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蓼科保養学園は、小学５年生約 40 名が親元を離れ、70 日間の長期寄宿体験を行ってい

る。児童は、仲間と生活を共にする中で、併設された学校に通いながら、自然体験活動や、

学園ならではのマラソンや竹馬といった運動に取り組んでいる。 

70 日間の長期寄宿体験が、児童の生きる力に与える影響を明らかにするために、「IKR

評定用紙」を用いた調査を行った結果、児童の生きる力の得点が有意に向上したことがわ

かった。長期寄宿体験に対する不安の調査結果から、第２期入園児童の長期寄宿体験に対

する不安は、入園当初に比べて学園生活中盤の方が減少したことがわかった。入園時、学

園生活に対する不安の高低群間で生きる力に有意差が認められたが、学園生活中盤には、

両群の生きる力の差はみられなくなった。また、統制群との比較では、第３期入園児童の

生きる力は有意に向上し、統制群では有意な変化はみられなかった。 

蓼科保養学園における 70 日間の長期寄宿体験は、児童の生きる力の向上に影響を及ぼ

したと考えられる。 

生きる力、長期寄宿体験、小学生、不安 

平成８年の中央教育審議会答申「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について」１)

では、生きる力の育成を基本方針とすることが提言された。また、現行の小学校学習指導

要領解説特別活動編２)では、遠足・集団宿泊的行事のねらいと内容を「自然の中での集団

宿泊活動などの平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむと

ともに、人間関係などの集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積む

ことができるような活動を行うこと」と示し、特に、小学校段階においては、自然の中で

の集団宿泊活動を重点的に推進することが望まれると示されている。加えて、集団宿泊活

動の期間について、「望ましい人間関係を築く態度の形成などの教育的な意義が一層深まる
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とともに、高い教育効果が期待されることなどから、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

示し、長期間の実施を推奨している。また、道徳教育においては、指導の配慮事項として、

「集団宿泊活動やボランティア活動、自然体験活動などの豊かな体験を通して児童の内面

に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない」３)と示している。 

長野県諏訪市の蓼科保養学園では、市内７小学校から約 40 名の小学５年生が入園し、

親元を離れ 70 日間の長期寄宿体験を行っている。入園児童は、仲間と生活を共にする中で、

自然体験活動や、学園ならではのスポーツ活動に取り組んでおり、生活体験、自然体験、

社会体験が数多く組み込まれた活動を体験している。 

長期の宿泊体験や自然体験活動の教育的効果については、これまで多くの研究４)５)６)７)

