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ソーシャル・キャピタルによる教育問題の解決

露口健司（愛媛大学大学院）

1．ソーシャル・キャピタルと教育
（1）教育問題＝ つながり問題
学力・学習意欲低下（格差），いじめ・不登校，校内暴力，健康・体力低下，自尊感情の
低下，メディア依存，新たな学習指導要領への対応，指導力不足教員，教員不祥事，教員の
多忙，保護者のクレーム等，教育に係る問題現象の多様化・複雑化は止まらない。教育問題解
決の決定的な処方箋は見当たらない。しかしながら，問題解決の方向性はぼんやりと見えてき
た。ソーシャル・キャピタル
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研究の主題である社会関係資本による人的資本の拡充，すなわ

ち，「つながりづくりはひとづくり」とする視点である。上記の教育問題は，いずれも，つながり
問題である。子どもを取り巻くつながり，教員を取り巻くつながり，保護者を取り巻くつながりの
いずれか，あるいは複数の欠如が，問題のトリガー（生起要因）でありハザード（状況悪化要
因）なのである。
ソーシャル・キャピタル醸成（つながりづくり）の方法についても，Putnam（1993）等の理論
を基盤とした定式化が進みつつある。パットナム（Putnam, R.）が指摘するようにソーシャル・キ
ャピタルには 3 つの構成要素がある。すなわち，所属と対話交流（ネットワーク）・お互い様の
規範（互酬性規範）・信頼関係（信頼）である（ Putnam1993, 2000）。これらはソーシャル・
キャピタル醸成の視点として活用できる。所属と対話交流（ネットワーク）としてのつながりを醸
成しようとする場合には，人々が関わり合うための新たな団体・集団を設置したり，対話交流の
機会を設けたりする等，知識・情報を流通させるネットワーク構造の開発・整備が必要となる。
つながり醸成の第 1 ステップは，人々が関わり合うためのネットワーク「構造づくり」にあるとい
える。互酬性規範としてのつながりを醸成するためには，人々が力をあわせて行動するための活
動が必要となる。人々がぜひとも，関わりたい，参加したいと思える魅力ある協働活動の設定が
重要となる。つながり醸成の第 2 ステップは，お互い様の規範を高める「活動づくり」であると
いえる。信頼としてのつながりを醸成するためには，他者理解や対人関係形成の能力や具体的
方法を，活動参加者が保持・向上しておくとよい。人々と信頼関係を築くための様々な知識がす
でに存在する。そうした知識を獲得し，実践することで，信頼関係は深まる。つながり醸成の第
3 ステップは，信頼を深める「関係づくり」にあるといえる。教室内で子どもを取り巻くつながりを
醸成する場合，学校組織において教員を取り巻くつながりを醸成する場合，そして，保護者を取
り巻くつながりを醸成する場合のいずれもが，ネットワーク・互酬性規範・信頼のプロセスを経
て，つながりを広げ，深めているのである。ソーシャル・キャピタル醸成のプロセスがうまく進行
しない時に生じる派生現象を，我々は「教育問題」として認知しているのである。
（2）ソーシャル・キャピタル醸成による教育問題の解決
子ども・教員・保護者を取り巻くつながりが，教育問題の解決に効果を有することについては，
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既に複数の調査研究において検証されている 2 。国内調査研究では，たとえば，子どもに関して
は，学力・学習意欲（志水・伊佐・知念・柴野 2014; 志水・中村・知念 2012; 露口 2016a，
2016b），健康（田村・今野・永井 2016），不登校抑止やいじめ予防と関連する学校適応（増
田・生田・栁 2016; 松岡 2015），自己効力感（岡正・田口 2012）等に対するソーシャル・キ
ャピタルの効果が認められている。
校区レベルでのソーシャル・キャピタル醸成の方法についても，学校と地域の連携協働による
行事（柏木 2016a），学校防災（高木 2016a），ホームページや学校通信（露口・清田 2016），
コミュニティ・スクール（大林 2015，2016; 佐藤 2017），学校評価制度（露口 2016a），小中
