
茂呂 輝夫 MORO Teruo 

茨城県立三和高等学校 

千島 雄太 CHISHIMA Yuta 

筑波大学人間系 

 近年、小中学校における不登校の数は 12 万人を超えており、その中でも「中１ギャップ」

問題が取り上げられ、多くの中学校で悩みを抱えながら生活している生徒がいることも指

摘されている。そのような中で、茨城県立さしま少年自然の家では「中１ギャップ」問題

に対して、子どもたちが中学校生活へ適切な環境移行をするために複数の小学校と提携し、

宿泊学習を実施した。そこで、「中１ギャップ」未然防止プログラムの参加児童が ASE 活動

や宿泊学習をとおして、中学校生活への不安感を低減させる効果があったのかについて検

討した。その結果、参加児童の様子や感想から、新しい友だちや学習に対する不安が減り、

中学校生活への前向きな期待を持つ態度がうかがえた。今後は、今回の事業の統計的調査

と追跡調査を分析して、中学校入学に伴って生じる不登校やいじめ等の問題の予防に向け

た取り組みの意義を示していくことが期待される。 

ASE 活動、社会教育施設、中１ギャップ、宿泊学習 

 「平成 27 年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（文部科学省、

2017）１）によると、平成 27 年度の小学校での不登校数は 27,583 人であり、中学校では

98,408 人である。平成 22 年度から 25 年度までは小中学校の合計不登校数は 12 万人を下

回ったものの、平成 26 年度より増加に転じ、12 万人を越えている。依然として、義務教

育段階の不登校児童生徒数の多さは深刻な事態にある。不登校児童生徒数の学年別推移を

見ると、学年が上がるにつれて右肩上がりに人数が多くなっている。特に、小学校６年生

（9,091 人）から中学１年生（24,776 人）に大きな開きが見られる。また、中学１年生か

ら２年生（36,246 人）の差も大きい。このように小中学校における不登校数の多さは大き

な社会問題となっており、その中でも「中１ギャップ」問題が取り上げられることが多い。 

「中１ギャップ」未然防止プログラムにおける教育的効果の検討 

―ASE 活動を活用した社会教育施設の事業を例として― 

An investigation of the “cyuichigap”(problems of transition from elementary school

to junior high school)prevention camp’s educational effects:

The example of the out-door center’s use of ASE activities

要旨 

キーワード 

Ⅰ．はじめに 

１．学校移行期の適応の困難さ 

【資料】 
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「中１ギャップ」について児島・佐野（2006）は、「小学校から中学校に入学した１年

生が大きな段差、壁を感じ、中学校生活にスムーズにとけ込めない状態である」２）として

いる。また、小泉（2010）は、「小学校を卒業して中学校に入学した後の急激な環境の変化

によって不登校やいじめが急増する現象」３）と述べている。神村（2016）によると、今日

「中１ギャップ」は、不登校やいじめ、暴力行為、小中一貫教育の推進などとも関連して

議論されることも多い４）とされる。 

臼井（2012）は、小中学校の移行期に子どもの学校適応感が低下する原因について、以

下の５つの点をあげている５）。第一には、学校規模が大きくなることである。一般的には

同じ学区の複数の小学校から１つの中学校へ進学するので小学校より生徒数は多くなり、

教師の人数や教室の数も必然的に増えてくる。第二に、仲間関係の変化である。小学校の

時の人間関係から新たな友だちとの関係づくりや部活動などでの上級生との関係を構築し

ていかなければならない。第三に、教師との関係である。中学校では教科担当制となり、

教員が毎時間入れ替わる。子どもたちは、たくさんの教師との人間関係づくりが求められ

る。第四に、中学校では校則や時間割、クラスのルールなど、守らなければならない制限

や規則が増えたと感じやすいことである。第五に、高校入試を意識した受験指導に重きが

置かれることである。テストの結果や順位など、成績に不安を持つ生徒も多い。 

小野寺（2009）のように、中学校入学直後には学校ストレッサーが減少するものの、そ

の後のストレス反応は増加傾向にあり、中学校入学初期にはこのようなポジティブな面と

ネガティブな面の両方が存在するといった報告もある６）。 

さらに五十嵐（2011）の「小学校段階では学習に関するスキル不足があらゆる不登校傾

向の増大と関連していた」７）といった論文や、富家・宮前（2009）の「小中学校の教師間

で認識にズレ」８）があるといった報告もあるなど、学校移行期の適応について焦点を当て

た研究は多い。 

 

