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Ⅰ　はじめに

１．中 1ギャップ解消に向けた取り組み
　近年，入学という子どもにとっての大きな
ステップアップの際の段差に原因があること
に着目し，「小 1プロブレム」，「中 1ギャッ
プ」という用語が聞かれるようになった。特
に「中 1ギャップ」については，学力の低下，
いじめや不登校等の深刻な問題に至るケース

が多く見られ，深刻にならざるを得ない。そ
こで，その段差に対応しようと，様々な取り
組みが展開されており，報告される事例も数
多く見られる。
　大阪府では，中学校不登校出現率の高まり
を受けて，スクールカウンセラー等専門家や
支援人材の配置を計画的に進めた。そして，
指導主事と「不登校対応専任教員」が中心と
なり「不登校対策会議」を校内にとどめず，
市町村・各中学校区で設置したことにより，
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情報の共有やデータ分析が行われ「中 1不
登校生徒数が減少するとともに小中学校間の
段差も緩和された」という例もみられた(1)。
　熊谷市では，大学研究者の指導のもと 3つ
の基準を設け，その基準にあてはまる小 6全
児童の小学校時代の様子を記した「小中連携
個票」を中学校に申し送りすること等小中間
の情報提供の仕方を工夫した(2)。奈良県内の
某市内すべての中学校に調査を実施した報告
でも，「取り組みの方法に違いがあっても，
全小・中学校で何らかの連携が図られてい
る(3)」と述べられている。
　以上のように，不登校の未然防止の取り組
みとして中 1ギャップ解消を目指すという
目的で市町村教育委員会が働きかけ，小中学
校間の連携を深めている例が一番多くみられ
る。
　さらに踏み込んで学校が中心となって行っ
た取り組み例としては，児童生徒の内面にア
プローチしたものもある。一つは，中学校教
諭が大学研究者の協力を得て，ストレスマネ
ジメント教育の一環として中 1ギャップ解
消に取り組み，ストレスを軽減するために小
学校と連携した段階的な指導を年間行事とし
て行うところまでこぎつけた例がある(4)。
　もう一つは，学校区内の小中学校教員が「子
どもたちを内面から変えていく指導の必要
性」を感じ，「中学生が小学生を『出前活動』
『お世話活動』『紙上相談活動』等を通して
支援していく『小中連携ピア・サポート』に
取り組んだ」という例もある。それによって，
「中学校の不登校生は 4分の一に減少，問
題行動も激減した(5)」。
　そのように，様々な取り組みがなされてお
り，そこには児童生徒，保護者，学校教諭，
研究者，学校，教育委員会，大学等研究機関
と様々な人々，立場，役割が関わりあってい
る。
　以上の事例が示したように，中 1ギャッ
プの解消に向けてその取り組みは 2種類あ

るように思う。それは，ギャップをならすと
いうことだけでなく，もう一つ，そのギャッ
プを乗り越える力を子どもたちにつけるとい
う目的があるように思われる。それは，「小
学校と中学校の間に横たわる段差（障壁）を
なくし，小学校から中学校へのスムーズな接
続を図ることが求められており，他方では，
段差を乗り越える力（たくましさ）をつける
ために，小学校と中学校が連携して取り組む
ことが求められている(6)」と述べられている
ことからも定義づけられる。
　実際に，「中 1ギャップの解消には，ギャッ
プを埋める取り組みだけでなく，困難に立ち
向かうスキルを生徒に身につけさせることで
ある」ということを前面に打ち出し，様々な
取り組みを行った中学校もある。その取り組
みの一つとして，「集団生活の中での様々な
問題を，自分たちで，自他共に建設的で効果
的に対処するスキルを身につける取り組み」
として，中学 1・2年生の生徒が青少年教育
施設に宿泊するというものも含まれていた(7)。