がなされ、生きる力の向上などの成果が報告されているが、70 日間に及ぶ長期の活動に参

加した児童の生きる力等の変化を扱った研究は報告されていない。また、自然豊かな農山

漁村に一年単位で移り住み、地域の公立小中学校に通う山村留学については、中森ら８)が

インタビュー調査によって、その教育的効果を報告しているが、長期寄宿体験の教育的効

果についての研究は報告されていない。 

叶ら９)は、施設利用型の３泊４日の自然体験活動を通して、児童・生徒の心理的側面に

及ぼす変化を検討するため、参加者である小学５年生から中学２年生計 42 名を対象に、状

態不安測定、コンピテンス測定、一般的自己効力感測定、プログラムでの効力感測定、協

力意識測定を行った。その結果、出会いのころと雪洞泊を行うころに高い不安を感じると

いうプログラムを通して、子ども達は、友人コンピテンスや活動、仲間、自分への取り組

みという状況的な効力感を培い、今後も意欲的に取り組めると認識することができるよう

になったと述べている。70 日間もの間、親もとを離れ初めて会う仲間と生活することは、

児童にとって高い不安を感じるものであり、不安が教育的効果に及ぼす影響についても明

らかにしていく必要がある。 

そこで本研究では、蓼科保養学園の取組みの教育的効果を検証するため、今まで多くの

体験活動の評価として用いられている「生きる力」に着目し、70 日間の長期寄宿体験が児

童の生きる力に及ぼす影響について明らかにすることを目的とする。 

 蓼科保養学園は、大正 12 年に虚弱児童の心身の鍛練と体位の向上のための施設として医

師の小澤侃二によって創設された。昭和 23 年に長野県諏訪市に寄贈され、昭和 27 年から

児童福祉法に基づく虚弱児施設として運営されていたが、現在は諏訪市独自の児童福祉施

設となり、子どもの心と体の健康づくり、精神面での自立の促進、蓼科の恵まれた自然と

のふれあいの推進を目的に運営されている。児童は、学習指導要領に基づく教育を受けな

がら、家族と離れ同学年の仲間と集団生活を送っている。また、諏訪市医師会・嘱託医の

全面的な協力により、医学的研究成果にもとづく生活指導、健康管理指導が行われている。

学園は、標高 1250m の高原に位置し、四季折々の変化に富んだ環境にある。 

 入園期間は、70 日間で、１年間を４期（１期：４月～６月、２期：７月～９月、３期：

10 月～12 月、４期：１月～３月）に分けて実施している。各期の定員は 40 名であり、入

Ⅱ 研究方法 

１．蓼科保養学園の概要 
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習指導や生活指導、健康管理など、学

