
東京未来大学研究紀要 2014 vol.7 

－ 241 － 

カンボジア・ボランティア・プログラムを通じた学士力の育成 
鈴木 光男・田中真奈美・金塚 基・中和 渚 

The Development of the Bachelor’s Expected Competancy through the Cambodia-Volunteer-Program 

Mitsuo Suzuki, Manami Tanaka, Motoi Kanatsuka and Nagisa Nakawa 

 

要約 

2010 年度から始まった東京未来大学の教室外学修プログラムの一つであるカンボジア・ボランティ

ア・プログラムは 2012 年度で 3 度目を迎えている。プログラムに参加した学生の学びの成果を明らか

にするため、事前・事後の聞き取りや振り返り記述をもとに本学策定の学士カ「汎用的スキル」に当て

はめて分折・整理し評価した。その結果、学生は「【社会性】コミュニケーションの力・協働する力」や、

「【受容性】自分たちの文化や異文化を理解し認める力」、さらには「【生涯学習力】常に学び、向上を続

ける態度」「【課題解決力】情報収集－分析－解釈－表現・発信する力」についての学びが得られた。そ

れは「【市民性】社会の一員として責任ある行動をする力」「【倫理観】自己を統べる力」とも大きく関連

し、学生自身の価値観の変容までも期待できると考える。 
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1．はじめに 

 東京未来大学（以下、本学）は2010年度以来、8月あるいは12月にカンボジア・ボランティア・プ

ログラムを実施してきた。同プログラムは、小山内美江子氏が代表を務める認定 NPO 法人「学校をつ

くる会」（JAPAN TEAM OF YOUNG HUMAN POWER、以下JHP）と本学が連携して在籍する学

生をおよそ１週間カンボジアに派遣し、現地の小学校にて学生自らが作成した指導案を使って学習指導

に携わり直接支援をしたり、孤児院の子供たちと交流したりするものである。筆者らもまた、そのプロ

グラムに同行するなど毎年関わってきている。本稿は、そのプログラムを紹介するとともに、学生がど

のような学びを展開しているかを解明しようとするものである。 

 そのために本稿では、本プログラムを中央教育審議会が 2008 年に提案したインターンシップやサー

ビスラーニング、留学体験などの教室外学修プログラムなどの角度から注目する。そして、本学の規定

する学士力「汎用的スキル」がどのように育成されているかを探るものである。調査方法は、参加学生

に対する出発前と帰国後の聞き取り調査、および帰国後の振り返り記述である。また、それらを分析・

検討するに当たって、同行した鈴木・中和の筆者ら２名の参与観察結果も加えて整理する。 

 なお本プログラムは、学修成果を大学の特徴や独自性に対応する形で可視化するという 2010 年中央

教育審議会が示した方向性に沿ったものでもある。 

実践報告 
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2．本学の学士力 

 中央教育審議会（2008）では大学の学士課程の学習成果について次の4つの学士力を定めている。 

１．知識・理解…(1)多文化・異文化に関する知識の理解、(2)人類の文化、社会と自然に関する知識

の理解 

２．汎用的技能…知的活動でも商業生活や社会生活でも必要な技能 (1)コミュニケーション・スキ

ル、(2)数量的スキル、(3)情報リテラシー、(4)論理的思考力 

３．態度・志向性…(1)自己管理力、(2)チームワーク、リーダーシップ、(3)倫理観、(4)市民として

の社会的責任、(5)生涯学習力  

 

 

