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Ⅰ　はじめに

　「葉っぱって何だろう」と，こどもたちに
問いかけてみる。いろいろな答えが返ってく
る。「緑色をしている」「光合成をしている」
「酸素を出している」―背振少年自然の家(1)

を利用した福岡市立Ｋ中学校 1年生への活
動支援の一コマである。こどもたちに葉の形
を頭に思い浮かべて自由に書いてもらうと，
チューリップやアサガオの葉を正しく書く。

　ところがモミジの葉を書いてもらうと図 1
左のような全縁の葉を書くことがある。カエ
デ科の植物は，イタヤカエデやエンコウカエ
デ等の数種類を除いて葉の縁に必ず鋸歯があ
る。日常の生活において，鋸歯の有無は特に
意識しない事柄であり，中学校の授業でも学
習しない内容である。
　学校において，児童・生徒は植物の体のつ
くりと働き（光合成・呼吸・蒸散），殖え方
等(2) の植物に共通する基本的な特徴につい
て詳しく学習している。一方で，当施設の植
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物観察プログラムでは，個々の樹木の特徴や
形質の違いを設題に多く取り入れている。つ
まり，同じ「植物の学習」でも学校教育のそ
れとはかなり異なっているわけである。筆者
は，それまで中学校で指導していた植物の学
習内容よりも植物観察プログラムの内容がか
なり専門的であることに驚き，2005年に当
施設へ赴任した頃には違和感を感じた。
　自身で樹木の特徴や形質等について勉強を
やり直した。施設を利用する児童・生徒に活
動支援を行ううちに，植物の学習に関しては，
学校で植物の全般的特徴を概観することも，
当施設で個々の植物の特徴や形質について学
習することもどちらも大切だと気づいた。
　換言すれば，基礎的・基本的な事項の指導
を行う学校教育に立脚した体験活動や具体的
知識の習得が社会教育施設の役割であり，理
科教育においては，科学館や博物館とともに
野外教育施設が，その一翼を担うわけである。
　教室および理科室だけでの授業とはちが
い，フィールドに出て実物に触れる活動では，
こどもたちは生き生きとしている。さらに，
野外教育施設での活動において，意図的計画
的に体験活動を組み込み(3)，科学的知識を身
につけさせることができれば，その教育的意
義は大きくなる。当施設の植物観察プログラ
ムには，「グリーンアドベンチャー」（初級・
中級・上級の 3コース）および「自然観察
園の探険」等がある。いずれも，植物図鑑を

用いて設題を解いていく学習活動である。こ
れらの活動プログラムとは別に，植物観察と
班活動とを合わせた新しい活動プログラムを
開発し，選択の幅を広げることにした。

Ⅱ　話し合い活動を組み合わせた植物観察
プログラム「トレジャーハンティング」
の開発

１．基本的構想
　活動の柱を以下のように設定し，ねらいを
明確にした。①樹木の観察，②話し合い，③
読図とウォーキングを三つの柱とした。これ
は，「生きる力」の定義(4) である問題解決能
力（知），豊かな人間性（徳），健康と体力（体）
と呼応するものである。この三つの柱の調和
した学習が，確かな学力，豊かな人間性や健
やかな体を育成し，こどもたちに「生きる力」
を身につけていくのである。
　学校教育での基礎・基本の学習と社会教育
での体験を中心とした学習それぞれが連携・
融合して，こどもたちに「活用する力」をつ
けていくことは大切なことである。（図 2）
　本プログラムにおいて，学校で学んだ知識
を用いて脊振山の樹木を観察し，そのことが
学校に戻ってから更に詳しく学ぶ機会となれ
ば，実体験に基づく知識が得られる。また，
話し合い活動を通じて仲間とともに達成感を
味わい，自己に自信をつけることは，こども
の人格形成の上でも良い影響を与える。成長
期にあるこどもにとって，林の中を歩いたり
走ったりすることは，健康なからだづくりに
欠かせない。「知」「徳」「体」の調和的な育
成をねらって，このプログラムを開発した。
　活動の実施に当たっては，植物の学習に軸
足を置くのか，仲間づくりに重点を置くのか
は，団体の利用目的により異なってかまわな
い。利用者の発達段階や研修のニーズによっ
て，説明内容に幅をもたせ，準備，活動から
まとめまで全てを 3時間以内に終わること

