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Ⅰ　はじめに

　近年，社会の急速な変化が，子どもたちの
生活や意識に大きな変化をもたらし，健やか
な育ちに様々影響を及ぼしている。このよう
な状況の中で，子どもたちが自ら課題を見つ
け，自ら学び，自ら考え，調和のとれた人間
形成や豊かな社会性を育むための取組とし
て，自然体験や生活体験が注目されるように
なった。こうした体験重視の活動は，現在多
くの学校教育の様々な場面に取り入れられる

ようになってきている。
　平成 20年 3月に小学校学習指導要領が改
訂され，平成 21・22年度の移行期間を経て，
平成 23年には，新学習指導要領が完全実施
となる。新学習指導要領解説の特別活動編（1）

では，第 4節の学校行事の中で「集団宿泊
活動については，（中略）一定期間（例えば
一週間（5日間）程度）にわたって行うこと
が望まれる。」という記述がある。この他にも，
新学習指導要領には，学校教育における体験
活動の重要性や，集団宿泊活動，自然体験活
動の有効性に触れる記述が多く見られ，今後，
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小学校においては，長期自然体験活動が盛ん
に行われることが予想される。現在でも，多
くの学校で自然教室や宿泊訓練として，本施
設のような青少年教育施設等での宿泊体験活
動を実施している。しかしながら，本施設の
利用期間をみてみると小学校においては，そ
のほとんどが 1泊 2日か 2泊 3日であり，
学習指導要領解説にあるような 5日間程度
の期間実施している小学校はみられない。「望
ましい」ということではあるが，これまで出
された様々な答申や報告，調査研究等からも
長期自然体験活動の有効性が叫ばれており，
今後，長期間による実施を試みる学校は多く
なることが予測できる。
　こうした流れを受けて，文部科学省は，平
成 20年度に「青少年体験活動総合プラン」
の中の「小学校長期自然体験活動支援プロ
ジェクト」として，小学校で実施する 1週
間程度の自然体験活動のための指導者を養成
する「自然体験活動指導者養成事業」と小学
校で実施する 1週間程度の自然体験活動の
ためのプログラム開発を行う「自然体験活動
モデルプログラム開発事業」を委託事業とし
て展開した。
　しかしながら，それらの事業を実際に展開
していくための課題は多い。例えば，授業時
数との兼ね合い，教員の負担，保護者負担と
なる経費，学校教育に精通した指導者の育成，
受け皿となる施設や場所の確保などが考えら
れる。こうした課題を解決するためにも，現
在実施されている事業の具体的な取組の手
法，成果や課題等を再検討し，再構築を図る
とともに，新たな手法による取組やシステム
作りを行っていくことが重要となる。
　そこで本報告では，平成 20年度に本施設
が柳川市立中島小学校の 5年生（2クラス・
41人）と連携して実施した「小学校自然体
験活動プログラム開発事業・なかしま子ども
自然体験」について，そのプログラムの基本
的な考え方，施設職員と教員，ボランティア

スタッフの役割分担や連携・協力の在り方，
実施したプログラムの成果と課題等について
まとめ，一つの方向性を提案する。

Ⅱ　プログラムの企画立案

１．事業運営会議
　本事業を円滑に実施するため事業運営会議
を組織し，事業の企画，プログラムの作成，
指導法，関係機関・者との協力の在り方等の
重要事項について協議し，その方針を決定す
るとともに，事業の総括を行った。全 5回
の会議を通して，「なかしま子ども自然体験」
の企画・立案・実践・評価を行った。
（1）構成
①スーパーバイザー
　国立政策研究所職員
②事業運営委員
　学校教育に関する研究者（大学教員），
自然体験活動に関する研究者（大学教員），
市教育委員会指導主事，中島小学校校長，
本施設所長
③事務局員
　中島小学校教務主任及び担任（2名）と
本施設の事業担当（2名）

（2）実施時期及び協議内容
①平成 20年 7月 24日・基本方針の確認
② 平成 20年 9月 5日・プログラム案の研
究開発（プログラムのねらい，大枠検討）
③ 平成 20年 10月 6日・プログラム案の
研究開発（プログラムの内容検討）
④ 平成 20年 12月 15日・プログラムの検
証・評価
⑤ 平成 21年 2月 20日・事業のとりまと
め
⑥ 平成 21年 2月 25日・スーパーバイザー
による総括