表１ 東京未来大学の学士力「汎用的スキル」 

１：自分の意見をわかりやすく伝える 

２：相手の意見を丁寧に聴く 

３：多様なディジタル環境やメディアを使って、仲間、専門家、他人と関

わり、協働し、表現できる 

４：他者と協調・協働して行動できる 

５：他者に方向性を示し、目標の実現のために動員できる 

Ａ．コミュニケーション力、協

働する力（社会性） 

６：自分と周囲の人々や物事の関係性を理解する 

７：自己の良心及び法規範・社会のルールに従って行動できる Ｂ．社会の一員として責任ある

行動をする力（市民性） ８：社会の発展のために、義務と権利を適正に行使しつつ、積極的に関与

できる 

９：家族や学校、社会の価値観や規範を理解し、自らの価値観・文化をは

ぐくむ 

社
会
と
関
わ
っ
て
活
き
る
力 

Ｃ．自分達の文化、異文化を理

解し認める力（受容性） 

10：意見の違いや立場の違いを理解し、受け入れる 

11：自らを律して行動できる Ｄ．自己を統べる力（倫理観） 

12：状況や変化に対応して、沈着に適正な行動ができる 

13：卒業後も自律・自立して学習できる Ｅ．常に学び、向上を続ける態

度（生涯学習力） 14：目的を設定し進んで取り組む 

15：問題を発見し、必要な情報を収集・分析・整理し、解決できる 

16：獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、課題に適用し、解決

する 

Ｆ．情報収集－分析－解釈－表

現・発信する力（課題を解決

する力） 

17：情報を構造化し、分析し、評価し、統合し、倫理的に活用する 

18：自然や社会的事象における様々な価値観を見出し、言葉やその他の表

現で計画的に見通しをもって可視化できる 

19：情報や知識を多角的、論理的に分析し、表現できる 

自
分
自
身
が
身
に
つ
け
る
べ
き
習
慣 

Ｇ．創造し表現する力（創造力） 

20：既存知識を活用して新しい価値（アイデア、生産物、手順等）を生み

出す 
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４．統合的な学習経験と創造的思考力…これまでに獲得した知識・技能・態度等を総合的的に活用し、

自らが立てた新たな課題にそれらを適用し、その課題を解決する能力 

（中央教育審議会、2008、pp.12-13より筆者まとめ） 

 この学士力をもとに、本学では「大学生として身に付けたい力＝学士力＝社会人として求められる力」

とし、具体的には「汎用的スキル」として「社会と関わって活きる力」と「自分自身が身につけるべき

習慣」という 2 つの柱を立てて、表 1 のように定めている。本プログラムにおいては、「社会とかかわ

って活きる力」の社会性・市民性・受容性の項目が特に培われるのではないかと予想される。 

 

3．本プログラムの内容 

(1)東京未来大学とカンボジアの関わり 

 本学とカンボジアとの関わり合いは小山内美江子氏が本学客員教授に就任されたことがきっかけであ

った。小山内氏が代表を務めるJHP は、1993年より国際協力・支援活動を実施している。主には、カ

ンボジアに対して学校建設や教育支援、ボランティアの派遣を行っている団体である。JHP では日本の

若い世代への地球市民教育を目的として、毎年8月と3月に全国から大学生を募集し、ボランティア隊

を結成し、約 1 か月間カンボジアへの派遣事業を推進している。ボランティア隊は JHP が建設した校

舎のある学校を中心に校庭にブランコを建築する活動を行っている。 

 2007 年度より JHP と本学との連携を検討した結果、2010 年度に試験的に本学独自のカンボジアの

プログラムを JHP の協力を得て実施した。それ以降、子供、保育、教育といった本学の学部や学科の

特徴を生かせるプログラム作りを行ってきた。 

(2)2012年度プログラム概要 

 2012 年度に 3 度目の実施となったプログラムでは、それまで 8 月の夏期休業中に実施していたもの

を変更し、カンボジアの学期途中となる 2012 年 12 月 23 日から 30 日の 8 日間で活動を行った。こう

することで、全学年の子供と直接関わることができるようになった。日程と内容は次の通りである。 

12月23日 東京からカンボジア・プノンペンへ移動 

12月24日 授業や交流の準備と打ち合わせ、プノンペンのセントラルマーケットや施設の視察 

12月25日 コンポンチャム州のA小学校での授業と交流 

12月26日 コンポンチャム州のB小学校での授業と交流 

12月27日 プノンペンからシェムリアップに移動、孤児院視察・交流 

12月28日 アンコールワット遺跡視察、プログラムの振り返り 

12月29日 シェムリアップから東京へ移動（30日早朝東京到着） 

 2012 年度プログラムの特徴はカンボジアのコンポンチャム州 2 校の小学校で図画工作科の授業を実

施することにあった。現地での活動のために参加学生らは 2012 年 9 月より週 1 度の事前準備を行い、

カンボジアの社会、文化、教育についてのプレゼンテーション、映画鑑賞、授業準備や英語の指導案の
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作成（末尾資料）などを行ってきた。学生が取り組むことにした題材は以下のとおりである。 

