、1990 年、2000 年、2010 年の計 6 回実施さ

はあるものの、推測の域から出ないものである。し

れている。

たがって、今後も上記の二点について研究を重ねる
必要があると考える。

2） 綾部恒雄は、「エスニック・グループとは “ 国民国
家の枠組みのなかで、他の同種の集団との相互行為

第 2 に、PKBM の創設には当然、資金が必要で

的状況下に、出自と文化的アイデンティティを共有

あり、チューターやインストラクターを抱えて運

している人びとによる集団 ” のことである」と説明

営を継続していくことはさらに困難なことである。

している。
（青柳まちこ編・監訳『
「エスニック」と

したがって、インドネシアの今後の PKBM の運営

は何か エスニシティ基本論文選』
、新泉社、2003 年

に関する第一の課題は、教育スタッフ等への報酬、

3） 国民教育制度に関する 2003 年法律第 20 号第 26 条

教材の購入、光熱水費をはじめとする運営資金の確

第 4 項は、「ノンフォーマル教育は、講座機関、訓

保であると考える。安定した一定の収入が確保でき

練機関、学習グループ、コミュニティ学習センター、

なければ、たちまち、その存立基盤を失うものと考

マジュリス・タリム（イスラーム学習会）、その他

えられる。特に、貧困などを理由とする社会的弱者

同種の機関から構成される。」と規定している。

を PKBM が実施するプログラムに優先的に参加さ

4） ノンフォーマル教育とは、学校制度外である集団に

せなければならないという PKBM の設置基準があ

対して組織・実施される、目的や意図を有する教育

る中で、その存立を維持していくことは大変な困難

活動。日常経験に基づく組織的でない学習過程を指

を伴うのではないか。

すインフォーマル教育とは意味が異なる。
（国際協

第 3 に PKBM の運営スタッフの質の問題である。
特に、学校教育と同等のパケット・プログラムを一

力用語集より）
5） 教育の運営に関する 2010 年政令第 17 号第 1 条第 33 項

年間を通して系統だって進めていくためには、質の

は、
「コミュニティ学習センターは、コミュニティの、

良い教師（チューター、インストラクター等）を安

コミュニティによる、コミュニティのために、コミュ

定的に確保することが重要である。中学校と同等の

ニティのニーズに応じた様々な学習活動を実施するノ

パケット B や高校と同等のパケット C をプログラ

ンフォーマル教育組織である。
」と規定している。

ムとして成立させるためには、各科目の内容に応じ

6） 9 年 間 の 義 務 教 育 化 は、「 国 民 教 育 制 度 に 関 す る

た専門家の配置は当然に行わなければならないこ

1989 年法律第 2 号」（国民教育制度法）第 14 条に規

とである。果たして、地域住民が主体となって設

定されたが、就学義務は 1994 年からの実施となった。

立された PKBM が、チューター、インストラクター

7） 4 〜 6 歳 の 幼 児 が 通 う ノ ン フ ォ ー マ ル 教 育 施 設。

等の教育スタッフを採用することについて、その能

フォーマル教育施設である幼稚園（4 〜 6 歳）と併

力を発揮できるのかどうかについて大いに疑問に

設されている場合が多い。

感じる。

8） インドネシア語で kyai または kiai という。その意味
は、プサントレンの指導者やイスラーム教に関する
学識者に対する東部及び中部ジャワでの尊称である。

謝辞
現地調査にご協力を頂きましたバンドン市とタ

9） インドネシア語で santri という。その意味は、プサ

ンゲラン市のコミュニティ学習センタターの方々

ントレンで学ぶ生徒を指すが、一般的にはこれから

および現地で全面的に支援して頂いた古岡陽奈氏

転じて、熱心なイスラーム教徒を総称する。

（JICA プロジェクト・コーディネーター）に心より

10） インドネシア政府が定める「貧困ライン」は、1998

お礼申し上げます。本稿の執筆にあたっては、貴重

年に改訂された基準に基づき、
「１人一日 2,100 カロ

なご助言を頂きました坂上勝基氏（大阪大学）と小

リー相当の食糧に加え必需品（住居、医療、教育、

川未空氏（大阪大学）に感謝いたします。

交通費等）を得るのに必要な支出基準」としている。
（外務省、ODA 広報・資料『インドネシア国別評価
報告書』
、2008 年 3 月、6 頁。

【注】
1） インドネシアにおいては、オランダ植民地時代の
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11） ジャボデタベック（Jabodetabek）圏は、首都ジャカル

1930 年に初めて本格的な人口センサス（国勢調査）

タに、ボゴール (Bogor)、デポック (Depok)、タンゲラ

が行われた。1945 年の独立以降は、1961 年、1971 年、

ン (Tangerang)、ブカシ (Bekasi) の周辺地域を総称する
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圏域で、ジャカルタ都市圏とも称される。同都市圏

手打明敏 . 2010. タイにおける NFL と CLC の現状と課題

は人口 2,675 万人と、東京・横浜都市圏（人口 3,724

― アジア・太平洋地域の CLC 研究に向けて ―．筑

万人）に次ぐ世界第 2 位の都市圏を形成している。
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インドネシアにおけるコミュニティ学習センターの成立過程と地域特性に応じた事業の展開

Establishing Process of the Community Learning Center and Development of the
Business in Accordance with the Characteristics of Each Local Region in Indonesia:
Focus on the Examples of the Bandung City
Nobuhide Katayama
(Graduate School of Osaka University)
The representative institution of non-formal education in Indonesia commonly is called Community Learning Center
(CLC) or Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) in Indonesian language. It is based on the principle of : from the
community, for the community and by the community. CLC/PKBM is a community based institution that is conducted
outside formal education in a village or town. The objectives of this study were as follows. The first was to clarify the
process from formation and reason of CLCs/PKBMs. The second is to assess the relationship between community people
and CLCs/PKBMs by a questionnaire and an interview.
Data was collected through fieldwork in Bandung City and Tangerang City in Indonesia. 136 residents around the four
PKBMs and 70 users for them answered the questionnaire. A total of 18 persons including users and staff for PKBM
were interviewed. According to the results of the users, the motive for using CLCs/PKBMs appeared to have shifted from
literacy and equivalency, including equivalencies to primary, secondary and tertiary education to women empowerment
and early childhood education. Additionally, through interviews of the staff, it was revealed that to secure the stable
income and to maintain educational quality need to be addressed in the future.
Keywords : Community Learning Center, PKBM, Indonesia, Non-formal education, drop out
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【研究ノート】
バングラデシュにおける少数民族に対するノンフォーマル教育の役割

バングラデシュにおける少数民族に対するノンフォーマル教育の役割
−小規模少数民族クミに焦点を当てて−
田

中

志

歩（香川大学大学院教育学研究科

修士課程）

【要約】
本研究の目的は、バングラデシュのチッタゴン丘陵地帯の小規模少数民族クミ村落におけるノンフォーマ
ル教育の役割について検討することである。バングラデシュの初等教育は、初等教育純就学率 97％に達し、
現在は「ラスト 10％、5％」をいかに就学させるかという局面にある。小規模少数民族クミは、
バングラデシュ
の少数民族の中でも人口が 2,899 人と、特に少ないことに加え、山頂付近に暮らしている地理的要因から教
育開発が行き届いていない地域とされており、2009 年には 88％のクミが教育を受けていない状態にあったこ
とが報告されている。
現地調査では、クミ集落ロンタン村にあるノンフォーマル学校「キニテウシュシュショドン」の参与観察
及び教職員に対するインタビュー調査に加え、ロンタン村の世帯主に対する半構造化インタビューを実施し
た。調査の結果、ノンフォーマル学校はロンタン村の就学率向上につながり、
現在は教育の機会を保障するセー
フティーネットとしての役割を果たしている事が明らかになった。一方で、ロンタン村の世帯主らが学校教
育に求めているものが、質の高い教育の保証の段階へと移行しているため、学校側は今後の在り方を再考し
なければいけなくなってきている。しかし、地域コミュニティにおけるボランタリー・アクションとしての
ノンフォーマル教育が、その要求にどこまで応えられるのかが、研究を要する課題といえる。
【キーワード】バングラデシュ・少数民族・ノンフォーマル教育

クミは、バングラデシュの東南部に位置するチッ

1．はじめに
バングラデシュの初等教育は、初等教育純就学率

タゴン丘陵に暮らしており、人口 2,899 人である

97％（外務省 2017）に達し、現在「ラスト 10％」

（SEHD2017）。少数民族の中でも特に人口が少ない

1）

をいかに就学させるかという局面にある 。しかし、

ことに加えて、山頂付近に暮らしているため地形

この「ラスト 10％、5％問題」には、少数民族、最

的要因からも教育支援が行き届いていない民族と

貧困層、障害者等が含まれており、現在非就学にあ

さ れ て お り、CHTDF-UNDP（Chittagong Hill Tracts

る子ども達を単純に学校に誘引すれば解決できる

Development Facility – United Nations Development

類のものではない。経済的な問題はもちろんのこ

Program）（2009）によると、88％のクミが教育を受

と、生活及び文化様式の相違、さらにはこれらの子

けていない状態であったことが報告されている。こ

どもたちに対する差別等の要因が複雑に絡み合う

の数字は、チッタゴン丘陵地帯に暮らす 11 の少数

問題であり、彼らの教育を保障していくための政策

民族

形成が今後の大きな教育開発課題の 1 つである。
このため本研究では、マイノリティ中のマイノリ
ティである小規模少数民族クミ

2）

3）

の中で最も高い数値である。

筆者は 2017 年にバンドルボン県・ロワンチョリ
郡にあるオントン村・ロンタン村・サンキン村の 3

に焦点を当てる

村で世帯主を対象とした悉皆調査を行った（田中・

ことによって、いかに彼らが取り残されないための

加野 2018）。調査によって、親世代では 108 人中

政策や実践が必要になってくるのかを研究したい。

教育の機会を得たことがある者が 20 人と、わずか

またここでは、これまでバングラデシュの中で強い

19.2％であったが、子世代になると、3 つの村を合

存在であり続けてきたノンフォーマル教育に焦点

わせて 223 人中の子どものうち教育の機会を得た

を当てることとする。

ことがある、あるいは現在得ている者が 126 人と
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過半数の 56.5％を占めており、親世代と比べて学校

