
日本人クリスチャンの回心の実態と教会学校の現状 

1. 研究の背景と意義
アメリカでは1995-1996年、サザンバプテスト神学校による調査で、17州を対象として回心の年
齢に関するアンケート調査がなされた。（１）その結果、0-5歳までに回心した人が6%、6-9歳ま
でが24%、10-12歳までが26%、13-14歳までが15%、15-19歳までが10%、そして20歳以上が19%と
いう結果が得られた。神学生を対象とした調査であることを考慮した上でも、14歳までに回心し
た割合が71%というのは、突出している数字である。この結果をもとに、宣教学者Luis Bushは、
2009年に“4/14 Window Movement”を立ち上げた。すなわち、4歳から14歳までの心の柔らかい年代
を大きく開かれた窓と考えて、優先的にアウトリーチ、伝道、教育、支援を考えよう、という世界
規模の宣教運動である。(2)日本では、一般的にフォーフォーティーンの窓運動と呼ばれ、2013年
からフォーラムやグローバルサミット、カンファレンス等の開催等の活動が始められるようになっ
た。 
ところで、日本の教会の中で、信徒の年齢構成から、10代及び10歳未満の信徒数に関して、どの
ような調査結果が出ているのだろうか。「データブック宣教の革新を求めて-データから見る日本
の教会の現状と課題-」によれば、日本基督教団が「年度報告書」に現住陪餐会員の男女別年齢構
成を記入する欄を作成し、それを基にまとめられた年齢構成の推移が示されている。（3）それに
よると、1996年に30歳未満であった信徒は9.8%であったが、2004年に30歳未満の信徒は6.4%で、
ほぼ２年おきに１％ずつ減少しているという結果が出ている。一方、60歳以上の信徒の割合は、
1996年に41%であったのに、2004年に52%と高齢化率は急速に進んでいる。日本基督教団として
も、若い世代のクリスチャンの減少が続くと、30歳未満の会員数はやがて限りなく０に近づく、
と教会の少子高齢化の傾向に警鐘をならしている。（4）これは日本基督教団だけの課題ではな
く、多くのプロテスタント教団のかかえている共通の危機感であると推定される。 
さて、日本では、宗教性の発達について実証的に幅広く検討した研究はほとんど行われていな
い。（5）日本の宗教的風土は複雑で、信仰の表明の方法にも違いがみられるため、日本人全般の
宗教性の発達や回心について論じることは困難である。欧米の研究はおもにユダヤ―キリスト教
の文脈においてなされたものであるので、そのまま適用はできないが、日本人キリスト者に限定
した場合、欧米の研究と比較の対象になりうると考えられる。 
本研究は、A.プロテスタントキリスト者を対象に絞り、１）日本人は何歳で神を信じるのか、
回心年齢の分布を明らかにする、２）日本人は、どのような影響を受けて神を信じるのか、回心
のきっかけの実情を知る、ことを目的とする。さらに、B.プロテスタントキリスト教会を対象とし
て、３）日本の教会の日曜学校・教会学校等の子どもプログラム（以下教会学校等と記述する）
の出席状況を知ることも合わせて、本研究の目的としたい。本研究の結果を教会の伝道牧会に適
用すると、次世代へのアウトリーチ、育成、家庭での信仰養育等に関する有効な情報を提供する
ことができる。また、日本人の宗教性発達の研究の基礎となり、さらに幅広い調査が進められる
ために可能性を開く一助となりうる。 

