
教育と幸福度の関係 

 

 

要旨 

「教育と幸福度の関係」というテーマのもと、海外の刷新的教育について調査し、子どもたちがストレス

なく意欲的に学習できる環境はどのような環境かを考えた。 

 

キーワード 
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１．序論 

１．１．テーマ設定の理由 

現在の日本では自殺など故意に自らの命を落とす

事件が先進国の中でも特に多く発生している。日本

は他国と比べても自己肯定感が低く、国連幸福度ラ

ンキングでも順位は落ち込んでいるのが事実だ。私

はこれらの原因をたどると、幼少期から思春期にか

けての環境すなわち日本の教育に行き着くのではな

いかと考え、教育と幸福度の関係性について調査す

ることにした。 

１．２．問題提起 

この研究は日本人の幸福度低迷とそれに起因する

諸問題に対し教育という観点から解決策を見出すた

めに行われる。 

１．３．研究の目的 

 教育と幸福度にどのような関係があるのかを明ら

かにする。教育と幸福度の関係から、日本の教育の

課題と解決策を明らかにする。 

２．本論 

２．１．問い、仮説 

「教育と幸福度にはどのような関係があるのか」

という問いに対して、束縛のない環境で育てられた

子どもは幸福度が高いのではないかと仮説をたてた。 

２．２．調査研究 

２．２．１．文献調査 

２．２．１．１．文献調査 方法 

書籍、インターネットを用いて国ごとの教育法を

調査し、国際連合の提示している世界幸福度ランキ

ングと照合して教育法と幸福度の関係を分析した。 

２．２．１．２．文献調査 内容 

 2019 年度の世界幸福度報告では以下のような順

位になっていた。 

 

1位 フィンランド    

2位 デンマーク 

3位 ノルウェー 

4位 アイスランド 

5位 オランダ 

  

58位 日本 

表 1 2019年度 世界幸福度報告 

 

上位の国々の教育に関する共通点として、国が制

定する学習指導要領が最低限であることと、オルタ

ナティブ教育を実施しているということが分かった。

オルタナティブ教育とは、既存の教育にとって代わ

る教育全般を意味する言葉である。今回の調査では、

代表的なオルタナティブ教育の教育法を調査した。 

 

