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Ⅰ　問題の所在と研究の目的

　2007年 6月 1日，教育再生会議の「社会
総がかりで教育再生を―第 2次報告―」に
おいて，小学校における 1週間程度の自然
体験活動（集団宿泊体験）の必要性が提言さ
れた。この提言を受け，2008年 3月 28日
に小学校学習指導要領（2008年文部科学省
告示第 27号）が公示され，体験活動の充実
が示された（第 1章の総則）。小学校学習指
導要領解説特別活動編（2008年 8月 31日）
には「集団宿泊活動については（中略）学校
の実態や児童の発達の段階を考慮しつつ，一
定期間（例えば 1週間（5日間）程度）にわ
たって行うことが望まれる。」と記されてい

る。なお，この学習指導要領を以下，新学習
指導要領と称する。この新学習指導要領を具
現化するために自然体験活動プログラムの開
発を行い，学校現場へ普及することが喫緊の
課題となっていた。
　そこで，文部科学省のスポーツ・青少年局
青少年課は，平成 20年度「青少年体験活動
総合プラン」を実施し，小学校自然体験活動
プログラム開発事業を独立行政法人国立青少
年教育振興機構等に委託した。国立青少年教
育振興機構の研修施設の一つである国立山口
徳地青少年自然の家（以下，本所と称する）
ではこの長期自然体験活動のモデルプログラ
ムの開発を行った。本研究の目的は，開発し
たモデルプログラムを実践し，その教育効果
を検証し，議論することにある。
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Ⅱ　モデルプログラムの開発と実践

１．モデルプログラムの開発
　モデルプログラムの開発は，環境コミュニ
ケーション研究所 ZERO，山口市経済部林
業振興課（森林セラピー推進担当），山口中
央森林組合徳地支所と連携し行った。このモ
デルプログラムを「自然とコラボ～山・森・
川が教えてくれる～」と名付けた。（図 1）。
なお，開発したモデルプログラムを以下，本
プログラムと称する。本プログラムの目的は
「自然に積極的に関わり困難に挑戦する体験
活動を通して，コミュニケーション能力や協
調性，規範意識などの社会性を育み，共に生
きることへの自信を持つことができるように

するとともに，学習意欲を向上させ問題解決
力を育み，学ぶ楽しさを味わうことができる
ようにする。」と設定した。
　本プログラムの開発に当たっては，「徳地
アドベンチャー教育プログラム（以下，TAP
と称する）を位置づけるとともに，本所周辺
の自然環境を活かした教科学習活動を取り入
れるようにした。
　TAPは，グループワークを通して協調性
や信頼感を育み，子ども達の良好な人間関係
を構築することを目指した優れた活動プログ
ラムであることから，本プログラムの目的を
達成するために必要であると考えた。そして，
子ども達の人間関係の構築と学びの環境作り
の観点から，4泊 5日の日程の前半に位置づ
けた。さらに，TAPを通して，集団宿泊活

図 1　モデルプログラムの概要
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動での気づきや学びを学校生活へ活かそうと
する意欲付けと，集団宿泊生活全体を振り返
る場面づくりとして最終日に位置づけた。
　また，本所周辺の自然環境の中で，実物を
目の前にしながら体験を通して学習を進める
ことにより，学校の教室では得られない教育
効果の高い教科学習ができると考えた。さら
に，教科学習を長期間の集団宿泊活動に取り
入れることは，授業時数を確保するためには
必要であると考えた。本プログラムの名称「自
然とコラボ」は，本所周辺の豊かな自然環境
を小学校 5年生の学習内容の視点から教材
化し，理科と社会と図画工作の学習を展開し
ていることから名付けている。学習展開は，
初めに理科「流れる水の働き」について近く
を流れる佐波川で「自然の力の大きさ」を学
習し，次に社会「森林の働き」について本所
の施設内の教育演習林で「防災としての役割」
を学習し，最後に図画工作「木工作」につい
て本所工作室で「生活に役立つ物作り」を行
うこととした。本プログラムでは，教科学習
に重点を置いて展開するために，子どもの体
力的な負担を考慮して，全て宿舎泊とした。

