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Ⅰ　はじめに

　組織キャンプ（指導のトレーニングを受け
たキャンプの指導者が介在し，キャンプのね
らいを達成するために，指導者やスタッフ，
参加者が組織化され，役割分担と機能を明確
にして運営，展開されるキャンプ (1)）（以下：
キャンプ）を実践していくにあたり，運営す
るスタッフの関心事の 1つに，キャンプ中
の参加者間および参加者とグループカウンセ

ラー（スタッフ）との人間関係が挙げられる。
参加者にとって，これまで日常生活で過ごし
てきた環境とは異なる非日常的な環境に身を
置き，新たな人間関係を築いていくことは期
待が膨らむ反面，大きなストレスを伴う。特
に，参加対象が幼児の場合には，愛着（アタッ
チメント）関係にある家族から一時的に分離
されることへの不安を感じたり(2)，仲間づく
り経験が少ない年代であったりする特性か
ら，キャンプに対する不安傾向が他の年代よ
り強くなることが考えられ，その状況に対す
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るスタッフの支援が必要となってくる。飯
田(3) は，キャンプ中毎晩行われるスタッフ
ミーティングでは，参加幼児の友だち関係が
話題の中心となり，親和・敵対関係，リーダー
的存在，孤立している子どもなどについてグ
ループカウンセラーから報告され，翌日から
の指導方針が話し合われる。また，より良い
友だち関係を形成・確立する上で，指導者の
存在と指導方法が重要な鍵となっていると述
べている。そういったことから，スタッフに
とって，幼児がキャンプ期間中にどのように
人間関係を築き上げていくかを事前に把握し
ておくことは，幼児に良好な人間関係を築い
てもらう支援策を図る上で重要になってくる
と考えられる。
　キャンプ中における幼児の人間関係に関す
る報告として，山田ら(4) は，キャンプにお
ける幼児の小集団内力動を明らかにするた
め，キャンプに参加した幼児（年長児）が属
する 2つの班を抽出し，「班活動時の仲間と
の関わり方，および目的遂行のための各参加
者の役割」など 4項目の調査を実施したと
ころ，班によっては，活動目的に応じてリー
ダーの役割をとる幼児が現れ，班のまとまり
は良かったが，リーダー的役割は，その幼児
個人の人格的要素が強いことなどが示唆され
た。川村ら(5) は，グループカウンセラーと
参加者との人間関係が小集団（グループ）に
どのような影響を及ぼすかを検討するため，
幼児（年長児）を対象としたキャンプにおい
て，「グループカウンセラーの言語行動」な
ど 4項目の測定を実施し，その関連性を検
討した。その結果，「グループカウンセラー
がキャンパーの立場に立った発言をする雰囲
気をもつ」，および「参加者のグループカウ
ンセラーに対する心理的距離が近い」班の方
が集団凝集性は高まるとしている。赤井ら(6)

は，5日間のキャンプ生活で幼児がどの程度
友だちを作っていくかを明らかにするため，
年長児に対してソシオメトリックテストを用

いてハイキングや自由遊びの時などに一緒に
いたいと思う友だちを 3名まで選択させて
調査したところ，キャンプ開始時に比べて終
了時の方が友だちを選択する数は著しく増加
し，キャンプ期間中に友だち関係を拡げてい
た一方，同じ幼稚園の同性園児間との強い結
びつきも見られたとしている。
　以上の報告から，キャンプでの活動場面を
部分的に抽出し，グループ内での会話等から
幼児の人間関係を検証した報告は見られたも
のの，キャンプ全般を通して，幼児がどのよ
うに人間関係を築き上げていくか，そのプロ
セスに着目した研究は見当たらない。幼児が
キャンプを通してどのように人間関係を築き
上げていくかそのプロセスを見ていくこと
で，キャンプ中における幼児の人間関係形成
に関する行動等の流れを把握することができ
るとともに，幼児が人間関係を築き上げてい
く上での要因が明らかとなり，キャンプ中に
おける幼児の人間関係形成プロセスに関する
一指標を得ることにつながると考えられる。
　本研究は，キャンプ中における幼児の人間
関係形成プロセスについて検証することを目
的に，当自然の家が実践したキャンプによっ
て表れた，幼児の人間関係形成プロセスに関
する項目を，修正版グラウンデッド・セオ
リー・アプローチ（以下：M-GTA）を用い
て分析した。