名称 特徴 

モンテッソーリ教

育 

美しい教材で五感を使って学習 

年齢をまたいだクラス編成 



ドルトン教育 それぞれに応じた課題と時間割 

先生と子供間の契約的な関係 

イエナプラン教育 輪を作って話し合う 

「話す遊ぶ働く祝う」の４つの活

動 

シュタイナー教育 頭と心と手による総合的な学習 

期間学習、担任一貫制 

フレネ自由教育 作文に始まる探求学習 

新聞を作成しみんなで共有する 

表２ オルタナティブ教育の代表例と特徴 

２．２．１．３．文献調査 結果 

幸福度ランキング上位に位置している国は、学習

指導要領が最低限であることと、オルタナティブ教

育を導入している学校があることが共通していた。

学習指導要領とは、国が定めている各学校で、教育

課程を編纂する際の基準のことである。オルタナテ

ィブ教育では子どもの自主性や個性を伸長するよう

な特徴が共通して見られた。 

２．２．１．４．文献調査 考察 

幸福度の高い国では教育の選択肢が多いことから、

子どもの多様性や個性を伸ばすことができると考え

た。これにより、他者に寛容で幸せを感じる子ども

が多いのではないかと推測した。また、どのオルタ

ナティブ教育においてもコミュニケーションを重視

していると分かったので、子どものうちに多くのコ

ミュニケーションをとることで他者への偏見が薄ま

り生きやすい社会になるのだと考えた。 

２．２．実地調査 

２．２．２．１．実地調査 方法 

各オルタナティブ教育の専門家にインタビューを

行い、得られた結果から共通点を分析した。日本に

あるオルタナティブ教育の協会（日本イエナプラン

教育協会、ジャパンフレネ、日本モンテッソーリ綜

合研究所の３つ）に次の 2つの質問をした。 

① 幸せをどのように捉え、幸せに対してどのよ

うなアプローチをしているか 

② 子どもが活動中に、やりたがらない・面倒く

さがるなどの負の感情を示した場合どのよ

うに対処しているのか 

２．２．２．２．実地調査 内容 

 調査の結果、以下のような結果が得られた。なお、

下記における①、②は上記の質問項目に対応する。 

＜日本イエナプラン教育協会＞ 

① 「かけがえのない価値」を尊重することが互

いの幸せにつながる。サークル対話で幸せに

ついて話し合う機会が多い。 

② 強制をせずに、なぜそう思うのか対話を通し

て一緒に考える。 

＜ジャパンフレネ＞ 

① 夢や希望を目指して、「遠くまで行く」こと。 

② 原則命令・強制はない。自分で時間割を組むの

で負の感情が起こることはほとんどないが、

その場合は他者の迷惑にならないようほかの

活動をする。自由参加のプログラムもある。 

＜日本モンテッソーリ綜合研究所＞ 

① 「自分が受容されている」と感じること。教

員は子どもの自由を尊重するが、ここでいう

自由とは子の成長の自由であって、子の成長

から逸脱する自由はない。 

② 拒否反応を示した理由を考え、それに応じて

対応する。子どもの興味よりも先に教育をす

ることはしない。 

２．２．２．３．実地調査 結果 

オルタナティブ教育の専門家へのインタビューの

結果、共通した回答として、「子供に強制することは

なく、なぜ消極的な姿勢を示したのかを尋ねる」と

いう回答が得られた。 

２．２．２．４．実地調査 考察 

どのオルタナティブ教育においても、子どもに強

制して物事をやらせることがないということから、

自分の意志を尊重してもらえることが幸せにつなが

ると考えた。その一方で、自分の行動に責任を持つ

必要もあることから、自分は何をやりたいのか、何

が課題なのかを常に考えて生活する癖がつくと推測

した。したがって、大人になってもその習慣を生か

して各々の「幸せ」に近づくことができるのではな



いかと考察した。 

 

２．２．３．調査研究全体 考察 

子どもの選択肢が多様にあると、その分自分自身

のことをより知り分析する必要があるので、自己肯

定感を高めつつ自分の課題も把握できている子ども

が多くなると考えた。一方で、オルタナティブ教育

では、教員一人当たりがみる子どもの数が限られて

いることが課題であった。通常の学校で導入するに

は、電子機器を利用した先生と生徒のつながりや、

生徒同士で自立して活動するようなプログラムが有

効であると考えた。 

２．３．ソーシャルアクション 

２．３．１．ソーシャルアクション 実施方法 

調査研究で得られた結果に基づいて実際に授業計

画を立て、作った授業計画に対し英語の先生からア

ドバイスをもらった。授業計画の一部を実際に九段

中等 1 年生 43 人を対象に実施し、アンケートをと

った。 

２．３．２．ソーシャルアクション 実施内容 

中学 1 年生の英文法の授業を想定して授業計画を

立てた。またそのうちの映像授業の基礎レベルを実

際に作成し、英語の特別講座に参加 4 していた中学

1 年生 43 名に視聴してもらった。その後以下の 3 つ

の観点で五段階評価をしてもらった。 

① 授業の内容は分かりやすかったか 

② 授業のスピードは適切だったか 

③ プリントの内容は分かりやすかったか 

２．３．３．ソーシャルアクション 実施結果 

以下のような授業計画を作成した。 

 
図 1 授業計画（改定前） 

 

また、Wh 疑問文に関する 10 分ほどの映像授業と

それに付随するプリントを作成した。 

２．３．４．ソーシャルアクション 効果の検

証 

作成した授業計画について英語の先生からアドバ

イスをもらった。インテイクの活動を追加する、文

脈を重視した文法学習を行う、などの意見を参考に

して再度以下のような授業計画を作成した。 

 



 
図 2 授業計画（改定後） 

 

また授業を受けた中学生 43 人にアンケートをと

った結果、次のようになった。なお、質問の番号と

評価基準は以下と対応している。 

 

① 授業の内容は分かりやすかったか 

② 授業のスピードは適切だったか 

③ プリントの内容は分かりやすかったか 

 

①、③について 

 １ とても分かりにくい 

 ２ 分かりにくい 

 ３ ふつう 

 ４ 分かりにくい 

 ５ とても分かりにくい 

 

 ②について 

 １ とても遅い 

 ２ 遅い 

 ３ ちょうどよい 

 ４ 速い 

 ５ とても速い 

 
図 3 質問①のアンケート結果 

 

 

図 4 質問②のアンケート結果 

 

 

図 5 質問③のアンケート結果 

２．３．５．ソーシャルアクション 考察 

新しい知識を学習した直後に実践させることで、

理解から習得までの時間を短くすることができると

考えた。一方で、映像授業では、生徒の理解度に合

わせて臨機応変に対応することができないので、そ

の場でコミュニケーションをとることができる仕組

みも必要だと考えた。 

３．結論 

３．１．考察 

教育の自由度の高さは二つの点において、子ども

の幸福に貢献していると考えた。一つ目は学習をす

ること自体をストレスなく自主的に行う点である。



自身の得意不得意や興味関心に合わせて学習の進度

やレベルを調節することで、周りとのギャップに負

い目を感じたり学習意欲が下がったりすることを防

ぐ効果があると考えた。二つ目は将来的に人生を過

ごしていく点である。子どもの頃から自分の意思を

尊重してもらえる機会が多くあることで、自分の言

動に責任を持つ習慣がつくと考えた。また、自分で

意思決定をすることは、自分自身を把握していなけ

れば不可能であるので自己分析能力も高まると考え

た。 

３．２．結論 

学びの選択肢が多様にあり、子ども自身が決定で

きる環境下で育てられた子どもは幸福度が高い。 

３．３．今後の課題 

映像授業であると、その場の生徒の反応を授業に

取り入れることができない点や、先生に質問しにく

いという点が課題として残った。映像とその場にい

る先生がどのように連携するかを考える必要がある。 
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