（3）場所
　柳川市立中島小学校（⑥のみ国立政策研究
所※参加者：校長，本施設職員 2名）
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２．プログラム編成の基本方針
　本施設では，宿泊を伴う体験活動には，大
きく分けて 2つの場面があると考えている。
アイスブレイキングや登山，クラフト活動な
ど目的に合わせ，課題解決のための活動を行
う場面（以下，活動場面）と，食事，入浴，
清掃，自由時間などの生活に関わる場面（以
下，生活場面）である。こうした 2つの場
面が，学校や家庭とは異なる時間や環境で展
開される。期間が短い場合は，活動場面にか
ける時間が多くなり，どんなことをするのか
という活動場面を中心にプログラムを展開し
がちである。しかしながら，長期間の場合は，
子どもたちの体力的にも精神的にも無理のな
いプログラムを組むため，食事や清掃，洗濯，
活動と活動をつなぐ自由時間など時間のゆと
りを考慮しなくてはならない。プログラム開
発といえば，「どの活動をどの順番で行うの
か」という活動場面の組み立てばかりに目を
向けがちだが，協同の生活場面の中にこそ長
期間の宿泊を行うことの価値があると考え
た。本事業では，こうした生活に関わる時間
としての生活場面についても活動場面と同様
に注目し，それぞれにねらいを持って，ルー
ルを決めたり，食事準備や片付け，掃除を分
担したりするなどができるプログラムを開発
していくことにした。
　活動場面については，その活動の指導や支
援を日頃から行っている施設職員が中心と
なって行い，生活場面については，学校教員
が中心となって行うこととした。そのため，
1日のふりかえり活動についても，毎晩ホー
ムルームの時間として設け，教員が行うこと
とした。
　活動場面での子どもたちへの教員の関わり
は，指導や支援は基本的に行わず，子どもた
ちの様子を観察して，日々の子どもの課題を
明らかにし，ホームルームのテーマや内容を
検討する時間がとれるようにすることとし
た。そのため，各グループに班付きのスタッ

フを配置することとし，職員とともに活動場
面の指導を行い，教員と連携しながら生活面
の支援を行えるようにした。
　子どもたちのグループ編成に関しては，年
間を通して 5学年単位での力を高めたいと
いう学校の希望があり，2クラス混在の班に
することにした。
　活動プログラムに関しては，グループで課
題解決を図るための活動として，竹を活用し
て自分たちの泊まる場所を作る「スタードー
ム作り」と全員で一つの目標を達成するため
の活動として「宝満山（標高 829メートル）
登山」の 2つにしぼって行うこととした。
また，「スタードーム作り」と「登山」の間
には，選択活動や自由時間などを設け，一人
ひとりが主体的に活動したり，リラックスで
きたりする時間を設け，子どもたちのストレ
スを発散できるように配慮した。また，その
時間を活用して，担任による道徳の授業を実
施し，これまでのグループにおける自分自身
の関わりやメンバーに対する思いやり等をふ
りかえる時間を設け，今後の活動により意欲
的に取組むための時間を設定した。
　生活の基盤となる食事に関しては，1日目
の昼のお弁当，最終日の昼のレストラン食を
除いた 15回すべてを野外炊飯による自炊と
して，炊飯活動の積み重ねによって自分の役
割と責任ある行動や生活技術の向上の定着を
図る効果を期待した。また，すべて自炊とす
ることで，保護者負担となる経費を軽減する
ことも考慮した。

３．ねらい
　学校の教育目標は「豊かな心と考える力を
持って，心身ともにたくましく生きる子ども
の育成」であり，本年度の重点目標としては
「よく聴くことのできる子どもの育成」とい
うことを挙げている。「なかしま子ども自然
体験」は，学校の教育課程では，主に事前事
後学習を含めて総合的な学習の時間（しおか
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ぜ学習・105時間中 46時間）として位置づ
けている。こうした総合的な学習の時間とし
てのねらいとプログラム編成の方向性等を踏
まえ，「自然と自立」というテーマを設けた。
自然というテーマに関しては，中島小学校が
有明海に面する海沿いの地域にあり，普段と
は異なる山の自然に多いにふれあう体験をさ
せたいという学校の願いが込められている。
こうしたテーマの下，①豊かな自然体験を味
わわせる，②集団での生活を通して自立の基
礎を育む，③家族のありがたさに気づかせる，
という 3つの今回の事業の目的を立てた。
　活動場面におけるねらいは，①自然体験活
動を通して，自分から何事にも取組む意欲や
態度を養う，②達成感・充実感を味わい，自
分に自信を持つ，③協力することや友達のよ
さを実感する，④自然のよさに気づき，環境
問題についての興味・関心を高める，である。
　生活場面におけるねらいは，①衣・食・住
に関する体験を通して，「自分のことは自分
で」という気持ちを育てる。②生活に関わる
体験を通して，基本的生活習慣の習得を図る。
③生活に関わる体験を通して，家族のありが
たさや大切さに気づき，今後の生活に生かす，
である。

Ⅲ　プログラムの実施

１．期間
　平成 20年 11月 10日（月）～11月 15日
（土）5泊 6日

２．場所
　国立夜須高原青少年自然の家及びその周辺

３．対象・人数
　柳川市立中島小学校　5年生　男子 13名
女子 28名　合計 41名

４．スタッフ
　国立夜須高原青少年自然の家職員　5名
　柳川市立中島小学校教員　延べ 7名
　班付きスタッフ（グループリーダー）　6
名
　グループリーダーには，基本的に文部科学
省委託事業である「青少年体験活動総合プラ
ン」の長期自然体験活動指導者養成事業の修
了者に依頼することにした。6名のうち 4名
が修了者である。グループリーダーは，60
代男性が 1名，あとは 20代の学生と社会人
で男性 4名女性 1名である。60代のスタッ
フには，ヘッドリーダーとして，グループリー
ダーのまとめ役を依頼した。