図 1　モミジの葉
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ができるように設定することにした。

２．「トレジャーハンティング」の内容と活
動のねらい

（1）樹木の葉の設題づくり
　①樹木の葉
　 　植物の葉には，様々な形質がある。特に，
樹木は開花の時期も期間も異なっているた
めに，樹木の同定にはその葉の特徴を利用
する(5) ことが多い。植物の葉は，葉の付
き方（互生と対生），縁の形（全縁と鋸歯縁），
葉の割れ方（単葉，分裂葉，複葉）等で分
類している。「トレジャーハンティング」
では，脊振山の代表的な樹木を選び，その
形質をじっくりと観察するように葉のカ
ラー写真とミニ解説を活動シートに掲載し
た。（資料 1）
　②葉の写真
　 　当初，提示する葉の情報は白黒のシル
エットにしてみたが，葉脈の特徴や縁の形
の把握には不向きであった。そこで，葉の
カラー写真を提示することにした。葉の写
真はデジタルカメラでの撮影も試みたが，
背景が写ったり，影ができたりと意図する
ものが撮影できなかった。そこで対象とす
る葉を採取し，これを直接カラースキャ
ナーで画像データとして取り込む方法を採

用した。この写真は，背景が写らず観察さ
せたいポイントを焦点化できる利点がある。
　③選択した樹木
　 　当施設の既存の活動である「グリーンア
ドベンチャー」は，全コース（初級・中級・
上級コース）ともに 30問の設問がある。
これに対して，「トレジャーハンティング」
では，設問を脊振山系のポピュラーな 7種
類に絞って選択し，これを「宝の木」とし
て出題した。
　 　葉の形質は，縁の形（全縁と鋸歯縁）と
葉の割れ方（単葉，分裂葉，複葉）にのみ
焦点を当てた。具体的に取り上げた樹木は，
リョウブ（鋸歯縁）・ブナ（波状鋸歯縁）・
ネムノキ（複葉）・カナクギノキ（全縁）・
シロダモ（分裂葉）・スギ（針状葉）・エゴ
ノキ（鋸歯縁）の 7種類である。

（2）活動コースの設計
　山の中とはいえ，当施設前の県道は工事車
両やマイクロバス等の往来がある。そこでこ
の活動では，自動車事故の心配がない敷地の
中（19ha）だけで活動コースを組むことに
した。コースの標高差は 140ｍあり，この
コースを迷わずにポイントを回れば距離は
2.5kmである。夏山登山において人が歩く
速さは時速約 2kmであるから，コースを回
る所要時間は 75分程度である。児童・生徒

図 2　学社連携・融合のもとでの知・徳・体の調和的育成
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の活動コースとしては，適切な距離だと考え
ている。
（3）地図を読みとる設題づくり
　①敷地内の白地図（資料 2）
　 　地図を読み取ることは，生活していく上
で必要な能力である。「トレジャーハンティ
ング」では，当施設で用いているオリエン
テーリング用の白地図を準備した。活動の
はじめに白地図を渡し，主だった建物や設
備についておおまかな位置の確認を参加者
全員で行い，そのあとで班で話し合っても
らう。この話し合いの時間（作戦タイム）
は，児童・生徒の実情に応じて設定する。
　②指示を読み取る
　 　準備した 7地点を回るための指示を設
けた（資料 1）。指示を正確に読み取れば，
目的の「宝の木」の場所に到着する。しか
し，指示の読み方が不十分であれば目的地
に到着しない。班での話し合いをしっかり
行うことをねらった。
　③回るルートを話し合う
　 　指示の場所は，順不同である。7地点を
効率よく回ってゴールするためには，どん
なルートを設定すればよいかを班員全員で
確認しなければならない。試行で実施した
児童・生徒も，この話し合いが充分でなかっ
た班は，ゴールできなかった。
　④決定事項にしたがって回る
　 　せっかくルートを設定しても，そのとお
りに回らなければ，設定時間内にゴールで
きない。班長のリーダーシップを育成する
ことがねらいである。