２．先行事例
　中学 1・2年生の生徒が青少年教育施設に
宿泊するという上記事例以外にも，「中 1
ギャップ」の解消を目的とし，一つの小学校
の 6年生 45名全員が青少年教育施設におい
て 7泊 8日間生活・活動した例もある(8)。そ
の間児童は，国立妙高青少年自然の家で宿泊
し，登校日はそこから通学するという形態を
とった。施設側の役割としては，この事業の
主体となる実行委員会の委員となり，生活・
活動場面の全体指導を行った。さらに，この
事業では「生きる力」の育成についてもねら
いに挙げており，その効果検証についても施
設側が行った。
　その事業は，通学型で 7泊 8日という長
期間であることや，児童代表も含めた様々な
立場で構成された実行委員会を基盤としたこ
とが特徴である。そして「炊事，洗濯等を自
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分ですること」等もこの事業の大きな特徴と
して挙げられよう。そのことからも，この事
業はまさにギャップを乗り越える力を子ども
たちにつける取り組みと捉えられる。
　この事例において参加児童の「生きる力」
に変容がみられ，2ヵ月後まで持続したとい
う結果が得られた。その結果等をふまえ，「青
少年の社会性の欠如や，青少年の凶悪犯罪の
増加，『中 1ギャップ』に代表される教育課
題等，青少年教育の在り方が注目されている
現在，キャンプに代表される体験活動を通学
型のように学校等と連携して行うことは，こ
うした教育課題を解決する有効な手段になり
うる」と述べられており，青少年教育施設が
教育委員会や学校等と連携することで，中一
ギャップの解消に向けた取り組みに寄与した
例の一つといえる。

３．事業実施の経緯
　石川県において，中学校における 30日以
上の長期欠席者数が，平成 12年度に 2.5%
を越えてから，増加の一手を辿る様子が見ら
れた。その推移は，平成 17年には 2.9%ま
でになり，平成 19年からは 3.0%に至って
しまった（表 1）。小学校においてはあまり
数値の変動が見られないことから，なおさら
「中 1ギャップ」に意識が集中したのかも
しれないが，中 1ギャップが不登校生徒数
の増加に至ることを懸念した石川県Ｈ市で
は，平成 18年度から，出前授業，TT授業，
児童生徒の交流，掲示物の交流を行い，中 1
ギャップ解消に向けた「小中交流教育推進事

業」に取り組み始めた(9)。国立能登青少年交
流の家ではそこに着目し，その事業に集団宿
泊体験学習を取り入れることを教育委員会に
提案した。そこで「小中交流教育推進事業」
における新たな取り組みとして，平成 20年
度に「小・中交流宿泊体験学習」が実現した。
Ｈ市教育委員会では，「ギャップの典型例は，
コミュニケーションが苦手な生徒が小学校時
の友人や教師の支えを失う『喪失不安増大型』
と，小学校でリーダーとして活躍していた生
徒が中学校で居場所を失ってしまう『自己発
揮機会喪失ストレス蓄積型』である(9)」と述
べているように，児童・生徒の「コミュニケー
ション能力」を育む機会を必要としていた。
したがって，国立妙高青少年自然の家で「生
きる力」の育成をあげたように，当所では
ギャップを乗り越える力として，「コミュニ
ケーション能力」の育成に貢献できると考え
た。ゆえに，子どもたちの「コミュニケーショ
ン能力」を育成することで当該問題である中
1ギャップの解消を目指し，事業を実施する
こととなった。

４．研究目的
　当所と教育委員会との話し合いの過程で，
ねらいの達成に向かうために，翌年には同じ
中学校で学ぶことになる 1中学校区の小学 6
年生と中学 1年生全てを対象として事業を
行うこととした。ただし，その際与えられた
のは 1泊 2日という短い期間であり，その
中でより効果的なプログラムを検討した。さ
らに教育委員会との連携により，より円滑な

表 1　不登校児童生徒の推移（石川県内）

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

小学校
児童数 68,235 68,295 67,833 67,807 67,132
長期欠席者数 339 340 361 358 308
割合（％） 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

