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「青少年教育施設を活用した
ネット依存対策推進事業」
報告書

青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業
１ 事業の背景及び趣旨 
近年、スマートフォン等の新たな情報機器の普及に伴い、インターネットの長時間利用による生活習慣の乱れ等が
指摘されており、いわゆる「ネット依存」への対応が求められている。
このため、独立行政法人国立青少年教育振興機構（以下、「国立青少年教育振興機構」という。）では、平成26年度
から文部科学省の委託を受けて、ネット依存、又はネット依存傾向の青少年を対象に、８泊９日の宿泊体験事業を実
施し、モデルプログラムの開発を進めるとともに、キャンプ前後の参加者の変容について検証を行っている。
本事業では、国立青少年教育振興機構と独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター（以下、
「久里浜医療セン
ター」という。）が連携し、教育と医療の融合により、治療としてだけでなく、教育的観点も取り入れた体験活動プ
ログラムを実施している。
また、今年度も平成26～28年度のメインキャンプ参加者を対象に、「セカンドフォローアップキャンプ」を実施し、
インターネット使用時間の増減等の調査及びキャンプが与えた効果等についての検証及び経年によるネット依存的行
動からの改善度合いについても確認した。

２ プログラム企画の基本的な考え方 

（１）国立青少年教育振興機構と久里浜医療センターが連携し、教育的及び医療的観点を取り入れたモデルプログラ
ムを検証する。
（２）ネット依存問題に関する有識者からなる企画運営委員会（事務局：国立青少年教育振興機構企画課）を設置し、
事業全体の計画、プログラム及び評価指標について多角的に検討する。
（３）
「インターネットの使用を自身でコントロールする」又は「インターネットの使用頻度が減る」ことへの寄与、
生活習慣の改善を目指し、事業成果を普及する。

「SDiC」という。
）の概要
３ セルフディスカバリーキャンプ（Self-Discovery Camp：以下、

（１）メインキャンプ

①日程：平成29年８月19日
（土）～８月27日
（日） ８泊９日
②会場：国立信州高遠青少年自然の家（長野県伊那市）
③参加者：男性16名（13歳２名、14歳２名、15歳３名、16歳１名、17歳３名、18歳２名、20歳１名、21歳１名、
24歳１名）
④参加者地域：関東14名、東北１名、東海１名
⑤メンター：15名（ボランティア：男性７名、女性６名、国立青少年教育振興機構職員：男性１名、女性１名）
⑥プログラム：３・４ページ参照
（２）フォローアップキャンプ（上記（１）参加者対象）
①日程：平成29年11月３日
（金）～11月５日
（日） ２泊３日
②会場：国立信州高遠青少年自然の家（長野県伊那市）
③参加者：男性12名（13歳２名、14歳１名、15歳３名、16歳１名、17歳２名、18歳１名、20歳１名、24歳１名）
④参加者地域：関東11名、東北１名
⑤メンター：13名（法人ボランティア：男性６名、女性６名、国立青少年教育振興機構職員：女性１名）
⑥プログラム：３・４ページ参照
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（３）セカンドフォローアップキャンプ（平成26～28年度参加者対象）
①日程：平成29年９月30日
（土）～10月２日
（月） ２泊３日
②会場：国立信州高遠青少年自然の家（長野県伊那市）
③参加者：男性12名（15歳２名、16歳２名、17歳２名、18歳１名、20歳３名、23歳１名、25歳１名）
※キャンプ参加年

平成26年：１名、平成27年：１名、平成28年：10名

④参加者地域：関東11名、中部１名
⑤メンター：７名（平成27・28年経験者４名、平成27年経験者２名、平成28年経験者１名）
⑥プログラム：18ページ参照

４ SDiCのねらい 
（１）ネット依存状態からの脱却（インターネット以外の他の活動への興味）のきっかけづくり
（２）集団宿泊生活による、崩れた基本的生活習慣の回復
（３）仲間と共に活動することによる、コミュニケーション能力の向上

５ 指導者・メンター 

【指導者】国立信州高遠青少年自然の家職員・久里浜医療センター職員・国立青少年教育振興機構企画課職員
【メンター】国立青少年教育振興機構の法人ボランティア等

15人

※法人ボランティア：国立青少年教育振興機構が定めた共通カリキュラムを受講したボランティア

６ SDiCに関する研修会等 

（１）参加者・保護者向け事前説明会
①日程：平成29年７月２日
（日）
②会場：久里浜医療センター（神奈川県横須賀市）
③内容：キャンプ概要、留意事項の説明や質疑応答等
（２）メンター向け事前研修会
①日程：平成29年７月22日
（土）
②会場：国立信州高遠青少年自然の家
③内容：キャンプの概要、メンターの役割やネット依存に関する基本知識等

国立信州高遠青少年自然の家について
国立信州高遠青少年自然の家は、壮大な南アルプス・
中央アルプス八ヶ岳連峰の秀峰を望む「晴が峰高原」の
雄大な自然の中で、「自然の豊かさを見つけよう！考えよ
う！味わおう！楽しもう！」をキャッチフレーズに次世
代を担う青少年の健やかな身体と豊かな心を育むことを
目的とした宿泊型青少年教育施設である。
標高1,218ｍに位置し、星空観察や自然物を活用した
クラフト、野外炊事等の活動プログラムを提供している。
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●メインキャンプ（プログラム企画のポイント）
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8:00

9:00

10:00

11:00

❶仲間づくり活動
(サイクルタイムパズル)

12:00

❷流しそうめん
（用具作り・昼食）

６日目

24日

木

７日目

25日

金

８日目

26日

土

認知行動療法

水

朝食

５日目

23日

西

ワークショ
（アサーテ

❸中央アルプス千畳敷カール散策
※ロープウェイで千畳敷駅へ

❽朝のつどい

火
❼起床・部屋の整理整頓

22日

13:00

昼食

カウンセリング
４日目

❹キャンプの日曜日
－フリータイム－

昼食

❺講義
「脳について」

入笠山ハイキング

瞳ヶ池魚つり＆
魚さばき体験

昼食

創作活動①
（焼き物体験）

講義
「睡眠につ

昼食

休

カウンセリング
９日目

❷流しそうめん
の台を全員で
製作した。こ
のキャンプで
は野外炊事を
複数回行うた
め、道具の使
用方法等を丁
寧に説明した。

●１．メインキャンプ

２日目

❶初対面の仲間
と心の距離を
縮めるため、
参加者が好き
そうなゲーム
性のあるサイ
クルタイムパ
ズルを行った。
見本と同じ形
をグループで
活発に意見を
出し合い、協
力しながら
作っていく。

メインキャンプ・フォローアップキャンプ プログラ

１日目

・参加者自身が規則正しい生活習慣を取り戻す
ため、６時起床、22時消灯とした。
・青少年に必要な量の食事と睡眠がとれるよう
毎日のプログラムに適度な運動を取り入れた。
・ゆとりのあるスケジュールを設け、自由時間に
どのように過ごすか、参加者自身に考えさせる
機会を設けた。
・キャンプ後の日常生活に活かせるよう趣味に
つながるプログラムや、家でもできるプログ
ラムを取り入れた。
・認 知行動療法を通し、現状の生活を見つめ直
すとともにキャンプ後の生活や将来の目標を
考える機会を持たせた。
・同 世代のメンターが一緒に生活することで、
コミュニケーションを図る機会を多く設ける
とともに、キャンプ時の相談相手となるよう
にした。

27日

片づけ
清掃

日

メンターの
感想発表

終わりの会

家族会

※プログラム表：色つきの箇所は久里浜医療センターが担当、白地の箇所は国立青少年教育振興機構が担当し、運営した。

●２．フォローアップキャンプ
●フォローアップキャンプ（プログラム企画のポイント）
メインキャンプのプログラム企画に加えて、次の点に留意した。
・メインキャンプの焚火の会や終わりの会で各自が立てた目標や家庭に戻ってからの生
会を２か月後に設け、現状認識と意欲の持続・向上を促した。
❸標 高2,500ｍの千畳敷カールでは、冷た
い川の水や高原植物など雄大な自然を堪能
した。

・メインキャンプで創作した「陶器」をフォローアップキャンプに間に合うように職員が焼き
6:00

３日目

５日

日
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9:00

10:00

11:00

12:00

朝食

朝食

🅐マレットゴルフ

13:

使用場所の清
掃・荷物整理・
自由時間

終わりの会

🅑（鳥の丸
会場撤収

土

朝のつどい

２日目

４日

8:00

茅野駅へ
荷物検
迎え
朝のつどい

金

起床

３日

7:00

起床

１日目

❹フリータイムでは、計画性・安全性を考慮
し、参加者たちがどこで活動しているか把
握できるボードを工夫して作った。

・メインキャンプで関係性が構築されているため、話し合う機会をたくさん持てる内容に

昼食

ラ ム内容
14:00

15:00

16:00

荷物検査

17:00

はじまりの会
オリエンテー
ション

受付
家族会

就寝

消灯

❻７日目には、自分たちで夕食のメニューを
決め、予算の範囲内で、スーパーで必要な
食材を選びながら買い物した。

日誌記入
オリジナル料理計画
自由時間

入浴

焚火の会

❼身辺整理や掃除・洗濯は自分たちで行った。
初めはメンターに手伝ってもらっていた
が、次第に自分で計画を立て、洗濯をする
ようになった。

入浴

野外炊事②
（パエリア・ポトフ）

日誌記入

ワークショップ
（アサーティブ）

日誌記入
自由時間

整理整頓・一日のまとめ等

自由時間

認知
行動
療法

入浴

自由
時間

星座観察会

夕食作り
（オリジナル料理）

❻オリジナル料理をつくろう
～食材買い出し～

カウンセリング

認知
行動
療法

入浴

入浴

認知
行動
療法

入浴

そば作り
（食文化体験）

荷物整理・
洗濯等・
自由時間

22:00

❺樋口院長の講義を通して、ネット依存の危
険性を理解した。

日誌記入

夕食

21:00

入浴

認知
行動
療法

夕食

20:00

日誌記入

夕べの
つどい

キャンプのまとめ
（班でのふりかえり）

認知
行動
療法

夕食

講義
「依存とは」

キャンプの日曜日
－フリータイム－

憩

休憩

認知
行動
療法

入浴

野外炊事①
（カレーライス・鳥丸）

自由時間

いて」

19:00

自由
時間

夕食

尾根・東尾根スコアオリエンテーリング

ップ 野炊かまど等準備
ィブ）
カウンセリング

18:00

バス乗車

❽参加者全員、毎朝７時から朝のつどいに参
加し、ラジオ体操等を行った。

🅐長 野県で盛んに行われ
ているゲーム性のある
マ レ ッ ト ゴ ル フ。 各
コースを回る際にグ
ループ内で２か月間の
過ごし方などを楽しく
話した。

活がどう改善したかを報告し合う機
した。
上げ、その器を使用し、食事を行った。
00

15:00

16:00

19:00

20:00

21:00

フォローアップ
(認知行動療法)