（4）ストーリーづくり（資料 1）
　①樹木名がキーワード
　 　題材はどちらかといえば地味な樹木であ
る。やってみたいと思わせるような設題や
設問を準備しなければならない。そこで，
解答は 7本の「宝の木」の樹木名をキー
ワードとし，このキーワードをつなぐと文
ができる「クロスワードパズル」とした。

　②キーワードで文を作る
　 　当初，筆者は前述した 7本の「宝の木」
の頭文字を組み合わせようとした。「リ・ブ・
ネ・カ・シ・ス・エ」では，とても文はで
きない。そこで，7種の樹木名から 1文字
ずつ拾い出して文を作ることにした。いろ
いろと組み合わせてみて，「ブナの木も好
き」という文を完成させた。
　③主人公の設定
　 　答えの文ができたので，この台詞を言っ
ている主人公をどのようなキャラクターに
するのかを考えた。文中に並立の助詞「～
も」があるからには，始めに好きなものを
言うはずである。ブナという樹木が好きな
のだから，主人公は植物が好みなのだろう。
そう考えるうちに，花好きの妖精という主
人公を思いついた。そこで，［脊振山にやっ
て来た花好きの妖精が置き手紙を残して
いった。その妖精の手紙を児童・生徒が解
読する］という設定にした。宝の木を探し
ていくことから，活動名は「トレジャーハ
ンティング（宝さがし）」，副題を「妖精の
置き手紙」とした。

（5）活動のふりかえり
　①班活動
　 　この活動プログラムでは，樹木の葉の観
察も大切だが，班活動も大切である。ふり
かえりシート（資料 3）を準備し，「自分
の考え」「メンバーの考え」「話し合い」の
3点についてできたかどうかをたずね，自
分たちの活動をふりかえってもらう。この
ことで，ねらいが定着し次の活動への継続
性が生まれる。
　②潜在的主題
　 　日本には，ブナが全国的に分布している。
ブナに代表される森林の落ち葉が有機物を
供給し，それを食糧とする土壌動物や，そ
れを分解する微生物が営む森林生態系の活
動によって，保水力のある柔らかい森林の
土壌ができあがる。また，それが豊かな海
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の育成にも大きく寄与する。「ブナの木も
好き」という文を解答としたのは，当施設
で推進している「森林学習」と関連を持た
せるためでもある。そのため，活動のまと
めや退所式の時間にブナの話を入れてい
る。環境学習は，この活動プログラムの潜
在的主題である。それぞれの活動に関連性
を持たせることは，充実した宿泊学習を送
る上で大切なことである。

Ⅲ　活動プログラムの試行

１．対象者
　自然教室と一般団体利用で，小学生・中学
生・高校生にこの活動プログラムを試行した。
児童・生徒一人一人の動きを把握するために，
少人数の団体を対象者として選択した。
　自然教室のため入所していた小学校 5年
生，バレーボールの合宿に来ていた中学校
1・2年生，野外活動研修の高等学校 2年生
に，活動プログラムの一つとして行った。（表
1）いずれの児童・生徒とも福岡市またはそ
の近郊に在住している。

２．活動の様子
　対象児童・生徒の発達段階に合わせて，少

しずつ実施方法・ルールを変えた。いずれの日
も秋晴れに恵まれた活動となった。試行は，中
学校，高等学校，小学校の順で行った。（表 2）
（1）中学生への試行（2008.9.22実施）
　全く初めての試行であり，手探りの状態で
あった。16人を学年混合 4人の 4班に分け
た。中学生は熱心に取り組み，説明をしっか
り聴いてくれた。効率よくコースを回ったた
め，設定した制限時間（110分）よりも早く，
58～75分で戻ってきた。
　植物だけではなく，昆虫や岩石も観察して
いた。「宝の木」を見つけたときには，とて
も喜んでいた。この試行結果に基づき，わか
りにくかった設題の表現に修正を加えた。 