中学校
生徒数 33,979 33,751 34,048 33,894 34,052
長期欠席者数 991 956 1,016 1,110 1,072
割合（％） 2.9 2.8 3.0 3.3 3.1
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体制づくりを目指した。
　以上のように，異校種，異学年で行う取り
組みで同様の事例はみられないことから，そ
の効果を検証することは有効である。また，
先行事例では長期間であったのに対し，1泊
2日という短期間でねらいの達成に挑んだこ
とについても，その効果を明確にすることは
青少年教育施設の活用例として価値がある。
それらのことを通して，中 1ギャップや不
登校等の教育の現代的課題に青少年教育施設
がどのように貢献できるかその役割が明確に
なる可能性も示される。
　以上をふまえて本研究では，中 1ギャッ
プ解消に向け，その根本である「コミュニケー
ション能力」の育成を目指して設定したプロ
グラムの効果の検証と，中 1ギャップや不
登校等の問題解決における青少年教育施設の
役割を明確にすることを目的とする。

Ⅱ　事業概要

１．プログラムについて
《「ラボラトリー方式の体験学習法」》
　この事業では，小中合同で宿泊体験学習を
行う中で，コミュニケーション能力の育成を
図ることを目指し「ラボラトリー方式の体験
学習法」を用い，これを柱にプログラムを構

成した。この手法は，「体験すればよいとい
う発想から，さらに体験を通して，もう一歩
学びを深めていく方法(10)」と述べられてい
る。具体的には，各実習において指導者が課
題を提示し，それを解決する過程において，
参加者同士の関わり合いがあり，それによっ
て参加者の心に何らかの動きが生まれる。そ
こでその心の動きについて個々人が考える時
間をもつ「ふりかえり」やそこで考えたこと
を他者と共有する「わかちあい」の時間を設
けることで，自分の他者との関わり方等を見
つめる機会となるような場面を設定しようと
したものである。
　実習には表 2に示したように，それぞれ
の活動におけるねらいや特徴があるので，そ
れをふまえて実習を組み合わせ，プログラム
の効果を高めることをねらった。
　ただし，ラボラトリー方式の体験学習法は，
室内で実施できるという利点がある反面，身
体活動を伴う場面がどうしても少なくなる。
そこで本事業では，身体活動を伴う活動をい
れた「アイスブレイク」や，地域に根ざした
活動内容を取り入れたいという教育委員会の
要望もふまえて「海岸清掃」を取り入れるこ
とによって補った（表 3）。
《指導者養成》
　表 2であげたような実習の一つ一つは，

表 2　活動内容選択の観点

実習名 ねらい 特徴（選定の理由）

「匠の里」 自分が持っている情報を正確に伝え，正しく
きくことの重要性に気づく。情報を集めてま
とめるときに，協力の大切さについて学ぶ。

情報カードを班のメンバー全員が分
けて持つことで，全員が主体的に活
動に関わることができる。

「タワービルディング」 班のメンバーが協力して一つの作品を作り上
げることで，班内の係わり合いを増やす。作
成の過程で，役割分担をする等の作戦を考え，
それを実践することのよさに気づく。

活動中動きがあるので，夜の活動で
も集中力が途切れない可能性があ
る。２日目に向けてチームビルディ
ングが目指せる。

「しりとり侍」 班で一つの課題達成をする楽しさや難しさを
体験することで，その過程の自分や他者のあ
りように気づく。

ルールが明快で，わかりやすい。方
向性もはっきりしているので，集中
して活動に取り組める。

参考文献： 平成 19・20年度文部科学省専門職大学院等教育推進 GPプログラム「大学等における教員養成教育
の充実」「教え学び支え合う教育現場間の連携づくり」―ラボラトリー方式の体験学習を核とした２
つの連携プロジェクト―
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指導者用に活動の進め方等がまとめられてい
ることから，課題が提示しやすいことも特徴
として挙げられる。ただし，その課題の提示
や活動中の支援の仕方については指導者とし
ての力量が生きる場面である。本事業ではそ
の指導者の役目を，募集した学生たちが担っ
た。
　学生たちが主に担当するのは 2つの研修
場面である。そのため学生たちは前日から集
まり，実施予定の実習を体験することで，解
釈していった。次に，指導者役を実際に体験
し，流れをつかんだ。さらに，本番ぎりぎり
まで課題の提示や実習の流れについて，自分
なりの方法を工夫しようとした。
　集まった学生たちが教員志望とはいえ，ど
れだけのスキルを持っているのか，どれだけ
場数を踏んでいるのか，については事前に把
握できているわけではない。そして時間は限
られている。その際ラボラトリー方式の体験
学習法は，「指示書」を用いること等プログ
ラムがパッケージ化されていることから，指
導者が限られた時間の中でプログラムの流れ