園生活全てのサポートを行っている。 

日常生活は、表１に示す日課表に沿

って行われ、児童は、ホームと呼ばれ

る部屋で４～５名で共同生活を送る。

生活に必要なことは自分たちで行うよ

うに指導されており、清掃は全員が分

担制で行い、食事は調理されたものを

児童が当番制で配膳する。 

 蓼科保養学園には学校が併設されて

おり、２学級に分かれ（１学級約 20

名）、学習指導要領に基づき、在籍校と

同様の学習指導がされている。 

毎日、朝と夕方に運動の時間があり、

児童は主にマラソンと竹馬に取り組ん 

でいる。マラソンは、70 日間で 215km

を走ることが目標とされており、児童

は自分で走行距離を計算し生活日記に

記録していく。竹馬は、児童自身が作

製したものを使用し、５級から１級、

初段から５段まで計 10 段階の学園独

自の検定があり、全ての検定に合格す

ると、竹馬名人級という称号がもらえ

る。児童同士が検定員となって、検定

を進めている。 

その他、大縄跳びや卓球などにも取

り組むことがある。 

また、豊かな自然環境の中で、表２

のような様々な行事や体験プログラム

を行っている。他にも各期共通する行

事として、入園式と退園式、70 日間の

中で唯一保護者に会うことができる面会日（中間日に設定）、退園前のお楽しみ会、蓼科湖

マラソン大会が行われている。 

6:30 起床、洗面、掃除 

 7:10～ 7:40 ラジオ体操、マラソン 

 7:50～ 8:20 朝食 

8:45 登校 自習、読書、手紙 

 8:50～12:00 学校 集団活動 

12:00～13:00 昼食 

13:00～15:00 学校 集団活動

15:00～15:10 おやつ 

15:20～17:45 運動、入浴 

18:00～18:30 夕食 

18:35～19:40 自習 

19:40～19:50 翌日の準備、荷物の整理整頓 

19:50～20:15 自由時間 

20:20～20:40 生活日記 

20:40～21:00 就寝準備 

21:00 消灯 

表２ 学園の行事

期 行事・体験プログラム

第
１
期 

ネイチャーゲーム、もちつき・お花見会、

ミニ運動会、オリエンテーリング、遠足、

ますつかみ、尖石縄文考古館体験学習 

第
２
期 

尖石縄文考古館体験学習、飯盒炊爨、プー

ル開き、ネイチャーゲーム、キャンプ、夏

祭り、オリエンテーリング、ますつかみ 

第
３
期 

ますつかみ、遠足、オリエンテーリング、

もちつき会、ネイチャーゲーム、みそづく

り体験 

第
４
期 

もちつき会、スケート教室、ネイチャーゲ

ーム、オリエンテーリング、そり滑り・ス

キー教室、卓球会 

 園対象となる児童は、諏訪市内の小学校に在籍する小学５年生の児童である。入園できる

条件は、親が入園を希望する者と学校の担任、養護教諭、校医が推薦する者とされている。

近年の傾向として、自分の意志で入園してくる児童が多いようである。 

 職員は、園長１名、児童指導員２名、保育士４名、看護師１名、栄養士１名、支援員１

名、教員２名、調理員３名、庁務員１ 表１ 学園日課表 

名、嘱託医２名の計 18 名で、児童の学 時間 平日 土日 

46 Ⅱ　投稿原稿／70日間の長期寄宿体験が児童の生きる力に及ぼす影響



２．調査対象者及び調査時期 

 70 日間の長期寄宿体験の効果を明らかにするため、平成 X 年の第２期入園児童 37 名（男

子 21 名、女子 16 名）を対象に、Pre、Mid、Post1、Post2 の計４回、IKR 評定用紙を用い

た調査を行った。また、長期寄宿体験に対する不安の調査を、Pre と Mid に併せて行った。

有効回答数は 37 名であった。第２期は、夏休みを含むため、キャンプや夏祭り等の学園行

事が豊富な期である。 

さらに、70 日間の長期寄宿体験の効果を比較検討するため、協力校に依頼し統制群を設

け、第３期と同時期に調査を行った。対象は、平成 X 年第３期入園児童 35 名（男子 21 名、

女子 14 名）、第３期の統制群（諏訪市内の Y・Z 小学校）135 名である。有効回答数は、第

３期入園児童は 35 名であり、統制群は 132 名であった。調査対象と調査時期は表３の通り

である。 

なお、入園児童の調査は、Pre は入園日直後、Mid は中間日前後、Post1 は退園日直前に

学園内で実施し、Post2 は退園２か月後に郵送にて調査を実施した。統制群の調査は、各

学校内で実施した。 

表３ 調査対象と調査時期 

 有効回答数 Pre Mid Post1 Post2 

第２期入園児童 37 7／14 8／12 9／16 退園 2 か月後 

第３期入園児童 35 10／10 ― 12／16 ― 

統制群 Y 小学校 74 10／12 ― 12／12 ― 

統制群 Z 小学校 58 10／17 ― 12／9 ― 

 