一貫教育（倉本・露口 2016）等，多様な側面からの調査研究が進められている。なお，校区
に蓄積されるソーシャル・キャピタルの分量は，常に一定ではなく，年度によって部分的に変容
することも明らかにされている（露口 2016c）。
校区におけるソーシャル・キャピタルの分量を変化させる原動力 は学校組織・教職員集団に
ある。カリキュラムマネジメント（露口 2016a; 柏木 2016a），専門家の学習共同体（露口・倉
本・諏訪 2016），校長のネットワーク（柏木 2016b; 川上 2016a），教師のネットワーク（川上
2016b; 高木 2016b）が，学校組織内外において教育問題解決の機能をもつ「つながり」を醸
成するのである。教師集団がバラバラの校区，教師が孤立している校区では，ソーシャル・キャ
ピタルは増えにくいのである。
このように，我々は，多様で複雑な教育問題を解決する視点としてソーシャル・キャピタルに
注目し，調査研究を蓄積してきた。そして，今回の報告書では，さらに以下に述べる 3 つの教育
問題，すなわち，地域再生・地域活性化，子どもの貧困と不平等・格差，教員や成人の幸福
について，ソーシャル・キャピタルの視点からの分析・考察を行い，実践的示唆を得ることを目
的とする。以下，3 つの教育問題を対象とする背景・理由，意義・価値について述べる。
2．地域再生・地域活性化
（1）ソーシャル・キャピタルによる地域活性化
ソーシャル・キャピタル研究は，教育と大変親和的である。ソーシャル・キャピタル研究の草
分けとも言われるハニファン（Hanifan，J. L.）は，指導主事や教育長を経験した教育者である。
100 年前の米国バージニア州で，ソーシャル・キャピタル研究は開花した。ハニファンが直面し
ていた問題は，人口減少（北東部への人口流出）によるコミュニティ崩壊である。今まさに，日
本の多くの地域が直面している重要課題である。この難局を乗り切るために，ハニファンが選択
した戦略が，コミュニティ・センターとしての学校を核とした地域活性化である（Hanifan 1916）。
地域活性化は，経済資本の流動化，文化資本の伝承，人的資本の拡充，そして，これら 3 資
本の基盤となる社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）を醸成することで成立する
（露口 2017a）。
つながりがなければ，貨幣・商品の流通，文化・伝統継承，人々の成長は困難である。地域
活性化の切り札にソーシャル・キャピタルの醸成，すなわち，つながりづくりを選択した点に，ハ
ニファンの教育（行政担当）者としての先見の明がある。
ハニファンは，Putnam（2000）においてソーシャル・キャピタル研究の始祖として言及される
ことにより，その名が知られることとなった。しかしながら，彼の研究の具体的な内容については，
国内外において，ほとんど紹介されていない。彼の業績を正確に評価するためには，当時の社
会的・思想的背景を踏まえた議論が必要である。具体的には，デューイ（Dewey，J.）等の 1900
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年頃の教育哲学の動向を踏まえた分析・考察が必要であろう。これまでに誰も着手してこなかっ
た，ソーシャル・キャピタルの教育哲学的研究の展開が期待される。
国内でソーシャル・キャピタル研究が盛り上がりはじめたのは 2010 年頃である。ハニファンの
論稿が世に出てから，約 100 年後である。この数年間，縦断的データの蓄積も進み始めた。国
内の地域を対象として，ソーシャル・キャピタルがどのようにして蓄積され，また，その資本がど
のようにして地域活性化に貢献し，また，子どもの成長を促したのか。こうした中長期的視点に立
った研究が進展することの意義は大きい。日本には，学校支援地域本部事業やコミュニティ・ス
クール事業等，校区におけるソーシャル・キャピタル醸成のための事業が複数存在する。しか
し，もっともポピュラーなのは，これら 2 つの事業であろう。地域の人々が一体となって子どもの
成長を支援すべき（「我らの子ども」という認識をもつ）とする方向性は，Putnam（2015）の
調査研究によって，再確認されている。この方向性に間違いはないであろう。問題は，その方法・