芋煮会

入浴
フォローアップ
(認知行動療法)

アサーション
トレーニング

茅野駅へ送り

休
憩

22:00

就寝

自由時間

野外炊事
焼き・ポークカレー）

18:00

消灯

カウンセリング
＆
野外炊事準備

17:00

就寝準備

はじめの会

査受付

14:00

🅑メインキャンプの思い
出を呼び起こすため、
同じメニューで野外炊
事を行った。夏と違い、
冷たい水での食器洗い
でも、参加者は懸命に
煤汚れを落としていた。

🅒キャンドル
の会

🅒夏は焚火、冬はキャンドルを囲み、
キャンプの思い出やキャンプ後の生
活等について、参加者とメンターで
語り合った。
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インターネット／ゲーム依存者に対する
治療キャンプの効果研究


独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター

中山秀紀

はじめに

も2014年より毎年、国立中央青少年交流の家（静岡県

及し、現在では我々の生活に必要不可欠なものになっ

にて、それぞれ十数名のインターネット依存（傾向）

ている。青少年世代においても同様に学業、連絡など

のある青少年に対して治療キャンプ（SDiC）が実施

においてもインターネットは必要不可欠なものになっ

され、インターネット／電子ゲーム時間の減少などの

ている。総務省による平成28年度の通信動向調査では

一定の効果があったことが報告されている7）8）9）10）。

2000年代前後からインターネットは一般に急速に普

御殿場市）、国立赤城青少年交流の家（群馬県前橋市）

13-18歳の世代の95%以上がインターネットを個人利

2017年も16名のインターネット依存（傾向）の青少

用しており、神奈川県の調査では中学生の約５割、高

年に対して、国立信州高遠青少年自然の家において、

校生の約９割がスマートフォンを個人所持していると

インターネット／電子ゲームの依存的使用に対する治

1）

報告されている 。一方でインターネットはその無限

療キャンプ（SDiC）を実施した。その効果を検証し

な広がりから、依存的な使用に陥る可能性があり、特

たのでここに報告する。

に青少年世代でその問題が顕著となっている。質問紙
調査の結果では、中高生の概ね数％にインターネット
依存が疑われている2）3）。青少年世代のインターネッ
トや電子ゲーム（特にオンラインゲーム）の依存的使

目的

インターネット／電子ゲームの依存的使用につい

て、SDiCの効果を検証する。

用は、学業不振、不登校、コミュニケーション能力の
低下、ひきこもりなどを伴うことが多く、結果として
現在およびその将来に多大な悪影響を及ぼすと予想さ

対象と方法

対象者はインターネット／電子ゲームの依存的使用

れる。このような状況から我が国でも教育機関による

があり、そのために何らかの悪影響の出ている男子16

予防的対処（インターネットや電子ゲームの利用に関

名（13-24歳）を対象とした。対象者の背景、特性等

するルール作りや予防啓発教育など）や、医療機関に

を表１に示す。 全ての対象者はSDiC実施前に、久里

よるインターネット依存の治療的対処などがいくつか

浜医療センターで医師の診察を受け、治療キャンプで

報告されている。しかしインターネット依存の広がり

の共同生活に重大な支障を及ぼす可能性のある疾患等

と比較すると、その対策は遅れている感は否めない。

に罹患していないことを確認した。対象参加者および

韓国では2007年よりインターネット依存の青少年に

保護者に口頭および文書で研究の目的、方法、予測さ

対して、レスキュースクール（治療型寄宿学校）が全

れる不利益等を説明し、対象者および保護者の両方か

国的に提供されている
表１

4）
5）
6）

。これらを参考に、日本で

ら文書での同意を得た。個人情報の漏洩がないように

参加者の属性

参加者数
性別
年齢
平均年齢
最高年齢
最小年齢
属性
中学生
高校生
大学生
その他
インターネット/ゲーム開始平均年齢
インターネット/ゲームにのめりこみ始めた平均年齢
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メインキャンプ前
16
全て男性

フォローアップキャンプ前
12
全て男性

17.1±3.2
24
13

16.9±3.4
24
13

5
6
3
2
6.9±2.0
（最小４歳、最高12歳）
13.5±2.7
（最小9.5歳、最高18歳）

4
5
2
1
―
―

十分配慮した。
SDiCは主に８泊９日のメインキャンプ（2017年８

結果

メインキャンプ前とフォローアップ前での比較を表

月19日～８月27日）
と、
２泊３日のフォローアップキャ

２に示す。１週間当たりの平均インターネット／ゲー

ンプ（2017年11月３日～11月５日）から構成される。

ム使用時間は、メインキャンプ前は平均86.5時間（１

メインキャンプの最初（１名は途中参加なのでその参

日平均12.4時間）であったのに対し、フォローアップ

加時）と最後、フォローアップキャンプの最初に対象

キャンプ前では38.0時間（１日平均5.4時間）であり、

者への対面調査と質問紙調査を行った。メインキャン

有意に減少した。IATとDQの得点は減少したが、有

プは16名、フォローアップキャンプには12名が参加し

意差はなかった。SOCRATESの「病識」
「迷い」
「実行」

た。
本報告では、
本キャンプ前の在宅時とフォローアッ

項目の平均得点は増加したが、有意差はなかった。

プキャンプ前のインターネット／ゲーム使用時間の変
化、日本語版Internet Addiction Test（IAT）
、日本
語版 Diagnostic Questionnaire（DQ）
、The Stages of

考察

本研究の結果として、メインキャンプ前と約２か月

Change Readiness and Treatment Eagerness Scale

半後のフォローアップキャンプ前と比較して、イン

（SOCRATES）ネット／スマホ使用に関する質問票

ターネット／ゲーム時間、IAT、DQによるインター

について解析をおこなった。

ネット依存度の減少、SOCRATESによる自己効力感

IATとDQはインターネット依存度を測定すること

の上昇が認められ、インターネット／ゲーム時間に関

ができる質問紙調査であり、その合計得点が高いほど

しては統計学的に有意に減少した。前年度までと類似

インターネットへの依存度が高いことが疑われる。一

した結果となったが、特にインターネット／ゲーム時

般にIAT合計得点40点以上、またはDQ合計得点３点

間は大きく減少した。他の指標について有意差は出な

以上でインターネット問題使用の疑い、IAT合計得点

かったが、統計的に対象者の人数規模が小さいために、

70点以上、またはDQ合計得点５点以上でインターネッ

そもそも有意差が出にくいことが影響したと考えられ

ト依存が疑われるとされている

11）
12）

。SOCRATESは

る。しかし有意差は出なかったものの依存度や時間に

依存的行動からの脱却に関する自己効力感を測定する

関する指標が一様に減少し、自己効力感は上昇したた

ことができ、
下位評価項目として
「病識」
、
「迷い」、「実

め、これらに対してもSDiCは一定の有効性があった

行」がある。一般的に「病識」項目35 点以上、
「迷い」

と考えられた。

項目17点以上、「実行」項目36点以上 で自己効力感が

SDiCの参加者は１日の大半をインターネット／

高く「病識」項目30点以下、
「迷い」項目で13点以下、

ゲームに費やしている人が多く（平均12.4時間）、生

「実行」項目30点以下で自己効力感の低さが疑われる

活にも深刻な支障が出ていることが想定される。一般

13）

にインターネット問題使用・悪影響の主な悪影響とし

とされている 。
メインキャンプ前とフォローアップキャンプ前の比

て、昼夜逆転、食生活の乱れなどの生活の乱れ、遅刻・

較では、両方に参加した12名を統計の対象とした（一

欠席・不登校などの社会的後退、精神状態の悪化、家

部11名）
。メインキャンプ前とフォローアップキャン

族との対立などが挙げられている14）。フォローアップ

プ前についての平均値の比較にはt検定を用い、統計

キャンプ前には、そのインターネット／ゲーム使用時

学 的 な 有 意 水 準 は ５%と し た。 統 計 解 析 に はSPSS

間が平均で半分以下の時間に減った（平均約5.4時間）
。

version 22.0（SPSS Inc., Chicago, IL, USA）を用いた。

これでも一般に比較すると使用時間はかなり多めであ

表２

メインキャンプとフォローアップキャンプ前での比較（N=12)
メインキャンプ前
インターネット/ゲーム平均利用時間
（時間/週）（N=11）
IAT平均得点

DQ得点
SOCRATESインターネット/ゲームに関する質問票
「病識」項目の平均得点（N=11）
「迷い」項目の平均得点
「実行」項目の平均得点

フォローアップキャンプ前

p-value

86.5±42.8
38.0±31.0
（最小17.5時間、最高129.5
0.006
（最小0時間、最高105.0時間）
時間）
61.2±20.4
48.8±21.6
NS
（最小29点、最高87点）
（最小25点、最高90点）
4.3±2.6
（最小０点、
最高８点） 3.8±3.0
（最小１点、
最高８点） NS
25.5±6.1
13.3±3.0
22.8±7.0

25.6±5.1
13.4±2.2
25.7±8.5

NS
NS
NS
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るとは考えられ、また個人差も大きいが、何とか社会