（2）高校生への試行（2008.10.21実施）
　試行をお願いした高校生は，普通科体育
コースの 30人であり，体力の個人差が大き
いため男女別の班にした。またコースを走る
ことが中心になると予測されたので，走りや
すいように 2人組の 15班に分けた。制限時
間内でゴールできたのは 7組，最高タイム
は 35分であった。制限時間を超えたものの

表 2　正解した班の数（単位：班）および活動に要した時間
（単位：分）

全問正解 チーム数 話し合い 制限時間 ふりかえり

福岡市立 H小学校　 1 8 15 90 30

春日市立 K中学校　 3 4 10 110 20

福岡県立 S高等学校 10 15 5 60 10

表 1　対象の児童・生徒数および実施期日
（単位：人）

男子 女子 小計 実施期日

福岡市立 H小学校 29 19 48 2008.10.30

春日市立 K中学校 0 16 16 2008. 9.22

福岡県立 S高等学校 28 2 30 2008.10.21 写真 1 　活動前に話し合いをする中学生の様子
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全問正解した班が 3組，全部を回ることが
できなかった班は 3組のみであった。
　コースを全力で走り回るのは，とても苦し
かったようであるが，パートナーと声を掛け
合いながら走り，達成感を得た生徒が多かっ
た。
　また，野外活動指導者講習として実施した
活動だったので，課題として与えた「小学生
に指導するときの留意点」の視点（危険箇所
のチェック，設題の難易度，自然体験の重要
性等）でもコースを回ってくれた。指導者と
しての視点は，生徒の立場とは異なり新鮮な
体験だったようである。

（3）小学生への試行（2008.10.30実施）
　48人を男女混合 6人の 8班に分けた。白
地図だけでは難しいので，予めマップに「宝
の木」の位置を明記した。しかし，全部を回
ることができたのは 1班のみであった。

　本来，この小学校では試行を予定していな
かったが，活動時間に少し余裕が出たので，
試行をお願いした。そのため，当初から計画
していた別の活動の時間を確保するために，
制限時間を短く設定（90分）した。制限時
間をもっと長く設定すれば，ゴールできた班
は増えたものと思われる。

３．話し合いに対しての自己評価
　ゴールしたあとに，「ふりかえりシート」
に記入しながら，自分たちの活動をふりか
えってもらった。内容は，話し合い活動の自
己評価（4段階）と感想を自由に記述するも
のである。（資料 3）なお，中学・高校生か
らは，全員のシートを回収できたが，小学生
は 48人中，38人の回収に留まった。活動に
おける班での話し合いにおいて，自分の考え
を言うことができたかどうか，メンバーの考
えを聴けたかどうかを 4段階でたずね，そ
の結果をまとめた。（表 3）話し合い活動に
対する自己評価及び満足度において，小学生
と中学・高校生では違いがある。
　表 1にも示したように，試行の条件や対
象児童・生徒の構成等が，それぞれ異なり単
純な比較はできないので，小学生を男女別に，
中学生を学年別に分けて分析した。
  小学生を男女別に分けてみると，「自分の
考えをよく言えた」は男子児童の方が多かっ
たが，女子児童に多かった「言えた」までを
含めると，男子と女子の間には大きな違いは
ないことがわかる。
　中学生を学年で分けてみた。「自分の考え
をよく言えた」と回答した 5人の中学生の
うち，中学 1年生は 1人だけである。「言え
なかった」と答えた下級生はいなかったが，
部活動の中では，上級生を前にして下級生は
強く意見を述べにくいのかもしれない。（図 3）
　「班のメンバーの考えを進んで聞こうとし
た」について小学生を男女別・中学生を学年
別に分けてみても，大きな差はない。班のメ

写真 2　ポイント間を疾走する高校生の様子

写真 3 　「宝の木」の樹皮を観察する小学生
の様子
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ンバーの考えについて「よく聞けた／聞けた」
と回答した児童・生徒が大多数を占めたのは
実施校における日頃の学校生活が，順調に運
んでいることの現われである。（図 4）
　小学生と中学生には，班内での話し合いの
内容が理解できていたかどうかをたずねた。
理解できないままで活動しても，満足感・達