加型教育の両方を意味するものとして捉えること

教育を受けた人数が飛躍的に増加しており、教育が

を提唱している。また、JICA（2005）は、正規の

村に浸透してきていることが分かった。また、子

学校教育制度の枠外で組織的に行われる活動であ

世代において就学経験のないものは合計で 43 人と、

り、フォーマル教育（学校教育）が初等教育の完全

19.2％である。43 人のうち女性は 33 人であり、男

普及を達成できていない現状に対応するため、す

性よりも女性のほうがさらに教育から遠ざかって

べての人の基礎教育ニーズを補完的で柔軟なアプ

いることが分かった。尚、村人らは自身の年齢を把

ローチで満たそうとする活動を指すとしている。

握していなかったため「親世代」、
「子世代」といっ

ノンフォーマル教育の特性として以下 4 点が挙

た分類を使用する。親世代は世帯主夫婦、子世代は

げられる。①人々が生活の中で直面する課題をテー

世帯主夫婦の子どもを表す。

マに取り上げることができる、②地域の特性に合わ

3 村のうちオントン村には 1991 年より公立小学

せた教育プログラムの実施を可能とする柔軟性や、

校が、ロンタン村には 2010 年に村人によってつく

紛争や災害などの不安定な状況にも対応できる即

られたノンフォーマル小学校「キニテウシュシュ

時性を持つ、③子どもから成人まであらゆる人に対

4）

ショドン」 があるが、サンキン村には学校はなく、

して必要に応じた学びの場を提供できる、④保健・

子どもたちは他村の学校に行かなくてはならない。

衛生、環境保全、ジェンダー、人権、平和構築など

キニテウシュシショドン設立は、寮も併設したこと

多様な開発課題に対応する基礎能力の開発に貢献

もあり初等教育アクセスを劇的に改善した。また、

できる（JICA2005）。これらの特性のあるノンフォー

ミャンマーから移住してきた世帯の 16 歳、12 歳の

マル教育は非就学児童、学校中退者、少数民族、ス

子どもが小学校 5 年生、4 年生として在籍するなど、

トリートチルドレン、移民、国内避難民、難民等、

学齢期を過ぎた子どもに対しても教育の機会を提

教育を受ける機会がないあるいは、それまでなかっ

5）

供している 。
従来、バングラデシュにおいては、政府立学校で

た人々への基礎的な学習のニーズを満たすための
活動として成果を挙げてきている（JICA2004）。

あっても就学年齢は多様であったが、国全体として

一方で、課題も多く指摘されており、ノンフォー

教育開発が進んだ現在、教室内の年齢的斉一性は高

マル教育学校の教師は教員資格を持たない者も多

まりつつある。しかし、ノンフォーマル教育はこう

く、教室などの設備も十分に整っていない等の問題

した、取り残されてしまった未就学者の教育を保障

があり、教育の質が十分ではないため、中等・高等

する役割も果たしている。本稿では、これらに関す

教育への進学・編入が難しいという問題や ( 丸山・

る詳細を述べながら、「ラスト 10％、5％」へのア

太田 2013)、教育成果を把握し評価する方法が定まっ

プローチ手法の一つとしてのノンフォーマル教育

ておらず、教育資源が確保しにくい要因から、国際

の可能性、またその限界性について言及したい。

協力事業や研究の対象として積極的な取り組みが
なされにくいという傾向がある（青木 2008）。

2．ノンフォーマル教育に関する先行研究
2-1

ノンフォーマル教育

また、JICA（2005）によると、これまでに成功
したノンフォーマル教育プログラムの共通点とし

ノンフォーマル教育の存在が世界的に注目さ

て、小さい対象学区、地域と親の積極的な関与、地

れ る よ う に な っ た の は 1990 年 の「Education For

元出身の準教員の活用と研修制度の構築、簡略で柔

All(EFA) 会議」であり、2000 年の「世界教育フォー

軟なカリキュラム、基礎教育教材の支給、伝統的な

ラム」等で、
「万人のための教育」を達成させるため

教育形式、宗教施設などの伝統的な教育施設の強化

には学校教育だけではなく、ノンフォーマル教育の

なども効果的とされている。

ような学校外教育の拡充の重要性が強調されていっ
た。現在は、UNESCO や UNICEF 等の国際機関や、
各国の政府、数多くの NGO 等によって世界各地でノ
ンフォーマル教育に対する援助が実施されている。
Rogers（2004）によると、ノンフォーマル教育を、
より柔軟な学校教育、及び学校の内外で行われる参
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バングラデシュのノンフォーマル教育

バングラデシュで初等教育のノンフォーマル教
育 が 行 わ れ 始 め た の は 1980 年 代 で あ る。BRAC
(Bangladesh Rural Advancement Committee) や
Proshika、Dhaka Ahsania Mission などの NGO により

バングラデシュにおける少数民族に対するノンフォーマル教育の役割

活動が始まった。これらのほとんどは、5 年間の初

ストと補足的な読書資料が 5 年生まで開発されて

等教育全体を範囲とした教育が行われたが、当時そ

いる。このプログラムは、他の少数民族コミュニ

の必要性は、バングラデシュ政府に通じていなかっ

ティにも同様の資料を開発する予定とされている

た。しかし、従来の公立小学校だけでは当時の第二

（BRAC2007）。

次五か年計画の目標であった 4 千万人の識字人口を

このように、バングラデシュにおいてノンフォー

達成するのは不可能と判断した政府によって、1996

マル教育は、政府と NGO 等が連携しつつ、EFA 達

年にノンフォーマル教育省が設立され、2000 年に

成の重要な担い手の一端を担ってきたことが分か

は就学前教育、初等教育におけるノンフォーマル教

る。同様に政府も、NGO ありきで教育開発政策を

6）

育に関しての政策が発案された 。バングラデシュ

進めてきた経緯がある。しかし、以下に述べる通

においてノンフォーマル教育を実施している学校

り、小規模少数民族にまでその政策−実践連携のメ

を 主 に NFPE(Non Formal Primary Education) と 呼 ぶ

リットは及んでいないと考えられる。

（Chowdhury2001）。
この政策を受けて、農村部においては、ある程度
の学歴のある若者や知識人などが、経済的有力者層
から土地や建物の提供を受け、未登録の市立小学校

3．バングラデシュでの現地調査
3-1

調査方法

2017 年 8 月〜 9 月、2018 年 3 月〜 4 月の合計 2 回、

を建設し、一定期間運営したのちに、政府に小学校

バングラデシュ東南部に位置するチッタゴン丘陵

としての認可申請を行い、登録市立小学校を目指す

地帯（Chittagong Hill Tracts）、バンドルボン県、ロ

という動きが活発化した（日下部 2007）。

ワンチョリ郡にあるクミ村落ロンタン村を直接訪

国際協力銀行（2002）の報告によると、
ノンフォー

問し、そこの世帯主を対象に世帯人数、世帯収入、

マル教育の初等教育プログラムの大半が NGO によっ

世帯構成員の学歴等についての半構造化インタ

て提供されていることが明らかにされている。特に、

ビューを 1 人 1 時間程度、合計 16 人に実施した

バングラデシュ最大の NGO である BRAC が実施し

（図１参照）
。また、オントン村にある公立小学校、

ているノンフォーマル教育は、世界の中でも優れた

ロンタン村にあるノンフォーマル小学校において、

成功例として挙げられており、国際社会からも注目

学校関係者等に対しては、インタビュー調査をする

されている。そのため、UNICEF の委託を受け、国

とともに、授業風景の参与観察を実施した。

7）

内のみならず多くの国で実施している 。BRAC の

使用言語は、調査対象者の言語能力と希望に応じ

ノンフォーマル教育は 1985 年から始まり、2010 年

て、ベンガル語、ムロ語あるいは、クミ語で実施し

までに BRAC の学校数は 37,000 校、就学前教育施

た。なお、民族語の通訳として、バンドルボン市内

設 24,000 校、在校生だけで 185 万人、卒業生 380

の大学 2 年生のムロ男性と、村人で中学を卒業し

万人を出している（BRAC2009）。また、BRAC の

ておりベンガル語を話すことができるクミ男性の 2

初等教育学校の卒業率は 93％と、公立学校に比べて

名が同行した。

圧倒的に高く、このすべての卒業生全員が公立中学

世帯主に対するインタビュー調査での質問項目

校へ入学している（BRAC2010）
。このような量的に

は以下の通りである。

も質的にも十分な実績を積み上げている BRAC は、

1）世帯主に関する質問

政府とのパートナーシップによって、ナショナルカ

① 名 前、 ② 年 齢、 ③ 結 婚 し た 年 齢、 ④ 職 業、

リキュラムを補完する存在から、保証する存在へと

⑤給料、⑥学歴、⑦使用可能な言語

変貌を遂げていることが分かる（日下部 2007）
。
また、BRAC は少数民族に対する取り組みである
Education for Indigenous Children も 2001 年から実施

2）世帯人数、子どもの人数
3）宗教
4）世帯主の妻に関する質問

している。教授言語は少数民族言語で行い、少数民

① 名 前、 ② 年 齢、 ③ 結 婚 し た 年 齢、 ④ 職 業、

族の文化・習慣・日常生活に合わせた教材を独自に

⑤給料、⑥学歴、⑦使用可能な言語

開発し授業で利用している。2007 年までに、2,250

5）子どもについての質問

校を運営し、57,000 人の生徒が通った。現在はチャ

① 名 前、 ② 年 齢、 ③ 結 婚 し た 年 齢、 ④ 職 業、

クマの子どもを対象にしており、チャクマ語でテキ

⑤給料、⑥学歴、⑦使用可能な言語
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6）子どもの教育への考え