Ⅳ　事業の実際

１．事前指導
　5泊 6日の実施前，10月 29日（水）第 3・
4時限に事業担当職員が学校に出向き，事前
指導を実施した。アイスブレイキングと実際
に作成する「スタードーム」の組み立て方を
10分の 1スケールの紙を使ってミニチュア
作りを実施した。
　子どもたちとスタッフが初めて顔合わす機
会となったが，アイスブレイキングで体を動
かしたり，キャンプに対する今の気持ちを聞
いたりする中で，不安はありながら非常に楽
しみにしていることが感じられた。グループ
に分かれて，スタードームのミニチュア作り
では，説明を聞きながら，グループで相互に
話し合って協力して制作している様子が見ら
れた。日常の学校生活の中で，まとまりに不
安があるグループが一番早くミニチュアを完
成させたり，短い時間ではあったが，普段の
学校での生活では見られない子どもの様子が
少し見えたようであった。教員もこうした日
常の学校生活と異なった子どもの姿や行動が
本キャンプでたくさん見られることを願って
いるということであった。それ以外にも，家
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庭科の授業の中でキャンプ期間中の野外炊飯
メニューを決めたり，総合的な学習の時間で
グループでの役割分担や実施に向けた諸準備
を行っていった。

２．実際の様子
（1）プログラム

1日目： 入所式，課題解決ハイキング，班
会議

2日目： スタードーム作り（竹きり，サイ
ズ計測）

3日目： スタードーム完成（組み立て，天
幕張）

4日目： 選択活動（ストレートハイキング，
クラフト），自由時間，道徳の時
間

5日目： 宝満山登山，キャンプファイアー
6日目：片付け，ふりかえり，退所式
　宿泊場所は，2日目までが本館（2泊），3
日目から最終日までは作成したスタードーム
（3泊）とした。スタードームは，それぞれ
の男女混合班が一つ作り，1班と 2班がペア
になり，話し合って男女のスタードームを分
けることにした。途中で入れ替えることも可
能とし，自分の作ったものには必ず泊まるこ
とができるように配慮した。
（2）グループの様子
　グループリーダーが実施後にまとめた「な
かしま子ども自然体験実践レポート」を参考
にまとめる。
　初日の課題解決ハイキングや野外炊飯では
「自分の意見を通すだけの場面が多々ある」，
「文句ばかり言い合う」，「チームワークはバ
ラバラ」などの記述があり，元気がよく何で
も言い合える関係や積極的な姿勢はあるが，
それをよりよい関係へと発展していくことが
これからの課題であることが確認された。夜
のホームルームの時間では，校長先生より，
全員で一つのことに取組む協力だけではな
く，役割を分担して一つのことをする協力も

あるという話があった。子どもたちからは，
「野外炊飯が遅くなったのは役割がしっかり
していなかった」などの声があがった。この
ようにその日に起こった出来事の中で教員が
特に気づいたことについて子どもたちが話し
合うホームルームの時間を毎晩実施していっ
た。
　2日目，3日目のスタードーム作りでは，
それぞれのグループの中で，子どもたち同士
や子どもたちとグループリーダーの間に不協
和音が流れるようになってきた。一生懸命
やっているのに他の人が手伝ってくれないと
涙を流し飛び出したり，「そんなグループリー
ダーはいらない」と怒りをぶつけたりと慣れ
ない生活の中での疲れや不満が一気に爆発し
た。教員と職員，そしてグループリーダーが
それぞれの立場でこの状況を受け止め，活動
の内容や時間をグループに合わせて柔軟的に
対応できるようにしたり，グループでのふり
かえりやホームルームでの話し合いを十分に
取ったりといった対応を行った。子どもたち
は，スタードーム作りを通して，子どもたち
の中に何でも言い合える関係だけでは時には
人を傷つけてしまうこと，協力することの大
切さやその意味について，実体験を通して学
んでいった。
　4日目の個別選択活動では，グループを一
旦離れて，仲が良い子と一緒に活動ができた
ことで息抜きになっているようであった。午

写真 1　課題解決ハイキングの風景
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後は，自由時間となっていたが，スタードー
ムの男女の入れ替えの相談と 5日目の夜行
う予定のキャンプファイアーの出し物の準備
を必ずするよう伝えた。男女の入れ替えは結
局なかったが，それぞれのグループは話し合
い活動をきちんと行っていた。代わりたいと
いう子が一人だけいて 1時間近く話し合い
を行ったグループや自分たちのスタードーム
の中にメッセージを残して最後に見せ合おう
とするグループもあった。この時点で，きち
んと話し合い活動を行い，グループとしての
意見や自分自身の考えを言葉で伝え合い，聞
くことができつつあることが伺われた。その
日の夜には，担任による道徳の時間を実施し
た。ろうそくの炎を囲みながらのこれまでの
4日間のふりかえりを行った。「みんなのよ
くなったところは」との教員からの問いに，
グループの中で，「◯◯君は 5年間で初めて
手伝おうとしてくれた」，「初めは嫌がってい
た班長をしっかりやってくれた」など初日は
否定的な意見の出し合いが多かった子どもた
ちの中にも，互いを認め合い，よい面を素直
に伝える言葉が聞かれるようになっていた。
　そして，最後の登山は，途中で下山してし
まう子もなく，全員で山頂に立つことができ，
子ども相互の励ましや協力，集団としての高
まりを実感することができた。キャンプファ
イアーでも，ゲームやそれぞれのグループの
出し物を子どもたちそれぞれが楽しんでいる