戦略である。学校支援地域本部事業やコミュニティ・スクール事業は，地域で子どもの成長を支
援するための，よく出来たシステムである。「我らの子ども」という地域レベルでの共通認識を醸
成するために，これらの制度をどのように活用すればよいのであろうか。
（2）ソーシャル・キャピタルとコミュニティ・リーダーシップ
近年では，リーダーシップ研究においても，ソーシャル・キャピタルの視点が取り入れられて
いる。たとえば，Fullan（2014）は，校長のリーダーシップの焦点を，学校組織内外におけるソ
ーシャル・キャピタルの変革に置いた研究を報告している。校長は，学校と家庭が相互に敬意を
もち，参加を促し，家庭がソーシャル・キャピタルを醸成するための支援を行う社会正義リーダ
ー シ ッ プ （ Social Justice Leadership ） を 発 揮 す べ き と す る 理 論 も 近 年 展 開 さ れ て い る
（DeMattews，Edwards Jr.，& Rincones 2016）。さらに，Khalifa（2012）は，校区にソー
シャル・キャピタルを醸成・蓄積するコミュニティ・リーダーシップ論を展開している。コミュニテ
ィ・リーダーとしての校長は，地域で見える存在となり，地域を擁護し，学校と地域との信頼関
係を醸成する。そうすると，学校・教師に対する地域の態度が変わり，子供への接し方も変わ
り，結果的に学力向上にもつながることを明らかにしている。地域活性化のカギが学校組織にあ
り，その中でも校長のリーダーシップにかかっていることは，国内の先行研究においても指摘され
ている（柏木 2016a; 大林 2015）。
もちろん，地域活性化は校長のリーダーシップによってすべてが決まるわけではなく， 学校組
織内外の様々な要因が複雑に絡み合って成し遂げられる。校区レベルでの地域活性化は，学校
組織内外のどのような人々によって，どのように推し進められているのであろうか。
3．子どもの貧困と不平等・格差
（1）ソーシャル・キャピタル醸成システムとしての子ども食堂
近年，子どもの貧困に関する社会的関心が，特に相対的貧困率のデータ報告以降，高まって
いる。こうした流れを受けて，子どもの貧困問題の科学的分析と具体的対応策の提案が進めら
れている（阿部 2008，2014; 柏木・仲田 2017; 日本教育行政学会研究推進委員会 2013; 樋
口・宮内・Mckenzie2011）。貧困とは、単に経済的に困窮していることだけでなく，幸福（ wellbeing）を追求する手段が欠如している状態を意味する（志賀 2016:198-199）。子どもの場合
は，知・徳・体の豊かな成長のための必需品の剥奪状況が，貧困問題の核となるであろう。貧
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困状況は，子どもの主観的幸福感と主観的希望感を蝕む確率が高い点に深刻な問題がある（露
口 2017b）。つまり，様々な事柄に意欲的に挑戦しよう，明るい未来に向けてがんばろうという
意欲を蝕むのである。近年の調査研究では，子どもが教育的剥奪状態（欠食習慣，個食習慣，
学習道具不備等）に陥ることで，幸福になる確率と将来に明るい希望を持つ確率が 1/2 になる
ことが報告されている。一方，子どもを取り巻くつながり（家族･友人･地域住民）があることで，
子どもが幸福になる確率と将来に明るい希望を持つ確率が約 2 倍になることが明らかにされてい
る（露口 2017b）。つながりは，教育的剥奪が主観的幸福感や主観的希望感に及ぼすネガティ
ブインパクトを解消する可能性を持つのである。
つながりの力で子どもの剥奪・貧困問題を克服しようとする取組の一つが「子ども食堂」であ
る。子どもと地域の人々とのつながりは，学習意欲や自己効力感等の非認知的能力の向上にお
いて教育効果を持つ（露口 2016d; 岡正・田口 2012 等）だけでなく，子どもの主観的幸福感
も高める（露口 2017c）。子どもと地域とのつながりといえば，子ども会活動や祭り等の伝統的
な地域行事への参加が想起される。いわゆる伝統的コミュニティが機能し続けている地域ではこ
れらの団体が子どもと地域とのつながりを成立させている。しかし，伝統的コミュニティが崩れつ
