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【講演者プロフィール】砂田 薫

慶応義塾大学を卒業後、朝日新聞社に入社。アイルランド国立ダブリ
ン大学マーケティング修士課程、東京工業大学大学院博士後期課程
イノベーション専攻を経て、1995年、初代朝日新聞社広告局シンガポ
ール駐在として事業所の立ち上げ、デジタルメディア部長、メディア推
進部長等を歴任。
その後、メディアビジネスの世界から国立大学常勤教員に転出、2013

年からお茶の水女子大学大学院特任准教授、2016年からは、宇都宮
大学特任准教授としてキャリア教育や社会変革の研究者として、それ
ぞれ３年勤務。
現在は任意団体となったギャップイヤー研究のギャップイヤー・ジャパ
ン代表。地域創生をテーマに、奈良県橿原市今井町にある古民家を
改造したカフェである「見晴らし茶屋ももや本館」と別館の２館の経営
に従事。

文科省の有識者会議である「学事暦の多様化とギャップタームに関す
る検討会議」委員（2013年10月～2015年3月）



本日のお話の流れ

１．そもそも、「ギャップイヤー」って、何？
２．日本の大学におけるギャップイヤーの進展
３．ギャップイヤーに意識すべき体験と考え方
４．ギャップイヤーが生み出す人材例と能力開発
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A gap year is therefore defined in this report as “any period of time
between 3 and 24 months which an individual takes ‘out’ of formal

education, training or the workplace, and where the time out sits in the
context of a longer career trajectory

２００４年ロンドン大学Andrew Jones教授の
英国・教育技能省受託研究「ギャップイヤーの概念図」

「ギャップイヤー」の定義は、親元・教員から離れた非日常下
での「ｲﾝﾀｰﾝ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・国内外留学（課外）」（期間3-24ヶ月）

ボランティア

インターン（アルバイト）

国内外留学

（課題持ったワーキングホリデー）

（研修旅行、目的持ったバックパック）
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（自分探しの旅、レジャー活動）

（親元離れた、独立した）

教育的

（語学留学）

余暇的



ｷﾞｬｯﾌﾟｲﾔｰの３軸モデル

ボランティア

インターンシップ

③利他意識・構想力
醸成・文化理解・
時間管理・

等

②ダイバーシティ理解・
スキルアップ・キャリア
マインド醸成等

①コミュニケーション能力向上・社会
問題理解・地域地方理解・内省等

課外の国内外留学

（約３ヶ月～ 2年）

6
・生きる力（耐性をつける）、ライフ
スキル、リーダーシップ、国際性等

（限界集落・被災地・
国内外の課外留学等）
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文科省有識者会議立ち上げ（2013年）

• 「教育再生実行会議第三次提言（２０１３年５月）」
や「日本再興戦略－Japan is BACK－（同年６月閣

議決定）」において、秋入学など学事暦の柔軟化に
伴うギャップイヤー等を活用した、留学等の体験活
動への支援を抜本的に強化する方針が示された。
学事暦の多様化とギャップイヤー期間中の活動を
推進するために、当該有識者会議では、海外のギ
ャップイヤーの状況や国内の先行事例の情報を収
集し、日本に相応しい環境整備の在り方について
審議を重ねてきた。このまとめの議論を踏まえ、最
終案である大学での制度としての提示を行なった。9

名称：「学事暦の多様化とギャップタームに関する検討会議」



浅原 利正 広島大学長
○市村 泰男 一般社団法人日本貿易会常務理事
川村 隆 株式会社日立製作所取締役会長、

一般社団法人日本経済団体連合会副会長・教育問題委員長
齊藤 斗志二 公益社団法人全国スポーツ推進委員連合会長、元臨時教育審議会委員
島村 元紹 株式会社島村楽器代表取締役会長、