様子が見られた。
　最終日の片付けでは，これまでのグループ
の成長を感じとることが十分にできた。例え
ば，大きな荷物を抱えている女の子に「◯◯
ちゃん，一人で持って行ってくれるんだね。
ありがとう。」とスタッフが声をかけると，
男の子がどこからともなく現れて，手伝う姿
が見られた。
（2）炊飯活動について
　初日と最終日の昼食以外の食事（14食分）
をすべて野外炊飯で行った。（メニューは表
3を参照）昼食は，朝食時におにぎりを作っ
て，それを食べるようにした。
　実際にやってみると，初日は，薪の組み方
もわからず，マッチを擦ることすらままなら
ない状況であった。調理の手順がバラバラ，
役割分担もできておらず，準備から片付けま
で 4時間近くかかっていた。しかし，活動
を繰り返すうちに段取りがうまくなり，お互

写真 2　道徳の時間の風景 写真 3　宝満山登山の難所

写真 4　スタードームを囲んで
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いに役割を確認し声を掛け合う場面が多くな
り，3日目には，最初の半分ぐらいの時間で
済むようになっていった。また，朝食作りで
は次の活動時間に間に合うようにするため，
時計を見て行動する習慣が身に付いていっ
た。このことは，先を見通した行動ができる
ようになったことであり，大きな成果である。
食事を毎回作ることで，自分たちの自信につ
ながったり，他者への気づかい等仲間意識が
高まったりしただけではなく，家族のありが
たさや大切さを実感させる上でも非常に効果
的であった。

３．事業評価
　事業の評価方法として，IKR評定用紙（簡
易版）を用いた調査，1ヶ月後に実施した保
護者アンケート調査，及び学校教員へのアン
ケート調査を行い事業の評価をすることとし
た。
（1）IKR評定用紙（簡易版）
　1日目の入所式（事前）と最終日の退所式
（事後）に，IKR評定用紙（簡易版）（2）を用
いた調査を実施した。生きる力を構成する指
標をもとに作成された IKR評定用紙である
が，本事業では 28項目の簡易版を用いた。
事前・事後の参加者 41名の平均値を比較し
たものが図 1である。

　事前・事後の平均値は，0.1％水準
で有意な差が認められ，統計的に意味
のある得点の向上がみられた。それぞ
れの項目の得点の変化を示したもの
が，表 1である。
　特に向上が認められた項目は，「多
くの人に好かれている」，「先を見通し
て自分で計画が立てられる」「花や風
景など美しいものに感動できる」「い
やがらずによく働く」である。
　「多くの人に好かれている」は，4
日目の道徳の時間で見られた互いを認
め合える関係が，グループでの協力や

ぶつかり合いの中から作り上げられたからだ
と推測できる。普段の学校生活とは異なり，
寝食をともにするという生活の中で，一人ひ
とりの様々な面が見られ，それを肯定的にと
らえることができるような雰囲気を感じるこ
とができた結果であろう。「先を見通して自
分で計画が立てられる」は，スタードーム作
りや毎日の食事作りを通して，段取りや時間
について考えて行動する場面が繰り返しあっ
たことが関係しているのではないだろうか。
3日目の朝食後に，集合時間に遅れたグルー
プが校長先生の指導を受け，きちんと遅れた
理由を報告するまで次の活動に進むことがで
きない場面があった。また，野外炊飯にかか
る時間が，前回の反省を生かして声をかけた
り，炊飯の手順をお互いに声を掛け合いなが
ら確認したりすることで 4時間かかってい
たものが半分ぐらいに短縮できた。こうした
体験が，先を見通す力につながっていると考
えられる。「花や風景など美しいものに感動

表３　食事のメニューについて

朝 昼 夜

11月 10日（月） 弁当 カレーライス
野菜サラダ

11月 11日（火） ご飯・味噌汁 おにぎり 焼きそば
みかん

11月 12日（水） ご飯・味噌汁 おにぎり チャーハン
野菜スープ

11月 13日（木） ご飯・味噌汁 おにぎり 野菜炒め
みかん

11月 14日（金） ご飯・味噌汁 おにぎり バーベキュー
焼きおにぎり

11月 15日（土） ご飯・味噌汁 レストラン
バイキング

図１ 　事前事後における IKR評定用紙得点の
変化（n=41）
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表１　IKR評定尺度得点の変化