活による協調的な雰囲気や、メンターなどのスタッフ

参加が可能な範囲であろう。

のフォロー、様々なアクティビティや心理療法への参

一般にインターネット／ゲームに依存的な人が、そ

加なども離脱症状の軽減にも有用であったと考えられ

の使用を減らしたり、
止めた時には離脱症状
（インター

る。またSDiCの間に集中的に認知行動療法などの心

ネット／ゲームから離れた時にしばらくの期間、焦燥

理療法が受けることができ、また他の参加者やメン

感や空虚感など負の感情の出現すること）が出現しや

ターなどのスタッフとの交流、様々なアクティビティ

すい。さらに長期の社会的後退による自身のコミュニ

などを通じて、インターネット依存からの脱却方法を

ケーション能力に自信がなくなること（もしくはコ

自己洞察することができ、社会参加へのコミュニケー

ミュニケーション能力の低下）や社会での適応障害な

ション能力の向上や自信の獲得、インターネット／

どから、結局インターネット／ゲームに逃避してしま

ゲーム以外の楽しみを知ることなどができる。これら

うことも多い。依存者本人や家族が、インターネット

はSDiC後のインターネット／ゲーム依存からの脱却

／ゲーム依存から脱却しようとしても、この離脱症状

のみならず、生活能力の向上やより多様な社会参加を

や社会的後退が悪循環となって、なかなかうまくいか

促すのに有用であると考えられる。

ないことも多い。

今回の結果からは、12名と対象者は統計的な数値を

一定期間対象となる依存物から物理的に離れること

出すためには少なかったものの、インターネット／

によって、その後の依存度を軽減させることは、他の

ゲーム時間の有意な減少と依存度の低下（有意差な

依存性疾患でも有用な方法であり、インターネット／

し）、自己効力感の上昇（有意差なし）が認められた。

ゲームの場合も同様に有用であると考えられる。通所

SDiCはインターネット／ゲーム依存の青少年に対し

の場合、通所先ではインターネット／ゲームから遮断

て、その改善に一定の有効性があったと考えられた。

された環境を提供することができるが、家ではイン

日本全国にはまだ多くのインターネット／ゲーム依存

ターネット／ゲームから離れることは困難な場合が多

に悩む青少年や家族が多い。今後このような取り組み

く、なかなかインターネット／ゲームの依存から脱却

が広がっていくことが望ましいと考えられた。

が困難なことが多い。SDiCでは家から離れた環境で
宿泊するために、一定期間インターネット／ゲームか
ら離れることが可能である。そしてSDiCでは共同生

1）神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市「子どもたちのネット利用に係る実態調査結果」報告書、平成26年
2）総務省情報通信政策研究所：高校生のスマートフォン・アプリ利用とネット依存傾向に関する調査報告書、2015
3）総務省情報通信政策研究所：中学生のインターネットの利用状況と依存傾向に関する調査、2016
4）前園真毅、中山秀紀、三原聡子他：韓国の実情と対策、精神科治療学29（９）,1205-1211, 2014
5）中山秀紀、北村大史、三原聡子他：大邱インターネット嗜癖レスキュースクールを見学して、臨床精神医学42（９）
，
1161-65, 2013
6）Koo C, Wati Y, Lee CC, et al: Internet-addicted kids and South Korean government efforts: boot-camp case,
Cyberpsychol Behav Soc Netw; 14（６）
: 391-4, 2011
7）独立行政法人国立青少年教育振興機構：平成26年度文部科学省委託事業「青少年教育施設を活用したネット依存
対策研究事業」報告書、2015年３月
8）独立行政法人国立青少年教育振興機構：平成27年度文部科学省委託事業「青少年教育施設を活用したネット依存
対策推進事業」報告書、2016年３月
9）独立行政法人国立青少年教育振興機構：平成28年度文部科学省委託事業「青少年教育施設を活用したネット依存
対策推進事業」報告書、2017年３月
10）Sakuma H, Mihara S, Nakayama H, et al.: Treatment with the Self-Discovery Camp（SDiC）improves Internet
gaming disorder; Addict Behav. 64: 357-362, 2017
11）Kimberly S Young: Internet Addiction The Emergence of a New Clinical Disorder, CyberPsychology and
Behavior 1（３）
: 237-244, 1996
12）Young KS: Caught in the net: how to recognize the sign of internet addiction and a winning strategy for
recovery. New York: John Willey & sons 1998
13）Miller, W.R., & Tonigan, J. S.（1996）. Assessing drinkers’ motivation for change: The Stages of Change
Readiness and Treatment Eagerness Scale（SOCRATES）.Psychology of Addictive Behaviors 10, 81-89.
14）中山秀紀、樋口進：インターネット依存、精神科26（４）,263-267, 2015

7 ●「青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業」報告書

生活習慣調査について


国立青少年教育振興機構

企画課

善如寺翔子

１ 調査概要

■参加者はキャンプ後「自分でできることは自分です

の生活習慣等について、メインキャンプ後から１か月

・参 加者の50.0％がキャンプ前と比較し、「自分でで

間の変化を調査した。キャンプに参加した16名のうち

きることは自分でする」ことが増加したと回答して

11名（回収率68.8％）
、保護者12名（回収率75.0％）よ

いる。また、保護者の54.5％も同様に増加したと回

り調査票を回収した。

答している。

る」ことが増加したと感じている。

本調査では、参加者自身及び保護者から見た参加者

２ 調査結果のポイント

・保護者からは「毎日やることを全て終えてからきめ
られた時間の中のみでゲームをするようになった。
以前はまっていたゲームからは自分から離れようと

■参加者はキャンプ後「夜更かしをせず、遅くまで起

している」、「アルバイトを始めたこともあり、朝ま

きていることが減った」と感じている。

でゲームをする回数は減っている」と回答があった。

・参 加者の70.0％がキャンプ前と比較し、
「夜更かし
して、遅くまで起きていること」が減少したと回答
している。また、保護者の63.6％も同様に減少した
と回答している。

３ 保護者からの感想（自由記述）より

・キャンプ中に自分のことが客観的に見られる機会が

・保護者からは「キャンプ後、早寝早起きができるよ

あり、ずいぶんと短期間に成長したと感じる。また

うになり、
学校の先生も驚いていた」
と回答があった。

自分の感情や怒りとよく闘っているのが分かる。以
前なら、すぐに暴力をふるおうとしていたが少しず

■参加者はキャンプ後「家の中の掃除や整頓を手伝う

つ物に当たる程度になっているし、当たらずに我慢

ことが増えた」と感じている。
・参 加者の40.0％がキャンプ前と比較し、
「家の中の

している時も多くなった。
・色々な活動を経験して自分の可能性に気づき自信が

掃除や整頓を手伝うこと」が増加したと回答してい
る。また、保護者の68.7％も同様に増加したと回答

ついたように見える。
・フォローアップキャンプ前は自分が変わった姿を見

している。

せようとアルバイトを始めるなど、努力していた。

・保 護者からは「洗濯機を回す等の手伝いをしたら

・たくさんの人と関わり合えたことが、とても大切な

100円を渡していたが断るようになった。
『お金のた

経験になったようだ。人間関係に対しても少し臆病

めに手伝っているわけではない』と話す」と回答が

になっていたが、前向きに関係をつくっていく姿も

あった。

見られるようになった。

4 調査結果
【メインキャンプ前に比べ「変化した」と回答が多かった項目について】
参加者
７名 夜更かしすることが減った。
６名 朝、顔を洗う、歯を磨くことが増えた。
イライラ、むしゃくしゃすることが増えた。
悩み、落ち込むことが増えた。

保護者から見た参加者
７名
６名

家族に褒められることが増えた。
夜更かしすることが減った。
家の中の掃除や整頓を手伝うことが増えた。
自分のことは自分で行うことが増えた。

５名 自分のことは自分で行うことが増えた。
分からないことを調べることが増えた。

５名 イライラ、むしゃくしゃすることが減った。

困っている人を手助けすることが増えた。
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SDiCのねらいに対する結果について
（アンケート及び参加者の発言等より）

（１）ネット依存状態からの脱却（インターネット以外の他の活動への興味）のきっかけづくり
■「メインキャンプからフォローアップキャンプ前までに新たにチャレンジした項目・時間を増やした項目」につい
て参加者にアンケート調査を実施したところ、キャンプ後、図１のような活動を行っていた。
※その他の内容（複数回答）
・
（学校に行くことにより）以前より早起きをするようになった。

図１
勉強する

（単位：名）
1

学習塾に行く

・身体を鍛える。

兄弟と話す

・ペットの世話をする。

アルバイトを
する 3

散歩に行く
5

1

1

掃除をする
5

友達と遊ぶ
3
その他
4

保護者と
話す 4

買い物に行く
4
読書する
4

運動する
4
料理をする
4

●人間関係を学びたく２件のバイトに応募し、不採用になったが、３件目で採用された。
（フォローアップキャンプ
時の参加者の発言より）
●ゲームのメインアカウントを削除した。
（フォローアップキャンプ時の参加者の発言より）
●スポーツジムに週２～３回通い、筋トレを始めた。また、大学進学を目指し、受験勉強に励んでいる。
〈後日、大
学に合格したと報告が国立青少年教育振興機構へ届いた。〉（フォローアップキャンプ時の参加者の発言より）
（２）集団宿泊生活による、崩れた基本的生活習慣の回復
■生活習慣調査において参加者の70.0％がキャンプ前と比較し、「夜更かしして遅くまで起きていることが減った」
と回答している。また、保護者の63.6％も同様に減少したと回答している。（P.９より再掲）
●普段と違った日々を過ごすことで気分転換になるキャンプだった。キャンプ中は早寝早起きをする規則正しい生活
だったので、
改めて生活リズムを家でも整えたいと思う。（フォローアップキャンプ終了時・参加者アンケートより）
●メインキャンプ後、外出することが増えた。１週間４～５日１km程度のランニングを続けている。睡眠の時間が
増え、朝にきちんと起きられるようになった。（フォローアップキャンプ時の参加者の発言より）
（３）仲間と共に活動することによる、コミュニケーション能力の向上
●考え方が変わった。コミュニケーションに少し自信がついた。（メインキャンプ終了時・参加者アンケートより）
●誰一人嫌な顔をせず、話しかけてくれて嬉しかった。年齢の近い人が多く、自分の目標になる人ができてよかった。
（メインキャンプ終了時・参加者アンケートより）
●大学進学を目指す上で現役大学生（メンター）の話がとても為になった。職員の方にも海外留学などをされている
方がいて、具体的な話をたくさん聞くことができた。（メインキャンプ時・参加者アンケートより）
●自分が馴染めた理由はメンターの存在である。メンターがいると皆の空気が和やかになり、有り難かった。（メイ
ンキャンプ時・参加者アンケートより）
●キャンプ前は鬱状態であったが、このキャンプのおかげで精神的に回復できて感謝している。新しい人間関係が楽
しいと思えた。前向きに考えて生きていけるようになった。（フォローアップキャンプ時の参加者の発言より）
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認知行動療法と参加者の変容