３．IKR 評定用紙 

 児童の生きる力を測定するため、橘ら 4)5)が開発した「IKR 評定用紙」を用いて調査を行

った。この評定用紙は、生きる力を

構成する「非依存」「積極性」「明朗

性」「交友・協調」「現実肯定」「視野・

判断」「適応行動」「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」「身体的耐性」「野

外技能・生活」の 14 の下位指標（表

４）についてそれぞれ５項目（その

うち一つは逆転項目）、計 70 項目か

ら成る。各項目は、「とてもよくあて

はまる」から「まったくあてはまら

ない」の６段階で回答を求め、「とて

もよくあてはまる」を６点、「まった

くあてはまらない」を１点とし、個

人の生きる力得点の合計は 70～420

点の範囲となる。 

表４ 生きる力を構成する指標 

 上位指標 下位指標 

生きる力 

心理的社会的能力 

①非依存 

②積極性 

③明朗性 

④交友・協調 

⑤現実肯定 

⑥視野・判断 

⑦適応行動 

徳育的能力 

⑧自己規制 

⑨自然への関心 

⑩まじめ・勤勉 

⑪思いやり 

身体的能力 

⑫日常的行動力 

⑬身体的耐性 

⑭野外生活・技能 

47Ⅱ　投稿原稿／70日間の長期寄宿体験が児童の生きる力に及ぼす影響



４．不安の調査 

70 日間親元を離れ、学園で生活することに対する児童の不安を測定するために、アンケ

ートを作成した。アンケートは、学園生活を送る上で感じる不安として、「親とはなれてく

らすこと」「友達と仲良くできるか」「規則正しい生活ができるか」「自由にテレビを見たり、

ゲームをしたりできないこと」「マラソンや竹馬などの運動」の５項目と、逆転項目「学園

生活が楽しみ」の計６項目から成っている。各項目は、「とても心配である（とても楽しみ

である）」から「全く心配でない（全く楽しみではない）」の６段階で回答を求め、「とても

心配である（全く楽しみではない）」を６点、「全く心配でない（とても楽しみである）」を

１点とし、個人の不安得点の合計は６～36 点の範囲となる。この調査は、第２期調査の Pre

調査と Mid 調査時に併せて行った。 

５．統計処理 

（１）生きる力の変容 

第２期入園児童の生きる力得点を、調査時期を要因とした一要因分散分析を行い、比較

した。 

第３期入園児童と統制群の生きる力得点を、群と調査時期を要因とした二要因分散分析

を行った。交互作用が有意であった場合は、単純主効果の分析を行い、比較した。 

また、分散分析の結果が有意だったものは、さらに詳しく分析するため、参加者内 t 検

定を用いた多重比較検定を行った。なお、p 値の調整は、Benjamini & Hochberg によるも

のである。 

（２）生きる力と不安の関係 

①Pre 調査、Mid 調査の不安得点を t 検定を用いて、不安の変容を分析した。

②入園時における児童の学園生活に対する不安と生きる力の変容の関係を明らかにする

ため、Pre の不安得点平均値（16.32 点）から上下１点を除く、14 点以下の 15 名を不

安低得点群、18 点以上の 16 名を不安高得点群とし、群間と調査時期を要因とする二

要因分散分析を用いて生きる力得点を分析した。

なお、統計分析プログラムには、js-STAR 2016 version2.9.9j（βテスト版）を用いた。 

第２期入園児童（37 名）の生きる力得点の変化をみるため、４回の調査時期を要因とし

た一要因分散分析を行った結果（表５・６参照）、生きる力得点に有意差が認められた

（F(3,108)=5.10、p<.01）。さらに多重比較を行った結果、Pre-Mid（p<.05）、Pre-Post（p<.01）

において、生きる力得点が有意に向上していることがわかった。Mid-Post1（p<.10）にお

いて、生きる力得点の向上に有意傾向があることがわかった。 

蓼科保養学園では、親元を離れ、自分のことは自分で行い、細かい日課表に従いながら

規則正しい生活を送っている。マラソンや竹馬などの運動への取組みは、どちらも明確な

目標が設けられており、その目標を達成するために日々努力を積み重ねている。70 日間を

通し、運動を続けることで、体力や走力、技術が身に付いたことを実感し、児童は、自信

を持つことができたと考えられる。このように、蓼科保養学園の日常とは異なる困難さや

Ⅲ 結果及び考察 

１．第２期入園児童の変化 
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克服的要素を含む活動は、第２期入園児童の生きる力得点の向上に影響を及ぼしたと考え

られる。橘ら４)５)は、「日常より困難で厳しい条件下のキャンプ」や「克服的なプログラム」

が生きる力の向上に効果的だと述べている。蓼科保養学園における、上記のような生活や

活動は、日常とは違った困難さや克服的要素を含むものであり、第２期入園児童の生きる

力の向上に効果的だったと推察される。 

表５ 第２期入園児童の生きる力得点 

長期寄宿体験では、常に集団で行動し、ルールや決められた日課のもと、食事の配膳な

どの当番活動や清掃等、友達と協力しなければならない場面が多々ある。瀧ら７)は、「他者

との長時間の相互コミュニケーションが生きる力の向上に影響を及ぼしたと考えられる」

平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD

288.32 33.45 302.14 38.32 310.49 41.29 299.12 38.65  5.10**

心理的社会的能力 121.70 16.11 150.19 20.06 154.51 22.38 150.37 19.85 49.67***

徳育的能力 85.19 10.59 86.22 11.97 88.27 12.18 84.32 13.86  1.51

身体的能力 61.05 10.72 65.73 11.99 67.70 10.63 64.43 10.64  8.43***

非依存 19.27 3.76 21.16 3.59 21.73 3.44 21.49 3.60  5.98***

積極性 20.81 3.60 22.16 3.67 23.30 3.79 22.05 2.94  7.25***

明朗性 21.19 4.20 21.92 3.61 22.32 4.05 22.08 3.63  1.10

交友・協調 20.11 3.99 20.95 4.04 21.62 4.32 20.96 3.98  2.30♰
現実肯定 21.86 3.81 23.27 3.83 23.86 4.18 22.97 4.22  3.01*