つある地域，すなわち，子どもと地域をつなぐ機能が失われつつある地域では，子どもと地域の
つなぎ役としての機能をもつ新興団体の活躍が期待される。子どもと地域の紐帯機能と貧困対
策とを併合した「子ども食堂」は，年々拡充されている。伝統的コミュニティのイベントには，教
育的剥奪が進行した子どもの参加率は低いであろう。親が参加しないことが大きな理由のひとつ
である。子ども食堂は，伝統的コミュニティが持つ紐帯に参加困難な家庭の子どもにとって，代
替的ソーシャル・キャピタル醸成機会としての意味を持つ。それでは，「子ども食堂」は，地域
住民をはじめとして，どのようにして子どもを取り巻く人々とのつながりを醸成しているのであろう
か。
（2）高等学校におけるソーシャル・キャピタル格差
さて，義務教育段階を終えた子ども達は，やがて高校に進学する。ここで直面するのが，各高
校間でのソーシャル・キャピタル格差である。Coleman（1988）以降，ソーシャル・キャピタル
の教育効果のひとつとして，「退学」が注目されてきた。親・学校 教員・友人等とのつながり
が退学抑止に効果があることが，複数の調査研究において検証されている（露口 2011）。こう
した視点に立つと，退学率が高い学校とは，ソーシャル・キャピタルの水準が低調な学校と捉え
ることも可能である。高校間の学力格差は，選抜の段階で意図的に生み出されるものであるた
め，この点が課題視されることは少ない。しかし，生徒が享受できるソーシャル・キャピタルの
分量やアクセス機会が偏差値ランク等によって偏りを示すような状況は，望ましいことではない。
「つながり格差」の問題は，義務教育段階では，志水（2014）らによって警鐘が鳴らされてき
た。しかしながら，高等学校におけるつながり格差についてはほとんど言及されることなく，今日
に至っている。近年のソーシャル・キャピタル研究を整理した露口（2016a，2016b）においても
高等学校を対象とするは皆無である。高等学校を対象とするソーシャル・キャピタル研究の意義
は大きいといえる。
（3）保護者間のソーシャル・キャピタル格差
ソーシャル・ キャピタル格 差 の問 題 は， 生 徒だ けでなく， 保 護 者 においても生 じている。
Coleman（1988）は宗教系私立学校の退学率の低さの一因を，家庭外ソーシャル・キャピタル，
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すなわち，保護者相互のつながりに求めている。子ども相互のつながりがあり，その保護者相互
にもつながりがある「世代間閉鎖性」がある状態は，確かに理想的であろう。しかしながら，保
護者相互のつながりは，経済的ゆとりと時間的ゆとりによって強く規定されてしまうという実態が
ある（露口 2012）。保護者相互のつながりを有する者は，その中で様々な親としての知識や情
報を習得し，家庭教育の質が高まる可能性がある（もちろん，ネガティブな嗜好性を持った保護
者のつながりによる負の効果もあるが）。学校に対しても支援的であり，地域行事にも意欲的に
参加する（露口 2016b）。逆に，孤立傾向の保護者は，家庭教育を相対的に見る機会に乏しく，
自らの親の家庭教育を正負両面受け継ぎやすい。学校との関係も希薄となり，地域からも孤立
傾向となりやすい。保護者相互のつながりの効果は，学校にとっては無視できない重要なものな
のである。
保護者のつながりは，子どもの進学とともに大幅に変容するであろう。保育園から小学校への
移行を例として考えてみよう。保育園では，親の就労が前提であるため，平日の就労時間帯に
会合や行事を入れることがほとんどない。お迎えをするため，保育士とのコミュニケーション頻度
は高く，同時刻に訪れる保護者相互の会話も発生する。行事は休日に開催されるため参加しや
すい。必然的に，保護者を取り巻くつながりが生成される。ところが，小学校に進学すると，状
況は一変する。特に，伝統的な学校参加システム（時間の都合がつく的専業主婦・パートを想
定）を維持している学校では，就労している保護者（母親）のネットワーク構造は大幅に変容す
るであろう。平日に積極的に行事を入れる学校では，フルタイムの母親はもはや参加することが
できない。保護者相互のネットワークは変容どころか消滅の恐れさえある。保護者相互のつなが
りは重要である。しかし，保護者相互のつながりに参加できる者とできない者が発生している，
