
５ 「生活・自立支援キャンプ」の成果に関する調査研究 
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１．調査の目的 

 国立青少年教育振興機構では、平成 26 年度より生活習慣や自立的行動習慣の定着を目指

す「生活・自立支援キャンプ」を実施している。本調査は、事業成果の一端を検証するた

めに実施したものである。調査内容については、平成 28 年度にキャンプに参加した子供た

ちを対象に行ったアンケートを下に、主に「生活習慣」、「自己肯定感」などに関する項目

を抽出し分析を試みたものである。 

 

２．調査内容 

（１）対象 

   平成 28 年度に「生活・自立支援キャンプ」に参加した小学生から高校生 2,106 名の

うち、アンケート未実施の事業を除く小学校３年生以上 939 名を対象とした。 

（２）実施期間 

   平成 28 年４月～平成 29 年３月 

（３）方法 

  ① 調査方法 

質問紙調査法を用いて、キャンプ開始前（以降、事前）、キャンプ終了後（以降、

事後）の２回に分けて実施した。 

  ② 抽出及び回収数 

    回収数は 772 件（回収率 82.2％）である。ただし、記述内容に不備があるアンケ

ートについては集計から除外しており有効回答数は 421 件（44.8％）である。 

    また、集計にあたっては、調査対象の発達段階等による自己肯定感等への影響に

よるばらつきを少なくするために、中学生以上の回答 95 件（10.1％）も除外し、326

件（34.7％）の回答を集計に用いた。 

（４）分析にあたっての機構が実施した他の調査との比較 

国立青少年教育振興機構では、我が国の青少年の体験活動の状況を把握するため、

平成 18 年度より自然体験や生活体験等の実態や日々の生活習慣の実態、自立に関する

意識等について定期的に全国規模の調査を実施している。本調査において、比較対象

として平成 26 年度体験活動実態調査の結果を用い、その分析を行っている。なお、数

値については、比較する際の差異を小さくするために、実態調査の回答者のうち、小

学校４年生～６年生までの結果を抽出して使用している。 

 

３.調査結果 

（１）調査対象者の属性 

本調査に回答した小学校３年生以上（以降、本キャンプ参加者という。）の属性は図１
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及び図２のようになる。本キャンプ参加者の性別の割合はほぼ同様である。また、在籍施