独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター

三原聡子

■認知行動療法とは
●認知行動療法（cognitive  behavioral therapy）は 1970 年代後半に Aaron T. Beck らによってうつ病の精神療
法の一技法として開発された
●今までの出来事や物事に対する認知を自分自身で検討し、その認知を変えることで自分の行動や感情、生活を改
善しようとする治療法
●1980年代以降、適応が広がり、統合失調症や強迫性障害、パニック障害、PTSDなどの不安障害、摂食障害、ア
ルコール依存症、人格障害など、様々な精神疾患の治療に応用されている

➡

➡

➡

直接的に働きかけるもの

➡

➡

➡

➡

➡

➡

間接的に働きかけるもの

集団認知行動療法
→今までのネットの使い方を客観的に見直し、過剰使用に戻らな
い 対処方法をみつける

規則正しい生活
→昼夜逆転からの脱却・睡眠障害の改善

ネットの過剰使用に関する講義やワークショップ
→ネットの過剰使用が我々の心身に及ぼす影響を知る

集団宿泊生活
→役割をはたす責任感や仲間から認められる自信など

ネットのない環境での共同生活
→ネットから一定期間離れることで、競争心をクールダウンする

様々な自然体験活動へのチャレンジ
→困難から逃げず、乗り越える自信をつける

様々な自然体験活動
→ネット以外の楽しい活動をみつける

メンタ―との関係
→困った時に誰かに相談できる対話力をつける
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※個人のプライバシーを守るため、個人が特定されないよう、詳細は変更を加えています。

■ケース：A君15才

中学３年生

幼少のころからゲームと電車が好きだった。中学１年時、学校でいじめにあい、学校を休むようになってから徐々
にネットを使用する時間が増えていった。中１の３学期からまったく学校に行かなくなった。好きな電車に乗りに外
に出かけるのも嫌になり、家にひきこもって一日中、オンラインゲームをして過ごすようになった。動かないのでお
なかもすかず、食事は一日１食で、昼夜逆転した生活を過ごしていた。勉強する気にならず、学校に戻っても授業に
もついていけないと思うと学校に行く気力がなくなってしまった。中３の５月に久里浜医療センターを受診。６月に
主治医の先生からキャンプを紹介されたが、学校でのいじめの体験から、はじめは集団での合宿生活に強い抵抗感が
あった。しかし、自分でもこのままでは何も変わらない、将来が見えないという思いもあり、思い切ってキャンプに
参加した。
キャンプ中の様子：はじめは緊張から、食事があまり食べられなかったり、体調を崩したりしていた。参加者の中で
も、おとなしく、少し距離がある様子だった。しかし、参加者の中に他にも電車が好きな子がおり、電車の話でもり
あがるようになってから、笑顔がみられるようになった。その後も、キャンプ中は気持ちの波があり、メンターや他
の参加者に、進路についての悩みを聞いてもらって元気が出たり、野外炊事では「自分から何をしていいかわからな
い」と自分を責めて動けなくなってしまうことがあった。話し合いの時間に「自分はここにいちゃいけない人間のよ
うな気がする」と発言したＡ君に対し、他の参加者が「皆どこにいてもそんな思いがするからここに来てるんだよ。
皆同じ」と声をかける。その後他の参加者もＡ君を気にかけて時間を見つけては話しかけ、Ａ君の気持ちは安定して
いった。キャンプの終わりの会では「皆に話を聞いてもらったりして、友達と話すことが楽しいということを思い出
しました」と感謝の気持ちを述べた。
キャンプ後の様子：メインキャンプ終了後、いくつかの高校に見学に行きはじめた。高校に通うために、キャンプで
身につけた規則的な生活を維持したいと、他の何人かのキャンプ参加者も来ている久里浜医療センターのネット外来
のデイケアにも通うようになった。デイケアの中でも周りの参加者と話し合いを続け、最終的に行きたい学校を全寮
制の高校に決めた。グループの中でも時に悩みを相談し、時に一人でもいられるようになったＡ君は、キャンプ参加
前よりもずっとたくましく成長して見えた。
考察：繊細なＡ君は、中学１年時にいじめという嫌な体験をし、周りの人たちに不信感を抱き、自分に自信を失って
しまい、現実逃避するようにオンラインゲームにのめりこんでいた。キャンプを通して、同じようなことで悩んでい
る同年代の仲間がいることを知り、温かい人間関係を体験し、徐々に現実の人間関係の中でやってゆく自信をとりも
どして行った。
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■その他のメンバーの変化
Ｂ君：17歳。高校３年生。中学時代、家庭内の様々な問題があり、周りの同級生にそのようなことを相談できず、わ
かってもらえない思いを抱いていた。全日制高校に入学するが、なじめず、自宅に引きこもって昼夜逆転してオンラ
インゲームに没頭する。オンラインゲーム上では、自分の状況に関わらず、様々な年齢の人と一緒に遊ぶことができ、
楽しかった。出席日数が足りず、全日制高校を中退。大学には進学したいと思っていたが、ゲームがやめられず勉強
に取り組めないことから、久里浜医療センターに入院。入院中に勧められキャンプに参加した。キャンプ中は、他の
参加者の話に親身になってコメントするなど、ムードメーカー的な存在であった。キャンプ終了時には「キャンプ中、
皆の話を聞いて、悩んでるのは自分だけじゃないんだと思い、励みになった」と話した。キャンプ後は、アカウント
をすべて手放し、オンラインゲームを封印。高卒認定に合格。大学受験に向けて勉強に励んでいる。
Ｃ君：16歳。高校１年生。小学校時代勉強をがんばり、中高一貫校に入学。中学２年時、勉強についていくのが大変
であったことと、テニス部の人数が多く、がんばっても選手になれないことから、徐々に不登校になり、オンライン
ゲームにのめり込んでいった。高１では最初の１か月ほどは通学、勉強についていけないなどで再び不登校になる。
久里浜医療センターを受診。運動が好きなため、運動できるデイケアに週２回楽しそうに通い始めた。しかしキャン
プ１か月前には再度昼夜逆転、ゲームにのめり込み、デイケアにこなくなり、キャンプへの参加も拒否的だった。な
んとかキャンプに参加。キャンプでは「遊びも我慢してがんばって入学した一貫校なのに、やめて別の高校に進学す
るのは、小学校時代の努力が無駄になるようで嫌だ、かといって今さらもう勉強はついていけない」と苦しい心境を
話していた。しかし、就職活動中のメンターの一人と様々な話をする中で「自分もメンターさんが目指している車関
係の仕事につきたい」と述べるようになった。２か月後、フォローアップキャンプに参加。
「メンターさんに再会し
たとき、報告できるようにこの２か月頑張った。前の高校をやめ、車関係の資格取得に力を入れている高校に通い出
した」と報告してくれた。
Ｄ君：21歳。大学３年生。家庭内でゲームに対する決まりが厳しく、大学に入るまでゲームはやったことがなかった。
実家から遠方の大学に入学し、一人暮らしになり、授業で必須のパソコンを購入。オンラインゲームをはじめる。ほ
ぼ昼夜逆転した生活だったが、なんとかぎりぎりの単位を取得、大学４年生になった。しかしあまり出席しておらず、
大学に友人がいなかったことから、情報がなく、就職活動に失敗してしまったことをきっかけに、約１か月ネットカ
フェに泊まり込んでゲームをし続ける。ご両親が捜索したところ、がりがりに痩せてゲームをやり続ける本人を発見、
実家に連れてかえり、久里浜医療センター受診となった。キャンプ中の認知行動療法では「やることがないことや人
とのつながりがないことがネットの過剰使用の引き金になると思う」と述べる。キャンプ終了後、やっていたすべて
のゲームのアカウントを削除。バイトをはじめ、休学していた大学への復学を考えている。
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「メンターの役割とその重要性について」


国立信州高遠青少年自然の家

企画指導専門職

山﨑重幸

１ メンターについて

かしながら「参加者の内面をより深く理解するために

メンターとは「指導者・助言者、または支援者」の

はどうかかわれば良いか」
「少しでも参加者の生活改

ことを言う。本年度セルフディスカバリーキャンプで

善に繋がるような声がけはどのようなものか」等につ

は、参加者２～３名に対してメンター２名が担当する

いて夜遅くまで互いの思いや、参加者に対する願いに

ことを基本とした。(参加者16名、メンター15名が参加)