Ⅱ　方法

１．対象事業の概要
　本研究が対象としたキャンプは，平成 20
年度国立立山青少年自然の家企画事業「やん
ちゃキッズの大冒険～自然の中へ Go！レン
ジャー～（秋キャンプ）」（以下：キッズキャ
ンプ）である。キッズキャンプは，幼児（年
長児）を対象とし，同自然の家を会場として，
平成 20年 10月 11日～13日の 2泊 3日の
日程で実施されたものである。
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　 　キッズキャンプの特徴は，以下の点であ
る。
　① キャンプのねらいを以下の 3点とした
こと

　　 「自然の中で五感を働かせ，身近な自然
への興味・関心を高める」

　　 「他者と一緒に活動することを通して，
他者と関わる心地よさを感じる」

　　 「自らやり遂げる体験を通して，『やれば
できる』気持ちをもつ」

　② キャンプのねらいを達成する手立てとし
て，具体的に以下の支援策を設定したこ
と

　　ⅰ 意図的に仲間と協力するアクティビ
ティを設定した

　　　 　具体的なアクティビティとして，「イ
ニシアティブゲーム（グループでの課
題解決型ゲーム）」，仲間の頑張る場面
が見られる「グループ登山」や「野外
炊飯」などを設定し，仲間と協力する
ことの大切さや一緒に活動することの
心地よさを意識できるようにした。

　　ⅱ グループで話し合って決めたり活動し
たりする機会を多くした

　　　 　グループ内での仲間との関わりを深
めるため，全体で集合する回数を少な
くし，グループで過ごす時間を多くし
た。また，活動は主にグループ単位で
の行動とした。

　　　 　それに関連して，グループを編成す
るにあたり，グループカウンセラーが
参加者とじっくり関わることができ，
グループ内での一人一人の活躍の場が
保証されるように，各グループの人数
を 6名の男女混合班とし，新しい友
だちとのグループ編成とした。

　　ⅲ キャンプでの約束事を決め，のびのび
と自己表現でき，他者受容ができるよ
うな雰囲気づくりを心がけた

　　　ａ キャンプの冒頭で 5つの約束事を

参加者に伝え，意識させるようにし
た。

　　　　「しぜんレンジャー」
　　　　 自然の不思議さ，面白さを見つけよ

う！
　　　　「しっかりレンジャー」
　　　　 自分のできることは自分でできるよ

うにやってみよう！
　　　　「なかよしレンジャー」
　　　　 自分勝手なことをせず，グループカ

ウンセラーと班のみんなで力を合わ
せ励まし合おう！

　　　　「元気レンジャー」
　　　　 しっかり歩き，好き嫌いせず良く食

べ，元気良く挨拶しよう！
　　　　「がんばりレンジャー」
　　　　 自分に負けずに，最後まで頑張って

みよう！
　　　ｂ グループカウンセラーに対して，参

加者への支援体制として以下の事項
を確認し，共通理解を図った。

　　　　 「着替えや荷物の整理など，自分で
できることは自分で行うように促
し，グループカウンセラーはそれを
見守る」

　　　　 「参加者ができたことや頑張ったこ
と，良いことをした時はどんどん褒
める」

　　　　 「みんなで頑張った，一緒にやった
という連帯感や達成感への意識をも
たせる」

　　　　 「駄目なことははっきりと叱り，ど
うして叱られたのかを参加者が分か
るように伝える」

　　　　 「ルールや約束を守るように頑張ら
せる（励ます）」

　　ⅳ 「ふりかえり」の時間を設け，自分が
感じたことや思ったことをグループの
中で話す場，また，相手の意見を聞く
場を設定した。
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　　　ａ 毎日就寝前に「ふりかえり『あのね』
の時間」を作った。