２．モデルプログラムの実践
　本所では山口県内の小学校 5年生を対象
に本プログラムへの参加を呼びかけ，平成
20年 8月 25日（月）～29日（金）の 4泊
5日で実践した。その結果，参加した児童は

5年生 22名（男子 15名，女子 7名）であっ
た。
　集団宿泊生活の全体指導者と引率者を本所
の職員 2名，補助指導者を法人ボランティ
ア 4名が行った。主な活動と児童のようす
を 1日目（25日），2日目（26日），3日目（27
日），4日目（28日），5日目（29日）の順
に示した。なお，児童のようすの見取りは筆
者らの行動観察により行った。
（1）1日目（25日）のプログラム
　1日目の主な活動は「TAP①」である。
初めに，出会ったばかりの児童の緊張をやわ
らげるためにゲーム感覚のアクティビティを
中心としたアイスブレイキングを行った。最
初，緊張した表情をしている児童もいたが，
徐々に笑顔が見られるようになり，時間の経
過とともにお互いに打ち解けて会話ができる
ようになった。このとき，名前を覚えようと
する行動がみられた。さらに，失敗や間違い
等を受容できる集団づくりを目指したグルー
プワーク，コミュニケーション能力の向上を
図るグループワークを行った。手をつなぎな
がら鬼ごっこをしたり，面白い格好をしたり
してお互いに少し恥ずかしいと感じることを
みんなで一緒に活動することで，親しみがも
てるようにした。活動の振り返りでは「初め
は恥ずかしかったけれど，Aさんが大丈夫だ
よって言ってくれてうれしかった」という児
童の発言がみられた。

写真 1　アイスブレイキング 写真 2　ビーイング
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　夕食後には，生活のめあてをつくり，班の
係分担について話し合った。めあてをつくる
場面ではビーイングという手法をつかった。
ビーイングとは，OBS（アウトワードバウ
ンドスクール）の活動から生まれたプロジェ
クトアドベンチャー（Project Adventure略
して PAという）において開発された指導方
法であり，グループの中で安心して過ごすこ
とのできる環境づくりを行うときによく用い
られる。ここでは模造紙に児童の手形を書か
せ，自分たちが安心して過ごすために必要な
ことを記入していった。また，話し合いなが
ら，スムーズに係分担（点呼，司会，健康，
準備，点検）をすることもできた。一日の振
り返りでは「みんながどんな考えや思いを
もっているかを知ることができて，明日もが
んばろうと思った」という発言がみられた。
（2）2日目（26日）のプログラム
　2日目の主な活動は「TAP②」と「川が
教えてくれる～水のちから～」である。「TAP
②」は，協力し合うことや自信をもって行動
することの大切さに気付くことを主な目的と
し，グループワークを通してコミュニケー
ションをとりながら課題を解決していく活動
を行った。本所には森の中に丸太やロープな
どを使ってグループワークを行う PAの教育
施設（ローエレメントという地上から低い位
置に設置されたコース）がある。児童に提示
した課題は，この教育施設を使った課題であ

り，児童が一見，不可能と感じる内容となっ
ている。児童は話し合い，協力し合って，提
示された課題を一つ一つ解決していった。活
動の振り返りでは「始めは難しいと思ってい
た課題をみんなで協力し合うことで解決する
ことができた。すごいと思った。」という児
童の発言がみられた。
　次に「川が教えてくれる～水のちから～」
は，野外での実験を通して児童が自然の力を
体感すること，児童がグループで協力し合っ
て行動することを目的に実施した。この活動
では，環境コミュニケーション研究所 ZERO
の協力を得ながら，本所の近くを流れる佐波
川を教材として学習した。学習内容は 5年
生の理科「流れる水のはたらき」に関する内
容である。このとき，児童は複数のボールや
木片を川に流して水の速さを比較したり，川
の中に入り自分の体を水が押す力の違いを調
べたりした。これらの活動を通して，児童は
場所によって流れる水の速さや力が違うこと
を理解した。また，水生生物の観察を行い，
児童は佐波川に種類の違う生物が，数多く生
息していることを知り，驚いていた。そして
水生生物の体が流水の環境に適したつくりに
なっていることに興味を示している児童もい
た。
　一日の振り返りでは「みんなが声をかけて
はげましてくれたり，支えてくれたりしたこ
とがうれしかった」「みんなで力を合わせて