２．「中１ギャップ」を未然防止する教育活動 

 中村ら（2010）のように、「中１ギャップ」解消に向けた青少年教育施設の事業を例にし

た調査もある９）。この事業では、小学校６年生と中学校１年生が１泊２日の宿泊学習をと

おして、お互いのコミュニケーションを深めるためにラボラトリー方式の体験学習 10）を

３回実施しており、小学生は事前より事後に向社会性スキルの有意な向上が、中学生は事

前より事後に攻撃行動の有意な低下が見られたと報告されている。 

 さて、茨城県立さしま少年自然の家では、子どもたちのコミュニケーション能力を伸長

させるために、ASE 活動(Action Socialization Experience：社会性を育成するための活

動体験)11）を取り入れた自然体験を企画している。この ASE 活動とは、集団のコミュニケ

ーションを重視した課題解決型の自然体験である。具体的には、全員が丸太に乗り 10 秒数

える、丸太から落ちないで順番を並び替える、木々の間にロープで固定された丸太を全員

が乗り越えるなどのように、多少の危険を伴う活動である。指導者からは、手厚いフィー

ドバックがあり、参加者の安全確保とルールの遵守などが指摘される。茂呂・千島（2016）

は小学校５年生から中学校１年生までの児童生徒 52名を対象としたサマーキャンプの ASE

活動をとおして、参加した児童生徒の「生きる力」の伸張が見られたと報告している 12）。 

 ASE 活動については、中学校のサッカーチームを対象とした福富・平野（2014）のよう
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に、活動をとおして参加者の行動にポジティブな変容が見られたと指摘している研究も多