　　　ｂ 最終日に 3日間をふりかえり，「友
だちと遊んで楽しかった場面」を絵
で描いてもらい，それを発表し合っ
た。また，参加者が自分の思いを伝
えやすくするため，喜怒哀楽の表情
などを表したマークを使った分かち
合いを行った。

　③ プログラムとして，以下のように展開し
たこと（詳細は，表 1に記載）

　　1日目： 「グループでの課題解決型ゲー
ム」「野外炊飯」「ナイトハイク・
絵本の読み聞かせ」「ふりかえ
り『あのね』の時間」

　　2日目： 「グループ登山」「火を囲みなが
らのおやつタイム（ふりかえり
『あのね』の時間）」

　　3日目： 「お土産さがし・づくり」「ふり
かえり（お絵描き）・分かち合
い（グループ内での絵の発表）」

２．調査対象児
　本研究では，キッズキャンプの参加者 30
名（男児 18名・女児 12名）のうち，5名（男
児 2名・女児 3名）を調査対象児（以下：
対象児）として抽出した。対象児は，参加者
の保護者に対して事前に提出を依頼した「健
康調査カード」の記載内容を参考にし，キャ
ンプに参加するにあたって，保護者が人間関

係に関する行動面や性格面に多くの不安を感
じている参加者を抽出した。抽出後，対象児
の保護者に対して調査の目的および内容を説
明し，調査の趣旨に同意してもらった。なお，
対象児の男女比については，どちらかに偏る
ことのないように筆者が考慮して対象児を選
定した。また，各グループに観察記録者を配
置した関係上，各グループに 1名対象児が
属するようにグループ編成を行った。

３．調査方法
　まず，データ収集は，参加観察法による調
査を実施した。観察記録者は，各グループに
配置したカウンセラー2名のうち 1名で，当
自然の家登録ボランティア 5名に依頼した。
観察記録者は，キッズキャンプ実施期間中，
対象児の所属するグループのカウンセラーと
して対象児と一緒に活動を行いながら，「他
者との関わり」など対象児の人間関係に関連
する行動・表情・会話等の内容を，携行して
いるノートに記録した。また，記録した内容
は，筆者が作成した観察記録シート（図 1参
照）に「その行動が表れた活動場面」「対象
児の具体的な行動」が分かるように清書した。
観察・記録は，キッズキャンプ実施期間中各
日の起床時から就寝時にかけて終日行った。
なお，観察記録者に対しては，事前に「調査
の目的」「対象児の概要」「調査の方法」「記
録内容」について説明するとともに，「対象
児の行動全てを記録する必要はないこと」「観

表 1　キッズキャンプのプログラム

8：00　　　10：00　　　12：00　　　14：00　　　16：00　　　18：00　　　20：00　　　22：00

1
日
目

受付
はじめのつどい
班タイム，昼食
エリア探検

課題解決型ゲーム
鬼ごっこ 野外炊飯

ナイトハイク
絵本読み聞かせ
ふりかえり，就寝

2
日
目

起床・散歩
朝食 グループ登山 入浴・夕食 ふりかえり

就寝

3
日
目

起床
片付け
簡易炊飯

お土産さがし・づくり
ふりかえり（お絵描き）

昼食

ふりかえり・分かち合い（絵の発表など）
おわりのつどい
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察記録者の主観を入れず，行動等の事実のみ
記録すること」「対象児を避ける必要はない
こと」を説明し，観察記録者との共通理解を
図った。

　次に，データ分析するにあたって本研究で
は，質的研究法の 1つであるM-GTAを援用
してデータ分析を行った。M-GTAとは「デー
タに密着した分析から独自の理論を生成する
質的研究法」(7) である。「データに密着した」
とは，「データをよく見て，よく読んで，解
釈して」と言い換えることができる。M-GTA
の特性として，「プロセスを明らかにするこ
とに優れている」，また，「特に人間を対象に，
ある“うごき”を説明する理論を生成する」(8)