上位能力 下位能力 調査項目
事前 事後 平均値の差

（事前－事
後の差）

t値平均
得点

標準
偏差

平均
得点

標準
偏差

心理的社会
的能力

非依存
いやなことは，いやとはっき
り言える 4.44 1.28 4.81 1.02 0.37  1.74

小さな失敗をおそれない 4.33 1.53 5.25 1.21 0.92  3.92**

積極性
自分からすすんでなんでもや
る 4.08 0.95 5.06 0.74 0.98  6.01***

前むきに，物事を考えられる 3.92 1.23 4.75 1.06 0.83  4.51***

明朗性

だれにでも話しかけることが
できる 4.78 1.23 5.25 0.92 0.47  3.50**

失敗しても，立ち直るのがは
やい 4.14 1.78 5.03 1.17 0.89  3.54**

交友・協調
多くの人に好かれている 3.16 1.59 4.31 1.33 1.15  4.25**
だれとでも仲よくできる 4.72 1.12 5.31 0.81 0.59  3.24**

現実肯定
自分のことが大好きである 4.22 1.42 4.81 1.27 0.59  2.80**
だれにでもあいさつができる 5.25 1.09 5.31 0.94 0.06  0.29

視野・判断

先を見通して，自分で計画が
立てられる 3.47 1.54 4.64 1.00 1.17  4.99***

自分で問題点や課題を見つけ
ることができる 3.75 1.48 4.56 0.93 0.81  3.29**

適応能力

人の話をきちんと聞くことが
できる 4.50 1.12 5.00 0.75 0.50  2.77**

その場にふさわしい行動がで
きる 4.33 1.22 4.92 0.92 0.59  3.42**

徳育的能力

自己規制
自分かってな，わがままを言
わない 4.06 1.05 4.67 0.97 0.61  2.99**

お金やモノをむだ使いしない 3.75 1.82 4.39 1.60 0.64  2.36*

自然への関心

花や風景などの美しいものに，
感動できる 3.47 1.62 4.94 1.05 1.47  6.20***

季節の変化を感じることがで
きる 4.50 1.34 5.11 1.02 0.61  3.49**

まじめ勤勉
いやがらずに，よく働く 3.61 1.16 4.97 0.69 1.36  7.26***
自分に割り当てられた仕事は，
しっかりとやる 5.03 0.80 5.39 0.64 0.36  2.13*

思いやり
人のために何かをしてあげる
のが好きだ 3.94 1.15 4.69 0.94 0.75  3.98**

人の心の痛みがわかる 3.78 1.40 4.50 1.26 0.72  3.28**

身体的能力

日常的行動力
早寝早起きである 3.39 1.90 5.03 1.12 1.64  6.12***
からだを動かしても，疲れに
くい 4.11 1.58 4.42 1.21 0.31  1.07

身体的耐性
暑さや寒さに，まけない 4.19 1.39 4.81 0.99 0.62  2.40*
とても痛いケガをしても，が
まんできる 3.92 1.72 4.44 1.30 0.52  3.80**

野外技能・生活

ナイフ・包丁などの刃物を，
上手に使える 4.36 1.51 4.69 1.41 0.33  2.03

洗濯機がなくても，手で洗濯
できる 3.28 1.80 4.47 1.48 1.19  5.08***

生きる力（28項目合計） 114.94 19.56 135.50 13.89 20.56 18.14***
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できる」は，きつい思いをしながら登山の途
中で見えた紅葉に癒されたり，登りきった山
頂から見えた雄大な風景に感動したりと，普
段の海沿いの地域では味わえない山の自然に
大いに触れることができたからではないだろ
うか。「いやがらずによく働く」は，5泊 6
日の生活を自分たちで乗り切ったという気持
ちが関係しているのではないだろうか。食事
も寝る場所も自分たちで行動しなくては生活
が成り立たないプログラムがほとんどであっ
たことが効果をもたらした結果だろう。
（2）保護者アンケート
　また，1ヶ月後に機構本部が作成した保護
者のアンケートを実施し，家庭での子どもた
ちの様子について調査した。回答率は 100％

であった。その結果は，表 2の通りである。
　「自分の身の回りの整理・整とんをするこ
と」，「ムダな電気を消すこと」，「家の人たち
の手伝いをすること」「友達と気軽に話すこ
と」，「人にいわれなくても進んで宿題などを
する」，「分からないことがあれば進んで図鑑
や辞書などを使って進んで調べる」などの項
目が，「するようになった」，「少しするよう
になった」と答えた割合が，3割を超えてい
た。自由記述の中には，「バスから降りてき
た姿は一回り大きくなったように見えた」，
「子どもにも親にもよい経験でした」などの
記述もみられ，子どもたちばかりではなく，
保護者にも少なからず影響を与えていること
がわかった。