写真 3　流水体験活動 写真 4　水生生物の観察
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協力できた。楽しい気持ちとうれしい気持ち
になった」という児童の発言がみられた。そ
して，グループ内における児童間の会話が多
くなっていた。
（3）3日目（27日）のプログラム
　3日目の主な活動は「森が教えてくれる～
森はワンダーランド～」と「山からのプレゼ
ント～森の恵みでつくろう～」である。
　「森が教えてくれる ～森はワンダーランド
～」は，間伐作業体験を通して，児童が森林
を育成していく仕事には苦労が伴うことを体
感し，また，森林を守ることの大切さを理解
することを目的に実施した。この活動では，
山口市経済部林業振興課（森林セラピー推進
担当）と山口中央森林組合徳地支所の協力を
得ながら，本所の活動エリア内にある杉の人
工林を教材として学習した。学習内容は 5年
生の社会「日本の国土・森林と防災」に関す
る内容である。間伐作業体験を実施するに当
たっては，木を切り倒した瞬間に太陽の光が
差し込んでくることに注目させるようにし

た。活動の振り返りでは「木を切るのは大変
だったけれど，こうすることで山や森が健康
に育つのだと思った」「健康な山や森がある
から，きれいな川や海があることがわかった」
という児童の発言がみられた。
　「山からのプレゼント～森の恵みでつくろ
う～」では，自分たちで切り出した杉の木を
材料にして，ペン立て（写真立て）作りを行っ
た。児童は休憩も取らずに集中して活動し，
自分の思いが反映した作品を仕上げていた。
活動の振り返りでは「自分たちの力で切り出
した木材が，ペン立てになり，思い出として
持って帰れるのでうれしい」「世界に 1つし
かないお土産なので，家族とかに自慢したい」
という児童の発言がみられた。
（4）4日目（28日）のプログラム
　4日目の主な活動は，「山の中で食事づく
り～自分で食事をつくろう～」と「キャンド
ルのつどい」である。
　「山の中で食事づくり～自分で食事をつく
ろう～」では，カレーライスづくりを行った。
事前の説明を安全上に関わる必要最低限の内
容に止め，児童の自主性を促すことを目的に
して活動を仕組んだ。活動中，児童は自分た
ちで話し合って仕事の役割を分担し，準備か
ら片付けまで責任をもって行った。活動の振
り返りでは「自分たちの力で始めから最後ま
で協力し合って，おいしいカレーライスが作
れてうれしかった」「みんなが自分の仕事を
一生懸命がんばっていた。自分の仕事が終
わったら，友だちの手伝いもできてすごいと
思った」という児童の発言があった。
　「キャンドルのつどい」では，これまで一
緒に生活してきた仲間とのつながりを深める
ことに重点をおいて活動を行った。事前の準
備では，寄せ書きにお互いのメッセージを書
き合う時間を設けた。「キャンドルのつどい」
の中で，寄せ書きを受け取り，仲間に対する
感謝の一言と今後の日常生活でどのように頑
張るかについて自分の思いを発表する時間を

写真 5　間伐体験

写真 6　写真立ての作品
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設けた。自分の思いを発表する時間では「こ
れまで友だちと話をするのが苦手だったけれ
ど，これからの生活で頑張ってみようと思っ
た」「寄せ書きに書いてあったみんなからの
一言がとてもうれしかった。明日でみんなと
はお別れだけど，これからもみんなと一緒の
つもりで頑張りたい」という児童の発言がみ
られた。
（5）5日目（29日）のプログラム
　5日目（最終日）の主な活動は「TAP③」
である。「TAP③」は，この 5日間の活動で
気付いたことを日常生活に活かす目的で，
PAの教育施設（ハイエレメントという地上
から高いところに設置されたコース）を使っ
て行った。活動内容は，地上から 6mの高さ
に組まれた丸太の上を歩くことにチャレンジ
する活動である。このとき，友達にベルトと
ロープで自分の安全を確保してもらってい
る。活動中，児童はチャレンジするか，しな
いかの決定を自分自身で行っている。また，
友だちに対する支援のあり方については，児