点が挙げられる。本研究では，キャンプ中に
幼児がどのように人間関係を築き上げていく
か，そのプロセスを検証することに着目して
いることから，本研究の目的に適した分析方
法であると考える。
　分析の手順は，次のとおりである。
　① 分析テーマ（キャンプ中における幼児の
人間関係形成プロセス）および，分析焦
点者（キッズキャンプに参加する幼児）
を設定した。

　② 収集したデータ全体に目を通し，分析
テーマと分析焦点者に関連あると考えら
れる箇所に着目し，それを具体例（ヴァ
リエーション）とした。次に，抽出した
具体例が意味する内容を解釈し，解釈し
た内容を簡潔な文章で表し，それを定義
とした。そして，定義をさらに凝縮した
言葉を概念とした。

　③ 概念を生成した際には，概念，定義，具
体例，理論的メモの 4欄からなる分析
ワークシートに記入した。なお，理論的
メモの欄には，解釈の際に検討した内容，
アイディア，疑問を記入していった。

　④ 概念の生成について，本研究では，同様
の具体例が 2例以上出たものを概念と
して採用することとし，具体例が少ない
概念については，その概念は不成立と判
断するか，他の関連する概念と統合した。

　⑤ 続けてデータを見ていき，類似する新た
な具体例があれば，分析ワークシートの
具体例欄に追加した。また，定義と概念
名が具体例の内容を網羅し最適となるよ
うに見直しをした。

　⑥ 生成した概念と他の概念との関係を個々
の概念ごとに検討し，複数の概念の関係
から構成されるカテゴリーを生成した。

　⑦ 最後に，概念およびカテゴリーの相互の
関係から結果図を作成し，その概要をス
トーリーラインとして簡潔にまとめた。

　ここで，概念を生成するまでの過程を例で
示す。表 2は，概念「仲間にいらだち，反
抗的な言動をとる」の概念生成過程を分析
ワークシートで表したものである。まず，対
象児 Aのデータを見ていき，「2日目グルー
プ登山時，前を歩いていた班員 Eに対して，
対象児「早く行って」，そこに別の班員 C「そ
んなん言わんくていいが（そんなこと言わな
いの）」，対象児「自分だって言うくせに」」
に着目し，具体例として分析ワークシートに
記入した。そして，具体例が意味する内容を

図 1　観察記録シート
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解釈し，定義「自分の邪魔をされると不機嫌
になり，言い合いになる」とし，さらに，定
義を凝縮した言葉として概念「嫌悪・衝突」
を生成した。その後，データの中から類似す
る新たな具体例を分析ワークシートに追加
し，その度に定義と概念名が最適となるよう
に見直した。最終的には，定義を「仲間の行
動にいらだち，仲間に反抗的な言動をとる」，
概念を「仲間にいらだち，反抗的な言動をと
る」とそれぞれ記した。理論的メモには，解
釈の際に検討した内容などを随時記入して
いった。

Ⅲ　結果

　分析の結果，対象児の行動等から 29個の
概念と 16個のカテゴリーが生成され，対象

児がキッズキャンプに参加することによっ
て，【社会性の醸成】と【自立行動の芽生え】
につながる行動をとり，【他者と関わること
の心地よさ】を感じていることが明らかに
なった。以下の文章では，対象児の行動の流
れを概念・カテゴリーを用いて要約する。な
お，文中の下線は概念を，【　】はカテゴリー
をそれぞれ示す。また，図 2は，キャンプ
中における幼児の人間関係形成プロセスを結
果図として図式化したものである。

１．社会性の醸成
　対象児は，まず自分勝手な行動をとる，無
我夢中で行動するといった【自己中心性】が
目立つ行動をとっていた。その後，グループ
カウンセラーからの注意や指摘によって，約
束事を守るようになり，【キャンプ社会への

表 2　分析ワークシート（ヴァリエーションは，一部抜粋）

概念名 仲間にいらだち，反抗的な言動をとる

定義 仲間の行動にいらだち，仲間に反抗的な言動をとる

ヴァリエー
ション

・2日目グループ登山時，前を歩いていた班員 Eに対して，対象児「早く行って」，そこに別の
班員 C「そんなん言わんくていいが（言わないの）」，対象児「自分だって言うくせに」（対象児 A）