2. 先行研究の概観　
　本研究（A）では、日本人の回心年齢、すなわち自らの罪を悔い改め、キリストを救い主と信
じ、クリスチャンになる決心をする年齢を実証的に検証することを目的とするが、欧米において、
この先行研究は意外に少ない。生まれた時から教会に行く習慣がある家族にとって、信仰の養育
について、或いは宗教的発達について研究対象となりえても、そもそも救いの経験は、必ずしも劇
的な一瞬の経験ではなく、年齢と共に深められることが多いわけであるから、回心年齢を特定し
ようとすることに無理がある。従って、欧米においては、宗教性の発達段階論が主流であった。
Ronald Goldmanは、子どもの宗教的思考を「直観的宗教的思考」「具体的宗教的思考」「抽象的宗
教的思考」と実証的に分類した。（6）Mary Wilcoxは、認知的発達論だけにたよらず、道徳的発達
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段階と社会性の観点を加味した上で、生涯における信仰的変化を分析することを試みた。（7）ま
た、James Fowlerは児童期から成人期に至るまでの信仰の発達段階に着目し、「直観的・投影的」
信仰、「神話的・字義的」信仰、「総合的・慣習的」信仰、「個別的・反省的」信仰、「接合的」
信仰、「普遍的」信仰のように分類した。(8)彼らは、年齢を変数として、発達段階論の観点か
ら、宗教性を実証的に分析することを試みた。その結果、「信仰」また「宗教性」がより客観的
に包括的に描写できるようになったことは、大きな貢献であると言える。 
　一方、段階論では、認知的要素を強調するあまり、「宗教的社会化」の他の側面を軽視し、あ
まり強調しない傾向にあると指摘されている。（9）宗教的社会化の研究によると、家族、特に両
親の影響の強いことが様々な研究で示されている。両親の影響に関しては、教派によって違いが見
られることや青年期や成人期に移行することによって減少することも示されている。さらに家族
の影響に比べて、友だちの影響は弱いことも指摘されている。（10）また、教会に関しては、概し
て強い影響があることが示唆されている。ただし、教会学校等の宗教教育のみの影響ではなく、
教会内の規範に対する順応、教会や教会指導者への愛着といった複合的な社会的な影響が、個人
の宗教性に影響を与えることが指摘されている。(11)日本においては、それぞれの置かれている宗
教的背景が複雑で違いが大きいと推定されるので、「クリスチャンの親の影響」「親以外の家族
の影響」「友だちの影響」「教会の礼拝の影響」「教会学校の影響」「牧師教職者の影響」「教
会幼稚園・保育園の影響」「ミッションスクールの影響」「ミッション系医療福祉団体の影響」
「書物・テレビ等メディアの影響」等、できるだけ幅広い選択肢を提供し、注意深く選択してもら
うことが必要であると考えられる。 
　さて、日本人の「キリスト教における宗教性」の発達性についての質問紙調査は、松島公望によっ
てホーリネス系教会に関わる青年及び成人に対して実施された。(12)ホーリネス系教会は本人の自
覚に基づいた回心体験を重視している。松島は、本人の自覚に基づいて「非クリスチャン群」、「回
心体験（救い）群」と「高次の回心体験（きよめ）群」に分類し、「宗教意識」「宗教知識」「宗
教行動」との関係について分析した。その結果、「信念」「効果報酬」「知識」においては、年
齢段階の効果が有意であった。また、「信念」「体験」「共同体」「効果報酬」「知識」では回
心体験の効果が有意であることが確認されている。 
　これらの先行研究によると、「年齢」と「回心体験」が宗教経験の分析のための主要な変数と
して使用されていることから、日本人クリスチャンの宗教心の研究において、「回心体験」と「年
齢段階」の調査が基礎的であり、重要性が高いと思われる。また、対象者は必ずしもホーリネス
系教会に限定する必要性がないので、回心体験を重視する教団に属する教会に依頼することによ
り、調査の幅が広げられると考えられる。さらに、高次の回心体験の理解は教団によって大きく
異なるので、一般的な回心体験（救い）に絞ることにより、より広範な教団から信頼できる結果
が得られると推定される。更に、回心の時期については、ピンポイントで年齢を尋ねるのでなく、
「幼児期（就学前）」「小学生」「中学生」「高校生」のように幅を持たせることにより、対象
者の記憶が明瞭になり、より回答し易くなると考えられる。 
　教会学校の子どもの数については、日本基督教団の全国的な統計が、日本基督教団年鑑に記録
されている。1979年から1988年までの10年間に子どもの数が71,465人から41,387人に４割以上の減
少が見られた。（1990年日本基督教団年鑑）さらに、1987年から1996年までの10年間には、47,747
人から25,413人まで減少した。（1997年日本基督教団年鑑）（13）約20年の間に三分の一にまで減
少していることになるが、この現象は他教団の教会学校にも共通していると推定される。 
　教会学校に関する調査に関しては、2012年に実施されたCS成長センター、及びクリスチャン新
聞の共同企画によって、全国の教会に発送された教会学校の現状に関するアンケートが記憶に新
しい。アンケート発送総数7778件、回答数1168件という大規模な調査であった。（14）広く全国
からの回答があり、教会学校が活動中か否か、また教会学校の課題について、開催頻度、分級の
実施、増減の傾向、子どもの構成、困難な箇所等が自由回答式（記述式）によって問われた。
（14）このアンケートによって、各教会の様々な課題が浮き彫りにされたことは、大きな成果で
あった。課題としては、回答率が15%に留まったことである。回答のあった1168教会中、教会学校
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を実施している教会は954教会であり、81.7%の割合であった。子どもの数としては、5人以下が
25.9%、6-10人が27.2%、11-15人が13.1%、16人以上の教会が26.2%であった。（15）この結果が全
国の教会の実態を表わしているかどうかは、疑問が残る。教会学校の活動的な教会は積極的にア
ンケートに回答し、教会学校の存在しない教会、及び消極的な教会は回答を控えた可能性が高い
のではないか、と推定される。 
　この先行研究の結果から、教会学校に関するアンケートは、広く全国に自由回答式の調査紙を
発送するのでなく、調査の意義を理解している協力者が、所属している教団又は教区の全教会に
依頼して、確実に回収する方法の方がより現実的で、高い回収率が得られると思われる。さらに、
記述式の項目をできる限り絞り、数分で回答できるようにマークシート方式を導入するなど、工
夫することにより、より回収率が高まると予想される。 

3. 研究方法
　本研究の主体は、ＪＣＥ６（第六回日本伝道会議）の子どもプロジェクトチーム（杉本玲子・
鈴木悟・宇賀飛翔・古波津真琴）である。個人の信仰（宗教心）に関する調査Ａ、また教会の子
どもプログラムに関する調査Ｂを並行して実施した。 