すなわち，ここにもつながり格差が生じているのである。
（3）家庭内ソーシャル・キャピタル格差
ソーシャル・キャピタル研究の教育効果は，主として就学以降の認知的・非認知的能力に焦
点があてられてきた。しかしながら，これらの能力の基盤となる就学前における基本的生活習慣
も重要な効果指標であり，ソーシャル・キャピタルの視点からのアプローチが必要であると考え
られる。幼児期の基本的生活習慣，すなわち，定時起床・定時就寝，挨拶，トイレ，食事，歯
磨き等は，家庭の中でしつけられるべきものである。これらの基本的生活習慣の定着は，社会
的経済的階層によって説明される部分が少なくない。つまり，親の学歴，経済的ゆとり，家族構
成等である。基本的生活習慣の習得は，これらの社会的経済的階層要因によって直接的に決定
されているのであろうか。一方，基本的生活習慣がソーシャル・キャピタルによって直接的に決
定されているとする考え方もある。これは，親の職業や経済的ゆとりではなく，親子のコミュニケ
ーションや信頼関係に重きを置くアプローチである。
日本社会では，後者の説明モデルの方が妥当であると推察される。しかし，問題は，親子の
コミュニケーションや信頼関係の形成レベルが，社会的経済的階層要因によって毀損されること
である。社会的経済的階層要因は，親子のコミュニケーションや信頼関係の形成レベル，すな
わち，家庭内ソーシャル・キャピタルを毀損し，間接的に，基本的生活習慣の末定着を引き起
こす可能性を持つ。
ところで，家庭内ソーシャル・キャピタルが毀損されている場合に，それを補填する代替機能
は我が国にはあるのだろうか。家庭内ソーシャル・キャピタルの毀損が進んでいる米国では，地
域の人々で子どもを見守り育てる規範とシステムの構築が強調されている（ Putnam 2015）。友
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人，担任教師，地域住民等は，家庭内ソーシャル・キャピタルの代替機能を果たすことができ
るのであろうか。ソーシャル・キャピタルの不平等の実態を明らかにするとともに，克服する手立
てについての検討を行う必要がある。
4．幸福
（1）幸福への関心
近年，個人の幸福に関する関心が世界レベルで高まっている。経済成長（代理指標としての
GDP）が人々の幸福の拡充に寄与していないという実態が明らかにされたことにより， 幸福とは
何かを問い直し，また，その決定要因を見極めようとする機運が広がっている（OECD 2011）。
貧困問題や格差問題が議論される中で，その合わせ鏡とも言える幸福への関心が高まったと解
釈できる。幸福を対象とする研究は，特にこの 10 年間の伸びが著しい。OECD のリーダーシッ
プにより，世界レベルにおいて経済成長（GNP 等）に代わるアウトカム指標の開発が進められて
きた（Frey 2008; OECD 2011，2013，2015; Stiglitz，Sen，& Fitousi2009）。
幸福に着目する動きは，学校教育にも波及している。たとえば，米国では，学校経営の成果
指標として幸福（well-being）を掲げる学校・地域（特に経済的困窮度の高い学校・地域に集
中）が多数出現している（DeMattews，Edwards Jr，& Rincones 2016）。すべての子どもの
幸福は，米国における教育リーダー（学校管理職や教育長等）の使命でもある（ NPBEA 2015）。
幸福研究とは，社会の中で困っている人（不幸），生活に満足している人（幸福）は誰か。
それどれどのような特徴を持っているか。それらの人々に今後生じるであろう現象は何か，そし
て，幸福の規定要因は何か，を明らかにしようとする研究分野であると言える。ソーシャル・キャ
ピタルは，経済学的・社会学的な計量分析の視点から，幸福の重要な規定要因であることが，
確認されている（橘木 2013，2014; 辻竜平・佐藤嘉倫 2014 等）。教育分野では，ソーシャル・
キャピタルが幸福に及ぼす影響に関する調査研究がそれほど蓄積されていない（露口 2017c）。
教育の世界においても，ソーシャル・キャピタルは幸福を高めているのであろうか。
（2）教育と幸福
2017 年，高等教育の無償化をめぐる議論が展開されたことは，記憶に新しい。平成 29 年度