視野・判断 18.46 3.52 19.81 3.78 20.00 4.03 19.78 3.53  2.76*

適応行動 20.38 3.21 20.92 3.31 21.68 3.53 21.03 2.73  1.53

自己規制 20.97 3.32 20.19 3.86 21.49 3.19 20.35 3.45  1.70

自然への関心 21.43 4.72 22.22 5.04 21.97 4.43 20.92 4.58  1.79

まじめ勤勉 21.46 3.13 22.11 2.82 22.81 2.90 21.57 3.97  2.19♰
思いやり 21.32 3.15 21.70 3.78 22.00 4.18 21.49 4.46  0.45

日常的行動 20.59 4.21 22.00 5.34 23.14 4.47 22.05 4.13  5.86**

身体的耐性 21.92 4.85 22.86 5.30 23.19 5.01 22.32 5.05  1.53

野外技能・生活 18.54 4.49 20.86 4.29 21.38 4.20 20.05 3.61  7.84***

Pre Mid Post1 Post2
F値

Pre-Mid Pre-Post1 Pre-Post2 Mid-Post1 Mid-Post2 Post1-Post2

生きる力得点 ＊ ＊＊ n.s † n.s n.s

心理的社会的能力 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ † n.s n.s

身体的能力 ＊＊＊ ＊＊＊ † n.s n.s †

非依存 ＊ ＊＊ ＊ n.s n.s n.s

積極性 ＊ ＊＊ ＊ ＊ n.s ＊

交友・協調 n.s n.s n.s n.s n.s n.s

現実肯定 n.s ＊ n.s n.s n.s n.s

視野・判断 n.s n.s n.s n.s n.s n.s

まじめ勤勉 n.s n.s n.s n.s n.s n.s

日常的行動 † ＊＊＊ † † n.s †

野外技能・生活 ＊＊＊ ＊＊ ＊ n.s n.s †

生きる力得点

✝ p<.10、* p<.05、** p<.01、***p<.001

表６ 第２期入園児童の生きる力得点の多重比較結果 

†p<.10、*p<.05、**p<.01、***p<.001
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と述べており、友達と助け合い、励まし合いながら生活を送ることで活発な相互コミュニ