・2日目グループ登山時，対象児の前を歩いていた班員 Eが立ち止まり，木を揺らした。対象児
は Eの背中を少し押した。それを見た班員 Cが「おさんが（押さないの）」と言うと，対象児「押
してないし」と言う（対象児 A）
・2日目グループ登山時，対象児の後ろを歩いていた班員 Cが横に並びそうになると，対象児
「ねぇー，順番ぬかさんといて（抜かさないで）」と言う（対象児 A）
・2日目グループ登山時，班員Wに抜かされ，Wをぶつ。グループカウンセラーの声かけでW
に謝る（対象児 B）
・2日目グループ登山時，班員 Cに抜かれそうになり，Cを押す。Cが泣くと，笑いながらも罪
悪感をもつ（対象児 E）
・3日目朝食後，班員 Cとケンカする。その後，対象児は 1人で懐中電灯をいじる（対象児 E）

理論的メモ

・1次分析：概念「嫌悪・衝突」定義「自分の邪魔をされると不機嫌になり，言い合いになった
り相手をぶったり，喧嘩する」
・2次分析：概念「自分の邪魔をされ，反抗的態度をとる」定義「自分の邪魔をされると不機嫌
になり，相手に反抗的態度をとる」
・1次分析→ 2次分析では，概念をより具体的な名称とした。定義は，具体的な行動を「反抗的
態度をとる」とまとめた。
・スーパーバイザー：概念「自分の邪魔をされ…」と書いてある。具体例では言い合いになって
いるが，邪魔をされているわけではないので，ズレがあるのでは？
　対象児 Aのデータ，「2日目，…対象児は Eの背中を少し押した。それを見た班員 Cが「おさ
んが（押さないの）」と言うと，…。」について，実際のところ，Eは立ち止まっただけだったが，
Aが邪魔されていたと分析者が解釈して，「邪魔された」と書いていた。
　そこで，再検討したところ，自分の思い通りにいかないことにいらだち（嫌悪），仲間を「ぶつ・
文句を言う・口論になる・喧嘩する・押す（反抗的な言動をとる）」と考えることができる。よっ
て，3次分析では，概念「仲間にいらだち，反抗的な言動をとる」定義「仲間の行動にいらだち，
仲間に反抗的言動をとる」とした。

※スーパーバイザー： 分析者の判断について「なぜ，そう考えるか？」を継続して問いかける，研究に関心をも
つ分析者以外の人間のこと。
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適応】を示すようになった。
　また，【他者への興味】を抱き始め，仲間
のことが気になる，仲間と仲良くなりたいが
関われない，仲間の真似をする，ちょっかい
をかけるといった行動をとるようになった。
【他者への興味】をもち始めた対象児は，他
者に対して自分に注目を向ける，知識を伝え
るようになり，【自己顕示】を示すとともに，
仲間と関わりたい思いを表すようにもなっ
た。【他者への興味】【自己顕示】する段階を
経て，ちょっかいをかける，他者の名前を呼
ぶ，仲間との身体的つながりを求める，仲間
と関わっていることが楽しい，他者に声をか
け活動に誘うといった【他者との深まるつな
がり】を行動・表情で表すようになった。な
お，ちょっかいをかけるについては，【他者

への興味】と【他者との深まるつながり】双
方に含まれる内容であった。
　一方，【仲間への嫌悪・衝突】が起こり，
仲間との関わりの中で仲間にいらだち反抗的
な言動をとる行動が目立ち始めた。これにつ
いては，【自己中心性】と【他者への興味】
から派生することもあった。【仲間への嫌悪・
衝突】では，スタッフからの注意を受け，促
されたため，衝突した仲間に対してごめんな
さいを言う者もいた。それとともに，他者の
頼みに応える，他者の意見を受け入れると
いった【協調性の芽生え】や他者を助ける発
言・行動をとる，知識を伝えるといった【他
者への思いやり】を伴った行動をとるように
なった。これらの行動は，【他者受容する意識】
が表れ始めていることを示すものである。な