UNDP の 2001 年の調査によると、チッタゴン丘陵

①学年、②通っている学校、③通っている学校

地帯における少数民族児童は小学校の早い段階で

の場所、④学校形態、⑤一年間の教育費、⑥子

約 65％がドロップアウトしていることが報告され

どもに求める理想の学歴、⑦子どもに求める最

ている。その原因は、長期間政府と紛争状況にあり

低限の学歴、⑧子どもに求める理想の就職

他のバングラデシュの地域に比べ、教育制度を整備
することが困難であったことが挙げられる。また、

3-2

調査地とクミの概要

和平協定締結後も山岳地域のため通学の困難さや、

(1) 調査地概要

貧困問題、教員の質の問題に加えて、彼らの母語と

チッタゴン丘陵地帯は、バングラデシュ東南部に

は異なるベンガル語での学習や教科書を使用する

位置し、アラカン山脈につながるバングラデシュ唯

ため内容を理解できず学習への困難さが影響し中

一の丘陵地帯である。カグラチョリ県、ランガマティ

退につながっていると考えられている（CHTDF −

県、バンドルボン県の 3 県から成り立っており、国

UNDP2009）。

土の 10％にあたるこの場所では、古くからモンゴロ

調査地である「キニテウシュシュショドン」のあ

イド系の先住民が焼畑農業を中心に生活を営み、デ

るロンタン村は、バンドルボン県の主要市であるバ

ルタ地帯に居住する多数派のベンガル人とは異なる

ンドルボン市からバスで 1 時間半の後、徒歩 30 分

文化を営んできた。この地域に住む人々の起源につ

を要する。現在は 19 世帯が暮らしているが、その

いては不明な点が多く、インド北部、中国南部の地

うちの 3 世帯ではインタビュー調査を実施しなかっ

域から南下してきた民族とミャンマー方面から北上

た。その理由は、そのうちの 1 世帯はボン世帯で、

してきた民族が入り混じって居住していると考えら

村に家はあるがバンドルボン市内に移住している世

れている。人口の一番多いチャクマに続き、マルマ、

帯であり、また残りの 2 世帯は宣教師として 5 年前

ムルなど 11 の民族（13 ともいわれる）
、約 60 万人の

からロンタン村に暮らすボン男性の 1 人暮らし、ム

少数民族が生活を営んでいる ( ジュマ・ネット 2015)。

ロの高齢男性の 1 人暮らしであり、調査対象外で

チッタゴン丘陵地帯は、バングラデシュ独立翌年

あったためである。19 世帯を民族別にみると、クミ

の 1972 年から 1997 年の 25 年間政府と紛争をして

世帯が 17 世帯、ボン・ムロの単身世帯が各 1 世帯

いた地域であり、開発から取り残されている地域で

ずつである。また、宗教別にみると、仏教世帯が 6

ある。教育開発も他の地域と比べ遅れており、公立

世帯、キリスト教世帯が 12 世帯であり、キリスト

学校の設立は 60％未満である。3 県の中でも特にバ

教世帯の割合が高い 。電気や水道はない。近年ソー

ンドルボン県は、教育開発が遅れており、40％以

ラーパネル

上の地域（1,554 村）には学校設備がない状況であ

ンタン村では 10 世帯がソーラーパネルを持ってい

る（Zabarang Kalyan Samity2014）。 ま た、CHTDF-

る。ソーラーパネルを持っていない世帯は、
アルコー

8）

（出典）ジュマ・ネット 2018
図１
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9）

を所有する世帯が増えてきており、ロ

バングラデシュにおける少数民族に対するノンフォーマル教育の役割

ルランプを使って灯りをともしている。水は、村か

ミの S 氏、教員 A 氏、B 氏の 2、食事を作るスタッ

ら歩いて 20 分ほどの場所に湧き水をためている場

フ C 氏の合計 4 人体制である。また、運営は S 氏

所があり、村人はその水をひょうたんや使いまわし

を中心に、ロンタン村の村長をはじめとする村人ら

のペットボトルに入れ家に持ち帰る。1 日 2 回程水

で形成されている村内組合によってなされている。

汲みは行われており、主に女性の仕事とされる。
ロンタン村は、バングラデシュにあるクミの村

S 氏は、モユ村 12） 出身のクミの男性であり、現
地 NGO モノゴール

13）

のコーヒープロジェクト責

42 村のうちバンドルボン市内から一番近いため、

任者である。普段はバンドルボン市内に住んでいる

クミの村の中ではベンガル社会や他の民族との交

ため、キニテウシュシュショドンには 2 〜 3 か月に

流、村人が実際にバンドルボン市内へ出ていく機会

1 度訪問し、運営状況の確認や、職員 C 氏への給料

が比較的多い。また、ロワンチョリ郡におけるクミ

を支払ったりしている。学歴は高校卒業である。母

のリーダーである K 氏の家もこの村に位置してい

語のクミ語に加えて、ムロ語、マルマ語、チャクマ

るため、中心的な位置づけがなされている。しかし、

語、ベンガル語を使用することができる。S 氏は高

今回調査を実施した 3 つの村のうち 1 番教育水準

校卒業後、現地 NGO ムロチャットのプロジェクト

が高いわけではなく、公立小学校は設置されていな

スタッフとして仕事をしながら、村の発展のための

い。この村に学校が始めて設置されたのは 2010 年

取り組みを行ってきた。キニテウシュシュショドン

であり、この小学校は村人たちの手で作られたノン

建設時より、現地 NGO ムロチャットに対するサポー

フォーマル学校である。また、親世代は 30 人中就

トを要請し、現在は主に教員の派遣や給料等の面で

10）

と、就学率は僅か 13.3％

の支援がなされている。このように S 氏は他民族

であるのに対して、子世代になると就学率が 49.4％

間や NGO といった外的資源とクミコミュニティー

と、飛躍的に向上している（田中・加野 2018）。

を繋ぐ役割を担っている。

学経験のある者が 4 人

学校設立当時から教員をしているクミの男性教
(2) キニテウシュシュショドンの概要

員 A 氏は、ロワンチョリ郡内にあるサンキン村出

キニテウシュシュショドンが設立されたのは

14）

身

のクミである。使用できる言語が、クミ語、

2010 年であるが、2007 年ごろから村の中で就学経

ムロ語、マルマ語、ベンガル語と多様である。授業は、

験のある者が、子どもたちに勉強を教える機会を設

主にベンガル語を使用するが、児童の理解度によっ

ける等と、その前身があったことが村人に対するイ

てそれぞれの民族語も使用している。もう 1 人の教

ンタビューから確認されている。

員は、現地 NGO ムロチャットからの短期派遣教師で

現在の校舎は、竹と木とトタンからできており、

あり、マルマの女性教員 B 氏である。使用言語はマ

2010 年から現在までに雨風で 3 度崩壊している。そ

ルマ語とベンガル語である。食事を作るスタッフは

のたびに教職員や村人が修理を行っている。寄宿寮

マルマ男性 C 氏であり、使用言語はマルマ語とベン

は、トタンの建物があったが、3 年前の雨季で崩壊

ガル語である。職員間でのミーティングでは、マル

したため、学校の横にある村内で唯一のコンクリー

マ語を使用することが多くみられた

ト建築物である保健センターを現在使用している。

A 氏、B 氏、C 氏は、学校内に住んでおり、A 氏、B

学校の敷地は村人によって用意されたものであ
る。NGO が運営するノンフォーマル学校には独自

15）

。また、職員

氏は寮の管理や子どもの世話も並行して行っている。
職員の給料については、S 氏は無償で学校運営に

のカリキュラムやテストを用いるところも多いが、

関わっている。設立以来教員 A 氏、B 氏に対する

キニテウシュシュショドンにおいては、政府のカリ

給料の支払いはムロチャットから行われている。そ

キュラムとテキストを採用している。しかし、ロン

の理由は、前述したように S 氏が「ムロ及びクミ

タン村はキリスト教徒が多数派であるため、バング

に対する教育支援プロジェクト」資金を得ており、

ラデシュの週末である金曜日に学校を休み

11）

にす

16）

月額 1 人に対し 5,000TK

が支払われている。この

るのではなく、日曜日を休みにしていたり、焼き畑

額は、公立小学校の教員の月収約 20,000TK と比較

農業の開始時期や収穫時期には学校を長期休みにす

すると約 4 分の 1 であり、決して高い月収であると

る等、地域の実態に合わせて運営がなされている。

は言えないことが分かる。C 氏に対しては、S 氏が

職員は、学校設立者であり現在は経営者であるク

独自に資金集めをしており、月額 3,000TK が支払
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われている。しかし、現地 NGO ムロチャットも資

は「とりあえず」という形で、
近くにあるキニテウシュ

金集めに苦労しているため、毎月確実に教員 A 氏、

シュショドンへ入学させ、その後親戚や知人を頼っ

B 氏は給料を得ることができるわけではなく、2017

て、寄宿制の学校で奨学金をもらうことができたり、

年においては、12 か月中 8 か月のみの給料の支払

無償で教育及び寝食ができる学校を探し転校させる

いであったことが教員に対するインタビューから

生徒が多いこと、寄宿している児童の場合は、寮費

明らかになった。また、C 氏に対しての給料も毎月

が支払えなくなり退学してしまうことが挙げられる。
授業料は、通学生、寄宿生共に年間 1,000TK で

払われているわけではなく資金集め次第である不

あり、寄宿生は寮費として月 400TK、米を 15㎏納

安定さを抱えている。
キニテウシュシュショドンには現在、就学前〜

めている。主に、寮費は食費として使用されており、

小学校 5 年生までの 53 人の児童が在籍している。

寄宿生の給食は 1 日 2 食であり、朝と夕方に食べて

表１の通り、クミの児童は 28 人、ムロの児童は 24

いる。しかし、寮費を毎月確実に納めることは、寄

人、マルマの児童は 1 人である。また、53 人のうち、

宿生の保護者にとって困難であり、寮費の支払いを

ロンタン村から通っている児童は 20 人、寄宿して

滞っている世帯も多い。そのため、給食のために使

いる児童は 33 人と、村内から通ってくる児童より

用する塩や香辛料などの調味や米、野菜、卵といっ

も、村外寄宿児童のほうが多い。

た食材をバンドルボン市内で購入する際には、つ

入学することのできる民族を特に定めているわ

けでの支払いをすることもあるとのことであった。

けではないが、これまでに在籍したことのある児童

しかし、この問題は、保護者側の問題だけではなく、

を民族別にみると、クミ、ムロ、マルマの 3 民族で

教員側にも問題があることが分かった。現在教員 A

ある。学校がクミの村にあるため、クミの子どもが

氏、B 氏は授業に加え、寮の子どもの世話も 2 人で

入学するのは自然である。ムロはクミと文化等が類

管理しているため、会計処理まで手が回っておら

似している点が多くあり、お互いに交流する機会が

ず、どの世帯から何か月分寮費が支払われている

多いことに加え、教員 A 氏がムロ語を話すことが

のか把握していないことが A 氏、B 氏に対するイ

でき、ムロの保護者と学校側とのやり取りをスムー

ンタビューから分かった。この点を学校設立者の S

ズに行うことができるため、ムロ児童も多く在籍し

氏や村長も課題に感じており、2019 年からは村か

ている。また、マルマは、この 8 年間で 2 人のみ在

ら 2 人の若者（うち 1 人は中学卒業、1 人は就学経

籍しておりこの 2 人は兄弟である。

験なしだがベンガル語の読み書き及びムロ語が使

表 1 から分かるように、就学前と 1 年生の児童人
数が合計で 27 人とあり、生徒全体の約半数である

用可能である）が、会計の担当をすることが村民会
議で決まったと述べていた。

50.9％をこの 2 つの学年が占めている。この理由は、

このように、運営においては様々な課題が見られ

2 つある。ロンタン村に暮らすクミ世帯の場合は、

るが、ロンタン村の村人らは自分たちの村に学校があ

村内にあるキニテウシュシュショドンの運営状況や

ること自体に誇りを持っていることがインタビュー

教育カリキュラム等を知っているため、１年生まで

や普段の様子から伺うことができた。例えば、校舎

表1

キニテウシュシュショドンの児童
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（注）（ ）内はロンタン村から通っている児童数。
（出典）インタビューをもとに筆者作成。
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が崩壊した際などには木や竹を切ってきたり、子ど