において，大学進学率（過年度卒含む）が 52.6%であり，短期大学や専門学校を含めた高等教
育機関進学率は 80.6%と，過去最高を記録している（文部科学省 2017a）。大学中退率（2.5%
程度）を考慮しても，約 50%が大卒となる時代である。仮に，無償化や就学支援が拡充される
と，大学進学率はさらに上昇するであろう。
大卒資格を得ることのメリットは，Putnam（2015）において，エビデンスと共に多面的に紹介
されている。たとえば，大卒者がいる家庭では，そうでない家庭に比べて，世帯純資産が多い，
未婚母出産率が低い，一人親家庭割合が低い，家族で夕食をとる習慣がある，幼児の発達上
の世話にかける時間が長い，社会的ネットワークが多い，子どもの肥満が少ない等の効果が確
認されている。この他，大卒以上の学歴取得者は，高卒以下の学歴取得者よりも市民活動に参
加する傾向があり，また，教会に出席する傾向があることも明らかにされている。OECD（2011）
においても，大卒の効果として，ソーシャル・キャピタルの量やアクセス機会の多さ，健康面で
の効果等が検証されている。
さらに，OECD（2011）では，学歴による主観的幸福感への効果についても検討を進めてい
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る。主観的幸福感や生活満足度は，GNP に変わる新たな国レベルの社会成果指標であり，国
際的・学際的領域で研究が進められている。大卒となることで，ソーシャル・キャピタルをはじ
めとする様々な利益を享受し，個人の幸福感を高める可能性があるのではないだろうか。仮にこ
うしたプロセスが妥当であるとすれば，高等教育への投資の意義が，改めて確認できよう。
（3）働き方と幸福
さて、学校の教員に目を転じると，国立教育政策研究所（2014）や文部科学省（2017b）を
契機として，「働き方改革」の議論がヒートアップしている。「働き方改革」の問題 は，実は，
幸福問題でもある。教員が長時間労働によってプロフェッショナルとしての職業生活，すなわち，
学習による専門性の向上，自律的な時間・職務内容管理，子どもたちのための奉仕貢献活動が
送れず，幸福感やクオリティ・オブ・ライフが充足されていない点に問題がある。教員の心理的
側面を対象とする調査研究では，主たる対象がストレスやバーンアウト等のネガティブ事象に置
かれてきた。教員がいかに不幸か，なぜ不幸なのかを徹底的に調査研究してきた歴史がある。
しかし，ポジティブ心理学の浸透等に伴い，近年では，教員の幸福感というポジティブな側面を
対象とする研究が増えつつある（Jalali & Heidari 2016 等）。
それでは，どのような条件のもとで教員は幸福を感じるのであろうか。 教員の幸福感という，
これまでに等閑視されてきた分野に対しても，ソーシャル・キャピタルの視点で介入してみたい。
一般成人・保護者・児童生徒を対象とした調査研究では，ソーシャル・キャピタルが主観的幸
福感を高めるとする結果が，複数の研究において見受けられる（ 露口 2017c）。教員について
も，ソーシャル・キャピタルが主観的幸福感を高めているのではないか。また，その場合，どの
ような種類のソーシャル・キャピタルが，どのようにして教員の主観的幸福感を高めているのであ
ろうか。
5．報告書の構成
以上のように，本報告書では，地域再生・地域活性化，子どもの貧困と不平等・格差，教員
や成人の幸福について，ソーシャル・キャピタルの視点からの分析・考察を行い，実践的示唆
を得ることを目的としている。具体的な章構成は以下の通りである。
【第Ⅰ部】では，地域・コミュニティをテーマとする 3 本の研究を紹介する。
第 1 章「ソーシャル・キャピタル概念の思想史－ ハニファン（Hanifan，J．L．）の教育実践とそ
の位相－ 」では，ソーシャル・キャピタルの始源と言われるハニファンの論稿を，教育哲学の視点か
ら丁寧に読み解くことで，現代教育に対する示唆を得る。ハニファンは約 100 年前の米国において，
学校を核とする地域活性化に挑戦していた。教師が適切なリーダーシップを発揮して，学校をコミュ
ニティ・センターとして機能させることで，地域共同体を活性化できるという希望を抱いていた。それ
では，ハニファンは，どのような教育実践を展開することで，ソーシャル・キャピタルの醸成と地域活