・低学年「つくろう！自慢の紙飛行機」 

・中学年「変身カサ袋ロケット」 

・高学年「スパエク（カンボジア伝統の影絵劇）に挑戦」 

 どの学年においても自己表現と創造性の育成を特に重視し、低学年では日常的に遊べる題材、中学年

では自ら発展し工夫していける題材、高学年では自国の文化を知り身近な材料で製作・表現して楽しむ

題材として考案したものである。 

 ここでは現地での授業準備・内容にフォーカスして述べる。カンボジア2日目の授業打ち合わせの際

には学生たちは消極的で、英語を用いた模擬授業や打ち合わせでも不安を残した。それを踏まえて空き

時間には授業や教材の準備や工夫、調整を自主的に行っていた。 

 授業では学生たちは子供たちと接することで、その緊張は解消されていった。1 校目と 2 校目では同

じ授業を実施したため、1 校目で挙げられた改善点を修正し、2 校目ではよりリラックスして子供たち

に指導して交流することができた。ごみ袋を用いたロケットや紙飛行機を使って学生たちと子供たちが

教室外で遊ぶことになり、ここでは学生たちの計画では予期しなかった子供たちなりの遊び方の発見が

あった。大学での事前準備の際には「カンボジアの子供たちの笑顔が見たい」という目標を掲げており、

その目標が達成されたようで、学生たちは達成感を持っていたように観察された（写真1）。 

 一方で、彼らは単純に子供たちが喜んでいたことに満足していたわけではなく、授業後には多くの反

省が聞かれた。例えば、教材の提示の仕方や授業の進め方など子供の進捗に合わせた授業の方法に関す

る工夫が不足していた点、クメール語がわからないのでコミュニケーションがうまくいかなかった点、

事前準備においても懸念されていたことだが日本から持ち込んだ材料で授業を行うのが支援の正当な方

法だったのかどうかと葛藤を持った点など、各学生で教育、国際協力、国際交流といった視点から様々

な問いが浮かんでいた。 

 それらが端的に形として現れたのが12月28日の夕食後に実施した振り返りであった。各学生からは

達成感はもとより後悔や葛藤についての感想も多く聞かれた。また、カンボジアでの様々な出来事と合

わせて、他者とのコミュニケーションや将来の職業観

といった個人の心境や自分の人生に関連付けながらの

深い考察がなされていた。ボランティアそのものはも

ちろん、自分自身をも見つめ直す貴重な機会となって

いたと言えよう。 

 

写真 1 カサ袋ロケットを飛ばす子供たち 
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4．調査とその結果 