日本商工会議所教育委員会共同委員長

◎鈴木 典比古 国際教養大学理事長・学長
砂田 薫 一般社団法人日本ギャップイヤー推進機構協会代表理事、

お茶の水女子大学特任講師
清家 篤 慶應義塾長
萩原 なつ子 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授
秦 由美子 広島大学高等教育研究開発センター教授
濱田 純一 東京大学総長
藤沢 久美 シンクタンク・ソフィアバンク代表
船橋 力 株式会社ウィル・シード取締役会長、学校法人河合塾顧問
宮城 治男 NPO法人ETIC．代表理事
山内 進 一橋大学長
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「学事暦の多様化とギャップタームに関する検討会議」委員一覧

内訳は、産（５）・官（１）・学（学長５、教授２）・民（２）の１５名



豪高校卒業後の学習意欲とその成績の関係調査（250人）

ギャップイヤー経験大学生＞未経験大学生

①就学後のモチベーション②企画力③忍耐力④適応能力
⑤時間管理能力がいずれも高いことを統計的に立証。
（2010年世界教育心理学会の査読論文。シドニー大学アンドレ―・マーティン教授）

ハーバード・プリンストン・ＭＩＴ等米国の大学のギャップイヤー導入の目的は、「学生のバーン
アウトと中退防止効果」だったが、この論文の発表で、導入が積極的・加速的になると予測。
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ギャップイヤーの４階層

大学運営
等のプログラム

参加者が立案し、
大学に提示

（一部単位認定も）

自主的・計画的に行う研修・社会修行
（形態は、ワーキング・ホリデー、計画性ある
バックパッカー、語学研修、スポーツ留学等）

自分探しの国内外の旅、遊学、放浪、ヒッチハイク、レジャー
（スキューバダイビング、トレッキング等）

自由度・選択度
（課外授業性）

低

高

計画性・研修性
単位認定可能性
（大学関与度）

高

低

教育現場でのコンセンサスは、赤い破線の第３階層までか。文化・慣習として定着してくると
第４層も認識される。第１階層はプリンストン大や小樽商大、第２層は国際教養大・東大等

制度（学内・組織内･奨学金）

文化・慣習

copyright定義：親元・教員から離れた非日常下での国内外での社会体験（ボランティア・
課外留学、旅等）や就業体験（インターン・ワーホリ等）［期間：3～24か月］

※大学入学前の他、大学卒業
後、転職間、休学等がある。

ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑ

プラン

出所：論文「ギャップイヤー導入による国際競争力を持つ人材の育成」（砂田 薫、日本学生支援機構、2012年３月）に加筆
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ギャップイヤーには、

①プラン（個人が決める）

②プログラム（大学・公共団体・支援機
関等が関与し、立案） 例えば、２年間
限定の日本の青年海外協力隊、米国
なら、Teach For America、Peace Corps（
平和部隊）等
の２種類がある！ 13



“習慣・個人”の英国（約60年）
対

“制度化・組織”の米国（約1５年）
• 英国のギャップイヤーは米国に比べてゆるく、組織
化されていない傾向にあり、しばしば「ビーチで酔
っぱらって終わり」とも評される。

（米国ギャップイヤー協会イーサン・ナイト代表）

14
出所：2013年10月4日付ニューヨーク・タイムズ教育面「金がかかっても、高校と大学の間にギャップイヤーを」

英国 大学のギャップイヤー関与度は低く、
「入学延期制度」で受入態勢はできている

英米のギャップイヤー文化の違い
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多くの人が、“ギャップイヤー”を人生を変
える経験”や“ターニング・ポイント”と言う。

そして価値は完全には測りきれないが、そ
の人の残りの人生に配当をもたらすだろう
（ハーバード大学入試奨学金・支援官）

• "Many speak of their year away as a 'life-altering' experience or a 'turning 
point.' Most feel that its full value can never be measured and will pay 
dividends the rest of their lives."