設については、児童養護施設とひとり親家庭が同じく半分ずつ程度の割合となっている。 

また、「児童養護施設」及び「ひとり親家庭」で暮らす子供たちの生活環境、成育環境

は大きく異なるため、それぞれ分けて調査結果を説明する。 

図１ 調査対象者の性別 図２ 調査対象者の在籍施設 

（２）キャンプにおける生活習慣への効果について 

本調査では、キャンプの事前・事後において、生活習慣に関する５つの質問を実施した。

５つの質問を得点化し、比較をしたところ「児童養護施設」及び「ひとり親家庭」それぞ

れの参加者はキャンプ前における生活習慣の実態よりも、キャンプ後の生活習慣を身に着

けたいと思う意識の割合が高くなっており身につけたいと感じるようになったことが分か

った。さらに、体験活動実態調査と比較しても本キャンプ後の生活習慣に関する意識につ

いては高くなっており、それぞれの参加者にキャンプを通して、生活習慣に関する意識に

働きかけがあったことが伺える（図３）。 

なお、本調査の項目のうち、「生活習慣」及び「自立的行動習慣」に関する項目につい

てのアンケートは、事前は「実態」、事後は「意識」を調査している。そのため、比較に関

する当該項目の記載は「実態」と「意識」の異なる尺度間での比較であることは留意して

おく必要がある。 

図３ 生活習慣に関する実態 
※生活習慣の算出方法 

生活習慣に関する次の６項目に対する回答について、「必ずしている」を４点、「だいたいしている」を３点、「あまりしていない」を２点、「し

ていない」を１点と得点化し、６項目の平均点を算出する。算出した平均点に従って、「1 点以上 1.6 点未満」、「1.6 点以上 2.2 点未満」、「2.2 

点以上 2.8 点未満」、「2.8 点以上 3.4 点未満」、「3.4 点以上 4 点以下」の５段階に分類し、順に「身についていない」、「あまり身について

いない」、「ふつう」、「やや身についている」、「身についている」とする。 

【質問項目】①朝、人に起こされないで自分で起きること／②朝、顔を洗うこと★／③朝、歯をみがくこと★／④朝、食事をとること／⑤自分のふ

とんの上げ下ろしやベッドを整頓すること／⑥「おはようございます」「いただきます」「いってきます」「ただいま」「おやすみなさい」といっ

たあいさつをすること★ 

※青少年の体験活動等に関する実態調査（平成 26 年度調査）については、★印の付いた項目が下記の表現であったため、単純には比較できない。 

【質問項目】①朝、顔を洗ったり、歯をみがいたりすること／②家で「おはようございます」「いただきます」「いってきます」「ただいま」「お

やすみなさい」といったあいさつをすること／③近所の人や知り合いの人に「おはようございます」「こんにちは」「こんばんは」といったあいさ

つをすること 
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また、生活習慣に関する各項目についての結果は以下の表１のとおりである。「児童養

護施設」については、５項目中４項目、ひとり親家庭については全ての項目で意識の向上

が見られている。 

本キャンプ中は、キャンプを実施している施設での生活標準時間に則って生活し、また、

規則正しい生活をするように指導者や指導を補助する学生ボランティアから生活習慣の大

切さを学び規則正しい生活を送るよう指導されていることが影響していると考えられる。

また、「早寝早起き朝ごはん」運動の資料を用いるなどの視覚的な工夫も併せて実施してい

る。 

表１ 生活習慣に関する項目 

 

※網掛けについては 15 ポイント以上向上した項目 

（３）キャンプにおける自立的行動習慣への効果について 

次に、12 の項目からなる自立的行動習慣についても参加者へ調査を実施した。なお、生

活習慣と同様に事前については実態、事後については意識について質問をしている。 

12 の質問を得点化し、比較をしたところ「児童養護施設」及び「ひとり親家庭」の参加

者はそれぞれにキャンプ前の自立的行動習慣の実態よりもキャンプ後の自立的行動習慣を

身に着けたいという意識についての割合が高くなっており、につけたいと感じるようにな

っていることが分かった。さらに、体験活動実態調査と比較しても本キャンプ後の自立的

行動習慣に関する意識については高くなっている（図４）。また、着目したいのが「児童養

護施設」及び「ひとり親家庭」の事前の値であり、それぞれ体験活動実態調査よりも高く

なっている。日常の中で、困難な環境にある子供たちは「自分のことを自分でする」とい

う素地が高いということがこのデータからは伺うことができる。 

 自立的行動習慣に関する各項目についての結果は以下の表２のとおりである。「児童養護

施設」、「ひとり親家庭」それぞれ 12 項目全てで意識の向上が見られている。 

本キャンプでは、「自分の身の回りのことは自分ですること」をキャンプ期間を通して

指導している。また、仲間と一緒に生活し、活動をすることで、仲間への思いやりを大切

にする姿勢が育まれるよう努めている。さらに、青少年教育施設はホテルや旅館等の宿泊

施設と異なり、複数の団体での共同生活の場である。キャンプの参加者であっても、施設

を利用する他団体との共同生活が必要不可欠であり、入浴時間や食堂が混雑していれば譲

り合い、使用した活動場所や宿泊部屋については、互いに協力し合いながら美化に努めて

いただいている。このような青少年教育施設特有の生活環境が自立的な行動習慣に影響を

与えることも一つの要因となっていることも考えられる。 

事前 事後 事前 事後

①朝、人に起こされないで自分で起きること 17.3 ＜ 51.2 23.2 ＜ 51.2

②朝、顔を洗ったり、歯をみがいたりすること 52.8 ＜ 67.9 50.3 ＜ 63.1

③朝、食事をとること 83.3 ＞ 82.1 65.9 ＜ 76.2

④自分のふとんの上げ下ろしやベッドを整頓すること 51.9 ＜ 62.3 29.3 ＜ 54.3

⑤あいさつをすること 61.7 ＜ 67.3 62.8 ＜ 72.6

項目（必ずしている／とても当てはまると回答した割合）
児童養護施設 ひとり親家庭
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図４ 自立的行動習慣に関する実態 
※自立的行動習慣の算出方法 