(1)調査方法 

 2012 年度プログラム参加者 8 名を対象（うち 2 名は過去に本プログラムに参加した経験を、別の 1

名は本学の別の短期留学経験をそれぞれ有していた）に、プログラム前後で学生一人一人の意識がどう

変化するかを探るため、事前･事後に個々の学生への聞き取り調査を実施した。事前の聞き取りはプログ

ラム実施 1 か月前の 11 月下旬に、事後の聞き取りはプログラム実施 1 か月後の 2013 年 1 月下旬にそ

れぞれ実施した。聞き取り時の質問内容は、以下のとおりである。 

【事前】聞き取り調査の質問内容 

①カンボジア・プログラムに参加した応募動機を教えてください。 

②今の段階で、ボランティアに対してどのような意識を持っていますか。 

③今の段階で、あなたが持っているカンボジアのイメージはどのようなものですか。 

④今の段階で、あなたが持っている日本に対するイメージはどのようなものですか。 

⑤その他、言い残したことはありますか。 

【事後】聞き取り調査の質問内容 

①カンボジアに行った今の段階で、ボランティアに対してどのような意識を持っていますか。 

②カンボジアに行った今の段階で、あなたが持っているカンボジアのイメージはどのようなも

のですか。 

③カンボジアに行った今の段階で、あなたが持っている日本に対するイメージはどのようなも

のですか。 

④その他、言い残したことはありますか。 

 また、事後の学生自身による振り返り記述「カンボジア・プログラムをとおしての感想や学んだこと、

考えたこと」も分析対象とした。一連の調査によって得られた学生の考えを、まずは事前と事後で比較

し、次いで2で述べた本学の学士力「汎用的スキル」と結び付けて整理し、本プログラムをとおして得

られる体験の価値や学びのありようを分析・検討した。 

(2)調査結果ⅰ－応募動機（【事前】聞き取り調査質問①）について 

 学生個々の応募動機は、過去のプログラム参加の有無で差が見られた。 

 初めての参加学生 6 名からは、「カンボジアの子供と日本の子供とは違う何かがあるのかなというの

を見たくて応募しました」「（小学校の時の担任の先生からカンボジアの）写真を見せてもらって子供た

ちが笑っていたから、本当のその笑顔を見てみたいと思って応募しました」といった回答が見られた。

テレビや写真などをとおして見たカンボジアの様子、とりわけ子供の笑顔に強く引き付けられたという

応募動機が代表的なものであった。「貧しい」「発展途上国」「暗い過去」という印象を彼らは持っている

が、他方でそこで暮らす子供たちの素朴な笑顔に興味や関心を持っている。このような正反対の印象が

ある中で「私たちに何かできることはないか」と考え、ボランティアに応募してきていることが判明し
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た。 

 本プログラム経験者の学生 2 名は上記の考えに加えて「（昨年は）不完全燃焼といいますか、そうい

うのがありまして、もう一度チャンスがあるならばもう一度行きたいなっていうふうに思い応募しまし

た」と答えているように、漠然とはしているが自分なりの課題意識をもって応募してきている。 

(3)調査結果ⅱ－ボランティアに対する印象（【事前】聞き取り調査②と【事後】聞き取り調査質問①）

の比較 

 各学生の過去のボランティアの経験値の差があり一様ではないが、概して事前は日本よりも遅れてい

る開発途上国に対して「何か手伝える事ないかな」「何かをしてあげたくて」という施し・支援としての

ボランティア意識が強い。これが事後において大きな変化を見せた。たとえば「（相手に）してあげるっ

て言うよりも（相手を）理解することだと思いました」「自分たちがしてあげるっていう気持ちだけでは、

考え方だけではボランティアって言わないのかなというふうにちょっと思ってます」というように、開

発途上国・先進国という枠組みではなく、相手への理解･共感を持ち、人間として同じ目線を持つ大切さ

を実感していることがわかる。 

(4)調査結果ⅲ－カンボジアに対する印象（【事前】聞き取り調査③と【事後】聞き取り調査質問②）の

比較 

 事前では「時代のことだったりとか、歴史のことだったりとかちょっと悲しいイメージの方が強い」

「貧困っていう問題がまだ未だにある」というネガティヴな印象と、「明るく生きてる人たちがたくさん

いる国なんだなっていうイメージが凄い強い」「日本の子供たちとはまた違った生き生きとした感じ」な

どポジティヴな印象が語られている。事後はそれらが確信をもって語られると同時に、プノンペン、コ

ンポンチャム、シェムリアップと3つの都市の様子を見たことで、新たに都市と地方の経済格差に目が

向けられている。グローバル化への歩みがカンボジアにも大きな影響を及ぼし、それが経済的な格差と

生活･環境の変化につながっていることを彼らは戸惑いと共に認知したようである。 

(5)調査結果ⅳ－日本に対するイメージ（【事前】聞き取り調査④と【事後】聞き取り調査質問③）の      

比較 

 日本に対する意識の変化は、事前･事後でそれほどの違いは見られない。それは概ね「日本は物質的に

は豊か過ぎるほどなのだが、人間的に、また精神的には何か貧しさを感じる」というものである。カン

ボジアの人たちの人なつこさや、貧しいながらも家族や物を大切にする様子を現地で見ることで、事前

に漠然と感じていたことを一層強く感じたようである。その上で「日本人はやっぱり、他の国に比べて

自分から関わろうっていう気持ちを持ってる人が少ないのかなっていうふうにやっぱ思いましたね」と

いう感想のようにより積極的なコミュニケーションの必要性に言及している。自分自身や自文化にも反

省が向けられ、「もっとその考え方が変われば、自分も積極的に、子供たちも発表できたりとか自分の意

見をしっかり言ってくれるかなっていうふうに思います」と、自分たちの世代に対してのみならず、日

本の子供たちの将来について言及しており見方が深まっていると読み取れる。 
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(6)【事後】振り返りの記述と学士力について 