ケーションが生まれ、児童の生きる力の向上に寄与していたと推察される。 

次に、生きる力を構成する上位指標別にみると、「心理的社会的能力」（F(3,108)=49.67、

p<.001）と「身体的能力」（F(3,108)=8.43、p<.001）において調査時期の効果が有意であ

ることがわかった。さらに多重比較を行った結果、「心理的社会的能力」では、Pre-Mid

（p<.001）、Pre-Post1（p<.001）、Pre-Post2（p<.001）において、有意な得点の向上が認

められた。「身体的能力」では、Pre-Mid（p<.001）、Pre-Post1（p<.001）において、有意

な得点の向上が認められた。 

さらにこれらの３つの能力を構成する下位指標別にみると、「心理的社会的能力」を構

成する下位指標「非依存」（F(3,108)=5.98、p<.001）、「積極性」（F(3,108)=7.25、p<.001）、

「現実肯定」（F(3,108)=3.01、p<.05）、「視野・判断」（F(3,144)=2.76、p<.05）において

調査時期の効果が有意であり、得点の向上が認められた。「非依存」は、「いやなことは、

いやとはっきりと言える」「新しい物事になかなか慣れることができない（逆転項目）」な

どの質問項目からなり、「積極性」は、「自分のちからで問題を解決しようとする」「自分か

らすすんでなんでもやる」などの質問項目から、「現実肯定」は、「誰にでも、あいさつが

できる」「今の自分はしあわせだと思う」などの質問項目からなっている。学園生活におけ

る、様々な体験プログラムの取組みや、集団で生活を送る中での友達との深い関わり、お

互いの考えや価値観を認め合うことなどが、これらの得点の向上に影響を及ぼしていたと

考えられる。 

「身体的能力」においては、下位指標である「日常的行動」（F(3,108)=5.86、p<.01）、

「野外技能・生活」（F(3,108)=7.84、p<.001）において調査時期の効果が有意であり、得

点の向上が認められた。「日常的行動力」は、「部屋の中ではなく、外で遊ぶのが好きであ

る」「早寝早起きである」などの質問項目から、「野外技能・生活」は、「自分で食事が作れ

る」「ナイフ・包丁などの刃物を、上手に使える」などの質問項目からなっている。これら

の質問項目は、生活習慣に関するものであり、規則正しく健康的な生活を送ることや、飯

盒炊爨とキャンプ等の体験プログラムの経験がこれらの得点の向上に影響を及ぼしたと考

えられる。 

「徳育的能力」においては、下位指標である「まじめ勤勉」（F(3,108)=2.19、p<.10）

にのみ有意傾向がみられた。「まじめ勤勉」は、「決まりやルールを守ることができる」「自

分に割り当てられた仕事は、しっかりとやる」などの質問項目からなる。学園生活におい

て決まりやルールを守ることは厳しく指導されており、食事当番や委員会などの役割も割

り振られている。このような環境で過ごす中で、児童は役割を果たすことや、決まりを守

ることを学び、得点が変化したと推察される。「自然への関心」に関しては、中川ら６)の研

究において、「自然への関心が向上した一つの原因として、多様な自然に触れる機会の増加

が挙げられる」と報告している。蓼科保養学園の行事には、キャンプ、ネイチャーゲーム

といった自然と触れ合う活動が多々ある。より深い自然との触れ合いや自然を感じ取る感

性を刺激するようなプログラムを導入することで、自然への関心の向上に寄与できる可能

性がある。 
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２．生きる力と不安の関係 

（１）不安の変容 

児童の学園生活に対する不安を測定するために作成したアンケートを用いて、第２期

入園児童の Pre と Mid 時に調査を行った。不安得点の変化をみるため、t 検定を用いて

分析した結果、第２期入園児童の不安は、Preと Midにおいて有意に減少（t=2.70、p<.05）

し、入園当初に比べて学園生活中盤に低下したことが明らかになった（表７参照）。 

表７ 不安得点 

（２）不安高得点群と不安低得点群の生きる力の変容 

第２期入園児童の長期寄宿体験に対する不安と生きる力の変容の関係を明らかにす

るために、Pre 不安得点平均値（16.32 点）から上下１点を除く、14 点以下の 15 名を不

安低得点群、18 点以上の 16 名を不安高得点群とし、群間と調査時期を要因とする二要

因分散分析を行った（図１、表８参照）。 

図１ 不安高得点群と不安低得点群の生きる力得点の変化 

表８ 不安高得点群と不安低得点群の生きる力得点 

調査時期 N 平均値 SD t値

Pre 37 16.32 6.34

Mid 37 13.59 5.64

*p<.05

2.70*

M SD M SD M SD M SD 群間 時期 交互作用

低得点群 15 304.33 29.75 312.2 36.65 307.73 36.51 300.87 41.11

高得点群 16 267.62 30.04 289 36.2 307.12 43.45 296.97 38.53