Deans of Admissions and Financial Aid at Harvard University William 
Fitzsimmons and Marlyn E. McGrath

（出所： http://www.usagapyearfairs.org/speakers ）
16

米国：ギャップイヤーで人生変わる！

http://www.usagapyearfairs.org/speakers


・目的は入学前の１年間、異文化の中で生活し、他者のために働くこと
で、プログラム参加者は国際感覚を身につけ、公共心を培（つちか）え
る。それはその後のプリンストンでの４年の中で、他の学生に伝達でき
る。また、高校時代の勉学一辺倒の重圧から解きほぐすことが次なる
学術の進展しつながり、他の学生より多様な経験をし、“成熟した”
新１年生を生み出すメリットがある。
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The public response to this idea has been overwhelmingly positive. Well before

the working group’s report was issued, the national media, including the New York

Times and NBC’s “Today” show, had featured articles and segments about the 

program.

The reaction among alumni and educators has also been very positive, and the word 

has spread around the globe that Princeton is once again leading with innovative 

ways to educate its students.

The Princeton University Bridge Year Program

Shirley M. Tilghman

September 2008

・ワーキンググループは０８年春から比較文学のSandra Bermann,を議長に、学部、学生
大学スタッフで構成されて、この入学前に公共奉仕活動を行なう授業料免除の新プログラ
ムを研究した。そして、０９年９月から実施している。※gap yearをbridge yearと呼称



プリンストン大学のギャップイヤー制度
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０９年から実施。１年間弱のプログラム、ガーナ・インド・ペルー・セルビア。
毎年５カ国に７名ずつで３５名を送り出している。近々１００名規模。社会奉仕活動に従事



東大学内広報：http://www.u-tokyo.ac.jp/gen03/kouhou/1455/02features.html

東大（２期生１１名）のギャップイヤー計画例

・復興支援を行うＮＰＯでのインターン・ボランティア

・自分や日本を見つめ直し、東南アジアについて理解を深
め、今後の大学生活に生かす

・世界一周をして世界中の様々な人と話し合い、日本で触
れることのできない事物を直接自分で経験する

・語学留学をしながら、海外インターン、その後海外ボラン
ティアに参加する

・自主的活動を通じた問題処理能力やコミュニケーション
能力を高め、社会に貢献するための力をつける
・米国留学と旅を通じた国際交流と自己の深化

・ボランティアを通じて自発性を身に着け、本当にしたいこ
とは何かを考える
・英語力の向上、異文化交流、海外の大学訪問 19

http://www.u-tokyo.ac.jp/gen03/kouhou/1455/02features.html
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ギャップイヤーで身につく能力の可能性

• international Perspective 国際的視野
• Decision-making 意思決定力
• Relationship-building 関係性構築力
• Problem-solving and Resourcefulness 問題解決力と独創性
• Communication, especially across cultures 異文化コミュニケーション
• Organization and Responsibility 組織力と責任力
• Teamwork and Flexibility チームワーク力と柔軟性
• Maturity and Self-Awareness 成熟と自覚
• Independence and Self-Confidence 独立性と自信
• Language Fluency 言語能力

21

南アフリカの高度人材養成学校 African Leadership Academy

「ギャップイヤー・プログラム」で身につくとされるソフトスキル資質

ギャップイヤーはグローバル人材、社会課題解決型人材、
リーダーシップと親和性が高い！



22

・「かわいい子には、旅をさせよ！」

・「情けは人のためならず」

・「他人の釜の飯を食う」

社会修行の具現化が

“ギャップイヤー”

インターンシップ

国内外留学
（課外、正規外が基本）

ボランティア

社
会
体
験

就
業
体
験

22

日本の「人材育成」に関する３つの諺（価値観）



「世界で活躍するグローバル人材に必要な5つの力」本田健氏（作家）

1.自分は誰、何者かを深く知る力

Gap year is an opportunity where you can learn 

about who and what you are.