表２　保護者アンケートの結果

項　　　目 よくするよ
うになった

少しするよ
うになった

あまりしな
くなった

ほとんどし
なくなった

体験前もし
ていたし，
今もしてい
る

体験前もし
ていなかっ
たし，今も
していない

（1）夜更かしをせず，早く寝ること  0.0 29.3 0.0  0.0 36.6 29.3 
（2）朝食を食べること  7.3  9.8 0.0  0.0 80.5  2.4 
（3）好き嫌いせずに食べること  7.3  4.9 9.8  4.9 56.1 17.1 
（4）食事を残さず食べること  9.8  2.4 7.3  2.4 58.5 19.5 
（5）家の外で遊ぶこと  7.3 12.2 0.0  2.4 63.4 14.6 
（6） 時間を決めて，テレビやビデオ，

DVDを見ること  2.4 17.1 2.4  7.3 29.3 41.5 

（7） 時間を決めて，ゲームをすること  2.4  9.8 7.3 12.2 34.1 34.1 
（8） 人に起こされないで自分で起き

ること  2.4 24.4 2.4  2.4 17.1 51.2 

（9） 自分が使った食器を流しへ運ぶ
こと 17.1 14.6 0.0  2.4 31.7 34.1 

（10） 自分の身の回りの整理・整と
んをすること  9.8 41.5 0.0  2.4 19.5 26.8 

（11）ムダな電気を消すこと  7.3 29.3 4.9  4.9 31.7 22.0 
（12）ゴミを分別して捨てること  2.4 14.6 2.4  2.4 24.4 51.2 
（13） 家の人たちにその日の出来事

を話すこと  4.9 24.4 0.0  2.4 63.4  4.9 

（14） 家の人たちとの約束を守ること  0.0 29.3 2.4  2.4 58.5  7.3 
（15） 家の人たちの手伝いをすること 12.2 41.5 2.4  2.4 22.0 19.5 
（16）友達と気軽に会話すること 12.2 19.5 2.4  2.4 58.5  4.9 
（17） 放課後や休日に友達を遊びに

誘うこと 12.2  7.3 2.4  2.4 53.7 22.0 

（18） 人に言われなくても，宿題を
進んで行うこと  9.8 22.0 2.4  2.4 46.3 14.6 

（19） わからないことがあれば，図
鑑や辞書などを使って自分で
調べること

 2.4 31.7 2.4  4.9 24.4 34.1 



104 国立青少年教育振興機構研究紀要，第 10号，2010年

　一方では，「寒かったために体調を崩した」，
「ストレスを感じていたせいか，イライラし
ている様子だった」など，子どもたちに対す
る心身への負荷について，保護者だからこそ
気づくことができる内容に関する記述もあっ
た。
（3）教員アンケート
　保護者アンケートと同じ時期（1ヶ月後）
に 5年生の担任 1名を対象に，機構本部が
作成したアンケート調査を実施し，学級での
子どもたちの様子を尋ねた。その結果，「お
互いの良いところを認め合うこと」や「時間
を守って行動すること」という項目に「よく
するようになった」という回答があった。ま
た，「めあての中に，宿泊のことを生かそう
という意識がみられる」という回答があった。
学級運営に役立ったこととして，「普段目立
たない子どもたちが認められて生き生きして
きた」，「リーダー性を育てたい子にリーダー
性が芽生えてきた」，などの記述があった。
例えば，リーダーが疲れてしまったときに目
立たなかった子がリーダーシップを発揮した
り，無理なことに挑戦しそうにない子が登山
で鎖を使って登る難しいルートを自ら進んで
選ぶ姿がみられたりした。それぞれが何かし
ら自信を持つことができたことで，普段の学
校生活にも結びつくことができたのではない
だろうか。これまで，共に過ごしてきた仲間
たちから認められるという体験は，認められ
る側にも，認める側にも大きな自信につな
がったのは間違いない。

Ⅴ　成果と課題

　第 4回事業運営会議において，事業の実
施状況について協議を行った。その議事録に
沿って，今回実施したプログラムに関する成
果と課題をまとめていく。

１．実施時期や期間について
　11月に実施したことは，他の学校行事と
の重なりもなくちょうどよい時期であった。
気候的にも比較的穏やかで，寒かったという
子どもたちの声はあったが，大きく体調を崩
し途中で帰る子がいなかった。6年生に向け
て，リーダーシップをとることについて学ぶ
時期として，5年生の 11月という時期は適
していた。しかしながら，5学年を高めるこ
とを念頭に考えるともっと早い時期に実施す
るという案も考えられる。ねらいの設定に
よって，時期が変わることも考慮しながら，
適切な時期に実施するという意義を深めてい
くことも必要である。
　期間については，子どもたちが協力し合う
ことについて学ぶというねらいを考えると，
5泊 6日は必要であり，4泊 5日では 4日目
に実施したような休息日が取れず疲れがたま
り，今回以上に心身ともゆとりがない結果に
なったと予想できる。教員は，基本的に 2泊
以上はせずに，教員のローテーションの配置
を組んだため，学校運営への支障や一部の教
員への過度の負担を避けることができた。長
期間にわたる事業を実施する場合，それに関
わるスタッフの負担も検討する必要がある。
本事業では，教員への負担は，軽減できたが，
グループリーダーとして関わるスタッフから
は，体力的にきつかったという意見もあがっ
ていた。子どもたちと寝食をともにしたグ
ループリーダーがいたからこそ，よい成果が
あがったことは間違いないが，彼らにも休息
や自由時間が必要になってくる。こうした時
間を子どもたちのプログラムと関連させ，ど
のように組み合わせていくか，今後，検討を
重ねていきたい。
　また，期間が長くなればなるほど，それに
対する経費の負担も増える。すべての食事を
自炊としたり，委託事業費があったりしたこ
とで，食費や消耗品費など合わせて児童一人
当たり 4,000円程度で済ますことができた。
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実際に学校が実施することになれば，すべて
を学校側が負担することとなる。現状の学校
の予算では，非常に厳しいことは明らかであ
り，公的な支援も含めて，経費ついては今後
幅広い視野での議論がされていくことを期待
する。