童一人ひとりが主体的に考え，考えたことを
実行している。活動の振り返りでは「6mの
高さは，登ってみると本当に高くて怖かった。
でも，下からのみんなの応援の声，がんばれ
の眼差し，命綱を持ってくれている表情があ
り，頑張れると思った」という児童の発言が
みられた。
　閉校式では，初日のビーイングでつくった
グループのめあてを基に，全日程（5日間）
を通して振り返った。全日程の振り返りでは
「『自然とコラボ』に参加して，初めての体
験がたくさんあり，また，多くの仲間ができ
たことがとても良かった。これからも新しい
自分へチャレンジし続けていきたい」という
児童の発言がみられた。

写真 7　野外炊飯 写真 9　TAP③

写真 10　ビーイング写真 8　キャンドルのつどい
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Ⅲ　研究の方法

１．調査の内容と時期
　調査の方法には質問紙法を用いた。質問紙
は，橘ほか（2003）が作成した「子ども
IKR評定用紙」の指標（下位尺度）を基に
作成した。「非依存」「積極性」「明朗性」「交
友・協調」など 14の指標のそれぞれから 2
項目を抽出し，本研究の質問項目とした。表
1は調査項目（抽出した項目）である。なお，
各項目は「とてもよくあてはまる（6点）～
まったくあてはまらない（1点）」の 6件法

で回答を求めた。調査時期は本プログラムの
開始前時（以下，実践前と称する）と本プロ
グラムの終了時（以下，実践後と称する）の
2時点で調査した。

２．分析の方法
　質問紙は「子ども IKR評定用紙」の各指
標から 2項目を抽出し，質問項目としてい
る。そこで，各指標から抽出した項目の得点
の和を求め，項目数の 2を引き，尺度の得
点とした。尺度が 2項目，回答が 6件法で
あるため，尺度の最高得点は 10点（得点の
和の最高値 12―項目数 2），最低得点は 0点

表１　質問紙（児童用アンケート）の調査項目

上位能力 下位能力 調　査　項　目

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
小さな失敗をおそれない

積極性
自分からすすんで何でもやる
前むきに，物事を考えられる

明朗性
だれにでも話しかけることができる
失敗しても，立ち直るのがはやい

交友･協調
多くの人に好かれている
だれとでも仲よくできる

現実肯定
自分のことが大好きである
だれにでも，あいさつができる

視野・判断
先を見通して，自分で計画が立てられる
自分で問題点や課題を見つけることができる

適応行動
人の話しをきちんと聞くことができる
その場にふさわしい行動ができる

徳育的能力

自己規制
自分かってな，わがままを言わない
お金やモノのむだ使いをしない

自然への関心
花や風景などの美しいものに，感動できる
季節の変化を感じることができる

まじめ勤勉
いやがらずに，よく働く
自分に割り当てられた仕事は，しっかりとやる

思いやり
人のために何かをしてあげるのが好きだ
人の心の痛みがわかる

身体的能力

日常的行動力
早寝早起きである
からだを動かしても，疲れにくい

身体的耐性
暑さや寒さに，まけない
とても痛いケガをしても，がまんできる

野外技能･生活
ナイフ・包丁などの刃物を，上手に使える
洗濯機がなくても，手で洗濯できる
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（得点の和の最高値 2－項目数 2）となる。
このようにして実践前と実践後の尺度の得点
をそれぞれ算出し，対応のある t検定を実施
した。分析には SPSS10.0を使用した。

Ⅳ　結果と考察

　尺度ごとに先に述べた t検定を実施した。
その結果を表 2に示した。t検定の結果，12
の尺度において有意な差がみられ，1つの尺
度「適応行動」において有意傾向にある差が
みられた。有意な差及び有意傾向にある差が
みられなかったのは「身体的耐性」の 1尺
度のみであった。
　自由意志で参加してきた小学 5年生を対
象として本プログラムを実践した結果，先に
述べたように 14尺度のうち，12の尺度（「非
依存」「積極性」「明朗性」「交友 ･協調」「現
実肯定」「視野・判断」「自己規制」「自然へ
の関心」「まじめ勤勉」「思いやり」「日常的