３－１．個人の信仰に関する調査
調査Ａに関しては、個別記入方式による質問紙調査を計画し、2015年9,11月に杉本の所属する教
会で２回の予備調査を行った。その結果を元に、質問の内容を精査し、個別記入方式による質問
紙調査Ａ（無記名）を準備した。回答しやすいようにマークシート方式を導入し、また５分以内
で回答できるように質問数を４つに絞り、内容を単純化した。回答率を上げるために、教会で一
斉に回答してもらってその場で回収する集団回収方式を採用することにした。最終的に採用され
た調査紙Ａは、表１のように示される。　 
　調査対象は、子どもプロジェクトチーム、および協力者（16）が属する教会の教会員とした。
調査は2015年12月から2016年3月にかけて実施された。各担当者が前もって各教会で調査の目的と
意義を説明して、対象者全員への協力を依頼したが、事情で協力ができない場合は、回答しない
ことも可能であるとした。基本的に礼拝後、或いは教会学校後に一斉に質問紙を配布して、その
場で回答してもらって回収する方式にした。教会員に、幼児・小学生が含まれている場合も考えら
れるため、質問にはすべてルビを振った。また、質問の回答に手助けが必要な場合は、親または
教会学校教師に質問して手助けを求めるように依頼した。担当者が不在の場合は、代理の協力者
に回収してもらい、後日郵送してもらった。32教会の協力により、合計1849名分の調査紙を回収
することができた。地域的には関東地区21教会、甲信越地区１教会、東海地区４教会、北陸地区
６教会で、送付した調査紙に対して、回収した調査紙の回収率の平均は67.3%であった。（有効ア
ンケート数1808件）（17）回収された調査紙は、パソコンで読み取られ、エクセルで入力され
た。入力ミスがないか、複数のメンバーで確認し、全員で結果を整理し、分析を行った。 

表１（調査紙Ａ） 
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３－２．教会学校に関する調査
　調査Ｂに関しても、同様に個別記入方式による質問紙調査を実施した。質問内容は子どもプロ
ジェクトメンバーで精査し、メンバー及び協力者の所属する教団の責任者に前もって協力を依頼し
た。回答しやすいように質問数を５つにしぼり、過去のデータを参照しなくても、その場で数分
以内に記入できるように内容を工夫した。最終的に採用された調査紙は、表2に示される。 
　調査対象は、子どもプロジェクトチーム及び協力者の属する教団の全ての教会及び伝道所（以
下教会等）の牧師または伝道師（以下牧師等）と設定した。教団が全国規模で全国の全ての教会
から回答を集めることが不可能な場合、教区の全ての教会に依頼してほしいと呼び掛けた。調査
は2015年12月から2016年３月にかけて実施された。教団及び教会名を出さない匿名の調査であ
り、教団（教会）の教会学校出席人数を他教団（教会）と比較することはないことを確認した上
で、協力を依頼した。 
　結果として、19の教団教区に属する259の教会から回答を得た。回収率は、対象となった全教会
の84.4%であった。10%程度の回答しか得られなかった教団の教会の回答は、参考データと見な
し、調査の総計には含めなかった。 

4. 研究結果及び分析
４－１．対象者の年齢構成 
図１は調査に参加した参加者の現在の年齢分布を円グラフで表した図であり、図２は、対象者
の現在の年齢を等間隔に横軸にして、年齢区分１歳について平均人数を縦軸に現わしたものである。
日本人の平均寿命が84歳であるので、グラフ作成の便宜上、84歳を上限としてある。25歳以下で
ある信徒の割合が全体の26%であった。データブックに示されている日本基督教団に比べて若い年
代層の割合がかなり高いが、その理由としては以下の３つのことが考えられる。 
　1)本研究の対象となった32教会は、子どもプロジェクトメンバー、又はCS活性化推進委員会メン
バー、或いは関係者の所属している教会であり、必ずしも日本の全教会の年齢分布の平均を反映し
ているとは言えない。調査の性格上、可能な限り回収率を上げる必要があるため、調査の意義を
理解している担当者が所属している教会で調査を行った。従って、日本の平均的な教会に比べて子
ども及び中高生の活動に熱心で、若い世代の会員が多い可能性は十分にある。 
　2)本調査は、必ずしも礼拝に出席している出席者だけでなく、日曜日の子どもの礼拝、教会学
校、ユースプログラムに出席している出席者に１人１回に限って行った。教会によっては、礼拝出
席は実質的に中学生以上、または高校生以上がほとんどである教会もあるので、礼拝出席者の26
歳以下の割合が少なくても、教会学校等に出席している幼児・児童・中高生の人数が多い可能性
はある。 
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　3)本調査は、関東地方の教会の割合が多かった。（65.6%）プロジェクトの運営上、 
表２（調査紙Ｂ） 

関東地方在住の委員及び関係者が多かったことによる。従って、本調査の結果はあくまでもJCE6
のための特定の調査結果としてとらえるべきであり、日本全体の教会の姿を正確に反映していると
見なすべきではない。 
　とは言っても、26歳以上の出席者が74%という数字を見る限り、本研究の対象となった教会が、
特別に「子どもと若者向けの教会」であったとは言い難い。46歳以上が54%という結果が出ている
が、教会の半数以上が中高年世代によって構成されているということは、日本の多くの教会に共
通している特徴であろう。 