また、寮に寄宿している子どもは、朝 6 時ごろに

もたちの給食のために野菜を分けたりと、各々がキ

起きだし、朝ごはんの準備を手伝ったり、上級生は

ニテウシュシュショドンに対して可能な形でボラン

下級生の面倒をみたりする。7 時半に朝ご飯を食べ、

タリー・アクションを起こしていることが分かる。

学校が始まるまでは村から通っている子どもに混
ざって、友達と遊んでいる姿をよく見かける。授業

（3) キニテウシュシュショドンの子どもたちの生活

が終わると、村の子どもと同様に水浴びをしたり、

キニテウシュシュショドンに通う子どもたちの

昼寝をしたりして過ごす。また、友達について村へ

生活は、村から通ってくる子どもと、寄宿している

行く寄宿生も多く、夕食を取る 6 時までは各自自由

子どもによって異なっている。

に過ごしている。

まず、村から通っている子どもの生活について述

このような、村の子どもや寄宿している子どもに

べる。多くの子どもたちは朝 5 時ごろには起きだし、

対して、村の大人たちは、勉強ができる環境にはい

母親について水汲みへ行ったり、祖父母と共に家畜

ないため、チャックリ（給料をもらうことのできる

の世話をする。また、幼い兄弟がいる場合は主に姉

仕事）につかせるためには、村の外の学校に出す必

が、兄弟を背負い、家の周りを散歩する。朝ごは

要があるが、まだ小さいため親元で過ごさせたい。

んができるまでは、近所の親戚や友達同士で遊び、

といった意見を述べている。

6 時半ごろになると家からの呼びかけの声が聞こえ
るため、それぞれに家に帰る。1 日に食事は 2 回の

3-3

調査結果

現在ロンタン村の、子世代の人数は 91 人である。

家が多いため、おなかがすかないようお米をたくさ
ん食べる。学校が始まるのは 8 時半からであるが、

そのうち現在就学していない者が 47 人、就学して

子どもたちは朝食をすませると、身支度をし、7 時

いる者が 44 人となっている。

ごろから連れだって登校する。村から学校までは

現在就学していない者のうち、就学経験が一度も

15 分ほどである。学校につくと、子どもたちは寮

ないものは 29 人、
就学経験があるが現在結婚したり、

の近くで遊んで授業開始を待つ。学校は 8 時半から

経済的問題を抱えたりし就学をやめたものが 6 人、

9 時の間に朝礼があり、9 時から 12 時半までの間が

就学年齢に達していない幼児が 12 人となっている。

授業である。授業が終わると村へ帰り、昼寝をする。

表 2 から分かるように、現在就学している者は

昼寝が終わると、水浴びをしたり、友達と遊んだり、

44 人であり、中学生以上が 13 人、就学前及び小学

夕食の手伝いをする。宿題は出ないことが多いた

生が 31 人である。中学生以上の 13 人をさらに細

め、村の子どもたちが宿題をしている姿はあまり見

かく見ていくと、キニテウシュシュショドンに入学

ることがなく、夕食後は家族団らんの時間を過ご

したのち 5 年生まで在籍し、卒業した者が 4 人。キ

し、夜 9 時には寝ている。

ニテウシュシュショドンに入学したのちに転校し、
表2

ロンタン村の子世代
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（注）（ ）内の数字は女子の人数
（出典）インタビューをもとに筆者作成。
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転校先で卒業した者が 4 人。キニテウシュシュショ

ウシュシュショドンには、クミの教員がいるため、

ドン以外の小学校へ入学した後に転校し、転校先で

子どもがクミ語で授業を受けることができ、挫折せ

卒業した者が 1 人である。次に、就学前及び小学生

ずに学びを続けることができた。キニテウシュシュ

31 人をさらに細かく見ていると、キニテウシュシュ

ショドンのおかげで中学校へも進学をすることが

ショドンに入学し、現在も在籍している者が 21 人。

できた。
」と、インタビュー内で何度も言っていた

キニテウシュシュショドンに入学したのちに転校

のが印象的であった。また、この No.1・No.2 の子

した者が、5 人。キニテウシュシュショドン以外の

どもの父親同士は兄弟関係である。そのため、小学

小学校に入学し現在も在籍している者が 4 人。キニ

校卒業後はダッカにあるクリスチャン系の同じ中

テウシュシュショドン以外の小学校に入学したの

学校へ子どもを進学させている。

ちに、転校した者が 1 人である。

No.3 の子どもの父親は、
「子どもが 7 人おり、長男

また、表 3 から分かるように、現在の子世代にお

と次男を寄宿舎学校に入れており、他の子どもには

いてキニテウシュシュショドンに入学し、卒業まで

そこまで教育費をかけることが経済的に難しいと感

在籍した子どもは 3 人である。この 3 人の子どもの

じ、村の学校に通わせることにした」と、述べていた。

世帯主である父親に、多くの村人が子どもを他の学

このように、現在は入学した子どもが小学校卒業

校に転校させている中、キニテウシュシュショドン

である 5 年生まで在籍した人数は 3 人と少ないもの

に卒業まで子どもを在籍させていた理由を尋ねた。

の、様々な事情を抱える世帯や子どもにとってのセー

No.1・No.2 の子どもの父親は、
「ミャンマーからの

フティーネットとしての機能をキニテウシュシュ

移住者であったため、ベンガル語を話すことができ

ショドンがはたしている事を確認することができた。

ず、他の学校を探すことも難しかった。そのため、

また、バングラデシュでは、学年末試験に合格し

転校することははじめから考えていなかった。」と、

なければ進級することができないが、これらの進級

述べていた。特に、2 の子どもの父親は「2016 年に

試験は、学校によってそれぞれである。

ミャンマーから移住してきており、その時点で小学

表 4 から分かるようにキニテウシュシュショドン

校就学時期を過ぎた子ども 2 人にどのようにベンガ

に入学した後転校している者が、現在中学以上の

ル語を勉強させるか悩んでいた。しかし、キニテ

子どもと、小学校在籍中の子どもを合わせて 9 人

表3

キニテウシュシュショドンに入学し卒業まで在籍した子どもについて

1R ࡑݳָ೧ พ

ཀྵ༟
ϝϡϱϜʖ͖ΔҢे͢ͱͪͪ͘ΌɼϗϱΪϩ͗ޢ͖Δ͵͏Ͳ



೧ਫ਼



ଠָߏΝ୵ͤ͞ͳࠖೋͲ͍Ζ͢ɼࢢʹͺͬ͘Ξͳห͘Ͳک
ͱ͏Ζͳ͖ͪͣ״Δɽ



೧ਫ਼





೧ਫ਼



ϝϡϱϜʖ͖ΔҢे͢ͱͪ͘ͳ͘ͶͤͲͶࡂͲ͍ͮͪ͗ϗϱΪ
ϩ͗ޢસ͚Ͳ͘͵͏ୌͫͳͣ״ɼमָͦͪ͠ɽ
ௗʀ࣏ͺرॕָࣹߏͶΗͪͪΌɼگүඇ͖͖͗ͮͱ͏Ζͪ
ΌɼࢀͶ͖͜ΖگүඇΝঙ͵͚͖ͪͮͪͪ͢Όɽ



（出典）インタビューをもとに筆者が作成
表4

キニテウシュシュショドンを転校した子ども 17）

1R

ָ೧

พ

ΫωτΤΝߏָͪ͢೧

ߏͲฦָͪ͢೧

ฦָߏझྪͳॶ

گүඇʤ೧ؔʥ

ฦͦͪ͠ཀྵ༟



೧ਫ਼

ঃ

೧ਫ਼

೧ਫ਼

έϨηοϡϱߏָཱིࢴܧʤξρΩʥ



ଞָߏΓΕ͏͏ָߏͶ௪Κ͖͖ͦͪͮͪΔɽ
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೧ਫ਼

೧ਫ਼

ώϱχϩϚϱࢤཱིঘָߏʤώϱχϩϚϱࢤʥ
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೧ਫ਼



೧ਫ਼

೧ਫ਼
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೧ਫ਼

ঃ

೧ਫ਼

೧ਫ਼
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ฦָߏͶָͤΖͳৱඇໃঊ͖ͫΔɽ



೧ਫ਼
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೧ਫ਼
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೧ਫ਼

ঃ

೧ਫ਼
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೧ਫ਼

೧ਫ਼

ࠅཱིϧϜέϭϱνϱָߏʤϧϜࢤʥ
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（注）（ ）内の数字は女子の人数
（出典）インタビューをもとに筆者作成。
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バングラデシュにおける少数民族に対するノンフォーマル教育の役割

いる（表 2 の網掛け部分）
。このうちキニテウシュ

制度としての役割が多くの場所で今も求められて

シュショドンを転校した学年に転校先の学校でも

いる。しかし、ノンフォーマル教育はセーフティー

う一度在籍している者が、8 人である（表 3）。表 4

ネットとしての役割が求められていることは確か

の No.3 の 1 人のみがキニテウシュシュショドンを

であるが、多くの報告から課題とされているように

転校し、編入した小学校で 4 年生年として入学が認

（JICA2004：丸山・太田 2013）、教育の質の向上へ

められている。この 8 人の状況から、キニテウシュ

の取り組みも求められている。

シュショドンでの進級試験に合格したものの、編入

本研究においても、インタビュー実施人数は少な

先の小学校では学力不足であるとされ、進級するこ

いものの、現金収入が少ない小規模少数民族クミ世

とができていないことが分かる。

帯においても教育に求めているものが、量的なもの

また、9 人の子どもの父親に転校をさせた理由を

から質的なものへと移行していることが明らかに

尋ねたところ、大きく 2 つの意見が挙がった。1 つ

なった。今後、キニテウシュシュショドンが、村社

目は、奨学金をもらえる学校が見つかったためとい

会にとって有用性を保つようになるためには、現在

うものであり、4 人がこの意見であった。これらの

のセーフティーネットとしての教育保証の段階か

奨学金は、学費のみならず、食事を含む寮費をも学

ら、質の高い教育の保障の段階へと移行することの

校側が負担するということであり、子ども 1 人分の

重要性があると考えられる。

食費が家庭で負担しなくてもいいというメリット

しかし、村人や有志によって、ボランタリー・ア

もあるため、村人は奨学金で子どもを学ばせること

クションとして設立され運営がなされているキニ

ができる手段を得ると積極的に転校させる傾向に

テウシュシュショドンの現状は、公立校小学校の教

あることがインタビューからも分かった。

員と比べて低賃金働く教職員や、村人からの給食提

2 つ目は、よりよい教育を子どもに受けさせたい

供や学校修繕などに依拠している。コミュニティの

という意見であり、4 人がこの意見であった。村人

ボランタリー・アクションに依拠して運営されてい

らの中には金銭的に余裕がなくとも、子どもを質の

るキニテウシュシュショドンが質の高い教育を目

高い教育を受けることができる学校に入学させた

指していくためには、政府や国際機関等と連携し資

いと考え、授業料や寮費を負担してでも村外の寄宿

金面や人材面の保証が必要になってくるであろう。

寮のある学校に入れる世帯の存在も確認すること
ができた。

5．おわりに
本研究においては、バングラデシュ・チッタゴン

4．クミの村におけるノンフォーマル教育
の役割
調査対象のキニテウシュシュショドンにおいて、

丘陵地帯における小規模少数民族クミ村落のノン
フォーマル教育学校の役割についての検討を試み
た。EFA 達成間近のバングラデシュにおいて、ク

ノンフォーマル教育は、多様な背景をもつ村人たち

ミの就学率は 2008 年に僅か 12％という衝撃的な数

に対して読み書きそろばんといった、セーフティー

値であったが、現在村人らは様々な教育戦略を世帯

ネットとしての教育へのアクセスという側面では、

ごとに強かに打ち出していることが分かった。

大いにロンタン村やその周辺の少数民族村落への

村人たちの手によって設立されたノンフォーマ

成果を挙げていることがインタビューから分かる。

ル学校キニテウシュシュショドンは、現在財政や管

その一方、学年が上がるごとに他の学校に転校させ

理体制に困難を抱えているものの、これまで教育

たり、転校先の学校ではキニテウシュシュショドン

を受けることができなかったクミの人々にとって、

で就学していた学年に再度編入している実態から、

自分たちの学校が村にあること自体に誇りを持っ

教育の質に対する課題が残されていることが分かる。

ている者も多く、クミだけでなくムロの子どもも在

大橋（2005）が指摘しているが、ノンフォーマ

籍していることから、自分たちの取り組みが少数民

ル教育に対しては、フォーマル教育の補完的教育、

族コミュニティにおいて教育機会の拡大に貢献し

しいては貧しい人向け、ドロップアウトした人たち

ているといった前向きな意見も多く聞かれた。この

向けの教育という認識も根強く残っており、セカン

意味は非常に大きいことに間違いなく、ボランタ

ドチャンス及び、セーフティーネットとしての教育

リー・アクションとしてのノンフォーマル教育が功
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奏していることが分かる。