２．プログラムとその指導体制について
　今回の長期プログラムでは大きな課題の山
（スタードーム作りと登山）が 2つあり，
その山と山の間にグループから離れての個別
選択プログラムやゆるやかなグループとのつ
ながりを持たせる自由時間，今までのグルー
プの中の自分を振り返る道徳の時間があり，
その 2つの山を乗り越えた後に各班との楽
しい交流や学年として一致団結して集団を高
めていくキャンプファイアーがあるといった
流れが，子どもたちの意識や感情の起伏と非
常にマッチしていた印象を得た。
　また，毎日の野外炊飯での繰り返しでは，
火をつけたり，段取りや役割分担を考えたり
する技術的な面だけではなく，毎日食事を
作ってくれる親へのありがたさや親のしてく
れていることの偉大さなど精神的な面も伝え
ることができた。教員からは，「私たちは 7
人でやってもこんなに大変なのに，お母さん
は毎日一人でやっている。分かっていたつも
りだけれど，それ以上だった。お母さん，あ
りがとう。」という子どもの感想を述べてい
たとの報告があった。
　さらには，毎日のホームルームを通して 1
日のふりかえりを実施していたが，それはま
さに日々の学校における学級指導であり，学
校とは異なった生活空間で行うことにより，
効果的に積み重ねて実施することができた。
例えば，朝食に係る時間が長引き，次の活動
に支障がでた 2日目には，時間を守ること
について子どもたちと確認をし合った。そし
て 3日目以降は，時間に間に合わなかった
班をきちんと指導する場面を設け，時間を守

ることの大切さについて，子どもたちに実体
験を通して理解させる取組みを重ねていっ
た。その日に起きた出来事を学校教育と関連
させ，実体験を通して学び，積み重ねていく
という，単に一度の体験を通しての学びに留
まらない非常に効果的なスパイラルができあ
がっていた。こうしたスパイラルを今後，他
の学校や別のプログラム展開の場面にどう盛
り込んでいくか，今後検討を深めていきたい。
中島小学校では，こうした取組みの成果を受
け，本事業が実施された次の年度からノー
チャイムを実施している。
　プログラムの大きな流れやすべて自炊とし
た生活のスタイルについては，非常に大きな
成果を得たと感じているが，大きな課題の山
の一つであるスタードーム作りへの動機付け
やプログラムの一つとしての位置づけがあい
まいであったと反省している。スタードーム
に関しては，グループでの課題解決のための
活動素材として捉えていたが，それがスター
ドーム作りでなければならなかったのかと問
われれば，そうとは言えない。事後学習とし
て，スタードームをきちんと解体して持ち帰
り，学校で再度組み立てて，5年生以外の児
童に発表する機会が事後にあったとのことで
あったが，山場となるような活動に関しては，
その活動がより効果的な教育活動となるため
には，実際の活動場面ばかりに焦点を当てる
のではなく，事前や事後の教育課程とも結び
つけた活動とその展開を視野に入れて，検討
していく必要がある。

３．グループリーダーについて
　グループリーダーには，事前研修で「でき
るだけ見守る姿勢」で子どもたちと関わるよ
うに伝えた。実際の子どもたちとの関わり方
をみてみると，見守ることが多いスタッフと，
手を貸すことが多いスタッフに別れ，グルー
プリーダーによっては「見守る」という解釈
が異なっている状況が前半にみられ，共通認
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識ができていなかった。そのため子どもたち
に関わるグループリーダーの立場を曖昧にさ
せ，グループリーダーへの過度の依存や反発
がみられた。どのような立場でグループリー
ダーが関わるのかについては，事前に子ども
たちへの十分な説明が学校側からも施設側か
らもできていなかった。また，グループリー
ダーの共通認識が「できるだけ見守る姿勢」
という曖昧な表現であったため，その言葉に
含まれているリーダーとしての資質や能力，
行動や態度といったものが伝わっていなかっ
た。子どもたちとの関わり方のマニュアル（ア
ウトライン）を作成するという案も出された
が，それがあることで柔軟な対応ができなく
なることも危惧されるということで作成して
いなかった。基本的には，プログラムのねら
いをスタッフ間で共通理解し，それに対する
対応をグループリーダー自身が考え行動し，
それに対する子どもたちからのフィードバッ
クの分析を繰り返すことでよりよい関わり方
へと改善していく形が望ましいだろう。今後
は，グループリーダーとしての役割や任務，
責任などを子どもたちにわかりやすく説明す
る機会を設けるとともに，グループリーダー
同士の共通理解が図れる機会をプログラム計
画の中にどう組み込んでいくか，今後検討を
重ねていきたい。
　今回のグループリーダーの 6名中 4名は，
「青少年体験活動総合プラン」の自然体験活
動指導者養成研修を修了した全体指導者であ
る。4名のうち 1名は，60代であり，他 3
名は大学院生や青少年教育施設で非常勤とし
て勤務する 20代であった。今後，多くの学
校で長期自然体験活動が実施されるように
なったとき，そこに関わる教員以外の指導者
は，今回のように指導者養成研修を終了した
者になる可能性が大きい。しかしながら，学
校が実施する体験活動の期間の大部分は平日
である。本施設で実施した自然体験活動指導
者研修は，あえて平日に実施したのは，こう