図１（対象者の現在の年齢の分布…円グラフ） 

図２（対象者の現在の年齢の分布…棒グラフ） 
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４－２．対象者の福音にふれた年齢
　図３・図４は、調査に参加した参加者が、初めて福音を聞いた年齢を回答した結果である。こ
の結果、全体の39%が6歳以下、19%が7-12歳と回答した。そして、おおむね年齢があがるほど、
初めて福音を聞いた人の割合が減少する。唯一の例外は、高校時代に初めて福音を聞いた人の割
合（8%）が、中学時代に初めて聞いた人（7%）をわずかに上回っていることである。高校の「世
界史」また「倫社」の授業から聖書について学んだ可能性がある。 
質問４は信仰を持ったきっかけを尋ねる質問（５つまでの複数回答）であるが、クリスチャン
の親の影響を選んだ人が595名、選ばなかった人が1199名であった。実際にクリスチャンの親の家
庭に生まれた子どもが、あえてその選択肢を選ばなかった可能性もあるが、この595名は、少なく
ても片方の親がクリスチャンであって、親の影響を積極的に評価していることがわかる。この595
名の結果に絞ると、81%が６歳以下で福音を聞き、13%が7-12歳で福音を聞いたと回答した。それ
に対して、クリスチャンの親の影響を選ばなかった1199名に限定すると、６歳以下で福音を聞いて
いた人はわずか18%、7-12歳で福音を聞いた人も22%に過ぎなかった。 
これらの結果から言えるのは、日本において、回心のための必要条件とも言える「福 
音を聞く」機会が与えられるかどうかは、幼少期・及び児童期では、親の影響によっ 
て決まる可能性が高いことである。日本では、公教育で宗教教育が認められておらず、 
絵本などメディアを通して福音についてふれられる機会がごく限られていることによ 
ると思われる。 

図３（対象者が初めて福音を聞いた年齢の円グラフ） 

図４（対象者が初めて福音を聞いた年齢の棒グラフ） 

４－３．対象者の回心年齢
　図５は、調査に参加した参加者が、回心した年齢を回答した結果を円グラフで表した図であ
る。教団によって、受洗が認められる年齢に差があると思われるので、受洗の有無は問わなかっ
た。全体では、6歳以下（幼児期）が9％、7-12歳（児童期）が19％、13-15歳（中学時代）が
11%、16-18歳（高校時代）が12%、19-25歳（青年前期）が17%、26-45歳（成人前期）が22%、46-
64歳（成人後期）が7%、65歳以上（高齢期）が3%という結果になった。15歳までに回心した人が
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全体の39%という数字は、決して少ない数字ではないが、アメリカの神学校の調査の約半分程度の
割合に過ぎない。18歳までに回心した人が51%であり、全体の約半数であった。 

図５（対象者が回心した年齢の円グラフ） 

図６は、対象者の回心した年齢を横軸にして、年齢区分１歳について平均人数を縦軸に現わした
ものである。割合が多い順に高校生時代（16-18歳）、中学生時代(13-15歳)、小学生時代(7-12歳)、
19-25歳、0-6歳、26-45歳、46-64歳、65歳以上の順であった。回心年齢のピークが高校時代になっ
ているのが興味深い。教会の中高生担当者からは、「小学校までは教会学校に来ていても、中学・
高校時代になると部活に参加するようになり、教会から離れてしまう（礼拝・教会学校等に参加
しなくなる）」という嘆きを聞くことが多いが、高校時代に回心する割合が最も高いという現象
をどのように理解したらよいのだろうか。回心の年齢は、本人の自覚による内面的な決断であり、
休まずに礼拝に通う等の表面的な行動とは、必ずしも一致していないと考えられる。また、親の
影響から少しずつ離れる中で、本人の自我同一性が確立し、意識的に信仰の決断に導かれたとも
推測される。 
　 

図６（対象者が回心した年齢の割合の棒グラフ） 

図7・8は、クリスチャンの親の影響を選んだ人、選ばなかった人の回心の年齢を比較したもの
である。 
クリスチャンの親の影響がある場合、15歳以下で回心した子どもの割合は全体の74%であり、奇
しくもサザンバプテスト神学校の結果に似ている結果が得られた。回心年齢の最頻値は7-12歳
(34%)であり、児童期に主を受け入れている子どもが最も多い。また、小学校入学前に回心した子
どもが21%という結果が出ているが、これは、サザンバプテスト神学校の調査（6歳以前、6％）と
比較すると、３倍以上の高い割合になっている。18歳までに回心した割合を含めると全体の85%で
あり、非常に高い割合であることがわかる。なお、この数字は、クリスチャンの親の影響を受け
た全ての子どもの85%が18歳に達する前に回心したという意味ではなく、クリスチャンの親の影響
を受けて回心した人の85%は18歳以下で回心しているという意味である。今回調査したクリスチャ
ンの親の影響を受けている人(595人)に限定すると、中央値・最頻値共7-12歳であり、児童期に回
心を経験する可能性が最も高いことがわかる。 

図7（クリスチャンの親の影響のある人の回心の年齢） 
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図8（クリスチャンの親の影響のない人の回心の年齢） 

一方、クリスチャンの親の影響のない場合、12歳以下で回心した子どもはわずか14%、15歳以下
で21%、18歳以下でも34%に過ぎず、回心年齢の最頻値は26-45歳（31%）という結果であった。興
味深いことに、回心年齢の最頻値が26-45歳であっても、初めて福音を聞いた年齢の最頻値は26-45
歳（18%）ではなく、多い順に7-12歳(22%)、13-18歳（21%）、0-6歳（18%）であった。すなわ
ち、成人期に回心した人の場合も、幼児期・児童期・中高生期に福音を聞いて、何らかの種蒔き
がなされていたケースが過半数であった、と言える。これらの結果から、日本人クリスチャンの回
心の時期は、単に年齢によるのではなく、親の影響を初めとした社会的な影響を強く受けている
と言える。また親がクリスチャンであってもなくても、若い時期に福音を聞いたことが、将来の
回心に対して強い影響を与えていることが結論できる。 