民族名に「族」を使わない方針をとる。

その一方で、村人に対するインタビューからは現

3） モンゴロイド系の 11 民族（チャクマ・マルマ・ト

在のセーフティーネットとしての教育保証の段階

リプラ・トンチョンガ・ボン・ルシャイ・パンクワ・

から、質の高い教育の保証の段階へとキニテウシュ

キャン・チャック・ムロ・クミ）
、約 60 万人が暮ら

シュショドンが移行していくことを望んでいる実

している。この 11 民族を総称しジュマ（Jumma：ベ

態が分かった。こうした実態に寄り添うためには、

ンガル語で焼き畑をする人々）という名称は、民族

バングラデシュ政府や国際機関等がクミといった

意識を高めるために 80 年代頃につくられた造語で

小規模少数民族の動向まで調査をし、コミュニティ

ある。しかし、この総称が使われるようになった歴

によるボランタリー・アクションと政策の連携を、

史は浅く、11 のすべての少数民族が自らをジュマと

このような僻地においても実現するような動きを

思っているわけではなく、どちらかと言えばそれぞ

見せることが必要になってくるだろう。

れの民族名で呼ばれることを望む（下澤 2018）。また、

今後は、バングラデシュにおけるクミ村落での悉

古くからは「パハリ（山の民）」という総称が使わ

皆調査を進め、クミ全体への把握を行うとともに、

れており筆者がフィールドワークを実施する最中は

各世帯個別の事例から、小規模少数民族クミの教育

この総称を少数民族自らが使用している場合が多く

制度受容の実態をさらに浮き彫りにしていきたい。

みられた。
4） キニテウとは、クミ語で日の出という意味がある。
5） クミは、ミャンマーとバングラデシュ両国に暮らし

謝辞
現地調査に協力してくださった、ロンタン村を
はじめとするクミの方々に心より御礼申し上げま

ており、国境間での行き来がなされている。
6） バ ン グ ラ デ シ ュ の 人 口 は 1980 年 が 81,470,860 人、

す。本稿は、国際ボランティア学会第 19 回大会で

1995 年 が 118,706,871 人（United Nations Department

筆者が発表したものに、加筆・修正をしたものです。

of Economic and Social Affairs Population Division

ご意見、コメントを下さった出席者の皆様並びに、

2017）。

本稿の執筆にあたり貴重なご助言を賜った指導教

7） BRAC はバングラデシュ以外に、現在アフガニスタ

員の加野芳正教授（香川大学）、そして、日下部達

ン、リベリア、ミャンマー、ネパール、パキスタン、

哉准教授（広島大学）、小方朋子准教授（香川大学）、

フィリピン、スリランカ、南スーダン、タンザニア、

松井剛太准教授（香川大学）、ポール・バテン准教

ウガンダで活動を展開している。

授（香川大学）への感謝を申し上げます。
また、本研究は日本科学協会の「2018 年度 笹川
科学助成」による助成を受けたものです。

8） クミの宗教は、かつてはアニミズムに基づく土着信
仰であったが、現在は主にキリスト教、仏教、クラ
マー教（ムロの独自宗教である）に分類することが
できる。進行する宗教は世帯によって異なり、同じ

【注】

村内に住んでいても親世帯はクラマーだが、息子世

1） 就学率 9 割を超えた後に表面化する極端に就学が困
難な子供たち。バングラデシュ政府は、①女性が世
帯主の子ども②働いているこども③ストリートチル
ドレン④特別なニーズをもった子ども（障害児）⑤
少数民族、少数民族言語の子ども⑥僻地に住んでい
る子どもを挙げている（金澤 2013）。
2） 一般に民族や国家などを構成する集団を表すのに
「族」

132

帯はキリスト教である等が多くある。
9） ソーラーパネルの値段は様々であるが、15,000TK
( 約 20,000 円 ) のものを購入している世帯が多い。
10） 4 人とも父親であり、小学校 2 人、中学校 1 名、高
校 1 名である（田中・加野 2018）。
11） バングラデシュは、ムスリムが大多数の国のため、
礼拝の曜日である金曜日が大切にされている。その

と「人」が用いられる・寛容としては、近代国家を作

ため、政府機関等の週末休みは金曜日と土曜日と

り上げた集団を「人」で表現し、
かつて「未開」とされ、

なっている。

国家形成をしなかった集団を「族」であらわすことが

12） ロンタン村から徒歩約 7 時間の山岳道に位置してい

多い。しかし、本論文においては「世界の民族に優劣

る。2018 年 3 月に村が 2 つに分離しているため、
「昔

をつけずにそれぞれの文化は同等であるとするのが

からあるモユ村」
「新しいモユ村」と、呼ばれている。

現代の文化人類学の立場である」
という見解に賛同し、

これら 2 つのモユ村を合わせての世帯数は、24 世帯
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と、ロワンチョリ郡のクミの村の中で一番世帯数の

SURVEY OF CHITTAGONG HILL TRACTS. Chittagong

多い村である。村が分かれた理由は村長の世代交代

Hill Tracts Development Facility UNDP Bangladesh

が旧村長の病死で行われたが、現在の村長がピーナ
ツ栽培を世代交代後にはじめ、商売が軌道に乗って

（CHTDF-UNDP）
Chowdhury, A Mushtaque R .2002. RENEWED HOPE

いるため力を入れており「昔からあるモユ村」よりも、

DAUNTING CHALLENGES State of Primary Education

川べりのピーナツ農地に近い場所に村を作りたかっ

in Bangladesh, Campaign for Popular Education.

たからではないかと、筆者は推測している。その理

独立行政法人国際協力機構国際協力総合研究所（JICA）.2005.

由は、
「新しいモユ村」へ移住しなかった 6 世帯はピー

ノンフォーマル教育支援の拡充に向けて . JICA 独立

ナツ農地を持っていないためである。また、村長か

行政法人国際協力機構 .

らの村人への説明は、村に悪霊が取り付いているた

外務省．2017．「諸外国・地域の学校情報」. 外務省（https://

め、新しい村に移る必要があるとのことであり、村

www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/01asia/

人は引っ越し理由を筆者にもこのように語った。

infoC11100.html, 2018.9.16）.

13） チッタゴン丘陵地帯ランガマティ県ランガマティ市

ジュマ・ネット . 2015. チッタゴン丘陵地帯白書

バング

内にある少数民族のための寄宿舎学校を運営する

ラデシュ・チッタゴン丘陵地帯の先住民族

紛争・

NGO。1975 年にチャクマのお坊さんによって設立

人権・開発・土地問題 2007 〜 2013. ジュマ・ネット .

された。チッタゴン丘陵地帯系の少数民族コミュニ

ジュマ・ネット . 2018.「チッタゴン丘陵問題とは」. ジュ

ティの中で中心的な役割を担っている。
14） ロンタン村から徒歩約 2 時間の山岳道に位置してい
る。現在クミ 18 世帯が暮らしている。
15） チ ッ タ ゴ ン 丘 陵 地 帯 の 少 数 民 族 の 中 で 一 番 人 口
が 多 い の が チ ャ ク マ 239,417 人（BANGLADESH
BUREAU OF STATISTICS1994）、次がマルマ 142,334
人（BANGLADESH BUREAU OF STATISTICS1994）
である。しかし、バンドルボン県においては、かつ
てマルマ王が治めていた土地であり、現在も人口の
多数をマルマが占めているため、他の少数民族で
あってもマルマ語が話せる人が多くいる。また、マ
ルマ以外の他の少数民族同士の会話（クミとボンな
ど）でもマルマ語がつかわれている。
16） 1TK ＝ 0.74 円（2018 年 11 月時点）
。
17） インタビュー実施順に掲載。
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Roles of non-formal education amongst ethnic minority groups in Bangladesh :
Focusing on one of the smallest ethnic minority groups, the Khumi
Shiho Tanaka
(Graduate School of Kagawa University)
This paper examines the roles of non-formal education of ethnic minority group in Bangladesh.
Bangladesh has made dramatic strides in expanding and improving primary education. However, Last 10% problem is
still hear. Many ethnic minority children in the Chittagong Hill Tract (CHT). Especially Khumi one of the smallest ethnic
minority group people’s situation is difficult. Their school attendance rate was only 12% in 2009.
Since 2010, Rongtang village’s Khumi people established one non-formal primary school. The school carry out as a
safety net to ensure educational opportunities.
On the other hand, nowadays, Rongtang village’s people seeking for high quality school education. As a result, the school
education has shifted to the stage of guaranteeing high quality education.
Keywords : Bangladesh, Ethnic minority group, Nonformal education
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【書評】
地域保健の原点を探る