性化に挑戦したのであろうか。過疎化・消滅化に直面している地域の再生に対して，本論稿は重要
な示唆を与えるであろう。また，ソーシャル・キャピタル研究が国内外でこれだけ蓄積されているに
もかかわらず，ハニファンの思想と実践を扱った論稿は極めて少ない。これは，国内では初のハニフ
ァン論稿であり研究的価値も極めて高い。
第 2 章「学校支援の活動を通した地域のソーシャャル・キャピタルの再構築の過程－ 大分県佐伯
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市の「協育」関連事業を事例として－ 」では，地域活性化の具体的方法論である「学校支援地域本
部事業」を対象とする約 10 年間の観察調査から，ソーシャル・キャピタルが再構築される過程を記
述する。「関係基盤」の「連結」がコーディネーターによって展開され，そこで構成されたネットワ
ークが学校支援以外の目的に「転用」されるプロセス。これまで築かれてきた「特定化信頼」が，
新たな保護者や地域住民が活動に関わることで，信頼が少しずつ広がり，「一般化信頼」への転換
していくプロセス。そして，ソーシャル・キャピタルを使用することで，さらにそれが増加するプロセ
ス等である。今後，コミュニティ・スクールや地域学校協働本部等を実際に設置しようとする校区・
自治体，導入はしたがこれらの施策が停滞している校区・自治体に対して，重要な示唆を提起する。
第 3 章「学校運営協議会設置による地域活性化－ ソーシャル・キャピタル論の視座から－ 」では，
筆者らが 7 年近く調査を継続している校区を事例として，コミュニティ・スクールの導入がソーシャ
ル・キャピタルの醸成を経由して，地域活性化に至るプロセスを記述する。コミュニティ・スクールの
設置・実践は，教員と地域住民等をつなぐ「場」と「活動」として位置づき，地域住民同士をつな
ぐ機能を保有している。そして，地域のキーパーソンが先導して，地域住民自らがつながりを紡ぐ多
様な「場」と「活動」をつくりあげ，地域住民同士のつながりが広がり深まる。さらに，それらの「場」
と「活動」の中心に子どもを据えることで，つながりの求心力が強化される。こうして醸成されたソー
シャル・キャピタルが，子どもの教育活動の質を高めるという一連の過程を記述する。
【第Ⅱ部】では，教育における不平等・格差問題をテーマとする 5 本の研究を紹介する。
第 4 章「『子ども食堂』を通じて醸成されるつながりの意義と今後の課題 ―困難を抱える子
どもの参加と促進条件に焦点をあてて―」では，近年増設傾向にある子ども食堂の類型作業に
したがい，困窮・孤立世帯の子どもの支援活動を実施する子ども食堂（共生食堂・ケア付食堂）
を対象として，ソーシャル・キャピタル醸成の過程を記述する。子どもを取り巻く豊かなつながり
を醸成するためには，福祉の実践知・専門知の豊かな支援者たちが，支援者（運営者）間の
力量形成を促しつつ，子ども食堂に取り組むこと。支援者が，学校や家庭とは異なる第 三の場
で，子ども達がどのような声でも出せる親密圏を創出すること。支援者が無意識・無意図的に他
者を排除する暴力性を有している文化的強者としての自覚を持ち，自分立ちが創り上げた境界
線や既存の価値観や力関係を自ら崩そうとする学びが出現することの重要性が示唆される。
第 5 章「学校信頼と保護者ネットワーク―小学校 1 年生の保護者へのインタビュー調査から
―」では，就学前（保育所・幼稚園）から小学校に移行する過程における保護者ネットワークの変
容をインタビュー調査によって記述する。ネットワーク密度，情報交換の頻度，会合参加層の偏り，
集団構成，父親の参加度の視点から就学前と小学校との保護者ネットワークの特徴を明らかにする。
小学校入学とともに，保育所・幼稚園時代に築いてきたネッワークの緊密性と相互作用頻度が失わ
れる一方，多様な階層の保護者で集団が構成されるため，ネットワークの異質性が高まる。様々な
会合に参加できる，従来の学校参加シテスムが前提とするライフスタイルを有する保護者の間で，豊
かなネットワークが築かれる。
「一部の保護者は学校に意欲的に参加し協力的である」とする，一般
的に語られる学校視点での言説の背景文脈を描き出す。
第 6 章「高校階層構造下におけるソーシャル・キャピタル不平等」では，高校間におけるソーシ