2.創造力 ※0か1を生み出す
3.発信力
4.応援される力、愛される力
※人望（律儀さ）と人気（ふわふわしたもの）

5.100％の情熱
99％は0と同じ

23



「ギャップイヤー・ジャパン」で検索してみて下さい！

（フロンティア・フォーラム欄には250を超えるエッセイ格納）

24http://japangap.jp/

http://japangap.jp/
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竹は、節があればこそ！
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竹は節があればこそ、まっすぐに成長し、風が吹いても反り返る。

ギャップイヤーは人生の節目。この節目は、自ら入れる場合と、高校・
大学の接続の時など、若い人生の節目に、本格的な「社会体験」や
「就業体験」を入れていくことが、人を強くする。

レジリエンスとは、心理学の用語で、落ち込み
から立ち直る心の弾力性です。

もともとは物理学的な言葉で、力を加えられて
ゆがんだものがもとにもどる弾力性を指します
。

この写真のように、最近のめがねのフレーム
は、弾力性があって、折れにくくなっています。
そういう弾力性を、人の心にあてはめて、心の
回復力という意味で使われています。



ギャップイヤーは、本来“不連続なキャリア”を社会に出る予行演習と
して意図的に創る機会。この期間に親元・教員から離れた非日常下で
、社会体験・就業体験を行う課外活動。おとなへの準備と鍛錬を行う。
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Transition

（移行・転機）
不連続なキャリア

高校 大学
就職、起業、自営、
大学院、転職

・これまでの一本道の
連続したキャリア（価値観）
・今後は社会に出ると、
無数の不安定なキャリア
の転機を迎える（自主的転職、
非正規雇用、人員削減、希望退職等）

３ヵ月～
２４ヶ月

３ヵ月～
２４ヶ月

ギ
ャ
ッ
プ
イ
ヤ
ー

ギ
ャ
ッ
プ
イ
ヤ
ー

ギャップイヤーは、「空白」でなく「機会」の創出



オバマ元米国大統領の娘のマリアさんもハーバード大入学前にギャップイヤー取得

Malia Obama but spoke generally about its gap-year and summer programs, saying 
they operated in 19 countries in Asia, Africa and South and Central America.

The aim is a cross-cultural, experiential education, Vanek said. That means no five-
star hotels or fancy buses, but rather home stays with local families, volunteer work, 
trips on public buses and often, language immersion. The small-group trips "aren't 
touristic. They aim to broaden students' perspectives about the world and 
themselves through these really intimate experiences," she said.

世界の途上国支援のNPOの夏季プログラムに参加。目的は、異文化体験教育。贅

沢なホテル暮らしではなく、ホームステイでボランティア活動をして、世界の視野を
広めること。

The goal is to let participants become "competent travelers and more evolved 
humans," Vanek added.

そのゴールは、能力の高い旅人になり、人として成長すること。

Last February, Malia Obama started an internship with the Weinstein Co., an 
employee there said. It‘s a film and television production and distribution company 
founded by brothers Bob and Harvey Weinstein. She hit the Sundance Film Festival in 
January, was spotted in Aspen, Colo., in February, traveled in June with her parents 
and sister to Bali and rocked out with her younger sister in August at Chicago’s 
Lollapalooza.

その後、インターンシップはウェスティングループ。映画祭や家族旅行も実現させた
。

28



オランダのプリンセスも高校卒業後
ギャップイヤー取得

29

It’s a bit of an internship, a bit of a hobby 
and working on herself to be able to start 
her studies even more confidently next 
year.”

Gap year is going well for 
Amalia: ‘Helps her mature’
November 11, 2021



ノブレス・オブリージュ（noblesse oblige）

19世紀にフランスで生まれた言葉。「noblesse(貴族)」と「obliger(義務
を負わせる)」を合成した言葉。財力、権力、社会的地位の保持には責

任が伴うこと。身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的
責任と義務があるという、欧米社会に浸透する基本的な道徳観である
。法的義務や責任ではないが、自己の利益を優先することのないよう
な行動を促す、社会の心理的規範となっている。

また、聖書の｢すべて多く与えられた者は、多く求められ、多く任され
た者は、さらに多く要求される｣（『ルカによる福音書』12章48節）に由来
するとも言われる。

欧米では、国家・国民のために尽くす義務があるという意味に受け取
られ、貴族やエリートの教育で扱われる。アメリカでは「慈善を施す美
徳」の意味があり、富裕層が貧しい人々に慈善を施すという形で実践
されている。最近では、主に富裕層、有名人、権力者が社会の規範と
なるようにふるまうべきだという社会的倫理として用いられる。