杏林書院（2018 年）

『地域保健の原点を探る―戦後日本の事例から学ぶプライマリヘルスケア』
中村安秀 編著

杏林書院（2018 年）
神

地域保健はグローバル化が進む現代こそ脚光を
浴びているが、地域に根付かず期待を裏切ること

谷

保

彦（長崎大学）

なケアやしっかりとした記録など基本的な実践が
国際的に援用可能だとしている。

も多い。昨年 40 周年を迎えたプライマリヘルスケ

第 3 章では、生活改良普及員の支援活動を、保健

ア（PHC）も、その理念と実践に大きな隔たりがあ

衛生分野に焦点を当て振り返り、かまど改善など、

る。地域保健に実証性が求められる今日、本書の

工夫され効果のあった取り組みを抽出している。そ

出版は時宜を適っている。本書は、日本の健康水

の上で、戦後日本の保健向上の特質として、セク

準が飛躍的に向上した昭和 20-40 年代を中心に実践

ター横断的な取り組み、GHQ のような外部者の介

された様々な地域保健活動を取り上げ、現在の低

在、住民と行政とのシナジー関係、カイゼン精神を

中所得国に援用できるか、を議論している。8 章か

列挙している。そのシナジー関係についてトップダ

ら成り、第 1 章「プライマリヘルスケアとは何か」、

ウンな強制的な仕組みでないと論じられているが、

第 2 章「戦後日本における結核対策」
、第 3 章「生

日本人が戦前から継承している自発的な動員姿勢

活改良普及員による健康改善」
、第 4 章「長崎県離

の現れともいえる。

島の開業助産婦」、第 5 章「開拓保健婦の足跡」、第

第 4 章は、長崎の離島の開業助産婦の経歴や活動

6 章「戦後沖縄の地域保健 ― 人材確保と定着化を

を、元助産婦の語りを通して描き出している。助産

めざして」
、第 7 章「戦後日本における母子保健」
、

婦同士、嘱託医との連携を含めた助産活動だけでな

第 8 章「温故知新 ― 過去と対話し未来を開拓する」

く、分娩介助の具体的なエピソードを交え、彼女た

である。第 1 章と第 8 章に地域保健の背景とまとめ、

ちの生き様、住民とのやり取りが活き活きと綴ら

2 章と 7 章に結核対策と母子保健、中段の 3 章から

れ、地域住民から信頼される存在であったことが示

6 章に現場の地域保健活動を配したバランスの良い

されている。

構成で読み継ぎやすい。

第 5 章では、農林省が行った開拓事業の一環で昭

第１章の冒頭では、PHC について、その歴史的

和 22 年から 44 年まで配置された開拓保健婦につい

意義、理念と原則、SDG までの道程を紹介し、地

て、1980 年代の聞き取り調査の元に、開拓者の暮

域保健の基本理念と位置付けている。続けて、戦後

らしに密着した保健活動が描き出されている。開拓

日本の公衆衛生史のなかで戦後混乱期、結核対策、

者に寄り添った個別支援に加え、問題を広く社会的

母子保健、国民皆保険を取り上げ、その過程でみら

に捉える観点も

れた健康改善に関する研究法を、歴史学的記述や比

併せ持ったこと

較研究の可能性と限界に触れながら考察している。

が 強 調 さ れ、 生

そして、保健史から学ぶ方法として、日本の現在と

活環境を整え組

過去に低中所得国からの視点を加えた三角測量に

織化を進めて健

よる複眼視を推奨している。ただ、現在の低中所得

康問題の解決を

国における問題は地域保健を含め、植民地時代の影

目指したことが

響も受けているため、その過去（植民地時代、独立

よく理解できる。

前後）を加えた 4 点測定が必要であろう。

第 6 章 で は、

第 2 章では、国民病として過去猛威を振るった結

戦後沖縄におけ

核に対する保健師の活動、組織的住民参加としての

る地域保健につ

結核予防婦人会活動、結核患者としての当事者参加

い て、1972 年 の

を紹介し、結核対策が地域保健の発展に寄与したこ

沖縄返還までの

とを力説している。1 人の結核患者に対する細やか

米軍間接統治下
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神谷

保彦

の介輔（地域限定の医師助手）や駐在制の公衆衛生

策に繋がるかとして、住民参加の再興、学際的アプ

看護婦の活動に焦点を当てつつ、日本政府下の地域

ローチの重要性、専門職の職業的規範や矜持の基づ

保健行政に関しても詳説している。低中所得国の保

く社会的共通資本としての地域保健の維持が強調

健行政官にみられる援助側に擦り寄る態度と対比

されている。日本でも拡大している健康格差が世帯

し、当時の行政官の住民側に立った態度を特筆して

レベルであることが指摘されているが、低中所得国

いる。さらに、戦後沖縄の保健行政の特質をガバナ

でも健康の地域格差が縮小する一方、世帯間の格差

ンス、公平性、透明性、説明責任、対処能力など現

が拡大している。さらに、SNS など仲間ネットワー

代の行政組織の要件で説明できることを力説して

クが隆盛するなか、地縁の希薄化、共同体の空洞化

いる。

が進んでいるため、もはや地域の凝集性を前提でき

第７章の前半では、戦後日本の主な母子保健施策
として、母子健康センター、乳幼児健診（３歳児

ず、地域保健は本書で描かれた時代になかった困難
さを抱えていることに留意すべきである。

健康診査）、新生児訪問指導などが紹介され、十分

本書から感じられる響きは、「戦後日本」よりも

な制度・予算化や現場実践が母子保健向上に繋がっ

「昭和のエートス」といえる。焼け野原からの出発

たと考察されている。後半では、母子健康手帳につ

という戦後史観に拠るだけでなく、本書で活躍した

いて、その歴史的背景、普及と継続の要因、評価、

人の多くが生まれ育ったのは戦前、戦中であったこ

世界各国の利用が詳説され、住民主体の愛育班活

とを忘れてはならない。恭順さ、律儀さという心性、

動、僻地の無医村であった岩手県沢内村の取り組み

僻地に敢えて行き、人の役に立ちたいという矜持

も紹介されている。まとめでは、日本の母子保健、

は、戦前から続く昭和人のエートスに近い。1970

地域保健が持つ PHC に対する先駆性を指摘し、取

年頃からの物質的充足に伴う便利な消費時代にな

り組みの成功要因として、関係者のリーダーシップ

る前、誰もやるべき仕事があり、自分がしなければ

と情熱を強調している。

他にやる人がいない仕事もあった最後の時代でも

第８章では、日本の地域保健の特質として、現場

あった。また、健康保険を含む多くの保健施策の

主義や自己裁量権を挙げている。自由裁量は、地域

源流が戦前や戦中の総力戦体制にあったことも忘

保健の文脈依存性を考えれば当然であるが、ただ低

却すべきでない。さらに、昭和 20 年代当時は、海

中所得国の脆弱な保健システムで現場スタッフの

外思想によって社会を審判する輸入主義に反発し、

裁量に任せると、制度や職業的規範から逸脱する危

内発的な思想や運動（綴り方運動など）が久野収や

険もあり、システムが堅固な日本で、律儀な日本人

鶴見俊輔らにより称揚されていたため、内在的な智

だったからこそ自由裁量が有効であったことに留

恵や工夫に加え、日本特有の組織体制（官僚制と共

意すべきである。自由裁量は、現在の保健活動との

同体の相補性かつ相似性）が、地域保健に活かされ

違いとして指摘されている具体的な数値目標の未

たのは不思議でない。ただし、そのなかでも、制度

設定とも関係している。現在の数値指標による評価

と現場、国家と住民、公衆衛生と風習や民俗医療と

は、細かい管理で縛り、当時のように何時間も１軒

の狭間で活動を強いられた地域保健従事者の葛藤、

の家に留まり、住民との関係を醸成する時間を持つ

住民からの抵抗があったことには留意したい。

ことを困難させ、また、上から定められた業務に傾

本書は、戦後日本の暮らしや時代性を背景に、地

注させ縦割りを強化し、本章で当時の成功要因とし

域保健活動の様子を浮き彫りにする実証的な記述

て挙げられている「セクターを越えた協働」も困難

を展開し、低中所得国への援用可能性を歴史的、地

にしている。その他、現在の低中所得国との違いと

理的な差異性を勘案しながら的確にまとめている。

して、多くの援助機関がいなかった幸運で、頭脳流

現在海外で地域保健活動している青年海外協力隊

出や引き抜きがなく、重点分野に集中ができ、既存

員や NGO スタッフが、本書に登場する先輩たちの

の資源で遣り繰りすることで、地域の自立に繋がっ

専門職としての矜持に共鳴し、勇気付けられ、現地

たことが強調されている。これは、現在の援助氾濫

のスタッフや人々と協働することから、具体的な応

や断片化の問題として私たち援助側が自省すべき

用が始まるかもしれない。

点である。
最後に、日本の保健医療の軌跡が格差社会への対
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【書評】
「知ること、伝えること、そして行動すること」

『わたし８歳、職業、家事使用人』
日下部尚徳 著、執筆協力

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

藤﨑文子＋京井杏奈＋藤岡恵美子

合同出版（2018 年）
中

村

安

秀（甲南女子大学）

グローバル課題や国際協力に関心をもつ学生が

1972 年に創設され、バングラデシュにおいて、経

大きな書店に行くと、興味を惹起する書籍は少なく

済的、社会的に厳しい状況に置かれた人々や見過ご

ない。しかし、実際に読んだ後に、
「何かしてみたい」

されがちな課題に焦点をあてて活動を続けてきた、

と行動に誘う本は案外少ないものだ。全国の大学で

NPO である。土地なし農民の生活向上を目指した

入学したばかりの医学生や看護学生に尋ねると、国

活動、児童労働への取り組み、少数民族の子どもた

際協力をしたいから進学したという学生は１学年

ちに対する教育支援などを行ってきた。持続可能な

にかならず数人は存在している。しかし、わたしの

開発目標（SDGs）が提唱する前から、「だれひとり

経験では、何かの本を読んで進路を決めたという学

取り残さない」をテーマに地道に活動してきた国際

生は非常に少ない（例外的に、マザーテレサに関す

NPO である。このシャプラニールから提供された

る本を読んだことがきっかけになったという学生

写真や図画がふんだんに使われたレイアウトがす

はたしかにいる）
。一方、アフリカやアジアに関す

ばらしい。

るテレビを見たり、映画を見たりしたことが契機と

世界には 1 億 5200 万人の児童労働者がおり、バ

なり、国際協力をこころざすことになった学生は少

ングラデシュでは 630 万人の子どもたちが働き、そ

なくない。近い将来には、スマホのアプリに感動し

のうち「家事使用人」と呼ばれる子どもが 42 万人

て、国際協力をすることになったという学生に出会

いる。女の子が家事使用人になるのは、貧困だけが

うに違いない。

要因ではない。ダウリ（結婚持参財）や女性への差

本 書 は、 児 童 労 働 に 関 す る 体 験 談 で も な く、

別といった文化や家族関係、親の認識や教育からの

フィールド活動の武勇伝でもなく、大学の先生が書

ドロップアウトなど、さまざまな要因が複雑にから

く上から目線の啓発の書でもない。悲惨な現実を伝

みあっている。また、都会では、子守りと家事をこ

えるだけでなく、同じ地球に暮らす人間として、
「自

なしてくれる家事使用人の女の子は、母親が仕事を

分ならどうするのか」
「自分には何ができるのか」

持つ共働きの家庭にとっては必要不可欠の存在に

を、一緒に考えてくれる伴走車のような書籍に仕上

もなっているという。

がっている。

そういう社会状況の中で、本書の読者は、女の子

出版元の合同出版からは、『ぼくは 8 歳、エイズ
で死んでいくぼくの話を聞いて』
（青木美由紀著）
、
『わたしは 13 歳、学校に行けずに花嫁になる。』（久
保田恭代著）、『ぼくは 12 歳、路上で暮らしはじめ
たわけ』
（国境なき子どもたち著）といった多くの
類書が発刊されている。そのなかでも、『わたし８
歳、職業、家事使用人』は、名刺を羅列するという
インパクトが大きく、出色のタイトルである。
著者の日下部尚徳さんは、バングラデシュのサイ
クロン常襲地域で地道な調査を行ってきた研究者
であり、同時にシャプラニールに高校生のころから
ユースボランティアとして参加した筋金入りのボ
ランティア実践活動家である。シャプラニールは
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中村