ついて語り合う姿が見られた。キャンプ中にはスマー

これはメンターが常にペアと相談し、様々な観点から

トフォンはもとより、カメラやミュージックプレイ

参加者とかかわったり、共に協力しながら事業に臨ん

ヤー等、全ての電子機器を持ち込んでいないため、参

だりすることを可能にするための配慮であった。

加者は誰一人自分一人の世界に入り込むことなく、担

メンターの存在は、参加者の自己開示やコミュニ

当メンターと語り合ったり、卓球等の軽スポーツで存

ケーション能力の向上、自分を律する能力の向上等に

分に身体を動かしたりしながら自由時間を過ごした。

大きな影響を及ぼすため、メンターの人選はコミュニ

参加者同士や各班担当のメンターと話す時間を十分に

ケーション能力の高さや、過去のメンター経験等を考

確保していたため、キャンプが進むにつれて参加者や

慮しつつ慎重に行った。本年度のメンターは東京都、

メンターたちの明るい話し声や笑い声に溢れる場面が

群馬県、千葉県、埼玉県、神奈川県及び長野県の大学

増えていった。終わりの会に於いて、参加者はメンター

生を中心に15名（男性８名、女性７名）で構成し、久

が自分に寄り添い、相談相手となってくれたことに対

里浜医療センター心理療法士の協力のもと、対象者理

し、皆感謝の言葉を述べていた。

解のための事前研修を実施した。研修では、当事業の
目的・趣旨の理解や、
スタッフとしてのチームビルディ
ングを学んだ。また、インターネット依存とはどうい

３ メンターの成長について

メンターには毎晩行うスタッフ会議の場で、自分の

うものなのか、メンターとしてどのように参加者とか

班に所属する参加者の姿について話してもらい、それ

かわれば良いのかについても学び、不安要素を解消し

ぞれコミュニケーションをとる中で気づいた参加者の

た後キャンプに臨むことができるよう配慮した。メン

変容等について情報を共有し合った。初期の段階では、

ターの中にはネット依存傾向から脱却した経験があ

相手との接し方を模索しながらかかわったメンターた

り、その経験を役立てたいという思いからキャンプへ

ちであったが、参加者とのコミュニケーションが円滑

の参加を決めた者もいた。メンターのペア組みは、メ

にとれるようになるにつれて徐々に饒舌になっていっ

ンター経験や男女バランスを考慮しながら決定した。

た。彼らが会議で話す内容も、参加者の思いに一歩踏

２ 事業中に於けるメンターと参加者のかかわり方

み込みながら接した内容によって、参加者がどう変容
したか等の深い考察が盛り込まれるようになった。

メインキャンプでは２日目まで特定の班を決めず、

様々な体験を共に行い、参加者達と思いを共有する

各活動で参加者とメンターを入れ替え、全員が緊張を

ことで、お互いを思いやりながら自然な笑顔で接する

ほぐしながら誰とでもかかわることができるような雰

ことができるようになっていったメンターたち。コ

囲気を作るように心がけた。

ミュニケーション能力や相手を理解する能力が徐々に

３日目からは、共に活動することによって互いに良

高まり、それに伴って参加者との良好な人間関係が構

い影響を与え合うと思われる班毎の活動に移行した。

築されていった経験は、メンターを務めた彼らにとっ

班編成は、久里浜医療センター心理療法士・企画課職

て非常に大きな自信に繋がったと思われる。

員・施設担当者が、参加者やメンターの相手に対する

参加者達の良き理解者となった彼らの存在がこの

かかわり方や相手に対する思い等を考慮し、それぞれ

キャンプにもたらしてくれた効果はとても一言では言

意見を出し合いながら決定した。

い表せない。非常に大きな役割を果たしてくれたメン

メンターは医療従事者ではないため、指導者・助言
者という立場ではなく、
“話し相手または信頼のおけ
る相談相手”として参加者に寄り添ってもらった。し
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ターの存在は、必要不可欠なものであったと感じてい
る。

メンター

Ａ君より

振り返ると、つい昨日の出来事であるかのように鮮明にキャンプの思い出が蘇る。みんなの笑顔、涙、真剣な眼差

し…どれも全て宝物である。
初めてネット依存というものに触れた私は、ネット依存のほとんどは対人関係や家庭などの外的要因によって引き
起こされるという事実を知った。自分一人ではなく、「全員で乗り越えていく」という強い仲間意識が、それぞれの
一歩を踏み出すきっかけを作ってくれたと感じている。参加者を始め、私たちメンターも、全員が人生の機転となる
キャンプになったのではないだろうか。
私は将来、小学校の教員になることを目指している。このキャンプで得た経験を生かし、子供たちの環境づくりや、
悩みを抱えた際の支援方法を積極的に考え続けていきたい。

メンター

Ｂくんより

普段から私は国立信州高遠青少年自然の家でボランティアをしているが、初めて８泊９日間の長期キャンプに参加

した。キャンプ中、参加者の自身の問題と真正面から向き合い、前に進もうとする姿に、私は自分と同世代の参加者が
発するエネルギーに圧倒された。それと同時に、自分自身の過ごし方はこのままで良いのかと考えるきっかけとなった。
私は現在、大学で教育の技術分野を専門に学んでいて、将来は教育に関わる仕事をしたいと考えている。今回、学
校をドロップアウトしてしまった経験を持つ参加者も多かった。ネット依存は当人の問題であり、ネットとの関係さ
え改善されれば良いものだと思っていたが、依存の背景にある悩みや葛藤、特に対人の問題が根深く関わっていると
感じた。自分は教育者や親になったとき何が出来るのか。たくさんの「問」を持ち帰ることが出来たため、気持ちを
新たに励んでいきたいと思うようになった。
このキャンプにメンターとして参加できて良かった。

メンター

Cさんの感想

私はメインキャンプからフォローアップキャンプを通して、参加者がメンターだけではなく、参加者同士で話し、

楽しみながら変わっていく様子に最も感動した。ある参加者は、メインキャンプでは最後まで悩みや不安を打ち明け
てくれずに終了した。しかし、フォローアップキャンプで「このキャンプで報告するために２か月間、頑張ってみま
した」という言葉が聞かれ、学校のことも話してくれるようになった。さらに、参加者同士でも将来の話をするよう
になり、参加者の顔はメインキャンプの時よりも生き生きしていた。最後に「また会いましょう」という参加者同士
のつながりを大切にする言葉も聞かれ、とても嬉しく思った。このキャンプを通して自らが個々に目標を考え、その
時間を全体で共有することで「仲間」という安心感・やる気を高める空間作りになることを学ばせてもらった。

メンター

Dさんの感想

今回のキャンプではメンターとして、ネット依存傾向の参加者と一緒に８泊９日、２泊３日間を過ごした。悩む事

も多かったが、多くの事を学び、感じる事の出来た感慨深いキャンプだった。
参加者の本音をなかなか引き出せない事もあり、キャンプの途中では「自分がメンターとしている意味ってなんだ
ろう？」「参加者に何をしてあげられるのだろう？」などと悩んだ。さらに、メインキャンプ後も、
「その参加者にとっ
て実りある体験に出来たのだろうか？」と悩んでいた。
しかしフォローアップキャンプ開始早々、バスから降りた彼は
“皆の顔を見たら思わず、自然と笑顔があふれちゃった”
そんな言葉が聴け、その参加者にとってこのキャンプには仲間がいて、自ずと心や表情が緩む。そんな安心できる
場所になっている事に気づいた。そんな仲間の一員となれた事がとても嬉しかった。
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家族会


独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター

１ ネット依存のはじめに

ネット依存家族は、本人と同居していることが大半
であり、「声をかける」という行為（家族対応）の機
会を一番多く持っている。そのため本人の治療導入、
維持、予後などすべての回復過程におき、欠くことの
できない最重要キーパーソンである。その一方で、家
族は、解決を図ろうとあらゆる手段を講じる中で、脅
されたり、無視されたり、ものを壊されたり、暴力を
受けたりすることを繰り返し受けている。また自分の
躾や対応が悪かったなどの過度な自責感、無力感、孤
立感を募らせている。加えて、昼夜逆転傾向の本人が
気になり、夜間熟睡することができず、慢性的な短眠、
不眠傾向から、抑うつや情緒が不安定になり、本人と
冷静に建設的話し合いが持てない。このようにネット
依存家族は依存者に対して重要なキーパーソンであり
ながら傷つき放置されやすい。
家族会は、分かち合い、学び合い、癒し合い、育ち
合いの場と考えている。
SDiC家族会は、キャンプ初日と最終日の２回のみ
で終結する会であること、参加者は他県遠方からの参
加であることを念頭に企画と運営を行っている。
家族会の目的は、過度な自責感や不安感の軽減、感
情や状況の整理に加え、キャンプ中に家族が、安心し
て充分な休息がとれること、休息をとる中で、ネット
依存に関連する家族間の関係等の振り返りや問題の整
理、キャンプ終了直後からの適切で具体的な家族対応
（声かけ）が図れること等としている。
会自体の運営については、家族の大半が、子供が参
加できるよう直前まで様々な対応をし、遠方から来ら
れていること、家族同士が初めて顔を合わすことなど
を考慮した。
また、家族が自身の体験談を語る上で、安心感は欠
かせない。そのために以下のルールを毎回、会開始前
に周知した。
・個人が特定されると思われる発言内容は、一切会場
外で話さない。
（守秘義務）
・他の参加者の発言を批判しない。
（他者批判）
・お互いの日常生活を尊重するために会以外で家族同
士のやりとり（LINE、メール、電話）をしない。（プ
ライバシー保持）
また、複数の多様な発言を視覚的に捉えて、各家族
が問題や状況の整理に役立てられるように、発言内容
のキーワードをスタッフがパソコンで打ち込み、プロ
ジェクターに写しながら会を進行した。

２ 内容

各回共通して、座談会と専門スタッフ（久里浜医療
センターネット依存家族会専属スタッフ２名）による
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前園真毅

講義を行なった。講義は40分程度にとどめ、座談会で、
各参加者が全体で５分発言できるよう司会進行で留意
した。
講義は、久里浜医療センターで開発した「建設的対
話法」というネット依存家族に特化した対応法（４つ
の事前準備と７つの対応で構成）の紹介を中心に、
キャ
ンプ終了直後から各人がどのような適切な対応（声か
け）ができるか、その具体的なフレーズまで考えても
らい、声かけの結果、想定される（または想定されな
い）様々な場面をどう自己評価し、次の声かけや行動
に移れるかをイメージしてもらった。
座談会は、自己紹介、依存の経過、これまでの対応
とその結果、生活や社会的状況、家族の気持ち（不安、
悲しみ、期待など）を語り合ってもらうことを意識し
て実施した。

３ 家族の発言や感想

共通してみられた会での発言や感想をまとめてみた。
１回目（キャンプ初日）
「数ヶ月をかけてこのキャンプ参加を説得してきた。
今朝の直前まで取引するような提案をしたり、なだめ
たりいろいろ声をかけてようやく連れてきた。」
２回目（キャンプ最終日）
「ひさしぶりに休めた。休めてこれからのことをじっ
くり家族全体で考えることができた。会で学んだ対応
を試してみたい。」