自立的行動習慣に関する次の 12 項目に対する回答について、「とても当てはまる」を４点、「少し当てはまる」を３点、「あまり当てはまらない」

を２点、「全く当てはまらない」を１点と得点化し、12 項目の平均点を算出する。算出した。平均点に従って、「1 点以上 1.6 点未満」、「1.6 点

以上 2.2 点未満」、「2.2 点以上 2.8 点未満」、「2.8 点以上 3.4 点未満」、「3.4 点以上 4 点以下」の５段階に分類し、順に「身についてい

ない」、「あまり身についていない」、「ふつう」、「やや身についている」、「身についている」とする。 

【質問項目】①自分の思ったことをはっきりと言う／②周りの人に迷惑をかけずに行動する／③自分でできることは自分でする／④わからないこと

は、そのままにしないで調べる／⑤先のことを考えて、自分の計画を立てる／⑥困った時でも前向きに取り組む／⑦人から言われなくても、自分か

ら進んでやる／⑧誰とでも協力してグループ活動をする／⑨人の話をきちんと聞く／⑩困っている人がいたときに手助けする／⑪相手の立場になっ

て考える／⑫ルールを守って行動する 

※青少年の体験活動等に関する実態調査（平成 26 年度調査）については、下記の項目を追加し、14 項目で集計を実施したため、単純には比較でき

ない。 

【質問項目】①国や地域の政治や選挙について関心がある／②新聞やテレビ、インターネットで、その日のニュースを読んだり見たりする 

表２ 自立的行動習慣に関する項目 

※網掛けについては 15 ポイント以上向上した項目 

（４）キャンプにおける自己肯定感への効果について 

「児童養護施設」及び「ひとり親家庭」で暮らす生活・自立支援キャンプの参加者は、ど

ちらも事業の事前よりも事後に自己肯定感について向上した。 

最後に自己肯定感に関する実態の調査を行った。本項目は６項目からなり、キャンプの

事前・事後共に実態を聞いている。 

「児童養護施設」及び「ひとり親家庭」それぞれの参加者はキャンプを通して、自己肯

定感の高い参加者の割合が大きく向上している。体験活動実態調査と比較してもキャンプ

後の自己肯定感は高くなっていることから、キャンプでの活動が自己肯定感の向上に大き

く影響していることが伺える（図５）。 

事前 事後 事前 事後

①自分の思ったことをはっきりと言う 28.4 ＜ 45.1 26.2 ＜ 44.5

②周りの人に迷惑をかけずに行動する 20.4 ＜ 50.6 42.1 ＜ 56.7

③自分でできることは自分でする 50.6 ＜ 63.6 45.7 ＜ 57.9

④わからないことは、そのままにしないで調べる 34.6 ＜ 46.3 39.6 ＜ 48.8

⑤先のことを考えて、自分の計画を立てる 34.0 ＜ 42.0 31.1 ＜ 51.2

⑥困った時でも前向きに取り組む 32.7 ＜ 47.5 37.2 ＜ 49.4

⑦人から言われなくても、自分から進んでやる 25.3 ＜ 44.4 31.7 ＜ 51.2

⑧誰とでも協力してグループ活動をする 40.1 ＜ 56.2 47.0 ＜ 56.7

⑨人の話をきちんと聞く 32.7 ＜ 53.1 48.2 ＜ 61.0

⑩困っている人がいたときに手助けする 37.7 ＜ 50.6 50.0 ＜ 59.8

⑪相手の立場になって考える 25.3 ＜ 48.8 36.6 ＜ 54.3

⑫ルールを守って行動する 40.7 ＜ 56.2 57.9 ＜ 68.9

項目（必ずしている／とても当てはまると回答した割合）
児童養護施設 ひとり親家庭
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※自己肯定感の算出方法 