４－４．対象者の回心のきっかけ
　図9は、回心にいたったきっかけとして、対象者が５つ以内で選んだ回答を多い順に並べたもの
である。全体的に見ると、1)クリスチャンの親の影響(609人)が最も多く、2)教会学校・キッズイベ
ント(502人)、3)礼拝・特別伝道集会(427人)、4)友人・知人の勧め(384人)、5)クリスチャンキャン
プ(322人)、6)親以外の家族の影響(312人)、7)牧師・宣教師の影響(305人)、8)本や雑誌の影響(255
人)、9)試練・挫折・病気(222人)、10)神の臨在を感じて(213人)、11)キリスト教幼稚園・保育園の
影響(154人)、12)小グループ(121人)、13)中高生・学生集会(116人)、14)海外の教会(115人)、15)ミッ
ションスクール(111人)、16)講演会・イベント(91人)、17)奇跡・癒し(79人)、18)英会話(69人)、19)
テレビ・ラジオ・映画(68人)、20)超教派イベント(45人)、21)野外伝道(41人)、21)結婚式・葬儀(41
人)、23)医療・福祉(13人)、24)ウェブサイト(10人)、25)その他(102人)、と続く。全体にかなり分散
していて、多様な回答が見られるが、異なった様々の社会的影響がきっかけとなって、回心に導か
れていることがわかる。2016年の調査として考えると、メディアの影響が少なすぎる印象がある
が、回心のきっかけということで数年～数十年前当時におけるメディアの影響が反映されている。
将来的には、この数字が大きく変わる可能性が考えられる。 

図9　信仰をもったきっかけ（全体） 
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表3は、回心に至ったきっかけの年齢別の影響をまとめた表である。幼児期に回心を経験してい
る場合は、1)クリスチャンの親(129人)、2)教会学校・イベント(74人)に続いて、3)キリスト教幼稚
園・保育園の影響(37人)が続く。児童期に回心を経験している場合は、1)クリスチャンの親(205
人)、2)教会学校・イベント(186人)に続いて、3)クリスチャンキャンプ(128人)をあげた人の数が多
い。同じく中高生で回心を経験している場合も、1)親の影響(179人)、2)教会学校・イベント(162
人)、3)クリスチャンキャンプ（125人）と、共通の傾向が見られる。 
それに対して、19-64歳に回心を経験している人の場合は、共通して友人・知人の影響が回心の
きっかけの最上位である。65歳以上になると、今度は親以外の家族の影響が最上位に来る。どの
年齢の人も、共通して人間関係の影響が最上位に来ていることは非常に興味深い。日本人の信仰・
宗教心は、身の回りの人の影響を強く受けやすい傾向があることがわかる。 

表3（きっかけの救われた年齢別区分ベスト３） 

　図10から図16は、信仰をもったきっかけを1)人間関係、2)集会・イベント、3)社会活動、4)メ
ディア、5)奇跡・試練・臨在、6)その他、として分類したものである。１）の人間関係の影響が最
も大きいのは、幼児期と高齢期（65歳以上）で、共に43%である。人生の初めの時期と終わりの時
期は、生活面において家族への依存度が高いと予想されるが、宗教心においても、家族の影響が
特に強いことがわかる。集会・イベントの影響は、児童期において約半数(49%)に達し、児童期に
回心を経験した人にとっては、影響が強かったことがわかる。逆に26～64歳の人にとっては、集
会・イベントの影響は減少し(28－29%)、奇跡・試練・神の臨在の影響が16-18%に上がってくる。
より個人的、内面的な要素の比重が増してくることがわかる。 

図10－16(救われた年齢区分別) 
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表4は、クリスチャンの親の影響のない人の救われたきっかけの年齢区分別ベスト４を示したもの
である。成人期以降、年齢に応じて、友人の影響、礼拝の影響に加えて、牧師宣教師の個人伝道、
聖書・書籍・トラクトの影響、クリスチャンの家族の影響、試練・挫折・病気の影響、小グループ
の影響なども上位に並ぶ。 

表4（親の影響のない人の年齢区分別きっかけ） 

４－５．教会学校・子ども向けイベントの影響
　では、教会学校・子ども向けイベントは、子どもの宗教心にどのような影響を与えているのだろ
うか。図17は、回心のきっかけにクリスチャンの親の影響が見られなかった人で、教会学校・イベ
ントの影響を受けている人の回心の年齢の分布を示す。また、図18は、同じく親の影響のなかっ
た人で、教会学校・イベントの影響も受けていない人の回心の年齢の分布を示したものである。教
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会学校に行っていた人の場合、12歳までに回心を経験した人が41%、15歳までに回心を経験した人
が57%、18歳までに回心を経験した人が75%であった。一方、教会学校・イベントの影響を受けて
いない場合、12歳までに回心を経験した人はわずかに6%、15歳までに回心を経験した人は11%、
18歳までに回心を経験した人を含めても23%であった。このように、親からの信仰的な影響を受け
ていない子どもたちにとって、教会学校・イベントの影響は非常に大きく、彼らの信仰に決定的な
影響を与えていることがわかる。 

図17(親の影響がなく教会学校の影響のある人の円グラフ)　 

図18(親の影響も教会学校の影響もない人の円グラフ) 