４ 課題

子供たちがメンターら第三者を通じて受けたプラス
評価やCBTを通じて得られた学びと気づきは、ネッ
ト依存から脱却する新たな行動変容につながる大きな
体験となっている。
この体験や学び、気づきをいかに家庭に戻って維持
していけるかが課題である。家族は、キャンプの前後
もその最重要なキーパーソンである。しかし、青少年
のネット依存は、進行の速さと社会的問題（進学・就
職）の逼迫性などから家族が子どもの評価できる点や
回復の兆しに対して気づきにくい状況にある。モデル
となった韓国のレスキューキャンプでは、キャンプ中
に子どもと家族とが協働して取り組むプログラムを設
けている。関係の修復と改善を図るためといわれてい
る。日本でも一部の自治体で同様なキャンプの取り組
みが開始されている。キャンプで得られた効果がキャ
ンプ後にも維持できるよう今後、各キャンプでの家族
に対するアプローチ（今回は家族会という形）につい
て重視しその内容を研究していく必要がある。
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参加者Aくんの保護者より

キャンプの際には、機構の皆様に大変お世話になりました。参加をさせての感想ですが、結論としては非常に良かっ

たです。最終日に見た息子の表情が、久しく見せていなかった生き生きとしたもので、それが全てを物語っていまし
た。当初は面識のない人間同士の中で打ち解けられるのかと不安を感じていましたが杞憂でした。メンターたちの素
晴らしいホスピタリティのお蔭でもあり、そのサポートぶりに感動しました。
参加者間の語らいの中で自身に対する葛藤を泣きながら語っていたと聞き、親ではなく第三者による企画、同じ悩
みを持つ者同士での連帯感が本音を引き出せたのかと思います。依存症を解消する即効性は過大な期待となりますが、
自省させる起点になるイベントであり参加価値大でした。ありがとうございました。

参加者Ｂくんの保護者より

久里浜医療センターに通い始めてすぐに、樋口先生から「息子には治療よりもキャンプでの共同生活の方が向いて

そうだ」とキャンプを勧められました。本人も行ってみたいと言ったので、家族としては少し不安でしたが、毎日昼
夜逆転した生活を過ごし、ネット以外の会話もほとんど無かったため、参加させることにしました。
キャンプの最終日、高遠青少年自然の家に迎えに行くと、息子の生き生きとした表情と、仲間、メンターの方たち
と話している姿を見て、こんなに環境で変わるものかとびっくりしました。ただ、家に帰ればまた元の息子に戻って
しまのではないかと不安もあり、複雑な気持ちでした。
しばらく経つとやはり元の生活に戻ってしまいましたが、キャンプ前と比べると表情があり、以前とは確実に変わ
りました。1ヶ月を過ぎたあたり、フォローアップキャンプに参加する直前にアルバイトを始めました。息子に何か
しないとフォローアップキャンプで前と変わっていないと思われてしまう気持ちがあったのかもしれません。
現在はアルバイトも定着してきており、自分でお金も稼げるようになってきました。完全にネットゲームをやめた
わけではありませんが、もうあの時のような異常な感じではありません。何がきっかけだったのかは分かりませんが、
キャンプに行ってから変化があったのは間違いありません。
キャンプに参加させてもらえたこと、心から感謝しております。
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セカンドフォローアップキャンプ

プログラム内容

●プログラム企画のポイント

・平成26～28年メインキャンプ参加者が規則的な生活時間で過ごせること、
近況を語れるようにゆったりとしたスケジュー
ルとした。
・前回のキャンプ後、インターネットとの付き合い方が変わったきっかけや、このキャンプ後に新たなスタートを踏み出せ
るような目標を立てる活動を随所に計画・実施した。
・現在抱えている悩みや葛藤等、このキャンプまでの生活の様子を分かち合った。
※色塗り部分のプログラムは久里浜医療センターが担当、その他は国立青少年教育振興機構が担当し、
運営した。
１日目

２日目

３日目

30日

１日

２日

土

日

月

起床

起床

6:00

朝のつどい

7:00
朝食

8:00
9:00

❸スコアオリエ
ンテーリング

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

17:00
18:00
19:00

茅野駅へ迎え

22:00

西尾根＆東尾根

昼食

荷物検査
はじめの会
カウンセリング
＆
アイスブレイク
(からまつホール)

❶野外炊事①
（ポークカレー・鶏の丸焼き）
入浴

20:00
21:00

昼食
使用場所の清掃・
荷物整理
終わりの会

休憩時間

自由時間
16:00

朝のつどい
食堂

清掃
食堂

❹フォローアップ
(認知行動療法)

昼食
茅野駅へ送り

❸スコアオリエンテーリングを実施し、長時間
にわたり、身体を動かした。ゴール地点に戻っ
てくると汗をかき、10度前後の気温でも半
袖で過ごす参加者も見られた。

アサーション
トレーニング

野外炊事②
（ピザ・ポトフ・フルーツポンチ）

❺焚火の会

❷星座観察会

入浴

就寝準備

就寝準備

消灯・就寝

就寝

消灯

❶レ ク リ エ ー シ ョ ン
ゲームを実施すると
ともに、同時進行で
久里浜医療センター
の臨床心理士が参加
者のカウンセリング
を実施した。
初
 めて会う参加者も
いたが、協力しなが
ら野外炊事を行った。

❷標 高約1,300ｍの信州高遠では星空が
明瞭に見えるため、星空観察会を実施し
た。天体の講師による宇宙に関する話も
参加者を喜ばせていた。
星
 が好きな参加者は、望遠鏡の順番待ち
をしている間も、講師に質問をするなど、
興味津々な様子だった。

❹認知行動療法では「前回のキャンプから今回
のキャンプまでの状況」や「今後の過ごし方」
について自分自身で考えた。全体で報告し合
うことで、自分の状況を把握、他者の意見を
取り入れ、参考とした。
イ
 ンターネットとの付き合い方がなかなかう
まくいっていない参加者の発言でも、否定す
ることなく分かち合った。

❺焚 火 を 取 り 囲 ん
で、今回のキャン
プの出来事や、こ
れからの自分につ
いて、互いに語り
合った。なかには、
今までの悩みを相
談する参加者もい
て、メンターは親
身に傾聴していた。

●当日のプログラム
がスムーズに実施
できるよう、メイ
ンキャンプ等に続
き、毎日の予定を
ボードで「見える
化」した。
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セカンドフォローアップキャンプ参加者の変容


独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター

三原聡子

韓国ではネット依存の治療合宿Rescue Schoolが全国でさかんに行われ、専用の宿泊施設もあるとのことである。
しかし、長期にわたるフォローアップの取り組みは行われていないという。
この「セカンドフォローアップキャンプ」は、平成26年からの計３回目のキャンプ参加者全員に呼びかけ、希望者
が参加できるフォローアッププログラムである。２度目のフォローアップキャンプということで、セカンドフォロー
アップキャンプと命名している。今回、平成26年度参加者10名のうち１名、平成27年度参加者12名のうち１名、平成
28年度参加者16名のうち10名の計12名が参加した。
キャンプ後の生活について、参加者の多くが話していたことは、
「キャンプ終了直後はがんばろうと思ってネット
の使用時間が減る。２～３か月してまたもとの生活に戻りつつあるときにフォローアップキャンプがあり、そこで生
活を立て直すことができる」というものである。この、キャンプ参加者の多くが体験した、キャンプ終了後はがんば
ろうと思い、生活が改善する体験を、参加者の間で「キャンプ効果」と呼ぶようになった。ではフォローアップキャ
ンプ後はどうしていたのであろうか。参加者によると「それから、山あり谷ありだけど、今回のようなフォローアッ
プキャンプがあると、また生活を立て直す機会になる。だから本当は、毎年一回フォローアップキャンプをしてほし
い」とのことであった。この「山あり谷あり」については以下のケースを参照していただきたいが、参加者が時にネッ
トの使用時間が長くなってしまったりしながらも、キャンプでの生活体験や人との交流を支えに自分の目標に向かっ
て生活を立て直そうと奮闘している様子が伝わってきた。
このように、キャンプ中、ネット依存治療のためのキャンプであることを忘れてしまうほど、参加者たちが自分の
生活や将来の目標について話をすることがこのキャンプにおいて最も印象的な点であった。
一方で、半数以上のメインキャンプ参加者が、様々な理由から今回のキャンプに参加しなかった。実生活が忙しく
なってしまって参加できなかった者もいるが、キャンプ参加以前のようにネットに埋没する生活をしてしまっている
参加者もいる。このキャンプ参加後の転帰に関しては、今後さらなる研究が必要であろう。
メインキャンプの中で、重要な役割を担っているのは、参加者に寄り添い、様々な話をし、一緒にプログラムを乗
り越えていく大学生のボランティア、メンターの存在である。今回、メインキャンプ参加経験から１～２年経過して
いるセカンドフォローアップキャンプ参加者から、
「いつか自分もメンターになりたい」と言う参加者が何人か見ら
れたことは、大変うれしいことであった。彼らの心の中に、メンターの存在が長期にわたって大切に残っているとい
うことであろう。メンターと温かい関係性を築いた体験、キャンプに参加した体験が、今後も長く彼らの支えになる
可能性を示している。このSDiC卒業生の中から、多くのメンターが育っていき、今度は彼らが誰かの支えになって
くれることを期待している。
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※個人が特定されないよう、詳細には変更を加えています。

■A君：18歳

大学１年生

平成28年度メインキャンプ参加時の様子：対人関係に過敏で、周囲から見るとちょっとしたことをきっかけに中２
から不登校。徐々に、ゲームセンターのゲームにのめりこむようになった。全日制の高校に入るも一度も通えず、通
信制高校に転校、レポートはなんとか提出するが、大学受験の勉強をしようと思っても集中力が続かない状態であっ
た。久里浜医療センターにも、最初は母親のみ通っていたが、しばらくしてようやくご本人も通院するようになった。
キャンプ参加を勧めても最初は拒否的であった。しかしキャンプが始まると、器用なA君は、参加者やメンターの上
手な似顔絵を描いて皆に称賛されたり、楽器を演奏したりして、皆の中心的な存在になり、とても楽しそうに過ごし
ていた。キャンプの終了時には「受験勉強して大学に入り、学生生活をやり直したい」と述べる。
メインキャンプ後からセカンドフォローアップ参加時の様子：キャンプ後は、キャンプ中に集団の中で問題なくすご
せた感覚を維持したいと、久里浜医療センターのデイケアに通うようになった。しかしゲームセンター通いは続き、
受験前になるとますますゲームセンターに入り浸るようになった。なんとか大学に合格、「一度でも遅刻・欠席すると、
行かなくなっちゃうから」と一度も遅刻も欠席もせず、大学に通い、友人もできた。夏休みには、友人と物流センター
でバイトをし、朝５時に起きる生活を送った。セカンドフォローアップキャンプの初日にも、大学で授業があると遅
れて参加。ゲームセンター通いは相変わらずのようであったが、明るい表情で「大学が楽しくて楽しくて…」と話し
ていた。