安秀

たちが体験する苦しみを追体験する。他人の家に住

いない。

み込み、雇い主やその子どもたちの世話をする。台

若い世代に働きかける機会の多い国際ボラン

所の床で残り物をひとりで食べる家事使用人の 11

ティア会員にとっては、行動することに誘うには何

歳の女の子。雇い主から性的いやがらせを受けた

が必要なのかを考える契機となる、すばらしい書

13 歳の女の子。自由な時間がないなかで、11 歳の

籍である。ちなみに、私は本書をよみながら、
「第

家事使用人の女の子は「遊園地に行きたい」という。

11 回母子手帳国際会議」を主催したタイが 2018 年

本書は、バングラデシュの家庭のなかの家事使用

に改訂した母子手帳を思い出した。タイ保健省は、

人のひとりひとりに焦点をあてたあと、バングラデ

若い人により適切な行動をとってもらいたいので、

シュの児童労働を取り巻く環境を概説し、世界の児

タイの母子手帳に QR コードを付けて動画配信する

童労働の課題への視野が広がっていく。１本ずつの

ようにしたとのことであった。政府がなりふりかま

木に焦点が合っていたのが、次第に樹々の様子が見

わず、印刷物とデジタルの融合により、住民の行動

えるようになり、最後にはうっそうとした森全体の

変容を期待している時代になったのだ。

姿が映るといった、ズーム・アウトの技法である。

あたらしい時代の国際協力における共感と連帯

児童労働という大きな社会問題を最初に提示する

を鼓舞する本として、世代をこえておすすめしたい

のではなく、ひとりひとりの女の子のお話から導入

1 冊である。

することで、抵抗感なく社会の課題に向き合うこと
ができる。
そして、最後の３つの章は、次のような構成に
なっている。
第７章 「子どもが働くのは当たり前」こんな社会
を変えるための５つの方法
第８章

発展途上国への国際協力はどのように
進んできたのか？

第９章 私たちにできることはなに？
書かれていることは、決して斬新で突飛なアイデ
アではない。むしろ、国際協力に携わった人なら、
どこかで耳にしたことのあるフレーズである。しか
し、シャプラニールの長年の経験の蓄積に裏打ちさ
れた説明は、シンプルで明瞭であり説得力が違う。
「本書に登場する子どもたちと同世代である日本の
中学生・高校生でも理解できるよう、できるだけ平
易な表現と解説」を心がけて書かれた文章は、きっ
と日本の子どもたちの心に響くに違いない。
「知ること、伝えること、そして行動すること」
の大切さは、国際ボランティア学会も同様である。
デジタルの時代にあって、「私たちは、なぜ遠くに
暮らすバングラデシュの貧しい人々を助けなけれ
ばいけないのか？」という古くて新しい課題に挑戦
した本書の心意気を高く評価したい。
しかし、本音でいえば、知識の向上、意識の改革
だけでなく、行動変容を惹起するためには、書籍だ
けでは不十分なのかもしれない。映像などを駆使し
たデジタルによる伝達が必要となり、究極には、人
から人へという対面の相互交流が求められるに違
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『青年海外協力隊は何をもたらしたか - 開発協力とグローバル人材育成 50 年の成果』
岡部恭宜 編著

ミネルヴァ書房（2018 年）
福

永

敬（国際協力機構）

本書は当初 2015 年の「青年海外協力隊創設 50 周

次に第 2 部では、
「開発協力の担い手」としての隊

年」（以下「協力隊」と略す）に向けた記念事業と

員について、第 4 章から第 6 章で各国での事例をミ

して、JICA 研究所の「青年海外協力隊の学際的研

クロの視点で紹介しながら、その役割を論じている。

究」プロジェクトとして 2011 年から始まっていた

第 4 章では、協力隊活動を「キャパシティ・ディ

が、多様な社会科学研究者による多面的なチーム研

ベロップメント」という技術協力の視点から捉え、

究という性格もあり、予定より 3 年も遅れて 2018

中米での 3 事例（算数教育事業・藍文化復興事業・

年 5 月にようやく刊行された。

遺跡保存事業）から開発への貢献について論じて

研究チームは JICA 内部の職員や外部の研究者で

いる。

構成されており、その後メンバーの交代や増減は

第 5 章では、協力隊員の活動を「ソーシャル・キャ

あったが 2015 年まで 4 年間継続していた。研究成

ピトル」と捉え、バングラデシュでの予防接種事業

果は JICA 研究所のウエブサイトで英文ワーキング

とホンジュラスでのシャーガス病対策事業から考

ペーパとして順次刊行されたが、青年海外協力隊事

察している。

業が国民参加型の ODA 事業であることから日本国

第 6 章では、「協力隊員の役割と可能性」につい

内にも積極的に還元されるべきと考えて本書が出

て、バングラデシュの初等教育分野での活動事例を

版された。本書の執筆者は学際的研究として広く

通じて「授業研究」を素材に検討している。

人材を集めた結果 20 人に上り、序章に続き 4 部 12

さらに第 3 部では、「人材育成の成果」として第

章で構成され、さらにコラム執筆者の 9 人が執筆し

7 章から第 9 章で隊員の類型化や活動の過程に注目

ている。

して分析し、活動成果の背景にある「落胆や頑張り」

序章においては、「青年海外協力隊の成果を分析

について論じている。

する」という本書の狙いが説明され、次に「国際ボ

第 7 章では、協力隊員の人物像を探るために「意

ランティアとしての協力隊」という立場が表明さ

識調査のデータ」を統計的に解析し、隊員を 6 類型

れ、
「開発協力と人材育成を分析する視点」及び「各

に分類している。

章の概要」が述べられている。
まず第 1 部では、
「青年海外協力隊」
の歴史と制度・

第 8 章では、隊員が当初は太平洋島嶼地域の現地
住民の意識の乏しさに落胆した後に、地域社会や文

組織について、第 1 章から第 3 章で歴史学や政治学

化の個別事情を

のマクロな視点から研究成果を述べている。

理解することで

第 1 章では先ず、1965 年に「日本青年海外協力

人間的に成長し

隊事務局」が設立された経緯について、
「国際的要

ていく過程を分

因」と「国内的要因」の 2 つの歴史的観点で分析し

析する。

ている。また「国際協力」と「青年育成」という複

第 9 章 で は、

数の目的を掲げた背景について政治学の視点から

次に落胆しても

考察している。

成果を上げよう

第 2 章では、協力隊員が開発協力の成果を上げる
条件として、JICA の「現地事務所とボランティア

と努力し続ける
隊 員 に 着 目 し、

調整員」の役割の変遷に焦点を当てて分析している。

「めげずに頑張

第 3 章では、協力隊の短期派遣制度が開発協力や

り続ける力」の

「グローバル人材の育成」にどのように貢献できる

要因を「パネル

かについて、聞き取り調査等で考察している。

データ及びイン
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タビュ ―」により考察している。

ている。

最後に第 4 部では、
「国際ボランティアの国際比

最後に本書の第三の特色は、
「国際ボランティア」

較」として、第 10 章から第 12 章で「アジア型事業

としての協力隊事業の特徴を従来の「欧米型事業」

と欧米型事業」の特徴を比較分析して紹介している。

との比較から進めて、さらに「アジア型事業」の類

第 10 章では、
「アジアの国際ボランティア事業」

型として新たな視点を提供したことで、これは先行

として、韓国・タイ・中国・ASEAN のボランティ

の協力隊事業の研究にはない独自の視点と評価さ

ア事業を紹介し、
「アジア型事業」の特徴を抽出し

れる。

ようとしている。

日本の協力隊事業が創設時から米国平和部隊の

第 11 章では、
「欧米型事業」の代表である米国の

影響を強く受けており、発展段階では英国他の「欧

平和部隊が常に自国の対外関係の影響を避けるた

米型事業」との比較は先行研究でも取り上げられて

めに「非政治性を重視」してきたことを、ラテンア

おり、協力隊事業の特色である「開発協力」と「人

メリカの事例を通して論じている。

材育成」の両立を目指す点が従来から明らかにされ

第 12 章では、また欧米型の先駆けである英国の

ていた。

VSO について、NGO による事業や貧困削減に特化

今回の研究ではさらに後続の韓国やタイといった

した事業目的さらにボランティアの多国籍性とい

「アジア型事業」との比較を含めることで、協力隊

う特徴を分析している。
終章では、各章の議論を踏まえて協力隊事業の成
果を確認するとともに、課題や提言をまとめて今後
の事業について展望している。

事業の「政府事業で開発協力と人材育成を進める」
という特色がこれらの「アジア型事業」の特徴にも
なっている点を指摘した点は新たな成果である。
これまで青年海外協力隊事業は、国内では「協力

先ず本書の第一の特色は、協力隊事業が多種多様

隊」として長年広く国民一般にも親しまれてきた一

な人材が途上国の発展に貢献するという「共通目

方、海外では「JOCV」として特に発展途上国から

標」で協力してきたように、20 人もの社会科学者

高く評価されてきた。

が各自の専門性を生かして、協力隊事業の特色と成

他方 2009 年の民主党政権時代の「行政刷新会議」

果を考察するという「共通目的」で協力してきたこ

で、協力隊事業も独立行政法人への「事業仕分け」

とである。

の対象として厳しく審査され、新しい時代への変革

執筆者の中には大学のボランティア研究者のみ

を求められてきた。

ならず、JICA で協力隊事業や帰国後 NPO 等でボラ

2016 年には、協力隊事業がアジア地域で顕著な

ンティア事業に直接関わった現場経験者が多数含

社会貢献をした個人や団体に贈られる「ラモン・マ

まれる点が特色であり、成果としては従来からの歴

グサイサイ賞」を受賞して国際的な評価が高まる一

史と制度・組織（第 1 部）や国際比較（第 4 部）で

方で、少子高齢化が進む日本社会に適合した制度に

の分析に加え、開発協力の担い手（第 2 部）や人材

変革するために本書の提言や展望は時期を得た内

育成の成果（第 3 部）から分析した点にある。

容である。

次に本書の第二の特色は、協力隊事業の創設時か

実際に青年海外協力隊事務局は 2017 年度の「行

らの目的である①「開発協力」への貢献、②途上

政事業レビュー」等の提言を踏まえて、2018 年 8

国との「友好親善」、③青年の「人材育成」という

月に JICA ボランティア事業を大幅に見直し、秋募

3 つの目的のうち、特に①開発協力と③人材育成の

集から新時代の要請に応える新制度「JICA 海外協

焦点を当て組織や制度といった「マクロな視点」及

力隊事業」に大きく刷新した。

び個人の成長といった「ミクロな視点」の両面で分
析している点にある。

今後の「国際ボランティア研究」においても、今
回の JICA ボランティア事業の大変革が真に時代の

これは協力隊事業の創設時の 3 つの目的が日本社

要請に応えた内容であったかを、海外の現場での実

会の変容に伴って、どの目的に焦点が当てられ制度

践的な研究を進める必要があり、本書の価値は今後

や組織が変化してきたかを分析すると同時に、隊

のこうした研究により更に確認されることを期待

員個人が協力隊体験でどのように変化したかを分

したい。

析することで「人材育成の意義」がより明確になっ
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『非戦・対話・NGO 〜国境を越え、世代を受け継ぐ私たちの歩み〜』
NGO 非戦略ネット 編 新評論社（2017 年）
阿
本学会による 2017 年度の隅谷三喜男賞を受賞し