行動力」「野外技能 ･生活」）において，実践
の前後で有意な差がみられ，1つの尺度「適
応行動」において有意傾向にある差がみられ
た。多くの項目で教育効果がみられたことは，
本プログラムの有効性を示しているといえ
る。別の言い方をすると，本プログラムが「生
きる力」を育成する一助になりうることが確
かめられたといえる。
　ただし，「身体的耐性」については，有意
な差・有意傾向にある差がみられなかった。
このことは，質問項目（「暑さや寒さに，ま
けない」と「とても痛いケガをしても，がま
んできる」）を高める内容の体験を児童が活
動中にしなかったことが要因と考えられる。
活動期間は先に述べたように 8月 25日～29
日であり，季節としては夏であった。しかし，
活動場所が山間部の川や森林であったため，
児童が暑さを意識することが少なかった。ま
た，各活動においては事故や怪我が起こらな
いように安全面への配慮を十分に行って実施

表２　生きる力の下位尺度の平均点の変化と t検定の結果
N＝22　df＝21

実践前の平均値
（標準偏差）

実践後の平均値
（標準偏差） t値 p

① 非依存 7.55（1.30） 8.27（1.98） 2.12 ＊

② 積極性 7.18（1.71） 7.91（1.66） 2.25 ＊

③ 明朗性 7.27（1.98） 8.32（1.81） 3.21 ＊＊

④ 交友・協調 6.05（1.99） 7.55（1.57） 5.27 ＊＊＊

⑤ 現実肯定 6.73（2.23） 7.91（2.27） 5.51 ＊＊＊

⑥ 視野・判断 6.45（1.71） 7.55（2.20） 3.26 ＊＊

⑦ 適応行動 6.68（2.61） 7.68（2.40） 2.07 †

⑧ 自己規制 7.27（2.19） 8.05（2.03） 2.85 ＊＊

⑨ 自然への関心 6.78（1.85） 7.82（2.04） 2.47 ＊

⑩ まじめ勤勉 7.32（2.08） 8.55（1.50） 3.35 ＊＊

⑪ 思いやり 6.64（1.62） 7.73（2.07） 3.20 ＊＊

⑫ 日常的行動力 6.41（2.09） 7.68（2.23） 2.54 ＊

⑬ 身体的耐性 7.73（2.07） 8.09（2.45） 0.77 n.s.

⑭ 野外技能・生活 7.27（2.19） 8.41（1.44） 3.14 ＊＊

min＝ 0，max＝ 10 † p＜ 0.10　＊ p＜ 0.05　＊＊ p＜ 0.01　＊＊＊ p＜ 0.001
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した。そのため，児童が痛い思いをする場面
はほとんどなかった。このことは見方をかえ
れば，本プログラムの長所（良い部分）であ
るといえる。「どのような体験をさせ，どの
ような力を育てるのか」について今後，検討
する必要がある。

Ⅴ　まとめ

　新学習指導要領は「生きる力」の育成を目
指しており，今後，小学校学習指導要領解説
特別活動編（2008年 8月 31日）のいう 1
週間（5日間）程度の集団宿泊活動が実施さ
れることが予想される。本研究の場合，自由
意志での参加であったため，入所時，ほとん
どの児童が初対面の状況であった。しかし，
学校単位で参加する場合，初対面ということ
はなく，児童間にすでに人間関係が存在して
いる。そのため，本プログラムの一部を状況
にあわせて変更する必要がある。今後，プロ
グラムの内容について再検討する予定であ
る。さらに，小学校を対象として実践を行い
ながら，より良いプログラムになるように検
討・改善を続けていきたい。

謝辞
　小学校自然体験活動プログラム開発委員会
の木橋悦二氏（山口県十種ヶ峰野外活動セン
ター所長），藤中俊臣氏（山口県教育庁社会
教育・文化財課社会教育主事）からは自然体
験学習の意義について，高田和宣氏（山口大
学教育学部附属幼稚園教諭）からは野外学習
の安全管理について，西村淳氏（山口市立阿
知須小学校教諭）からは小学校の学習カリ
キュラムについて，貴重な御指導・御助言を
いただきました。感謝の意を表します。

参考文献
○橘直隆・平野吉直・関根章文（2003）「長期
キャンプが小中学生の生きる力に及ぼす影

響」．野外教育研究．第 6巻第 2号．pp.45‒
56