F値

1.9 6.18*** 5.54**

N
Pre Mid Post1 Post2

** p<.01、*** p<.001
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図２ 第３期入園児童と統制群の生きる力得点の変化

* p<.05、*** p<.001

その結果、交互作用が有意であり（F(3,87)=5.54、p<.01）、不安高得点群と不安低得点

群の生きる力得点の変化に有意差があることが認められた。さらに詳しく分析するため、

単純主効果検定を行った。その結果、Pre において、不安低得点群の生きる力得点は、不

安高得点群よりも有意に高いことがわかった（F(1,29)=11.67、p<.01）。Mid において、不

安低得点群の生きる力得点は、不安高得点群よりも高い傾向がみられた（F(1,29)=3.14、

p<.10）。Post1（F(1,29)=0.00）、Post2（F(1,29)=0.07）において、群間の生きる力得点の

差は見られなかった。不安高得点群の生きる力得点は学園生活が進む中で有意に向上した

（F(3,87)=10.82、p<.001）。 

入園当初、学園生活に対する不安得点が高い児童は、不安得点が低い児童に比べ、生き

る力得点が低いことが明らかになった。学園における様々な活動や経験を経て、不安が高

い児童の生きる力得点は向上し、入園時に見られた不安が低い児童との生きる力得点の差

は認められなくなった。一方、不安が低い児童の生きる力得点に有意な変容はみられな

かった。 

 

３．統制群との比較 

長期寄宿体験が生きる力に及ぼ

す効果を比較検討するため、第３

期入園児童と統制群（諏訪市内の

X・Y 小学校）について群間と調査

時期を要因とした二要因分散分析

を行った（図２、表９参照）。 

その結果、群間と調査時期の交

互 作 用 に 有 意 傾 向 が 認 め ら れ

（F(1,165)= 3.29、p<.10）、時期

の 主 効 果 が 有 意 で あ る こ と

（F(1,165)=12.42、p<.001）がわ

かった。本研究では両群の比較検討のため、交互作用は有意とは言えないが、単純主効果

の分析を試みた。群間の単純主効果をみると、Pre において有意ではなかったが、Post で

は第３期入園児童の方が、統制群よりも有意に高いこと（F(1,165)=5.50、p<.05）がわか

った。調査時期の単純主効果をみると、第３期入園児童の生きる力得点は、Pre－Post 間

で有意に向上している（F(1,165)= 14.25、p<.001）ことがわかった。これらの結果は、長

期寄宿体験が児童の生きる力の向上に寄与したことを示唆するものと解釈できる。 

 

表９ 第３期入園児童と統制群の生きる力得点 

 

 

平均値 SD 平均値 SD 群間 調査時期 交互作用

第３期 35 314.8 47.4 327.51 40.22

統制群 132 303.66 44.9 307.73 45.34

✝ p<.10、*** p<.001

3.56♰ 12.42*** 3.29✝

N
Pre Post F値
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第３期入園児童は、学園内にある学校に通っており、統制群の学校における活動と大き

な違いはないと考えられる。第３期入園児童の統制群との違いは、下校後も常に友人と一

緒に生活していることである。学園での友人との豊富なコミュニケーション、キャンプ等

の様々な学園行事、日々行われるマラソンや竹馬等の適度な運動、食事当番や掃除当番等

の役割分担等が相互に影響しあい、第３期入園児童の生きる力の向上に寄与したと推察で

きる。 

本研究では、70 日間の長期寄宿体験が児童の生きる力に与える影響を明らかにするため

に、蓼科保養学園入園児童及び統制群を対象に「IKR 評定用紙」を用いた質問紙調査、不

安の調査を行い、得られたデータを分析した結果、以下のことが明らかになった。 

・長期寄宿体験を通して、第２期入園児童の生きる力得点は向上した。 

・生きる力の指標別では、「心理的社会的能力」と「身体的能力」の得点が向上した。 

・第２期入園児童の学園生活に対する不安は、入園当初に比べて中盤の方が減少した。 

・第２期において、入園当初、長期寄宿体験に対する不安が高い児童は、不安が低い児童

に比べて生きる力得点が低かったが、長期寄宿体験を経験する中で生きる力が向上し、

両者の生きる力得点の差は認められなくなった。 

・第３期入園児童の生きる力得点は、統制群に比べて有意に向上した。 

蓼科保養学園における、70 日間親元を離れ、自分の身の回りのことは自分で行うといっ

た日常とは異なる環境で生活を送る経験や、定めた目標の達成に向け努力する克服的な活

動、友人との豊富なコミュニケーション、キャンプ等の様々な学園行事等が相互に影響し

あい、児童の生きる力の向上に影響を及ぼしたと考えられる。 
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