■B君：15歳

中学３年生

平成28年度メインキャンプ参加時の様子：両親の喧嘩がたえず，小学校高学年からご飯もあまり食べずにオンライ
ンゲームにのめりこみ、中学ではほとんど不登校となった。久里浜医療センターにも本人は２回しか来院できず、母
親のみ通っていた。母親より、
「子供のころからキャンプは大好きで、キャンプに誘えば来ると思う」とのことで、
声をかけたところ参加された。著しく痩せていたが、キャンプ中は、３食ご飯を食べ、皆と楽しそうに過ごしていた。
ファッションセンスのいいB君は、ミサンガ作りに夢中になり、センスのいい色の組み合わせのミサンガを何本も作っ
てはみんなにプレゼントしていた。
メインキャンプ後からセカンドフォローアップ参加時の様子：キャンプ後ふたたび不登校になってしまった。ご飯を
たべずに昼夜逆転してゲームをし続けるため、ますます痩せていった。中３になり、進路を決めなければならないが、
進路どころではなく、生活の乱れを立て直したいところであった。そのような生活のなかでもセカンドフォローアッ
プには参加される。１年ぶりに会う仲間と楽しそうに話をされ、トレッキングでも「家から出ない生活しているから
運動するの、久しぶり」といいつつ、元気よく走り回っていた。体を鍛えている他の参加者をみて、腹筋のやり方な
どを聞き、
「ちゃんとご飯食べて、体を鍛えて筋肉つけたい」と述べていた。その後、自分で決めた高校に合格した。
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運営体制と各役割について
■国立青少年教育振興機構本部：
事業全体の統括、企画運営委員会の運営、文部科学省関連の各種対応、委託関係の庶務（経費・報告書作成を含む）
、
メンター募集、参加者・保護者向け事前説明会時の説明、メンター向け事前研修会の運営、SDiC運営（統括）、SDiC
時のアンケート調査の実施、生活習慣等に関する調査の実施
■国立信州高遠青少年自然の家：
メンター募集、SDiC準備、SDiC運営（各プログラムの指導、全体進行等）
、メンターの調整、参加者・保護者向け
事前説明会時の説明、メンター向け事前研修会の運営
■久里浜医療センター：
SDiC運営（認知行動療法、カウンセリングの実施、家族会の開催等）、参加者募集・調整、救護、ネット依存に関す
る調査の実施、参加者・保護者向け事前説明会の運営、メンター向け事前研修会の講義
※

キャンプ前後

※

キャンプ当日

文部科学省
委託
国立青少年教育振興機構本部
設置
企画運営委員会…有識者含む
（事務局：国立青少年教育振興機構企画課）
企画・評価

国立信州高遠
青少年自然の家

久里浜医療センター

家族会の開催

統括

認知行動療法、
カウンセリング
等の実施

保護者

参加者
キャンプ後
のフォロー
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各プログラムの指導等

サポート

国立青少年
教育振興機構
本部
募集

メンター

企画運営委員会
本事業を実施するに当たり、国立青少年教育振興機構に企画運営委員会を設置し、以下の内容について検討した。

■ 企画運営委員会の検討経過
日時

企画運営委員会の検討内容

・企画運営委員会の設置について
・平成29年度「セルフディスカバリーキャンプ（SDiC）」について
・平成29年度SDiC運営体制の確認について
第１回企画運営委員会 ６月30日
（金） ・メインキャンププログラム及びセカンドフォローアップキャンププログ
ラムの内容検討について
・メンター向け事前研修会について
・参加者・保護者向け事前説明会について
・メインキャンプ、セカンドフォローアップキャンプの事業報告及び検討
事項について
第２回企画運営委員会 10月４日
（水） ・フォローアップキャンププログラムの内容検討について
・生活習慣に基づく調査について
・平成29年度事業報告書の作成について
・平成29年度事業のまとめと意見交換
第３回企画運営委員会 ２月１日
（木） ・報告書について
・平成30年度事業について

■ 企画運営委員名簿（50 音順、敬称略、◎は委員長）
大

橋

普支俊（名古屋石田学園星城高等学校入試広報部副部長、前愛知県刈谷市立雁が音中学校校長）

杉

森

伸

津久井
中

山

伴

吉（東京学芸大学教授）
賢（国立青少年教育振興機構教育事業部長）

秀

紀（国立病院機構久里浜医療センター精神科医長）

美佐子（上田市教育委員会生涯学習・文化財課青少年育成指導員）

藤

井

栄

司（長野県教育委員会事務局心の支援課指導主事）

◎樋

口

松

村

純

子（国立花山青少年自然の家所長）

三

原

聡

子（国立病院機構久里浜医療センター主任心理療法士）

山

﨑

重

幸（国立信州高遠青少年自然の家企画指導専門職）

進（国立病院機構久里浜医療センター院長）
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ネット依存に関する最近の進歩


独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター

樋口

進

ゆっくりであるが、様々な分野でネット依存対策が

依存専門外来をわが国で最初に開いた。そのため、受

進んでいる。このSDiCもその一つである。医療面で

診してくる患者さんのネット依存をめぐる症状や問題

の進歩で特筆に値するのは、ネット依存の診断ガイド

がいかに重症であるか、治療スタッフはよく理解して

ラインが、2018年に出版されるICD-11に初めて収載さ

いた。また、正式な病名がなければ、ネット依存に関

れることであろう。このICDはWHOが作成している

する研究も治療法の開発や改善も進まないことや、

国際疾病分類の略で、現在使われているのは、その第

ネット依存を診療する医療機関も増えないことも理解

10版（ICD-10）である。これがほぼ25年ぶりに改訂さ

していた。

れるのである。ICDに診断ガイドラインが収載されれ

そこで、筆者はWHOの依存部門の担当官である

ば、世界的に正式に病名として認められることになる。

Poznyak博士の説得を試みた。そしてやっとネット依

現在のICD-10でネット依存に該当する病名は「その他

存をICD-11に入れるためのプロジェクトを開始する

の習慣及び衝動の障害」である。文字通り、何でもこ

までにこぎつけた。そのために、必要な資金を久里浜

の中に入れられるクズカゴのような病名である。

医療センターから拠出することを約束した。2013年の

先にネット依存のガイドラインと書いたが、正式に

ことである。この合意に基づき、WHO会議とそれに

は「ゲーム障害（gaming disorder）
」である。ネット

伴う情報の蓄積を2014年８月の東京会議を皮切りに、

依存には他に、例えば、SNS依存、ポルノサイト依存、

2015年にソウル、2016年に香港、2017年にイスタンブー

電子掲示板依存など様々なカテゴリーがある。
しかし、

ルで行ってきた。その間の2016年10月にゲーム障害の

現在のところ、これらに関する研究は充分になされて

定義がICD-11の草稿に初めて収載された。この件に

きていないため、病名としての収載は見送られた。あ

エネルギーを注いできた当センターにとり、努力が報

る行動の行き過ぎとそれに基づく健康・社会問題を合

われる形となった。

わせて行動嗜癖と呼ぶ。ICD-11では、この行動嗜癖

表にゲーム障害の診断ガイドラインの草稿の邦訳を

として、このゲーム障害とギャンブル障害が正式な病

示した。既述の定義を前進させ、日常診療に使える形

名として収載される予定である。

にしたものである。今後、これを基に実地試験が行わ

このゲーム障害収載に関して、久里浜医療センター

れ、最終版が作成される。翻訳は筆者による仮のもの

の果した役割は大きい。そもそも、

であるが、診断ガイドランの最終版はこれと大きく違

当初ICD-11に、ネット依存が収載される話は全くな

わないだろうと推察される。

かった。久里浜医療センターでは、2011年よりネット
表．ICD-11 ゲーム障害の診断ガイドライン（草稿）
持続的または再発性のゲーム行動パターン（インターネットを介するオンラインまたはオフライン）で、以下
の以下のすべての特徴を示す。
1

a．ゲームのコントロール障害（例えば、開始、頻度、熱中度、期間、終了、プレイ環境などにおいて）。
b．他の日常生活の関心事や日々の活動よりゲームが先に来るほどに、ゲームをますます優先。
c．問題が起きているにも関わらず、ゲームを継続またはさらにエスカレート（問題とは例えば、反復する対人
関係問題、仕事または学業上の問題、健康問題）。

2 ゲーム行動パターンは、持続的または挿話的かつ反復的で、ある一定期間続く（例えば、12ヵ月）。
ゲーム行動パターンは、明らかな苦痛や個人、家族、社会、教育、職業や他の重要な機能分野において著しい
3
障害を引き起こしている。
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子供のネット使用に関する家族でのルール設定について