図 2　幼児のキャンプ中における人間関係形成プロセス
※　　　　：カテゴリー、　　　　：概念、←：行動の流れ、－：概念が重複している
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お，知識を伝えるについては，【自己顕示】
と【他者への思いやり】双方に含まれる内容
であった。
　上記【キャンプ社会への適応】【他者受容
する意識】【他者との深まるつながり】につ
いて，3つのカテゴリーは，対象児が他者と
関わる中で表れたものであり，対象児の【社
会性の醸成】につながる行動をとっているこ
とがうかがえる。

２．自立行動の芽生え
　対象児は，まずグループカウンセラーに対
して手助けを求める，グループカウンセラー
に甘えるといった【退避反応】が目立つよう
になった。その後，グループ登山中にはあき
らめずに活動する者がいたり，グループカウ
ンセラーが少し手伝ったり説明したりするこ
とで，自力でやってみようとする【主体的行
動】をとる者が表れ始めた。ただ，【退避反応】
については，時間が経過するにつれて家族に
会いたくなる，自分が傷つくことを避ける言
動をとる者もいた。なお，自分が傷つくこと
を避けるについては，【自己顕示】と【退避
反応】双方に含まれる内容であった。
　また，他者の好意が嬉しいから笑顔になっ
たり，スタッフとの身体的つながりを求める
ようになったりしていることから，対象児が
【心理的安心感】を得られていることがうか
がえる。その後，対象児はありがとうを言う，
他者にお願いする，自分の気持ちを表現する
ようになり，徐々に【自己表現】を伴う行動
をとるようになった。
　上記【主体的行動】【自己表現】について，
両カテゴリーはともに自分から主体的に行
動・発言しているという点で関連性が見られ，
対象児に【自立行動の芽生え】の意識がある
ことがうかがえる。

３．他者と関わることの心地よさ
　対象児は，キッズキャンプに参加すること

によって【社会性の醸成】や【自立行動の芽
生え】につながる言動をとっていた。両カテ
ゴリーを生成した背景には，初めて出会った
他者と関わっていく中で，他者との関わりを
好意的に捉え，他者に積極的に関わろうとす
る対象児の様子がうかがえる。このことから，
キッズキャンプの雰囲気に慣れ【他者と関わ
ることの心地よさ】を感じていたことが推測
される。

Ⅳ　考察

　本研究の結果から，対象児はキッズキャン
プに参加することによって，【社会性の醸成】
と【自立行動の芽生え】につながる行動をとっ
ていた。また，初めて出会った他者との関わ
りを好意的に捉え，他者に積極的に関わろう
とする様子がうかがえ，キッズキャンプの雰
囲気に慣れ【他者と関わることの心地よさ】
を感じていたことが明らかになった。
　この結果が得られたことについて，その要
因を探っていきたい。
　【社会性の醸成】につながる行動をとって
いたことについて，キッズキャンプでは，キャ
ンプのねらいを達成する手立ての 1つとし
て，初めて出会う仲間とのグループ編成とし
た。そうすることによって，対象児にとって
は，非日常的な環境下でリセットされた人間
関係から仲間との関係を作り上げていくこと
となった。仲間づくり経験が少ない幼児に
とって，紆余曲折を経ながら他の参加者と関
わり，仲良くなっていく経験ができたことに
よって，友だちと仲良くなれる自信が生まれ
てきたことが考えられる。また，具体例を読
み取っていくと，2日目のグループ登山で
は，班員 Nに対して，「木に捕まっていこう」
「ゆっくり下りよう」と声をかける（対象児
B），グループカウンセラーや班員が足を滑
らせると「大丈夫？」と声をかける（対象児
D）といった具体例が見られた。このことか
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ら，班の仲間に手を貸したり声をかけたりす
るなど，仲間の状況を気にかけ，助けようと
する対象児の様子がうかがえる。したがって，
仲間の頑張っている姿が見えるアクティビ
ティを設定することで，仲間の気持ちに共感
するようになり，相手を思いやる気持ちをも
つことにつながったことが推測される。
　【自立行動の芽生え】につながる行動をとっ
ていたことについて，概念の生成過程を読み
取っていくと，【スタッフとの身体的つなが
りを求める】や【グループカウンセラーに甘
える】の具体例には，1日目，キャンプ場に
向けて荷物を持って移動している時に，「荷
物がすべる」「重たい」と言う（対象児 A），
1日目，所属するグループカウンセラーに対
して「手をつなごう」と声をかける（対象児
C）など，キャンプ初日に見られることが多
かった。このことから，キッズキャンプに参
加した対象児にとって，スタッフ，特にグルー
プカウンセラーと関わり，関係を深めていく
ことが対象児の自立行動への契機となってい
たことが考えられる。キッズキャンプでは，
キャンプのねらいを達成する手立ての 1つ
として，着替えや荷物の整理など，自分でで
きることは自分で行うように促し，スタッフ
（グループカウンセラー）はそれを見守るこ
ととした。また，参加者への支援体制として，
参加者ができたことや頑張ったこと，良いこ
とをしたことに対して，グループカウンセ
ラーがどんどん褒めるように促した。これら
の手立てが要因となって，スタッフ（グルー
プカウンセラー）と対象児との心理的，身体
的なつながりが深まり，対象児は安心感を
もってキッズキャンプに溶け込み，のびのび
と自分を表現する行動をとるようになったこ
とが考えられる。また，自分のことは自分で
取り組むようになるとともに，自力でできた
こと，または，自力でできたことをスタッフ
（グループカウンセラー）が褒めることによっ
て，やればできるという気持ちをもつように