や方法を理解する際にも功を奏した。
《335 名を動かす班編成》
　総勢 335名の参加者を分ける方法は 3パ
ターンあった。まずは全体を 7グループに
分けた 1グループ 50名程度を施設職員が受
け持ちアイスブレイクを行った。次に，全体
を 14グループに分けた 1グループ 24名を，
学生が受け持って実習を行った。そして実習
では，8名程度で構成する小グループを 3つ
設けた。その班編成は，学校規模によって偏
りがあるものの，異学校・異学年・異性混合
を念頭において分けられた。
　以上のように，場面に応じてグループ分け
を変えたのは，限られた時間と限られた指導
者数で，335名という人数を効率的効果的に
動かすためには有効な手段であった。しかし，
そこからさらに，実習の際の小グループを海
岸清掃や生活場面において生かしていくこと
ができれば，成果としてさらに高まった可能
性も感じられた。

表 3　プログラム
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２．役割分担について
　本事業の開催に至るまでに，当所担当者と
教育委員会，そして各小中学校の担当者が会
議を持った。そこで，本事業をより効果的に，
より円滑に行うために教育委員会・学校・当
所が役割を分担して体制を整えた。
　大きくは，教育委員会は各校の総括・当所
との連絡調整を担当し，学校は食事入浴等の
生活場面を主に担当し，当所は生活場面以外
の研修全般について受け持った。
　当所は本番に向けて，すでに述べたような
プログラム設定とその準備，それを行うため
の指導者の募集・要請・研修及び会場設営を
担当した。加えて，研修時間が短いことから
もプログラムすべてを学生が担当するのは負
担が大きすぎると考え，指導場面についても
一部担当した。

Ⅲ　事業評価

　本事業のプログラムが参加者にどのような
影響を及ぼしたか，その効果を明確にするた
め，量的と質的の両側面から調査を実施する
ことで，多角的に本事業を評価することを試
みた。

１．調査方法
（1）量的調査：測定尺度を用いた調査
《調査対象》
　今回のプログラムを体験した参加者の全体
的な変容を捉えるために，参加者すべて（中
学 1年生 167名，小学 6年生 161名合計
328名）を対象とした。なお，この時小学 6
年生である参加者が翌年中学入学後にも調査
の回答を依頼した。
《調査内容》
　量的調査として測定尺度を用い，児童生徒
の変容を捉えようとした。その尺度として「小
学生用社会的スキル尺度」を用いた。この尺
度は，「社会的スキルの程度の低さは，不登
校や登校拒否，いじめなどの要因であること
が指摘され，学校不適応を引き起こす可能性
もあり，社会的スキルの程度を向上させるこ
とは，望ましい人間関係を作ることに結びつ
く(11)」とあり，「コミュニケーション能力の
育成」につながるところから使用した。調査
項目は，円滑な人間関係を営むために必要な
行動をどの程度獲得しているか，そして人間
関係を阻害するような行動をどの程度獲得し
ていないかという，行動の 2側面から社会
的スキルを捉えた 15項目である(12)（表 4）。
その調査項目 15項目は，「向社会的スキル」

表 4　「小学生用社会的スキル尺度」

№ 下位尺度 項　　目

１．

「向社会的スキル」

友だちがしっぱいしたら，はげます
２． こまっている友だちをたすける
３． 友だちのたのみをきく
４． 友だちにしんせつにする
５． あいての気もちを，かんがえて話す
６． ひきうけたら，さいごまでやる
７． 友だちのいけんに反対するときに，わけをいう