前愛知県刈谷市立雁が音中学校長

大橋普支俊

今年内閣府から２歳児のスマートフォン（以下スマ

せる際に親子で約束をしっかり結ぶ」ことを呼びかけ

ホ）利用率は30.7％、その中でネット使用率は22.7％

た。当初、この呼びかけに呼応して親子で約束を作り

といった調査発表があった。母親が忙しいときに子供

守っている生徒は、中学３年生が23％であったのに対

が静かにじっとしていてくれることはとてもうれしい

して中学１年生53.2％であった。つまり、スマホ使用

ことである。少し前までは、
「子供がテレビばかり見

の期間の長い生徒ほど、約束が守れない状況になって

ていて勉強をなかなか始めようとしない」という親の

いた。したがって、スマホ使用における子供との約束

声をよく聞いた。しかし、今の子供たちは、テレビよ

は、2012年に米国のホフマンさんが息子のグレゴリー

りスマホを使用している時間が圧倒的に多いのであ

君にクリスマスプレゼントとしてスマホを与える際に

る。しかも、その姿は、テレビのある居間から消えて、

「スマホ18の約束」をしたことが有名であるが、最初

自分の部屋に移り、親の目に入らなくなった。それだ

の契約の際に、親子でよく話し合い約束事を決め、契

けに親は、子供がどれぐらいスマホを使用しているか

約者である親の責任のもとで管理していくことが大切

知らないでおり、日常生活に支障が出てきて初めて気

である。ホフマンさんは「一度失敗しても話し合って

づくのである。そのときに約束をしようとしても手遅

やり直しましょう」とも言っている。常に親子で話し

れとなっている。刈谷市でも2014年に「スマホを持た

合って決めようとしているところが大切である。

学校現場におけるネット依存対策の現状


長野県教育委員会事務局心の支援課

指導主事

藤井栄司

１ 児童生徒の実態（長野県の場合）

３ 今後の取り組みに期待されていること

トについてのアンケート」によると、児童生徒の学年

組みだけでは限界がある。長野県教育委員会では、県

が上がるにつれて、自分にネット依存の傾向があると

教育長、県PTA連合会長、県高校PTA連合会長連名

認識する児童生徒が増える傾向にあることが読み取れ

で「インターネットの安全な利用に関する共同メッ

る。小学生が7.4％（同保護者16.5％）
、中学生が13.5％

セージ」を発出するとともに、ネットの安全な利用に

（同 保 護 者21.9 ％ ）
、 高 校 生 が30.6 ％（同 保 護 者

向けて児童生徒自身が主体的にルール作りに取り組む

30.0％）であった。

活動を推進し、児童生徒を取り巻く健全な環境作りに

長野県教育委員会が７月に実施した「インターネッ

２ 学校現場の苦悩

ネットを安心安全に利用するためには、個人の取り

力点を置いている。
ネットトラブルは、一度起きるとその影響は生涯続

学校にスマホの持込みを制限しても、スマホをめぐ

くことが少なくないため、危険を事前に予測し、回避

る諸問題は根本的には解決しない。もはや使わせない

する危機管理能力が大切になる。乳幼児期から始まる

指導ではなく、適正な使用方法を指導する段階に入っ

このリスクは、家庭における情報モラルの意識の差と

た。学校では、家庭・地域と密接に連携しながら、学

連動するため、保護者の情報モラル教育を中学生等か

校外でのスマホに関する課題や指導に取り組むことが

ら開始する必要性を感じることが多い。

求められている。家庭の実情に合わせて、できるだけ

地域に関係なく発生しているネットトラブルの現状

早い時期から「家庭でのルール作り」を始め、フォロー

から、学校の担う役割はますます大きくなってきてい

していくことが指導の第一歩であると感じている。

ると感じている。
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行政でのネット依存対策事業について
～市町村にできること～


長野県上田市教育委員会

伴美佐子

society 5を目前に控え、子供たちを取り巻く世界は

げた(市内３か所目）
。親元を離れ、公民館に宿泊をし

厳しい。少子化、学力偏重、貧困、いじめ…、これら

ながら、地域の方々と出会う。衣食住のすべてを自分

が容赦なく子供たちに降り注ぐ。幼い頃よりパソコン

自身の手で行った４日間は、子供たちをちょっと大人

やスマートフォン等の電子機器に触れ合い、慣れ親し

にした。

んだ子供たちが、ちょっとした現実逃避の場として、

今回、日々の業務を離れ、初めてSDiCに携わり、

「web
（蜘蛛の巣）の森」に迷い込んだとしても何ら

「キャンプ成功の胆は、メンター」だと強く感じた。

不思議はない。

彼らは事前研修会の時から、依存に関する学習や特性

きも

豊かな自然に囲まれたここ長野県上田市でさえ、都

を真剣に学び、参加者に寄り添い、信頼関係を築くた

市部の子供たちと変わらない日常があり、体験活動は

めの努力を惜しまなかった。まず驚いたのが、キャン

減り、五感をフル稼働した集団での生活は絶滅危惧状

プ初日の出迎えの場面から、メンターは参加者の不安

態だ。そんな中で市町村行政に何ができるのか。web

を取り除くため笑顔で「待っていたよ」と歓迎した。

の森は危険だから柵を張り巡らすべきか、それとも、

参加者はどれほどホッとし、うれしかったことだろう。

溺れないための泳ぎ方を教えるべきか。

キャンプ中も参加者のことを第一優先に考え、参加者

さて当市では、市内小中学校でのネットリテラシー

を後押しする姿が見られた。

教育と並行して、子供たちの体験活動の充実に取り組

フォローアップキャンプ最終日、あるメンターが
「参

んでいる。５年前には、途絶えていた市主催のキャン

加者は自分の兄弟のような存在」と話した。私はこの

プを、敢えて「まちなか」で復活。市内の小学生が、

時、あらためて、若い彼らに人として最も大切なこと

上田のまちのど真ん中「上田城跡公園」にテントを張

を教えていただいた。

り、２泊３日でまちを遊び尽くす。活動の中で子供た
ちは、
城下町の不思議に目を見張り、
たった２軒になっ
てしまった銭湯で寿し詰め状態で裸の付合いをする。
メニュー決めから買い物、調理まで一切をチームです

SDiCや関わる事業で子供と接するにつけ、私はル
ソーの教育論『エミール』の一節を思い出す。
「子供を不幸にする一番確実な方法は、いつでもな
んでも手に入れられるようにしてやることだ」

る夕食コンテストでは、
「色鮮やかなカップ押し寿司」

webの森の闇に子供が迷い込む前に、体験活動や多

や「こだわりパテのハンバーガー」などという、「ま

様な他者との協働によって、子供たちが「心の根っこ」

ちなか」ならではの献立で、鼻高々だ。

をしっかりと張れる教育の場づくりをしていきたいと

また今年度は、大学と協働し「通学合宿」を立ち上
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強く願う。

集団宿泊体験による対人コミュニケーション能力の向上


人間は社会的動物だ、と言われるが、社会的動物と
は、どういう意味だろう。それは、それぞれの個体だ
けで生きるのではなく、集団を作り、個人の力を上回
るように集団の力を活かし、個体の生存可能性を高め
る動物ということだろう。要するに、組織を作り、そ
の成員同士のコミュニケーションを通じて、適応能力
を高める存在である。文字、テレビやインターネット、
本などのさまざまなメディアを使ってコミュニケー
ションするのは、
人間の得意とするところだが、
コミュ
ニケーションは、動物や昆虫でも行っている。多くの
昆虫は、フェロモンなどのにおい物質で情報伝達し、
蜂などはダンスを通じて視覚的にも情報伝達をする。
動物も、音声や表情を使って、様々な情報伝達をする。
では人間における対人コミュニケーション能力は、
これらの動物や昆虫と比べ、何が同じで何が違うのだ
ろう。同じなのは、それぞれの個体の生存に関する部
分だろう。
例えば、
「敵やリスクが迫っている！」とか、
「あちらに食糧がある」などである。人間の場合は、

東京学芸大学

教授

杉森伸吉

組織の持つ生き残り戦略も複雑なので、単に感情やリ
スク・ベネフィットを伝えるだけではなく、より論理
的な内容も伝える必要がある。
また人間は、動物や昆虫よりも複雑なだけに個人差
も文化も多種多様である。文化が多様になると、異文
化間コミュニケーションが難しくなる。ある文化では
称賛されるのに、他の文化では、タブーや犯罪になる
こともある。近年は個の尊重が重視され、多様化が進
み、個々人が互いに異文化になるため、どうやって気
心知れたらいいのかがわからなくなる。しかしこのよ
うな集団宿泊をすることで、共通体験をした仲間同士
の安心感を体感し、そこから他者を尊重し、わかり合
うことの楽しさ、いとおし
さが体感できるのが、人間
関係の希薄化した今だから
こそ、かけがえのない体験
になるのだと思う。

SDiC（１回目から４回目）の改善内容と事業の活用


平成26年度に初めて文部科学省の委託を機構本部が
受け「青少年教育施設を活用したネット依存対策推進
事業」を実施した。私は、立ち上げから関わっている
が、本事業には「不動」のプログラムと「改善」のプ
ログラムがあると思っている。
国立青少年教育振興機構と国立病院機構との連携
は、
文部科学省と厚生労働省という組織の違いも有り、
お互いがお互いを理解するところから始まった。参加
者は、１回目から久里浜医療センターに集めていただ
いているがこれは不動である。
メインキャンプ後、寡黙だった参加者が自分の気持
ちを人に伝え、よく話すようになったのは、メンター
の力が大きかった。そこで、２回目から参加者との関
わりが大きいメンターの事前研修を組み入れた。フォ
ローアップキャンプも参加者が参加しやすいよう２泊
３日の１回に改善した。
３回目の改善は、セカンドフォローアップキャンプ
を２泊３日で実施したことである。フォローアップ
キャンプは当該年度の参加者を対象とし、セカンド

国立花山青少年自然の家

所長

松村純子

フォローアップキャンプは、以前の参加者も参加でき
るようにした。
本年度４回目は、キャンプ施設を変更した。国立青
少年教育振興機構にとっても多くの施設が本事業に関
わることは大切である。
平成26年度の事後アンケートに添えられた参加者の
母親からの手紙に「これからも、医療と教育の連携を
強めて頂くことが、医療を必要としている子供に大き
な成長を与えて頂けるものと思います。」とあったが、
課題を抱える青少年を支援するためには、多くの関係
機関と連携するという意識が必要だ。
私は機構本部から平成28年度に花山に異動したが、
本事業に関わらせて頂いたお陰で病院と組んで事業を
実施することに抵抗がなくなった。今は宮城県立こど
も病院と連携し、肥満傾向の子供たちを対象とした事
業を実施している。
今後は、本事業の手法の活用方策として「教育と医
療」が連携して事業を企画する風土が全国の青少年教
育施設に広がることを願っている。
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