い 13）。 

しかしながら、近年において社会教育施設が学校と連携し、ASE 活動を取り入れて宿泊

学習を実施し、「中１ギャップ」問題に取り組んだ事例は見あたらない。そこで、茨城県立

さしま少年自然の家では、「中１ギャップ」問題に対して子どもたちが中学校生活へ適切な

環境移行をするために複数の小学校と提携し、ASE 活動を取り入れて宿泊学習を実施する

こととなった。本研究では、当施設で行われた「中１ギャップ」未然防止プログラムの参

加児童が ASE 活動や宿泊学習をとおして、お互いのコミュニケーションを深めることによ

り中学校生活への不安感を低減させる効果があったのか検討することにした。 

 Ｓ地区５校の６年生が宿泊を伴う共同生活を行い、小学校卒業を前に互いに親睦を深め

る。同時に、この小学校５校の児童たちは翌年の４月に同じ中学校に入学予定であり、こ

の宿泊学習では児童たちの中学校での様々な不安を軽減するための事前交流を目的とした。 

（２）目標 

宿泊学習の心得・生活のきまりとして、以下の３点が目標として掲げられた。 

・自分のことは自分で責任を持ち、進んで取り組もう。 

・友だちのことを考えて、助け合って生活しよう。 

・Ｓ地区内の６年生として、はずかしくない行動をしよう。 

（３）期日 

平成 28 年 12 月７日（水）～８日（木）の１泊２日で行われた。 

（４）場所 

この宿泊学習は、２日間にわたって茨城県立さしま少年自然の家で行われた。 

（５）事業の実際 

①実行委員会の立ち上げ

「中１ギャップ」未然防止プログラムのねらいの達成を目指すために、各小学校から担

任教諭を中心にした委員が選出され、校長会代表の校長先生を実行委員長にした実行委員

会が立ち上げられた。その実行委員会の会議の中で、事業内容の詳細や職員の役割分担が

審議された。その決定事項として、食堂の使い方、バスの組み合わせ、風呂の使い方、学

校の識別（名札に学校ごとの色のビニールテープを貼る）など、文書にして各校に配布し、

漏れがないように当日に向けた準備が進められた。その中でも、中学校の模擬授業（出前

授業）の実施のために、事前の調整も行われた。一方、ASE 活動について理解を深めるた

めに、茨城県立さしま少年自然の家の職員を招いて、教員対象の ASE プログラム研修も行

った。 

Ⅱ．方法 

１．事業の概要 

（１）ねらい 
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②各学校での事前指導 

 実行委員会では共通のしおりを作成し、各校ではそれにもとづいた事前指導や学校紹介

の準備、部屋割りの決定などを行った。部屋割りは、各校の児童を混合した形にし、宿泊

班がそのまま活動班となった。 

 事前指導では、出発の日までに「宿泊学習のめあてを確かめ、しっかりとした態度で生

活できるようにする」「班の一員として、自分の分担する仕事の内容を確かめ、確実に責任

を果たす（いつ、どこに行き、何をするのかを十分に理解しておくことが大切）」などが強

調され、宿泊学習当日に向けた各校での取り組みがしっかりと行われた。 

 

表１ プログラムスケジュール 

時間 12 月７日（水）活動内容 時間 12 月８日（木）活動内容 

14:00～ 

14:20～ 

14:30～ 

 

 

 

15:30～ 

 

 

 

 

 

17:00～ 

17:30～ 

 

 

18:30～ 

 

 

 

19:30～ 

21:00～ 

21:30～ 

22:00～ 

さしま少年自然の家 到着 

入所式 

学校紹介 

部屋ごとに整列 

オリエンテーション 

部屋へ移動 

ASE 活動前半（体育館） 

アイスブレイク 

自己紹介 

「ネームトス」 

「キャッチ」 

「インパルス」など 

夕食準備 

夕食（食堂Ｂ・Ｃ） 

食堂Ｂは１階の班 

食堂Ｃは２階の班 

ASE 活動後半（体育館） 

「人間知恵の輪」 

「ＵＦＯ」（アップダウン） 

「フットタワー」など 

入浴 

自由時間 

就寝準備 

就寝 

 

6:00～ 

6:15～ 

6:30～ 

7:15～ 

8:15～ 

8:30～ 

8:45～ 

 

9:30～ 

9:40～ 

 

10:25～ 

10:40～ 

 

 

12:00～ 

12:15～ 

12:25～ 

13:25～ 

13:40～ 

14:00～ 

 

14:30～ 

 

起床・洗面 

清掃・布団の整理 

健康観察・荷物整理等 

朝食（食堂Ｂ・Ｃ） 

出前授業の準備 

出前授業オリエンテーション 

中学校出前授業① 

＊授業内容（表２参照） 

休憩 

中学校出前授業② 

＊授業内容（表２参照） 

休憩・レクリエーション準備 

レクリエーション 

（ドッチビー大会） 

部屋別対抗総当たり戦 

表彰式 

片付け・移動 

昼食（食堂Ｂ・Ｃ） 

活動のふりかえりアンケート 

退所準備 

退所式 

各校代表者の感想発表 

さしま少年自然の家 出発 

 

 

 

 

77Ⅱ　投稿原稿／「中１ギャップ」未然防止プログラムにおける教育的効果の検討



 