８．

「引っ込み思案行動」

友だちとはなれて，ひとりだけあそぶ
９． 友だちのあそびを，じっとみている
10． あそんでいる友だちの中に，はいれない
11． 休みじかんに，友だちと，よくしゃべる

12．

「攻撃行動」

なんでも，友だちのせいにする
13． 友だちに，けんかをしかける
14． 友だちに，らんぼうな話しかたをする
15． 自分のしてほしいことを，むりやりやらせる
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7項目，「引っ込み思案行動」4項目，「攻撃
行動」4項目の下位尺度で構成されている。
調査用紙の冒頭には「あなたの最近一週間く
らいの行動について教えてください」と書か
れており，続く質問項目に，「全然あてはま
らない」を「1」，「あまりあてはまらない」
を「2」，「少しあてはまる」を「3」，「よく
あてはまる」を「4」とし，4段階で回答す
るものである。
《調査時期》
　調査は，事業実施 1週間前，1週間後，そ
して翌年（H21）の 1学期が終了する 7月（小
学 6年生の参加者のみ）に行った。調査は
各学校（各教室）単位で実施し，各担任教諭
が配布・回収した。
（2）質的調査：参加観察を用いた調査
《調査対象・内容・時期》
　プログラムが及ぼす影響を実際の様子から
捉えるために，事例的に 4名（小 6男子 2名，
中 1男子 2名）を対象に調査を行った。調
査は，指導者である大学生らが，子どもたち
に関わりながら記録をとる参加観察により
データを収集した。調査対象の児童・生徒は，
観察を行う大学生らの観点で研修①「アイス
ブレイク」の際に選出した。
　データ収集は，研修②「匠の里」，研修③「タ
ワービルディング」，研修④「しりとり侍」
の「ラボラトリー方式の体験学習法」場面に
限定して行った。大学生らは，指導しながら
観察を行い，調査対象である 1名の児童・
生徒の発言やそれに対する周囲の反応や雰囲
気等，気がついたことを記録した。

２．統計処理及び分析方法
（1）社会的スキルについて
　社会的スキルを構成する下位尺度ごとに得
点を算出し，事業 1週間前と事業 1週間後，
それぞれの平均値及び標準偏差を算出し，ｔ
検定を用いて比較した。そして，小学 6年
生の参加者については，翌年の 1学期終了

時の得点についても用いて比較した。また，
各 15項目についても，事業 1週間前と事業
1週間後，翌年（H21）の 1学期終了時，そ
れぞれの平均値及び標準偏差を算出して分析
に用いた。
（2）参加観察によるデータについて
　参加観察によって収集した質的データの分
析に際し，「修正版グラウンデッド・セオリー・
アプローチ（以下M‒GTAという）(13)」の手
法を援用した。
　参加観察によって収集でき，分析が可能で
あった 3名分のデータを場面ごと羅列し，
対象者・研修場面に関わらず，共通項が見い
だせる場面を集めた。次に，それらに共通す
ることが何であるのかを定義し，概念を導き
出した。その概念からカテゴリーを生成しも
とのデータを見極めながら，カテゴリーや概
念の関係を見いだしていった。その一連の作
業を 3名で検討しながら行った。