30

出所：公益財団法人日本女性学習財団



Q:ギャップイヤーでどんな人材が育つか？！

31



ギャップイヤーを日本に定着させると、
例えば、こんなロールモデルが・・・・

社会的問題発見・解決能力、
ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟがある人の育成

グローバル人材
山口絵理子、村田早耶香
、

日本・地域課題解決型人材
清水康之（ライフリンク）
小暮真久（ＴＦＴ）
今井紀明（D×P）
安田祐輔（キズキ共育塾）

税所篤快（E-education）、
小沼大地（クロスフィールズ）

※敬称略

社会的課題をビジネスの手法を用い、解決していこうとする社会起業家や社内起業家を創出

ギャップイヤーの定義：親元・教員から離れた非日常下での
インターン・ボランティア・課外の国内外留学。期間は3－24ヶ月

ＥＴＩＣ受託の内閣府社会起
業育成委託事業

3期60名のうち、７割
が、ギャップイヤー経験者
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47％

10-20年後になくなってしまう職業の比率

米国労働省のデータに基づいて、702の職種が今後どれだけ自動化されるかを分析
（オックスフォード大マイケル・A・オズボーン准教授）論文『雇用の未来―コンピューター化によって仕事は失われるか』

47% of US jobs under threat from computerization according to Oxford study

The study entitled The future of employment: how susceptible are jobs to computerization? 

Shocking！

アントレプレナーシップ（起業家精神）とリーダーシップの大事さ！



Artificial Intelligence will surpass 
human intelligence after 2020, 
predicts Vernor Vinge, a world-
renowned pioneer in AI.

Reality of Singularity

We must create human Jobs that computers will never replace.

シンギュラリティ（人工知能が人間の脳を超える）可能性の現実味

「人間は、コンピュータにはできない仕事を創る（creation）しかない!」



大学の座学授業とギャップイヤーの関係性

座学
ＰＢＬ
（課題解決型授業）

• サービス・ラーニング

• アクション・ラーニング

• アクティブ・ラーニング
etc.

ギャップイヤー

（社会体験・就業体験）

• プログラム型

• 完全自主活動型

35

・教員・家族関与度
・正課目
・comfort zone
（ぬるま湯・恵まれた環境）

高 低

低

・非日常性
・課外授業
・社会修行



ギャップイヤーの前後でどう変わったか？

２．思考・判断・表現力

１．基礎知識力（概念・専門的知識）

３．主体的に学習に取り組む姿勢力

1「知ったこと増えた！」

2「考えること増えた」！3「積極的になった！」

の自己採点

ギャップイヤー体験
（活動・学習）



個人的テーマを見つけ、地域・社会・世界
のテーマの重なると成長できる！

ギャップイ
ヤー体験

（授業やイ
ベント）

地域や社会、世界のテーマ・問題
意識向上

自分のテーマや問題
意識醸成



Comfort  Zone（ぬるま湯、安全地帯、
日常）からの脱却こそが人の成長！

Comfort 
Zone

Stretch
Zone

Panic
Zone



長い人生の中での成長機会の一つとして、

小樽商大のギャップイヤー・プログラムを
検討されたらいかがでしょうか！

終わりに



Ｑ：ギャップイヤーは、「ゆとり教育」回帰？

Ａ：そうではなく、メリハリをつけること。
オン状態だった受験高校生や、「就活」で
疲弊した大学４年生（また、職歴なき既卒
未経験者・卒業３年未満退職者）が主体。
厳しい「社会修行」をするのが基本で、再
学習を要する生徒や学生は、対象外。
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①春入学の秋始業になれば、海外での３ヶ月のサマーセミナーや、語学留学、
国内の限界集落・被災地ボランティア、長期インターンシップ等が可能
②ギャップイヤーは必ずしも「休学」を要しない。半年で海外一周し、４年で卒業もいる