③「中１ギャップ」未然防止のプログラム 

 キャンプ当日の午前中は、通常授業と給食があり、昼食を終えてからの出発となった。

人数の少ない学校は他校児童と相乗りの形となり、合計４台のバスでさしま少年自然の家

へと向かった。その「中１ギャップ」未然防止プログラムスケジュールを表１に示した。 

 施設に到着後は、体育館にて、入所式、代表児童が紹介文を読み上げる形の学校紹介と

進んだ。オリエンテーションでは、部屋ごとの班に整列し、学校名と氏名を言う形での自

己紹介を行った。係決めでは、始めに連絡係を決めて、その連絡係の司会で食事係、寝具

係、清掃係、保健係が話し合いで決められた。その係を部屋別名簿に記入し、各部屋の入

り口に掲示した。 

 第１回目の ASE 活動は、時期的に屋外は寒いことから体育館で行った。まだ全員が出会

ってから間もないこともあって、アイスブレイクを中心に行われた。その内容として、グ

ループごとに輪になっての趣味や特技などを含めた自己紹介から始まり、名前を呼んでお

手玉をパスする「ネームトス」、人差し指を相手に捕まれないようにする「キャッチ」、輪

になって順番に手を握り合う「インパルス」などの簡単な活動をとおして緊張を和らげた。

終了間際には、第２部の ASE 活動の内容を簡単に説明した。第２部の ASE 活動は夕食後に

実施され、小学校の高学年であることから危険度の低い「人間知恵の輪」、「ＵＦＯ」（フラ

フープを使ったアップダウン）、足を積み重ねる「フットタワー」などを行った。これらの

活動はグループで話し合いながら協働して進めるワークである。子どもたちは、お互いに

声を掛け合いながら課題解決に向けて取り組んだ。この ASE 活動は、小集団で様々な身体

的・心理的課題をクリアする中で、集団熟成や自己成長を促すワークである（岡村、2016）

11）。活動をとおして集団の成果を振り返り、問題点を改善し、集団成果を共有することに

より、次のチャレンジへの達成動機及び集団レディネスを高めていく。今回の与えられた

課題で求められることは「課題をクリアすること」のみであり、解決方法や目標設定も自

分たちの意志によって決めることになった。ASE 活動で期待される効果は、１人では解決

できない課題にチームメンバーがそれぞれの力を出し合い、取り組んでいくことである。

最初は、子どもたちは戸惑いながら恥ずかしそうに活動をしていたが、課題解決のためお

互いに声を出し合って失敗を繰り返しながらワークを進めていった。そうするうちに、周

りのメンバーとの絆が強まり、互いに助け合う感情が次第に芽生えた様子が伺われた。一

方で、意見がそろわない、衝突や摩擦も起こりやすく、チームが前に進むための困難さも

感じている様子が見られた。このように、ASE 活動はトライ＆エラーを繰り返しながら、

集団の中での自己成長が期待できる活動である。 

 その後、入浴、就寝準備、就寝となり、１日目の日程を無事に終了した。 

２日目は、起床・洗面・清掃・布団の整理、健康観察・荷物整理等、朝食と進んだ。こ

の日は、午前中に中学校の出前授業が２コマ用意されており、児童は事前に４つの授業の

中から２つを選択した。その中学校出前授業の学習内容を表２に示した。この中学校出前

授業の学習内容は、学習をとおして中学校の授業というものを体感的に理解できるように

設定されていた。 

続いて、レクリエーションとして部屋別対抗総当たり戦のドッチビー大会を体育館にて

行った。優勝を目指してお互いに協力しながら大きな声を出してプレイする姿が見られた。

その後、昼食を済ませて、ふりかえりアンケートの記入を行った。一人ひとりがこの宿泊
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学習で学んだことや楽しかったことなどを思い返した。最後の退所式では、各校代表者の

感想発表が行われた。どの発表もこの宿泊学習において、ASE 活動や班ごとの生活などを

とおして他の学校の友だちと仲良くなったこと、中学校生活への不安が軽減し、中学校へ

の入学が楽しみになったことなどが口々に述べられた。 

表２ 中学校出前授業の学習内容 

２．調査対象者 

本研究では「Ｓ地区小学校６年生の合同宿泊学習（中１ギャップ未然防止プログラム）」

に参加した５校の小学校６年生計 154 名（男子 81 名・女子 73 名）を対象とした。その学

校ごとの人数は表３に示した。 

表３ 参加児童数 

学校名 男子 女子 合計 

Ａ小学校 26 27 53 

Ｂ小学校 10 8 18 

Ｃ小学校 15 12 27 

Ｄ小学校 22 15 37 

Ｅ小学校 8 11 19 

合計 81 73 154 

３．調査の手続き 

 調査対象者は、退所式の前の時間を用いて、２日間の感想を自由記述のふりかえりアン

ケートに記入した。そしてその後、記入したアンケートを４つの項目に分類し、まとめる

こととした。 

 活動の振り返りアンケートでの自由記述をとりまとめて、以下の表４のように４つに分

類し、その分類ごとの内容に表題をつけた。 

教科 学習内容 

国語 
「言葉」 

カタカナの言葉を漢字で表して、漢語の由来について知る。 

理科 
「静電気」 

静電気に関する実験を行うことにより、電気の性質について知る。 

美術 
「おもしろ凹凸見つけた！」 

いろいろな凹凸をフロッタージュ（こすり出し）して面白い模様を見つける。 

社会 
「九州地方の農業」 

九州地方の地域的特色をとおして、九州地方の農業について理解する。 

Ⅲ．結果 
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まず、分類１は新しい友人に対する不安解消・安堵、分類２は ASE 活動をとおした仲間