 帰国後の振り返り記述を本学学士力（汎用的スキル）に当てはめて整理･分析した結果（表２）、「【社

会性】コミュニケーションの力・協働する力」「【受容性】自分たちの文化や異文化を理解し認める力」

に関わる記述が多かった。また、「【生涯学習力】常に学び、向上を続ける態度」「【課題解決力】情報収

集－分析－解釈－表現・発信する力」に関連して多く述べていたことが把握された。 

 

表２ 振り返りの記述と学士カの関係（2012年度参加学生８名） 

 評価項目 能力要素と定義 記述した人数 記述内容 

自分の意見をわかりやすく伝える 6 
非言語コミュニケーションによる達成感・充実

感 

相手の意見を丁寧に聴く 0 ／ 

多様なディジタル環境やメディアを使って、仲間、専門家、

他人とかかわり、協働し、表現できる 
1 他者・専門家との協働 

他者と協調・協働して行動できる 4 気持ち・体験の共有 

他者に方向性を示し、目標の実現のために動員できる 2 方向性・改善点の示唆 

【社会性】 

コミュニケーション力、協

働する力 

自分と周囲の人々や物事の関係性を理解する 4 支援・交流の意義・価値 

自己の良心及び法規範・社会のルールに従って行動できる 0 ／ 【市民性】 

社会の一員として責任あ

る行動をする力 

社会の発展のために、義務と権利を適正に行使しつつ、積

極的に関与できる 
0 ／ 

家族や学校、社会の価値観や規範を理解し、自らの価値

観・文化をはぐくむ 
3 自他への新たな眼差し 

社会と関わっ

て活きる力 

【受容性】 

自分たちの文化、異文化

を理解し認める力 意見の違いや立場の違いを理解し、受け入れる 8 文化・境遇の違いに関する気付き・理解 

自らを律して行動できる 0 ／ 【倫理観】 

自己を統べる力 状況や変化に対応して、沈着に適正な行動ができる 1 個への対応 

卒業後も自律・自立して学習できる 3 将来への願い 【生涯学習力】 

常に学び、向上を続ける

態度 
目的を設定し進んで取り組む 5 経験の活用・今後への展望 

問題を発見し、必要な情報を収集・分析・整理し、解決でき

る 
3 問題発見と改善・解決への取り組み 

獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、課題に適用

し、解決する 
2 継続した支援・活動への見通し 

【課題を解決する力】 

情報収集－分析－解釈

－表現・発信する力 
情報を構造化し、分析し、評価し、統合し、倫理的に活用す

る 
0 ／ 

自然や社会的事象における様々な価値観を見出し、言葉

やその他の表現で計画的に見通しをもって可視化できる 
0 ／ 

情報や知識を多角的、論理的に分析し、表現できる 1 発展・変化への気付き 

自分自身が身

につけるべき

習慣 

【創造力】 

創造し表現する力 
既存知識を活用して新しい価値（アイデア、生産物、手順

等）を生み出す 
1 継続的・持続的な支援の提案 

 

 【社会性】【受容性】に関わる記述では事前の応募動機に見られるような表面的な内容から本質的かつ

具体的な内容のものへと質的に変化した。これは調査結果とも類似している。たとえば「カンボジアに

行って学んだことは、『言葉が通じなくても、言いたいことや、気持ちは伝わる』ということです。これ

が今回のプロジェクトで最初に学んで、そして一番嬉しかったことです」という学生の意見が象徴する

ように、携帯電話・スマートフォンを通して常に他者と繋がっている彼らが、直接的なコミュニケーシ

ョンの価値を喜びを伴って実感している。そして、「子供たちの成長や可能性も実際に肌で感じることが

できてよかったです。難しい問題ですが、今後次につながるような支援ができればよいと思いました」

「将来様々なものを生みだし、カンボジアらしい国づくりをして欲しいと思います」と今後の支援やカ

ンボジアの将来、子供の未来にまで思いを寄せている。こうした意識は【生涯学習力】や【課題解決力】
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にまで関係していると考えられる。これは調査結果の結果にも関わっている。 