成感は得られない。「妖精の手紙を解読する
までの話し合いがよくわかった」では，小学
生の約 4分の 1が「あまりわからなかった／
わからなかった」と答えている。（図 5）こ
れは，小学生の試行では制限時間が短かった
こともあり，地図の判読がやや難しかったか
らのようだ。そのため，中・高校生では高かっ

表 3　話し合いに対しての自己評価

１　班の中で，あなたは自分の考えを言えましたか

対象者（人） よく言えた 言えた あまり言えなかった 言えなかった

小学生　38 12 14 11 1

中学生　16 5 11 0 0

高校生　30 20 10 0 0

2　班のメンバーの考えを進んで聞こうとしましたか

対象者（人） よく聞けた 聞けた あまり聞けなかった 聞けなかった

小学生　38 10 21 5 1

中学生　16 12 4 0 0

高校生　30 17 13 0 0

3　妖精の手紙を解読するまでの話し合いがよくわかりましたか

対象者（人） よくわかった わかった あまりわからなかった わからなかった

小学生　38 11 18 7 2

中学生　16 9 6 1 0

高校生　　 （この設問は ,実施しなかった）

4　あなたは班で決めたことに , 満足していますか

対象者（人） とても満足している 満足している あまり満足していない 満足していない

小学生　38 13 12 7 5

中学生　16 15 1 0 0

高校生　30 19 11 0 0

（単位：人）

図 3 　活動中に自分の考えを言えた児童・生
徒数（単位：人）

図 4 　活動中にメンバーの考えを聞いた児
童・生徒数（単位：人）
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た班の決定への満足度も小学生では低かっ
た。（表 3）
　その一方で小学生の 38人中 27人が自由
記述の中で「また挑戦したい」「難しかった
けど，楽しかった」といった肯定的な感想を
述べていた。このことは，「トレジャーハン
ティング」が中学・高校生のみならず小学生
にも受け入れられたものだと判断している。

Ⅳ　プログラムの続編

１．他の形質に関する設題
　脊振山には，100種類以上の樹木が生育し
ている。選んだ 7種類以外にも触れて，脊
振の自然をより深く学んでもらいたい。葉の
付き方（互生と対生）についての学習も必要
と考え，「トレジャーハンティング 2～妖精
からの招待状～」（続・宝さがし）を作成した。
　題材とした樹木は，ケクロモジ（互生）・
ツゲ（対生）・クマシデ（重鋸歯縁）・ケヤキ
（鋸歯縁）・ヒサカキ（鋸歯縁）・シキミ（全
縁）・ヤブツバキ（鋸歯縁）の 7種類である。
　「トレジャーハンティング 2」を「トレ
ジャーハンティング 1」と組み合わせて，同
時に 14本の樹木について学習することも可
能であるし，別の研修時期と 2回に分けて
両者それぞれを体験することもできる。毎年
継続して利用する団体（リピーター）の研修
生等は，2回に分けて合計 14本の樹木につ
いて学習することができるわけである。

２．冬季の設題
　季節を問わず施設の利用者がいる。冬季に
は，落葉樹の葉の観察ができない。年間を通
じて「宝の木」を観察してもらうために，冬
芽と樹皮の観察を中心とした「冬版」（トレ
ジャーハンティング 1・冬季版）も作成した。
同じ「宝の木」を使い，リョウブ（雲紋状の
樹皮・葉痕）・ブナ（先端がとがった冬芽）・
ネムノキ（樹皮の皮目・葉痕）・カナクギノ
キ（葉芽と花芽）・シロダモ（葉芽と花芽）・
スギ（花粉と実）・エゴノキ（星状毛を持つ
冬芽）についての活動プログラムである。こ
れを 2009年 2月の主催事業で試行した。参
加した児童（36人）は冬芽を観察しながら，
「クロスワードパズル」を楽しんでいた。
　同じ研修生が夏・冬それぞれに当プログラ
ムに取り組んだ場合，同じ樹木の夏と冬の形
態を学習することになる。このことは，植物
の成長を季節と関係付けながら学ぶ点におい
て有効である。