意識の芽生え、分類３は出前授業における不安の軽減、分類４は中学校生活や新しい友だ

ちに対する期待とした。 

 

表４ 自由記述の分類 

分類１．新しい友人に対する不安解消・安堵 

・初めは顔の知らない人たちで仲良くなれるか心配だったけれどすぐに仲良くなれた。 

・私は、最初、友だちができるか心配だったけど、部屋の班の子たちがとても愉快で優

しくていつでも暇なときはないくらい笑わせて、楽しませてくれました。私は、そのよ

うな子たちとこんなにも楽しい宿泊学習ができてうれしかったです。 

・友だちができるか不安だったけど、みんな優しくて友だちがたくさんできた。 

・１日目はうまくしゃべれなくて不安だったけど、どんどんしゃべれるようになってき

て友だちもちゃんとできた。 

・友だちができるか不安だったけど、たくさんの友だちができたのでうれしかったです。 

・最初はあまり新しい班の人としゃべれなかったけれど、遊んだりして仲良くなれてよ

かったです。とても楽しかったです。 

・他の学校の人たちと友だちになれるか心配だったけど、仲良くなれてよかったです。 

・最初は心配だったけど、たくさん友だちができてよかったです。 

・最初は知らない人がたくさんいて、少し怖かったけど、少しずつ協力したり、話をし

たりできたのでよかったです。 

・最初は緊張したが、新しい友だちの名前を覚えられた。 

・友だちができるか心配だったけど、みんな優しくて班の人全員と友だちになれてうれ

しかったです。 

分類２．ASE 活動をとおした仲間意識の芽生え 

・宿泊学習で、他の学校の人と友だちになってうれしかったです。ASE プログラムでは、

みんなで協力して人間知恵の輪を完成できてよかったです。中学校が楽しみになりまし

た。 

・他の小学校の６年生と仲良くなれたので、よかったです。新しい友だちもできました。

ASE などの活動もとても楽しかったです。 

・新しい友だちと協力して ASE 活動を解決するのが楽しかったです。 

・チームのみんなと協力していろいろなことを成し遂げられたので楽しかった。 

・ASE プログラムも協力してできて、楽しかったし、うれしかった。 

・みんなと協力をして何とか ASE プログラムを行うことができました。 

・むずかしい場面もたくさんあった。みんなで相談しながら協力して解決した。 

・なかなかできない時はつらかった。ASE 活動は協力してできたので、とてもよかった。 

・話し合いがまとまらなくてなかなかうまくできなかった。でも、とてもおもしろかっ

た。 

分類３．出前授業における不安の軽減 

・中学の勉強ができて、知らない友だちと仲良くなれたのでよかったです。 
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・出前授業では中学校のことが少しだけ分かった。 