　図19は、回心のきっかけにクリスチャンの親の影響のあった人で、教会学校・イベントの影響も
受けた人の回心の年齢、図20は、クリスチャンの親の影響は受けたが、教会学校の影響を受けな
かった人の回心の年齢を比較したものである。両方の影響を受けた人の中で、12歳までに回心を
経験した人は50%、15歳までに回心を経験した人は68%、18歳までに回心を経験した人が81%で
あった。一方、クリスチャンの親の影響を受けている場合、教会学校・イベントの影響がなくても
12歳までに回心を経験した人は49%、15歳までに回心を経験した人は67%、18歳までに回心を経験
した人は77%と、大きな違いが見られなかった。このことから何が言えるのだろうか。クリスチャ
ンの親の影響を受けた人にとっては、教会学校・イベントへの出席が、回心の年齢を早める影響
は与えていないことである。教会学校に参加することが、回心の年齢を早めることだけではなく、
信仰の成長・交わりを深める等の意義があることが推定される。 

図19(親の影響があり、教会学校の影響もある人の円グラフ) 

図20(親の影響があり、教会学校の影響のない人の円グラフ) 
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回心を経験するためには、福音を聞くことが必須である。親を通し、或いは教会学校を通して
若い時期に福音を聞いた人は、若い時期に回心を経験することが多い。けれども、クリスチャン
の親の影響や教会学校の影響さえあれば、誰でも若い時期に回心を経験するとは言えない。そも
そも親の影響と教会学校の影響を受けても回心に至らなかった人の数は今回の統計に含まれてい
ないが、相当数存在することを忘れてはならない。 

４－６．教会学校等の実態
　調査Ｂの目的は、教会学校等の実態を知ることであった。図21は、毎週日曜日に教会学校等を
実施している教会の割合を示している。教会によっては、子どもたちは礼拝内で10分間位、子ども
賛美や子どもメッセージの時間だけ参加して後、退室して別室で遊ぶ教会、最初から親子で母子
室内で礼拝するように勧める教会、別室で親と一緒にビデオを視聴する教会など、様々な形態が
ある。本研究では、子どもを主な対象とする教会学校等の実態を調査するため、15分以内のプロ
グラム、自由遊び、母子室、ビデオなどは含まないこととした。また、日曜以外の子どもプログラ
ムについては、別項目で扱うことにした。毎週定期的に教会学校等を実施している教会の割合は
77%であった。プログラムの内容、及びスタイル、名称は問わなかった。（17）この結果は、地方
で耳にする「教会学校に子どもたちが来ない」という現実と若干の開きがあるように思える。今
回、調査Ｂには、19の教団教区に属する259教会が参加し、北海道から九州まで幅広い地域の教会
の先生方の協力を得て調査が実施されたが、この結果が日本全国の教会の平均を表わしていると
は断定できない。より広範囲の調査のための予備調査ととらえ、今後の追跡調査を期待したい。 

図21(教会学校等を実施している教会) 

４－７．教会学校等の出席の実態
　教会学校等の出席人数に関しては、正確な年間平均出席数を尋ねると答えにくいと予想される
ので、先週の出席人数（幼児、小学生、教師等の人数別）を尋ねた。定期的な教会学校等が存在
すると回答した223教会では、幼児の出席数の平均は2.82人、小学生の出席数の平均は4.56人、教
師・スタッフ・ヘルパー（教師等と記載）の出席数の平均が4.91人であった。子どもの平均出席は
7.38人、教師等も合わせて、教会学校等の平均出席は12.29人であった。 

　図22は、教会学校等の幼児小学生の出席人数別教会数を表わしたものである。それによると、
幼児小学生の数が0-5人の教会が56.5%、6-10人の教会が28.7%、合わせて85.2%の教会が、子ども
の人数が10人以下であることがわかる。11-15人の教会は10教会（4.5%）、16-20人の教会が７教会
（3.1%）、21-30人の教会が9教会（4.0%）、30人以上の教会は7教会（3.1％）という結果であっ
た。この数字はＣＳ成長センターの数字と隔たりがあるが、本調査の性質上、子どもプログラム
の実態に集中して、教会学校の成人科や中高科の人数を含まなかったことに起因するかもしれな
い。　 

図22 教会学校等の出席人数別教会数 
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　図23は、教会学校等の教師等の参加人数別分布を表わしたものである。教師等の人数は、0-5人
が145教会(65.0%)、6-10人が65教会(29.1)%で、合わせて94.1%の教会が10人以下の教師でプログラ
ムを支えているという結果になった。11-15人の教会は8教会（3.6%）、16-20人の教会は3教会
(1.3%)、21-30人の教会は2教会(0.9%)で、恵まれていると言える。教師が31人以上の教会は、今回
の対象教会の中には存在しなかった。 

図23 教会学校等の教師等の出席人数 

　図24は、教会学校等に参加する子どもと教師の比率を示したものである。最頻値が0.5-
1.0(30.5%、68教会)という結果になった。すなわち、子どもの人数と教師等の人数が同じか、教師
等の人数の方が子どもより多い教会学校等が今回の対象教会の中で最も一般的であったと言える。
全体的に見ると子どもの数の方が教師等の数よりも多いが、子どもの参加人数の分布が、広範に
広がっているためと思われる。中には、教師等の人数が参加生徒数の２倍以上の教会も11.2%あっ
た。これらの結果から、現在の教会学校等の課題の一つとして、子どもの数が少なく、子どもと
大人が緊密な関係を持つことができても、子ども同志の活発なやりとりが限定されていることが
上げられる。 