した理由からである。今後も，プログラム開
発のみならず，それに関わる人材の裾野を広
げる意味でも，実態に即した指導者養成研修
を実施し，そのオンザジョブトレーニングと
しての場面を用意する必要があろう。

４．保護者の反応について
　事業の成果として，ねらいに掲げられてい
るような「自立」や「親のありがたさ」に関
する保護者の反応が多く，成果があったとい
う感触を得られた。年度当初，5泊 6日を実
施するということが決まった時点では，不安
を抱える保護者が多かった。事前の説明会で，
子どもたちのサポート体制やプログラムの安
全性の説明とともに，この 5泊 6日という
期間は，保護者にとっても「子離れ」という
大きなチャレンジであるということも説明し
た。長期自然体験活動は，学校教育の一環と
しての事業ではあるが，家庭教育の充実とい
う面も含んでいると考えられる。例えば，精
神的にも体力的にも疲労がたまりイライラし
たり，事業が終了したという安心感からか，
家に着いたとたん突然泣き出したりした子ど
もの姿に戸惑いを感じた保護者もいたよう
だ。子どもたちが家庭から一定期間離れると
いう子どもにも保護者にもインパクトある体
験であるということを，保護者にきちんと伝
え，理解を得ることも，検討を深めるに値す
る内容であると考えられる。

Ⅴ　まとめ

　長期間の体験活動における活動場面や生活
場面で起きる様々な出来事や子どもの言動
は，日常の学校や学級，または家庭で起きて
いることの延長であると考えられる。そのた
め，本事業では学校教育の目標に沿ったねら
いを設定し，それに沿って活動場面や生活場
面にも目標を立てて臨んだ。学校生活と異な
る非日常の中で，活動場面や生活場面におけ
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る子どもの気づきや日々の課題を子どもたち
から引き出し，その解決を自ら図っていくた
めのホームルームの時間を設定するなど，そ
うした 1日のサイクルを日々積み重ねてい
くことで，子どもの新たな変容を導き出し，
今後の学校生活や家庭生活に生かせるような
仕組み作りができた。さらには，施設職員，
教員，グループリーダーが共通理解のもと，
連携を図り，それぞれの役割を持ってプログ
ラムを展開し，子どもたちの気持ちや意欲，
また，言葉や行動に変容をもたらしていくこ
とができた。
　こうした取組から得られた成果や課題は，
青少年教育施設職員や指導者が，学校と連携
した長期プログラムを実施する上で，非常に
重要なポイントではないかと考える。長期間
に及ぶ体験活動が，単なる一つ一つの小間切
れの体験の積み重ねや授業を実施する場所を
変えただけの教科としての内容に留まること
なく，年間を通した教育計画という大きな視
野を持ったダイナミックな展開や，教育の根
幹である人格の完成に向けた全人的な教育活
動の一環としてとらえることで，より大きな
可能性を秘めたものになるだろう。
　こうした長期間における自然体験活動事業
を通して，多くの学校が，今後の学校生活に
よい影響を与え，教員が子どもたちの新たな
課題を発見したり，子どもたち一人ひとりを
さらに成長させる方策を見いだしたりする機
会や場となれば，長期自然体験活動の真の意
義がこれまで以上に理解され実践されていく
ことであろう。また，こうした取組を学校と
青少年教育施設とが連携・協力して実施する
ことにより，有機的，効果的な連携のために
必要な具体策がさらに明らかになっていくだ
ろう。
　しかしながら，学校教育における授業時間
数との兼ね合いや，長期化による教員の負担
や勤務時間，保護者の負担となる経費，質の
高い指導者の養成・確保や学校と指導者の

マッチングの方策など，依然として数多くの
課題が残されている。
　そのためにも今後も継続してこうした事業
を実施し，様々な視点から事業展開における
課題や問題点の検証を行い，小学校における
長期自然体験活動の有効性をさらに深く明ら
かにするとともに，実りある充実した展開に
つなげていきたい。
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