・出前授業を楽しく受けられた。 

・出前授業では、中学校でどんな勉強をするのかが分かった。 

・出前授業では、中学校でこういう風にして学習するんだと分かった。 

・中学校の授業は、こんな感じなんだなと思いました。 

・中学校での勉強がとても楽しみです。 

分類４．中学校生活や新しい友だちに対する期待 

・いろいろな人と友だちになって楽しかったです。中学校でも会いたいです。 

・話せる友だちもできたから、中学校でまた話せたらいいなと思った。 

・友だちが増えてよかったです。中学校で仲良くしたい友だちができました。 

・他の小学校の人たちと仲良くなれてよかったし、仲良くなった友だちとたくさん遊ん

で楽しかった。また、中学校で会えるのが楽しみです。 

・初めて会う友だちともとても仲良くできてよかったです。みんなと協力して ASE プロ

グラムやドッチビー大会ができて、とっても楽しかったです。中学校に行くのがますま

す楽しみになりました。 

・ASE プログラムも出前授業も楽しかったです。中学校が楽しみになりました。 

・友だちがいっぱい増えてよかった。中学校がうまくいきそうです。 

・他の学校の友だちと仲良くなれてよかった。中学校に行っても頑張れそうな気がする。 

・知らない友だちと仲良くできたし、みんな面白かった。中学校に行っても仲良くでき

そうで中学校に行くのが楽しみになってきた。 

・将来会うみんなに自分のことを分かってもらえてうれしいです。自分も中学校に行く

ことに自信が付きました。 

・新しい友だちがたくさんでき、名前を覚えるのが大変だったけど、とても楽しかった

し、中学生になるのがもっと楽しみになった。 

・中学校に向けて新しい友だちが増えてよかったです。来年が楽しみです。 

・新しい友だちがたくさんできて、中学校に行くのが楽しみです。 

調査の結果、宿泊活動の参加者には初対面の友だちに対する不安やとまどい、心配や緊

張などの気持ちを抱く者が一定数いたと考えられた。かなりの緊張感に包まれた入所式で

あったが２日間にわたる宿泊学習の生活や ASE 活動などをとおして、今までの不安や心配

などのネガティブな意識が徐々に変容していったのかもしれない。ASE 活動をとおしてお

互いのコミュニケーションが深化した可能性も伺われた。また、出前授業で中学校の様子

を体感的に理解したことにより、中学校生活へ前向きな感想を持った参加者がいた。特に、

この出前授業においては中学校の授業を受けて安心したり、中学校入学を待ち遠しく思う

という意見もあった。さらに、中学校での再会を期待する気持ちが強くなったという感想

も多くあった。今回のふりかえりアンケート全体をとおして、２日間にわたるプログラム

により、コミュニケーションの深まりや中学校生活での新しい友だちに対する期待が向上

し、中学校生活への不安が軽減した可能性が示唆された。 

しかし、少数意見であるが、「ASE 活動は協力できて楽しかった、寝る時間になってうる

Ⅳ．考察 
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さくなった」「とても疲れました」という意見も聞かれた。就寝時間の監督など、次年度に

向けた課題も検討すべきであろう。 

この宿泊学習は翌年の４月に同じ中学校に入学予定の小学校５校の児童を対象にし、中

学校での様々な不安を軽減するための事前交流を目的としたものであった。そのため、ASE

活動以外にも宿泊や食事などのプログラムはすべて各小学校の児童を混合した班によって

行われた。最後の昼食では他の小学校の友だちに気兼ねすることなく自由に食事やお代わ

りをする姿が見られ、まるで１つの小学校の団体であるかのようにも見受けられた。２日

間お世話になった施設を後にする時には、昨日の入所式の緊張した面もちとはまったく違

い、自信に満ちた生き生きとした子どもらしい笑顔で施設職員に何度も手を振る姿があち

らこちらで見られた。今回の２日間のプログラムは「中１ギャップ」問題に関しての、教

育的効果を期待できるものであった。今後も、学校と社会教育施設が連携し、子どもたち

の健やかな育成と小学校から中学校への適切な教育移行を目指して様々な事業展開がなさ

れることが望まれるであろう。 

今後の課題として、ふりかえりの自由記述アンケートと同時に行った質問紙調査の統計

的分析が急務である。その調査では、子どのたちの心理的状況や未来展望を含めた中学校

生活への意識の調査を行った。さらに、追跡調査も実施しており、中学校入学に伴って生

じる不登校やいじめ等の問題の予防に向けた取り組みの意義を今後は明らかにしていきた

い。また、次年度も茨城県立さしま少年自然の家での「中１ギャップ」未然防止プログラ

ムの継続実施が決定している。更なるプログラムの見直しと充実、それに伴う評価など、

今後も社会教育施設と学校の連携がますます期待される。このような取り組みが全国の施

設や学校の参考となるように、その事業の教育的意義もより一層明確にしていきたい。 

Ⅴ．まとめと今後の展望 
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