３．結果及び考察
（1）「社会的スキル」の変容について
　小学生の結果からは下位尺度である「向社
会的スキル」については，0.1%水準で有意
な差が見られたが，同じく下位尺度の「引っ
込み思案行動」や「攻撃行動」については有
意な差が見られなかった（表 5・図 1）。「向
社会的スキル」を構成する項目ごと見てみる
と，特に「困っている友だちを助ける」，「相
手の気持ちを考えて話す」の 2項目の得点
が事後に有意に向上したことが分かった。そ
のことから，本事業のプログラムを体験した
ことにより，小学生の社会的スキルが高まっ
たこと，そして，「相手の気持ちを考えて話す」
というコミュニケーション能力の基礎的で重
要な部分において参加者の自己変革がみられ
たことが示唆できる。一方，中学生は「向社
会的スキル」，「引っ込み思案行動」には有意
な差は見られなかったが，「攻撃行動」が示
す値が低くなった（表 6・図 2）。「攻撃行動」
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は「何でも，友だちのせいにする」，「友だち
にケンカをしかける」，「友だちに乱暴な話し
方をする」，「自分のしてほしいことを，無理
やりやらせる」の 4項目で，それら意識や
態度について中学生に変容が見られたといえ
る。
　ところで，事業実施時には小学 6年生で
あった参加者が翌年中学校に入学して 1学
期を終了する 7月に同じ尺度を用いて調査
を行ったところ，「向社会的スキル」，「引っ
込み思案行動」，「攻撃行動」すべての下位尺
度において事業実施前後における得点との有
意な差は見られなかった。そこで各項目の得
点の平均値で比較したところ，3項目につい
て有意な差が見られた。それら 3項目が示
す結果から，「向社会的スキル」である「休
み時間に友だちとよくしゃべる」ということ
については促進し，「攻撃行動」である「友
達に乱暴な話し方をする」，「自分のしてほし
いことを無理やりやらせる」ということにつ
いては弱まったということがわかった。これ
については，本事業のプログラムによる効果
と断言することはできないが，「5月の連休
明けごろから，1年生の中に遅刻，早退，欠
席，あるいは学校生活に見られる言動に気に
なる生徒が目につくようになる(14)」という
時期を乗り越えての結果としては喜ばしいも
のである。先行事例において「同一小学校の
6年生全員が参加して行うことが，キャンプ
の影響を日常の生活に継続させるために効果
的であったと推察できる」とあるように，本
事業においても同一小中学校の児童生徒が参
加したことで，同様の効果が得られたのでは
ないだろうか。
（2）M‒GTA分析結果ついて
　分析の対象として有効であった 3名分の
記録を用いて分析を進めた。分析方法として
用いたM‒GTAにより，結果図とそれの説
明にあたるストーリーラインを導き出した。
　最初に，得られたデータである場面ごとの

表 5　社会的スキル尺度結果（小学生）

pre post ｔ値 ｐ

向社会的
スキル

21.81
（±0.53）

22.45
（±0.49） 3.663 0.001＊＊＊

引っ込み
思案行動

7.70
（±1.22）

7.66
（±1.26） 0.335 0.369

攻撃行動 5.60
（±0.29）

5.60
（±0.30） 0.060 0.467

＊＊＊ｐ＜ .001　ｎ＝ 161

図 1 　社会的スキル尺度における平均値の比較
（小学生）

図 2 　社会的スキル尺度における平均値の比較
（中学生）

表 6　社会的スキル尺度結果（中学生）

pre post ｔ値 ｐ

向社会的
スキル

20.84
（±0.48）

21.16
（±0.47） 1.246 0.107

引っ込み
思案行動

8.06
（±1.17）

7.85
（±1.21） 1.469 0.072

攻撃行動 6.36
（±0.36）

6.061
（±0.32） 1.855 0.033＊

＊ｐ＜ .05　ｎ＝ 167
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観察記録をさらに細分された場面（事象）ご
とに分け，導き出される概念を検討した。3
名分のデータを行き来しながら共通した概念
を導き出す作業を繰り返し行ったところ，
15の概念を導き出すことができた。例えば，
「ぎこちなさを生み出した状況の根本にある
何かが見られた様子」と定義することができ
た 3つの事象について，〈ぎこちなさ〉とい
う概念を導き出した。また，同じく 3つの
事象から「活動を通して，それまでとは異な
る反応を見せた時の様子」と定義し，〈異な
る反応へのきっかけ〉という概念を導き出し
た。
　次に，概念相互の関連を導き出し，カテゴ
リーの生成につなげた。先ほどの〈ぎこちな
さ〉と〈異なる反応へのきっかけ〉という 2
つの概念からは，再度もとのデータに戻ると，
ぎこちなさを生み出した状況の根本にあるも
の，そしてそれが活動によって取り払われた
様子がそれぞれの概念を導き出した事象から
捉えられることから，〈初対面のストレス〉