部

健

一（総合地球環境学研究所）

がついたときから、「非戦」を考えはじめている。

たのは『非戦・対戦・NGO 〜国境を越え、世代を

もともとごく普通の市民である一人一人が、理念

受け継ぐ私たちの歩み〜』の編集委員会の方々で

ではなくそれぞれの経験をもとに考えた複数の「非

あった。同委員会のメンバーは、大橋正明、谷山博

戦」があることを伝えようとしている。

史、宇井志緒利、金敬黙、中村絵乃、野川未央であ
る（敬称略）。

むろん世界の行く末が混沌とし見えにくくなる
なかでは、しっかりとした理念が必要である。ただ

＊

理念はそれ自体が力をもつものではない。理念は、

この受賞記念シンポジウムが 2018 年 6 月 22 日

それを支える一人一人の身体的ともいえる経験と、

に開催された。会場となった聖心女子大学・グロー

理念をめぐる人と人の共感があって初めて世界を

バルプラザには、かつて青年海外協力隊の広尾訓練

動かす力となりうる。「非戦」は、この点でつくら

所があった。あらためて周りを見ると、大通りから

れつつある理念である。

斜めに緩やかに登ってゆく坂になんとなく覚えが

谷山博史さんが「はじめに」で記しているように、

ある。僕は 1981 年の春に一か月ほどここで過ごし

「ただの人」で始まって今も「ただの人」である執

た。協力隊員として、マレーシア・ボルネオ島に赴

筆者たちが、国内外でのさまざまな活動の中で知

任したのは、その年の 7 月末。生態調査という職種

ることになった世界の不条理や構造的暴力。アイ

で、サンダカンの町のはずれにあるセピロック森林

ヌの人たちへの差別と暴力は過去のものではない。

研究所に勤務した。生物好きにとって熱帯はあこが

現代社会は今もあらたに弱者を生産しつづけてい

れの地である。将来、ぼんやりと生物学者になるの

る。そしてその非対称性の中に、善意の援助や教

を考えていたころだが、その後の二年間の熱帯地域

育すらもとらわれて動きを止めてしまう。たとえ

での生活は、結局自分の人生を大きく変えることに

ば、本来どちらにとっても益となるはずの貿易です

なった。

ら、弱い立場の者の生活や命を奪いさる手段となっ
＊

てしまう。亡くなられた村井吉敬さんが「僕はフェ

いきなり個人的なことを記したが、本書の執筆者

アトレードといういい方は嫌いだ。もともとトレー

も、主題である「非戦」の前にまず自分史について

ドはフェアでなければならないじゃないか」と言っ

語っている。それが本書の特徴であり、魅力のひと
つである。というより、
「非戦」について語るには、
まず自分が何者であるかをふり返らなければなら
ないのである。それが極めて重要だと思う。
本書は「非戦」とは何かを明らかにするのが目
的ではない。ひとつの「非戦」があるのではなく、
個人の経験に裏打ちされたそれぞれの「非戦」が
あることを示そうとしている。それは、たとえば
カンボジアやシリアの難民キャンプでの活動の体
験から、あるいは開発援助や教育の現場で感じた
違和感から、生まれたものである。また「沖縄の
問題」が「自分たち日本の問題」であることを知っ
たことから、あるいはヒバクシャでなくても「ヒ
ロシマ」を理解し語ることに意味があることに気
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ていたのを思い出した。本書の意義を認め、出版を

簡単でもある。梶谷真司は、考える方法として「哲

喜んでいる一人だと思う。

学対話」という手法を提唱している。対話は、一人

その村井さんが以前から言っていた「小さな民」
あるいは「ただの人」の役割が、ますます重要になっ
ている。平和構築だけではなく、地球環境問題でも、

で考えるとしんどいことを、みんなで考えることを
可能にする。
対話はつなげてゆくための方法でもある。他者

一人一人の努力が問題を解決できると考えられ始

がいなければ「対話」は成り立たない。相手も「た

めている。平和をもはや国家に託せないように、環

だの人」であると、逆に人と人がつながりやすい。

境問題も、一人一人が、地球と人との未来を考えて、

現代社会を動かすのは、この国境を越えたつながり

生き方やそれを支えてきた価値観を少しずつ変え

である。それは国家という枠組みをもたやすく超え

てゆくことでしか解決できない。地球の環境を劣化

ることができる。それが、大橋正明さんのいう「グ

させたのは、地球でも国家でもなく、われわれ一人

ローバル市民」の成立であり、
「社会のグローバル

一人の生活の積み重ねだからだ。かつての国家が主

化」ということなのだろう。

役だった時代から、いまは個人が行動を起こすこと
が必要な時代へと確実に変わっている。

＊
シンポジウムのパネリストの一人である畑野研

ただその「行動」をなかなか起こせない個人が多

太郎さんが冒頭、
「今日は執筆者の方々と会えるの

いことも事実である。環境問題の深刻な事実や世界

を楽しみにしてまいりました」と話された。僕もそ

中に「構造的暴力」で苦しんでいる人がいること

う思った。シンポジウムの会場に身を置き「非戦」

を誰もが知って、社会を変えなければならないこ

を生きている人たちと対話できたことは幸運だっ

とを理解している人が大勢いるにもかかわらずだ。

た。彼らとの出会いと対話は、本書でもできる。と

行動を起こす前に、きっかけがないとか能力がない

いうより本書は、今気が付いたが、そのために編ま

とか言い訳を探したり、しょせん自分一人が頑張っ

れたようだ。

てもなにもできないなどと開き直ったりしてしま
う人が、残念ながらまだ多い。
一人一人の「ただの人」が行動を起こすために
必要なことがある。それはまさに本書の著者たち
が紹介する「出会い」と「対話」である。環境問
題も平和構築も、具体的な行動のためには、知識
ではなく共感が大切である。「出会い」と「対話」
により、リアリティを他者と共有することが必要
なのである。
人生は出会いの連続である。ある出会いから何を
得て、それをどのように社会を変えてゆくことにつ
なげてゆくことができるのか。本書は、社会よりも
まず自分が変わってゆくことの大切さを教えてく
れる。それが「関係することのリアリティ」である。
花崎皋平は、関係性のリアリティの獲得について
「主体形成を軸にしない対象認識も、対象認識を欠
いた主体性もリアリティを持ちえない」と書いてい
る。「人と人との出会いが、人の出会いといえるに
ふさわしい出会いとなるためには、人は自分の人生
を精一杯生きなければならない」。
そのための方法が対話だ。まず声をかけ、返って
きた相手の言葉に耳を傾け、自分の考えを述べてみ
る。簡単なようで難しいし、難しいようで、意外と、
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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。
1)

例）社会的相互行為 とは私たちが ･･･
３．引用方式
基本的に、論文中の引用方式を統一することが重要である。
（1）本文中での引用文献
文中の引用箇所には（第一著者の名字

西暦の発表年）を記載する。複数の場合は「；」（全角）

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

」が使用されている場合はその箇所を『

」でくくる形で引用を行う。その際、引用文
』に変える。

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

巻 ( 号 ): 論文初頁 - 終頁 .

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

ミドルネーム（イニシャルの

ミドルネーム（イニシャルのみ）ファミリーネームで表記する。

複数の表示は and を使用する。
⑦初出誌の掲載誌と再掲編著書を共に示したい場合
初出誌に関する書誌情報（再録：再録編著書に関する書誌情報）
（例）
吉田民人．1974．社会システム論における情報：資源処理パラダイムの構想．現代社会学 1(1): 7-27.
（再録：1990．情報と自己組織性の理論．東京大学出版会．153-72.）
⑧報告書の場合
著者または組織名．刊行年．報告書名．発行組織名 .
（例）
ボランティア白書編集委員会．2001．ボランティア白書 2001．日本青年奉仕協会 .
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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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今号では「主体的な学びを拓くボランティア学」を特集し、国際ボランティア学会の一部門である研究委
員会のメンバー 5 名から寄稿していただきました。その全体の構想と取りまとめは同委員会の山口洋典委員
が担当してくださいました。2017 年度より新たな理事体制となった際、研究委員会では年次大会と学会誌以
外にも会員に開かれた場づくりに取り組むことを目標に掲げ、翌年度に関西にて第 1 回「ボランティア学セ
ミナー」を開催しました。本特集「主体的な学びを拓くボランティア学」には、同委員の其々の現場に根ざ
したボランティアの事例とその分析が綴られていますが、今後の国際ボランティア学会とボランティア学の
可能性を展望することを企図した、読み応えのある内容です。
次に、第 19 回大会（川口純実行委員長）は、筑波大学東京キャンパスで開催され、その報告が収録されて
います。テーマは「スポーツとボランティア」でした。2020 年東京オリンピック・パラリンピックを成功に
導くためには、数多くのボランティアに支えられる必要がありますが、オリンピック後のボランティア活動
が今後の日本のボランティア文化を醸成するために特に重要になるとの示唆が、同大会のシンポジウムで語
られました。
今回、自由投稿論文には 6 篇の投稿があり、うち 4 編を掲載することができました。論文が 2 篇、研究ノー
トが 2 篇です。今回、査読をしていただきました編集委員のメンバーならびに学会員の方々に御礼申し上げ
ます。
書評では、4 名の学会員の方々からの投稿があり、掲載させていただきました。紹介された本の分野は地域
保健、児童労働、青年海外協力隊、NGO ＆非戦と様々ですが、すべて国際ボランティアが共通項です。その
うち『非戦・対話・NGO

~ 国境を越え、世代を受け継ぐ私たちの歩み ~』（NGO 非戦ネット 編）は、2017

年度の隅谷三喜男賞を受賞いたしました。学会員の皆様、国際ボランティア学を研究する会員に是非お薦め
したい書籍がございましたら、自由投稿論文と同じ宛先に書評を送ってください。
最後になりますが、論文、研究ノート、フィールドノートの投稿数はまだ十分とは言えません。今後益々、
研究の成果や実践報告を積極的に投稿していただくことを期待しております。
（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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