なったと推測される。

Ⅴ　まとめと今後の課題

　本研究では，キャンプ中における幼児の人
間関係形成プロセスについて検証し，幼児が
キャンプ中にどのように人間関係を築き上げ
ているか，そして，人間関係を築き上げてい
る要因は何かを明らかにすることを目的に，
M-GTAを用いて分析した。
　分析の結果，以下のことが明らかになった。
　① 対象児はキッズキャンプに参加すること
によって，【社会性の醸成】と【自立行
動の芽生え】につながる行動をとってい
た。これらの行動が表れた背景には，初
めて出会った他者と関わることを好意的
に捉え，他者に積極的に関わろうとする
対象児の様子が挙げられることから，対
象児が【他者と関わることの心地よさ】
を感じていたことが推測される。

　② 【社会性の醸成】が見られた要因として，
特に，初めて出会う仲間とのグループ編
成としたこと，また，仲間が頑張ってい
る姿が見られるアクティビティ（プログ
ラム）を設定したことが挙げられる。

　③ 【自立行動の芽生え】が見られた要因と
して，特に，自分でできることは自分で
行うように促し，スタッフ（グループカ
ウンセラー）はそれを見守るようにした
こと，また，参加者が頑張ったことなど
に対して，グループカウンセラーがどん
どん褒めるように促したことが挙げられ
る。

　本研究の課題として，以下の点が挙げられ
る。
　本研究では，対象児 5名のデータを基に
分析を試みた。その際，同様の具体例が 2例
以上出たものを概念として採用することとし
た。また，1名のデータからしか具体例が出
ていない場合でも，重要な概念が生成された
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と判断した時には概念として採用した。
M-GTAを用いて分析するにあたり，木下(9)

は，データを継続して見ても既に生成した概
念の確認となり，新たな重要な概念が生成さ
れなくなった段階，また，概念やカテゴリー
が相互に関連付けられ論理的にまとまった段
階までに分析を進めることが重要であると述
べている。それを踏まえた場合，果たして本
研究の対象児数は十分であったかという懸念
が出てくる。今後は，さらなるデータ収集，
および分析作業を進めることで，より正確な
結果を得ていきたいと考える。

【付記】
　本研究は，独立行政法人国立青少年教育振
興機構平成 20年度調査研究事業　中部・北
陸ブロック次長・事業推進課長プロジェクト
「体験活動が青少年の人間関係に与える影響
に関する調査研究」で作成した報告書の内容
を一部加筆・修正したものである。
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