というカテゴリーが導き出された。そのよう
な作業を繰り返し，今回導き出したのが表 7
である。そしてここから，カテゴリーを見比
べ，配置させながら結果図を作成し，それを
説明する「ストーリーライン」を生成した。
それが図 3である。結果図から，参加者が
向かっていこうとするゴールが〈肯定的な雰
囲気〉や〈笑顔〉のある〈居心地のよい場〉
で，そこに至る間には〈初対面のストレス〉
や〈異年齢・異性等のハードル〉，〈コミュニ
ケーションの壁〉ともいえる〈停滞期〉等の
場面に対峙しなければならないこと，それに
は〈指導者の働きかけ〉や参加者の〈動機付
け〉となる工夫や参加者自身の〈積極性の現
れ〉が功を奏すというように，本事業のプロ
グラムの要素が整理されたといえる。それら
から生成されたストーリーラインは，このプ
ログラムにおける参加者がコミュニケーショ
ン能力を獲得していくプロセスと解釈するこ
ともできる。ただし今回は，対象者数が少な
いため得られたデータも少なく，そこから得

表 7　概念とカテゴリー

カテゴリー 概念

事前の場面設定

スタートと
目指すゴール

初対面のストレス
ぎこちなさ

異なる反応へのきっかけ

居心地のよい場
肯定的な雰囲気

笑顔

乗り越えるべき障害

コミュニケーションの壁

表面的無行動

停滞期

阻害要因

異年齢・異性等のハードル
他者の影響

小学生から中学生へ中学生から小学生へ

事業中の働きかけ

動機付け

コミュニケーションスキルの表面化

課題解決のきっかけ

発言しようとする気持ち

積極性の現れ

意図的働きかけ
指導者の働きかけ

プログラムの活用
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られた結果であるため，断言することはでき
ない。ただし，「データが収集された現場と
同じような社会的な場に戻されて，そこでの
現実的問題に対して試されることによって出
来ばえが評価されるべきであるという立場で
ある(13)」ということからこれを参考に，今
後のプログラム企画立案に活用していこうと
するものである。

４．実際場面からの考察
　量的，質的それぞれの側面から調査を進め
てきたが，実際場面の様子からも，調査結果
によって捉えられた変容が裏付けられるよう
な様子は，多く見られた。例えば，小学生が
中学生に対して反対意見を述べたり，中学生
は中学生で，リーダーシップをとることは
あっても「先輩風」を吹かせるわけではなく，
同年代の友だちとして受け入れていたりとい
う様子が見られ，小学 6年生と中学 1年生

が相互に影響し合う部分が大きかったことが
感じられる。それらの様子から，ともに生活・
活動する場面において，小学生と中学生の間
の「垣根」は日常場面より容易に取り払われ
るのではないかと感じさせた。そしてそれこ
そが，子どもたちがギャップを乗り越える力
を身につけた，あるいは本事業によってその
力が引き出されたからと捉えることもでき，
本事業の有効性を示唆することができる。
　加えて日常の場面に戻ってからの様子とし
て，対象校区においてここ数年，11月には
2～3名の中学 1年生の長期欠席者が現れた
が，本事業の参加者である平成 21年度の中
学 1年生からは 11月の現時点において，長
期欠席者が未だに現れていない。本事業の直
接的な影響をどれだけ受けているかは不明瞭
だが，平成 20年度に初めて実施した試みで
あるため，影響を及ぼしている可能性が認め
られる。

図 3　本事業におけるコミュニケーションスキル育成プロセスの結果図
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Ⅳ　事業の成果と課題

１．成果
（1）ラボラトリー方式の体験学習法を中心
に据えたプログラム展開や当所での宿泊活
動が，児童・生徒の社会的スキルや攻撃行
動に変容をもたらした。特に小学 6年生
の参加者については社会的スキルにおい
て，コミュニケーション能力の基本的なと
ころといえる部分が，事業後に向上し，翌
年にも他の項目において望ましい変容が見
られたことから，本事業が参加者のコミュ
ニケーション能力育成の一助となった可能
性がある。