Ⅴ　成果と課題

１．成果
　①樹木の観察，②話し合い，③読図とウォー
キングを三つの柱として開発した「トレ
ジャーハンティング」は，「難しかったけど，
楽しかった」という声に代表されるように，
児童・生徒が喜んでくれたのが，何よりも大
きな成果である。学校で学んだ知識や日常の
経験を元に「活用する力」を身につけ，「生
きる力」を育てていくというねらいは達成さ
れたものと考えている。指導員による活動状
況の観察および児童・生徒の感想から，以下
の 3点を成果としてまとめた。
（1）児童・生徒は，「葉っぱはみんな同じ形」
という固定観念を払拭でき，動植物ともふ
れあうことができた。　

 　「植物の葉は，みんな同じに見えたが違う
ことがわかった（小学生）」と述べた感想も

図 5 　班内で話し合った内容を理解できた児
童・生徒数（単位：人）
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あるように，葉の形質は植物の種類によって
異なることを活動の中で学ぶことができた。
（2）班活動を通じて，班で行動するときの
ルールを学んだ。

 　活動を始める前に児童・生徒が話し合いを
することで，「宝の木」のおおよその位置や
回る順番を班員全員が確認でき，活動がス
ムーズであった。
（3）地図を読むこと，自然の中を歩き回る
ことを体験し，その重要性を認識できた。
　「宝の木」を探すために走り回って活動量
も多く，児童・生徒は満足していた。
　以下，「ふりかえりシート」の自由記述から，
児童・生徒の感想を拾った。
●自然観察に関して
　・ 木の他にキノコやコイ，クモなど多くの
動植物を見て，驚きもあった （中学生）