 僅か一週間の限られたボランティア体験ではあったが、その中で得られる学びの深さと喜びの大きさ

ははかり知れないものがあったようだ。そのことが、2011・2012 年度カンボジア・プログラム参加学

生のべ13名中4名が、在学中に再度カンボジアに行ったことにつながっているのであろう。特に、2011

年度参加者の学生1名は在学中に3回カンボジアに行っている。彼は、「（カンボジアに行くことで）世

界が変わったっていうか。自分のために行ったことだったが、何か人のために役に立ちたいなと思うよ

うになった。カンボジアは学生生活で、多分 22 年間生きてきた中で一番大きなことだった。すごい楽

しくなったっていうか、自分の大きな夢ができたっていうかそれに向かってっていう感じで」と本プロ

グラムにおける体験を人生のこれからの目標や夢と結び付けている。それは「【市民性】社会の一員とし

て責任ある行動をする力」「【倫理観】自己を統べる力」の萌芽ともとれるし、長期的には学生自身の価

値観の変容までも期待できる。 

 

5．成果と課題 

 2012年度カンボジア・ボランティア・プログラムに参加した学生は、中学・高校時代からボランティ

アをしている学生が多かった。本学入学の理由が本プログラム参加だったという学生も複数見られた。

日常的にボランティア意識の高い学生たちが「（相手に）してあげるって言うよりも（相手を）理解する

ことだと思いました」「自分たちがしてあげるっていう気持ちだけでは、考え方だけではボランティアっ

て言わないのかなというふうにちょっと思ってます」とボランティアの意味を発展･深化させたことは、

学びの一つの成果であろう。また、ボランティア・国際支援や国際協力における本質的な難しさや問い

を体験を通して学生自身が意識し、同時に異文化を理解することや、立場が異なる他者への理解・共感

を得たことは、机上の学びだけでは達成できなかったものであるからこそ、ここに本プログラムの意義

が見えてくる。 

 学士カと関連づけて学生の学びの成果を分折・検討したが、一方で学生の学びの深さや広さをとらえ

るには十分ではない調査枠組みであることは本稿における課題である。次稿以降においては、海外、と

りわけ開発途上国でのボランティア体験がもたらす学生の学びの内実を多面的、かつつぶさに観察して

いき、より深い記述を行っていきたい。また、参加学生の学びの内実とともに、カンボジアの小学校に

おける現地の教員や子供たちに対する影響も明らかにすることで、本プログラムの成果や意味を複眼的

視点から論じていきたい。 
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資料 

高学年学習指導略案「スパエク(影絵劇)に挑戦！」 

 

学習過程 

time Activity (発問や指示の言葉) 環境設定 

３min 
「チュムリアップスオ.My name is ○○.Nice to meet you. I’m from Japan. 

Thank you for inviting us. I would like you to have fun time. Thank you.」 
  

５min 

「Today. We make Spike」 

「Do you know Spike?」 

「Spike has an old history in Cambodian since encore age. Spike is shadow 

picture」 

「Actually Spike is made from Bull leather in Cambodia. But today we use 

the paper」 

「Please watching DVD」 

              (DVD watching) 

「please look. We will makes it.」 

「Use the sine spot it is beautiful.」 

‐ distributes to paper‐ 

見本を予め作っておく 

20min 

「Let,s try」 

「please drawn on your paper. For example kind of animal, fruit, and people」

「Please draw large. Because it’s easy to cut.」 

「next. You should cut a drawn picture」 

「Attention. Scissors have sharp」 

「if you want to joint to parts. Use the Tape」 

                          (Finished) 

「Then. You can decollation with Color cellophane」 

完成した子は、スクリー

ンに写して遊ぶ 

７min 

「Will that be all? Can you make it?」 

「please, looks at friends shadow picture each others」 

(Choosing) 

「What did you make ?」 

「Did you enjoy?」 

「The production activity is ended by this.」 
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