（2）1泊 2日という短い期間でも日常を離
れ，ともに生活・活動することで，小学生
と中学生の間の「垣根」が低くなる様子が
見られ，相互に影響し合う様子が見られた
ため，異校種・異学年の子どもたちが集ま
り時間を過ごすことは，たとえ時間が短く
とも意義があると捉えられる。そして，同
一小中学校の小学 6年生と中学 1年生が
全員参加して事業を行うことについても，
受けた影響を日常生活に継続させるために
効果的であった可能性がある。

（3）プログラムに応じた柔軟なグループ体
制や指導者用に活動の進め方等がまとめら
れている活動内容を用いる等効率的効果的
な事業運営を目指したことで，335名とい
う大きな団体対象に短期間で事業を展開す
るノウハウが得られた。

２．課題
（1）プログラムについて，実習内容やふり
かえりのためのシート等をさらに子どもた
ちの実態に合わせ，見直す必要を感じた。
その際，実習一つ一つが本事業の一貫した
ねらいに向かって展開されなければならな
い。そして意思伝達の場面を増やすために

も，生活や海岸清掃等の場面においても実
習の際の班編成を生かしていくことがより
効果的であると感じた。

（2）指導者について，一人の指導者がプロ
グラム全般を指導することで，指導がより
一貫したものになると考えられる。そのた
めには事前研修の時間を増やす等の対策が
必要である。また，本事業で得られた成果
を拡げていくためにも，当所職員ら青少年
教育施設職員が指導者として事業に加わる
必要性を感じた。

（3）体制について，指導者である学生，担
当教員，当所職員間の打ち合わせを密にす
る必要がある。その連携こそが実際の場面
に大きく影響を及ぼすものになると考えら
れる。

Ⅴ　おわりに～青少年教育施設の役割とは～

　本研究を通して，中 1ギャップ解消に向
けた青少年教育施設の役割として以下の 2
点にまとめられる。

１．ギャップを乗り越える力をつける
　当所は，市教育委員会のニーズに応え，中
1ギャップ解消に向けて根本である「コミュ
ニケーション能力」の育成に向けて，与えら
れた条件の中でプログラムを企画立案するこ
とができ，子どもたちの変容を捉えることが
できた。先行事例でも子どもたちの「生きる
力」に変容をもたらしたように，青少年教育
施設は，ギャップをならして平坦な道にする
より，「ギャップを乗り越える力を子どもた
ちにつける」ことで，中 1ギャップの解消
に向けた役割を果たすことができる。

２．1泊 2日でも影響を及ぼす体験活動を提
供する
　当初，青少年教育施設における先行事例や
地域に密着して行うその他の事例をみても，
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1泊 2日という短い期間でどこまでできるの
かは懸念材料であった。しかし，一つの校区
の小学 6年生と中学 1年生が一堂に会する
ためには，1泊 2日が実現可能なラインで
あった。そこで，その与えられた条件をうま
く活用し，子どもたちに心の動きが生じるよ
うなプログラム展開を目指し，結果的に子ど
もたちの変容を捉えることができた。そのよ
うに青少年教育施設では他の教育機関と連携
し，与えられた条件の中で体験活動を提供で
き，中 1ギャップ解消に向けた効果的な取
り組みを現実的なものにすることができる。

Ⅵ　今後の課題

　本研究の結果，今後の課題として以下のよ
うなことが挙げられる。
1　M‒GTA分析によって示唆された「コ
ミュニケーション能力」の育成プロセスを
今後の企画立案の参考にしていく。それに
よって，本事業で得られた成果を次に生か
し，さらに追究していくことができる。

2　今回参加者に影響を及ぼしたと考えら
れる社会的スキルやコミュニケーション能
力等と不登校等の割合との関係を明確にし
ていく必要がある。それによって，青少年
教育施設の役割がさらに明確になると考え
られる。
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