図24教師等の人数と子どもの人数の比率 

４－８．教会学校等の形態
　図25は、教会学校等の形態について、複数回答で尋ねた結果である。日曜日に定期的に持たれ
る子どもプログラム（イベントを除く）について、伝統的な教会学校スタイル、子ども対象の分級
スタイル、自由な集会スタイルの集会(18)と分類し、どのタイプの集会を定期的に実施しているの
かを尋ねた。対象223教会のうち、伝統的な教会学校スタイルが151教会(67.7%)、分級スタイルが
95教会(42.6%)、自由なスタイルタイプが35教会(15.7%)、その他の記述が20教会(9.0%)みられた。
その他の中には、ファミリー礼拝、ゲームや工作、子ども聖歌隊練習など、独自の活動の記述が
見られた。回答数の合計は301であった。この結果から、一つの教会が複数のプログラムを持った
り（例　自由なスタイルの集会をもった後に分級を持つ等）、年齢によってプログラムを変えた
り（幼稚園児と小学生は、別のスタイルのプログラムを持つ等）工夫をしていることが推定される。
詳細については、訪問または面接による追跡調査が有効であると思われる。 
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図25教会学校等の形態 

４－９．教会学校等の形態と参加人数
　表5は、教会学校等の形態別の参加人数をまとめたものである。それによると、自由な集会を
行っている教会の参加人数が子ども13.16人（教師等含め19.87人）、分級タイプの集会を持ってい
る教会の参加人数が9.57人(教師等含めて15.13人)、伝統的な教会学校タイプの集会に参加している
子どもが6.87人（教師等含めて11.82人）であった。子どもプログラムの形態によって参加人数の差
異が予想以上に大きかった。子どもプログラムの形態について、現代社会と子どもの状況に合わ
せて、プログラムを再考していく必要性が感じられる。 

表5 教会学校等の形態別参加人数 

４－10. 日曜以外の子どもプログラムの実態
　 図26は、日曜日に教会学校等を持っている教会の週日の定期的な子どもプログラムである。
（19）223教会が対象であったが、回答数の合計が189であった。日曜日に定期的なプログラムを
持っている教会は、その他週日にも定期的なプログラムを持っている可能性が高いことがわかる。
その内訳は、ゲームや聖書の学び、遊びを含めた子ども集会（65教会）、英会話・学習教室・ス
ポーツ・遊び場（37教会）、保護者と乳幼児の親子プログラム(32教会)、野外子ども集会・ちらし
配布（23教会）、子ども家庭集会・祈り会(9教会)、その他(23教会)である。地域へのアウトリーチ
プログラムが主である。日曜日の子どもプログラムは、信徒の子弟が中心である可能性が高いが、
地域のニーズに応えるプログラムは週日に実施されている傾向があることがわかる。 

図26 週日の定期的な子どもプログラム（教会学校等のある教会） 

　さらに、図27は子どもが11人以上出席している教会の週日のプログラムである。対象33教会で、
回答数の合計が56であった。すなわち、１教会が1-2種類の定期的な週日のプログラムを実施して
いるということになる。教会学校等と合わせて、定期的に2-3種類の子どもプログラムを運営して
いるということは、それだけ子どもたちに対する優先順位が高いと予想できる。また、それだけ
多くの働き人を育成してきた結果であるとも言えよう。 

図27 子どもが11人以上出席している教会の週日の子どもプログラム 
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一方、図28は教会学校等を開いていない教会の週日の定期的な子どもプログラムである。対象
が66教会であるが、回答数の合計が28であった。日曜日に毎週子ども集会を持てない教会でも、
週日にアウトリーチをしている教会があるが、数は多くなかった。ゲームや聖書の学び、遊びを含
めた子ども集会が最も多く見られるという特徴は共通であった。 

図28週日の定期的な子どもプログラム（教会学校等のない教会） 

４－11.　教会学校等のない教会の現状
　図29は日曜日の教会学校等のない教会の現状をまとめたものである。対象が66教会であるが、
回答数の合計は107人であった。子どもプログラムはなくても日曜日に子どもが教会に来て一緒に
交わっている教会(23教会)や、毎週子どもプログラムがあったが今はやっていない教会(21教会)、
毎年何かの子どもプログラムを開いている教会（21教会）などが多く、子どもプログラムについて
考えていない教会(10教会)は少数派であった。 

図29教会学校等のない教会の現状 

5. まとめと考察
　本研究は、日本人クリスチャンの回心の実態に関する調査Ａ、また教会で日曜日に定期的に持たれ
る子どもプログラムに関する調査Ｂによって成り立っている。主な結果は、以下のようにまとめられ
る。 
1. 日本人クリスチャンがイエスを自分の救い主として信じた年齢（回心年齢）は、全体で18歳以

下が51%であり、割合が多い順に並べると高校生時代（16-18歳）、中学生時代(13-15歳)、小学
生時代(7-12歳)、19-25歳、0-6歳、26-45歳、46-64歳、65歳以上の順であった。 

2. 日本人クリスチャンが信仰をもったきっかけ（複数回答）は、1)親の影響、2)教会学校・イベ
ント、3)礼拝・特伝、3)友人の誘い、5)クリスチャンキャンプの順であった。きっかけに関して
は、年齢による違いが明確に見られ、0-18歳では親の影響、19-64歳では友人の誘い、65歳以上
では親以外の家族の勧めが一番多かった。　 