ャル・キャピタル量の格差とソーシャル・キャピタル獲得機会の格差について検討する。高校間で社
会的経済的階層の水準に格差が生じていることは，周知の通りであるが，生徒が保有するソーシャ
ル・キャピル量についても格差が生じているのだろうか。また，その格差は，ソーシャル・キャピタ
ルの獲得機会にまで及んではいないだろうか。仮に，ソーシャル・キャピタル不平等の状態が生じて
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いるとすれば，どのような政策が効果的なのであろうか。これらの問いに応えるため，本章では，
PISA2012 のデータの再分析を実施する。
第 7 章「幼少期の基本的生活習慣の習得と家庭内ソーシャル・キャピタル」では，Coleman（1988）
の分析モデルを参考として，幼稚園児・保育園児の基本的生活習慣の習得状況（定時起床，あいさ
つ，トイレ，食事，歯磨き等）に対するソーシャル・キャピタル（世帯に両親が揃っている，きょうだ
いの数が少ない，親子間の個人的な事柄についての会話が多い，子どもの就学前に母親が働いてい
ない，子どもの大学進学への親の関心がある）の影響を検証する。両親の学歴や職業，世帯の経済
的ゆとりを説明変数に加えており，社会的経済的階層の影響力を考慮したモデルとなっている。本章
では，ベネッセ教育総合研究所の『第 3 回子育て生活基本調査幼児版 2008 年』の調査データを活
用している。
第 8 章「家庭とのつながりが少ない子どもにおける『住民とのつながり』と『学習理解度』お
よび『地域貢献意欲』」では，子どもと地域住民，子どもと教師，子ども相互のソーシャル・キ
ャピタルによる，家庭内ソーシャル・キャピタルの補完機能について検討する。家庭内ソーシャ
ル・キャピタルが低くとも，それ以外のソーシャル・キャピタルが醸成されていれば，子どもの
学習意欲と地域貢献意欲は維持向上されるのであろうか。社会的経済的階層に係る変数のコン
トロールができていないという限界はあるものの，地域社 会に家庭内ソーシャル・キャピタルの
代替機能を構想しようとする点は，「子ども食堂」の実践に通じるものがある。
【第Ⅲ部】では，幸福と生活満足をテーマとする研究を紹介する。
第 9 章「教育と主観的幸福感の関係―学歴は個人の生活満足感を高めることができるのか？
―」では，学歴取得と生活満足感の関係における媒介要因として，キー・コンピテンシー，健康，
ソーシャル・キャピタルが位置づくかどうかを検討する。 Putnam（2015）が強調する大卒の価
値が，我が国においても認められるのであろうか。また，認められるとすれば，どのような経路に
よって大卒が生活満足感に結びつくのであろうか。そして，ソーシャル・キャピタルは，大卒と生
活満足感の媒介要因として位置づくのだろうか。「高等教育の無償化」に象徴される高等教育
政策に対して示唆を与える研究である。
第 10 章「教師の幸福を左右する職員室のソーシャル・キャピタル」では，教師の幸福度に
対して職場に蓄積されているソーシャル・キャピタルがどの程度の影響を及ぼしているのかを明
らかにする。分析に際しては，参照点の視点も取り入れ，今年の幸福度，幸福度上昇者（昨年
度よりの上昇についてのダミー変数），幸福度低下者（昨年度よりの下降についてのダミー変数）
等のいくつかのパターンについての検討を行う。教師の幸福度を対象とする研究は，国際レベル
においても希少であり，「働き方改革」が政策課題となっている今日，本章の調査研究は重要
な意味を持つ。
〔註〕
1） ソーシャル・キャピタルとは，一般的には，「調整された諸活動を活発にすることによって社会の効
率性を改善できる，信頼，規範，ネットワークといった社会組織の特徴（Putnam，1993: 206-207）」
を意味する。ソーシャル・キャピタルは，地域社会において人々の間に蓄積される資本であり，ネット
ワーク・規範・信頼の観点から説明されることが多い（たとえば，稲葉，2007; Putnam，2000 等）。
生活世界では，「社会的つながり」を意味する概念である。
2）国際的な研究動向については，露口（2011）参照。
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