　・ 葉の形を見て「宝の木」を探したら，す
ぐに見つけることができた （高校生）

●班活動に関して
　・ 班長の話をよく聴くことが大事だと思う 

 （小学生）
　・ 意見を出し合ったり，話したりできたし，
学年を超えて協力ができた （中学生）

　・ なかまを信用することが大切だと思った 
 （高校生）

●読図とウォーキングに関して
　・ 広いので，大冒険できた／地図を読み取
ることが大切だと感じた （小学生）

　・道が正しいかどうか不安だった
 （中学生）
　・ 葉の形と地図を見ながらポイントを探し，
久しぶりに頭を使った （高校生）

●活動全般について
　・ 自然の緑と風が気持ちよかった／「宝の
木」を探すのが楽しかった （小学生）

　・ 山道は歩きにくかったけど，いい経験に
なった （中学生）

　・コースに石ころがたくさんあった
 （中学生）

　・ きつかったけど，楽しかった／二人で協
力できたのでよかった （高校生）

２．課題
　今回の試行によって，明らかになった反省
点をまとめ，今後の課題とした。
（1）服装は，野外活動に適した長袖・長ズ
ボンの着用を指導する
　中学生の試行において，生徒がバレーボー
ルのユニフォームで活動したために，クモの
巣にかかったり，虫にさされたりするなど，
不都合な点があった。大きな事故がなくて良
かったが，野外活動時の服装は原則をはずし
てはいけない。
（2）時間的余裕をもつ
　小学生の試行で児童からの指摘が多かった
のが，活動時間の不足である。話し合いから，
ふりかえりまで含めて，3時間の活動時間を
確保しなければならない。
（3）地図を更にわかりやすくする
　立ち入りが禁止されている隣接した牧場に
迷い込んだり，地図上での道路の種類がわか
らない研修生がいた。歩道と車道の区別がよ
くわかるように地図の記号を工夫したり，進
入禁止の場所を地図に明記したりする必要が
ある。これは，安全指導上でも重要である。
（4）科学の芽を育てる工夫を加える
　試行で準備した設問は，活動そのものだけ
の内容にとどまっている。これを更に発展さ
せて，「葉にはどうしていろいろな形がある
と思いますか」「リョウブの樹皮の模様はど
うやってできると思いますか」等，一人一人
の考えを更に引き出し，科学的洞察力を育て
ていくよう設問に工夫を加えなければならな
い。また，こどもの疑問や自由な発想に充分
応えるだけの知識と経験を施設職員が持って
おかなければならないことは，言をまたない。
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３．新たに活動プログラムを開発する上での
留意点
　今回の試行によって，活動プログラムの開
発には次の点を念頭に置かなければならない
ことが明らかになった。学校教育と社会教育
の両者を結びつける「学社連携」「学社融合」
の活動プログラムの開発とその運用が，今後
とも野外教育施設が担うべき課題であると考
えている。
（1）野外教育施設での指導内容と学校教育
での学習内容とのタイアップ
　冒頭でも述べたように，活動プログラムは，
学校での基礎的な学習に立脚して，体験活動
を通じて具体的な知識を学んでもらう内容で
なければならない。また，体験だけで終わら
せるのではなく，学校に戻ってからも更に詳
しく学ぶ機会を設けるなど双方向学習への取
り組みも重要である。そのためには，社会教
育にあたっている野外教育施設のスタッフも
学校教育の内容を把握しておく必要がある。
（2）児童・生徒の発達段階や研修のニーズ
に応じたフレキシブルな活動支援
　小学生と高校生では，発達段階も研修内容
も大きく異なる。同じ小学生であっても，低
学年と高学年では開きがあるし，自然教室と
して利用する場合と部活動の合宿で利用する
場合とでは同じ中学生でも研修のねらいが異
なる。様々なニーズに応えられる活動プログ
ラムでなければならない。
（3）活動内容の吟味
　野外教育施設で提供する活動プログラムに
は，登山やグリーンアドベンチャー（上級）
のように，終日かけて取り組むものもあれば，
時間を区切って行うものもある。このうち，
限られた時間で行うプログラムの活動内容で
必要なことは，設題数を絞りじっくり考えて
もらう内容であること，また完答率を高く設
定し達成感を味わってもらうことである。
（4）「ふりかえり」の有効性
　工夫した動機付け（導入のストーリー）と

ともに，自分たちの活動をふりかえることは，
活動のねらいを定着させることからも大切で
ある。今回ふりかえりの活動を実施してみて，
その有効性が確認できた。今まで活動だけで
終わっていた当施設の既存の活動プログラム
にも「ふりかえりシート」を作成していくこ
とが必要である。

Ⅵ　おわりに

　野外教育施設での活動は，「何をするか」
ではなく「何のためにするか」がキーポイン
トである。企画者（引率者）は，どのような
目的を持って野外教育を行うのかを踏まえた
上で，活動の計画を立てなければならない。
硯川(6) も述べているように，「野外活動その
ものが野外教育ではない。その教育的展開に
よらなければ野外教育とは成り得ない。」。
　活動だけで終わっては，体験学習の効果は
薄い。活動のねらいを明確にし，活動後にこ
どもがふりかえることが必要である。また，
他の活動との関連づけも大切なことである。
　今回開発した「トレジャーハンティング」
は，こどもが取り組んでみたくなるようなス
トーリーの上で，自然に親しむとともに，活
動班内での討議を経てパズルを解いていくも
のである。本稿では，活動プログラムの構想，
開発の過程やワークシート作成の方法等を具
体的に詳述した。この手法は，他の野外教育
施設でも応用できる内容である。
　学校教育と社会教育とを結ぶ，「学社連携」
「学社融合」の必要性(7) が叫ばれて久しい。
この目的は，こどもの「生きる力」の育成に
ある。当施設においても，このことは自然教
室・一般団体・主催事業を通じて共通のねら
いである。そのためには，こども一人一人が，
主体的に活動に取り組む必要がある。主体的
に取り組めるような活動プログラムの開発と
企画者（引率者）・児童・生徒に対する支援
体制の強化が，施設職員の大切な役割である。
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　また，我々学校の教師はしっかりした教育
目的を持って野外教育施設を活用し，引率者
として，更に情報提供者として野外教育施設
をサポートしていくことが重要である。この
ことが，「学社連携」「学社融合」を発展させ，
理科教育の充実，こどもの「生きる力」の育
成に大きく寄与するものだと考えている。
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