3. 信仰を持ったきっかけは親の影響によるものが一番多いが、親の影響を受けて信仰を持った人
は、55%が12歳以下、74%が15歳以下、85%が18歳以下で回心を経験していた。小学生時代に回
心を経験した人が34%で一番多かった。それに対して、親の影響を受けなかった人の場合、12
歳以下で回心した人は14%、15歳以下で21%、18歳以下では34%であり、26-45歳で回心を経験
した人（31%）が一番多かった。成人期に回心した成人の場合でも、その過半数は0-18歳まで
に福音にふれていた。 
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4. 親の影響を受けなかった人でも、教会学校等に行っていた人は12歳以下で41%、15歳以下で
57%、18歳以下で75%が回心を経験していて、親の影響を受けた人との差はそれほど大きくな
かった。一方、教会学校等に行っていなかった人は、18歳以下で回心を経験した人は23%で
あった。親の影響を受けなかった人の場合、教会学校等の影響が決定的であることがわかる。 

（５）日曜日に教会学校等を毎週開いている教会は、調査対象の教会の77%であった。出席人数の平均
は、入幼児2.82人、小学生4.56人、教師等は4.91人で、出席者全員の平均は、12.29人であった。
子どもの出席人数が5人以下の教会が56.5%、10人以下の教会が85.2%で大多数だった。 

（６）日曜子どもプログラムを形態別に分類すると、複数回答で、伝統的な教会学校スタイルが
67.7%、分級スタイルが42.6%、自由な集会スタイルが15.7%、その他が9.0%という結果になっ
た。参加人数は、自由な集会スタイル（子ども13.16人/教師等含め19.87人）、分級スタイルの集
会（子ども9.57人/教師等含め15.13人）、伝統的な教会学校スタイルの集会（子ども6.87人/教師
含め11.82人）であった。 

　最後に本研究から教会の伝道・牧会への適用に関する考察を付記して、まとめとしたい。第一に、
18歳以下の次世代（乳幼児・小学生・中高生）に対する教職者の視点を根本的に考え直すことを提言
したい。回心に導かれる可能性の高い世代に対し、教会として優先的に総合的に取り組んでいきたい。
特に教会内の子どもたちだけに限定せず、一般家庭の子どもたち、特に乳幼児・小学生に対するリーチ
アウトに積極的に取り組みたい。 
第二に、信徒の家庭の親が子どもたちに与える影響力は決定的に大きい。親に対する信仰継承の教
育の必要性を指摘したい。「子どもたちをわたしのところに来させなさい」というイエスのことばは、
親から切り離して教会に来させるようにという勧めではない。親が子どもを愛し、主にあって子どもを
教育できるように、親に対する教育と家庭教育への支援が求められる。 
　第三に日曜日の子どもプログラムは、教会の伝道の一部であるだけでなく、教会全体の伝道の最先
端であるという視点を持ちたい。従来のように、一部の少数の信徒だけに委任するのでなく、教会を
上げて優先的に取り組みたい。昨今子どもを取り巻く社会は大きく変わってきている。福音の本質が
変わらない中でも、子どものニーズにあった現代的なプログラムが求められているが、成人の教師では
変化に対応しきれないことも多い。次世代に対するミニストリーのために、時間をかけて次世代を奉
仕者として育成し、伝統にとらわれずに柔軟に取り組んでいく姿勢が重要である。幼児また小学生をだ
けを対象と考えるだけでなく、中高生世代との連携を意識し、一貫した姿勢を明確に示すことが求め
られている。 
最後に、多くの教会は子どもの数も教師等の働き人の数も少なく、孤立している。一地方教会でで
きることには限界がある。地域を超えて、教会学校教師同士のネットワーキングが大切である。特に
次世代の後継者と共に奉仕し、働きを委ねつつ、日本国内、更には日本を超えた世界とのネットワー
キングを広げていきたい。日本国内でも、関西におけるＫＦＳＭの働き(20)、関東のジョイフェスの働
きなど、教会を超えた協力体制が形成されつつある。4/14の窓運動も東北、沖縄、北陸等、全国へと広
がる傾向にある。日本全国の教会の教育担当者同士が互いの連携を深めて、教会教育の基礎となる調
査に取り組みつつ、将来のビジョンを共有していきたい。 
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教会名を公開しないという条件で依頼したが、開拓規模の教会から、1000人を超す大教会もあ
る。教団の分布に関しては、長老系、同盟系、ホーリネス系、ペンテコステ系、単立系等、適度
のばらつきが見られる。 
17.　教会によっては、学校スタイルを排して「ジョイクラブ」などと呼ぶ教会もあるし、「子ど
もの礼拝」のように呼ぶ教会もある。本調査においては、名前で区別することなく、全ての子ど
もプログラムを調査対象と考えた。また、成人・乳幼児・子どもと合同で礼拝をささげている教
会もあるが、調査の性質上、合同礼拝は調査対象と考えず、乳幼児・子どもを主な対象とする分級
のみを調査対象と考えた。 
18.　教会によっては、子どもプログラムの中でゲームやスポーツ、料理、工作などの創造的な活
動を取り入れている教会もあった。そのような活動がイベントではなく、毎週定期的に集会の中に
取り入れられている場合、総称として、「自由なスタイルの週会」と呼ぶこととした。 
19.　週日の子どもプログラムとしては、月一度以上のプログラムを調査対象とした。 
20. KFSMはKids and Family Support Missionの略であり、Billy Graham伝道団によるCelebration of 
Love の関西集会後、子ども伝道の協力関係を維持する目的で維持されている。
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