自己肯定感に関する次の６項目に対する回答について、「とても思う」を４点、「少し思う」を３点、「あまり思わない」を２点、「全く思わない」

を１点と得点化し、６項目の平均点を算出する。算出した平均点に従って、「1 点以上 1.6 点未満」、「1.6 点以上 2.2 点未満」、「2.2 点以上 2.8 

点未満」、「2.8 点以上 3.4 点未満」、「3.4 点以上 4 点以下」の５段階に分類し、順に「低い」、「やや低い」、「ふつう」、「やや高い」、

「高い」とする。 

→学校の友だちが多い方だ／学校以外の友だちが多い方だ／・勉強は得意な方だ／今の自分が好きだ／自分には、自分らしさがある／体力には自信

がある 

 自己肯定感に関する各項目についての結果は以下の表３のとおりである。「児童養護施

設」、「ひとり親家庭」それぞれにおいて６項目の全てで「とても思う」と回答した割合が

増加している。 

この結果には、活動の中で施設職員や学生ボランティアがきめ細やかな支援をしたり、

学校教員からの人事交流者である企画指導専門職等の指導者が宿題の指導をしたりと、キ

ャンプ全体を通した親身な対応が影響していると考えられる。また、自分らしさや体力へ

の自信については、自然体験の特性である五感を使った活動や、体力的にきつい活動の中

での成功体験の積み重ねが寄与していると推察される。 

表３ 自己肯定感に関する項目 

※網掛けについては 15 ポイント以上向上した項目 

４.成果と課題

本調査では、「児童養護施設」の子供たち及び「ひとり親家庭」の子供たちの実態把握、

「生活習慣」及び「自己肯定感」について、キャンプによる効果測定を行い、成果の検証

を行った。 

はじめに、「児童養護施設」の子供と「ひとり親家庭」の子供には生活習慣（表 1 参照）

に違いがあることが示唆された。参加者の生活習慣に関する事前の値を比較すると、「児童

養護施設」の子供は「朝、食事をとること」や「自分のふとんの上げ下ろしやベッドを整

頓すること」など身の回りのことが比較的できている。これは「児童養護施設」における

図５ 自己肯定感に関する実態 

事前 事後 事前 事後

①学校の友達が多い方だ 43.8 ＜ 59.3 48.8 ＜ 59.1

②学校以外の友達が多い方だ 21.6 ＜ 53.7 32.9 ＜ 56.1

③勉強は得意な方だ 14.8 ＜ 63.0 27.4 ＜ 62.8

④今の自分が好きだ 13.8 ＜ 32.7 22.6 ＜ 35.4

⑤自分には、自分らしさがある 33.3 ＜ 46.9 37.8 ＜ 48.2

⑥体力には自信がある 42.0 ＜ 66.0 36.6 ＜ 61.6

項目（とても当てはまると回答した割合）
児童養護施設 ひとり親家庭
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日常生活での規則正しい生活習慣が育まれているのではないかと推察される。一方で「ひ

とり親家庭」の子供は「朝、人に起こされないで自分で起きること」が比較的できている

傾向があり、自発的な行動の一面が垣間見える。また、自立的行動習慣（表２参照）でも、

実態の差異が明らかになり、自立的行動習慣に関する項目 12 項目中９項目で、「児童養護

施設」の子供よりも自立的な行動ができている割合が高くなっている。例えば「周りの人

に迷惑をかけずに行動する」や「人の話をきちんと聞く」、「ルールを守って行動する」等

の値が比較的高くなっており、保護者が家事と仕事の両立を行い、絶えず忙しくしている

ことから周りの人に迷惑をかけないように行動しようと考えているのではないかと推察さ

れる。 

次に、本キャンプを通して生活習慣及び自立的行動習慣に関する意識の向上が見られた

点に着目したい。まず、向上の大きな要因として、キャンプ及び青少年教育施設における

生活が大きく影響していると考えられる。 

さらに、本キャンプへの参加の募集方法については「児童養護施設」の子供と「ひとり

親家庭」の子供で異なっている。「児童養護施設」の子供は、施設の職員との相談により参

加者が決定される。一方で、「ひとり親家庭」の子供は、各施設と連携している母子寡婦協

会等から家庭に案内が届くが、親もしくは子供が「参加したい」「参加させたい」という参

加意思が始めからある点が調査結果についても影響が生じていると考えられる。 

本キャンプにおいて各施設が取り組んだ共通の活動は以下の４ポイントである。 

１）規則的な生活 

・生活標準時間 

 青少年教育施設では、起床から就寝までの時間、朝食・昼食・夕食の時間や入浴の時間

が決められており、集団生活を送る中で、お互いが気持ちよく過ごせるよう指導している。 

・指導者や指導補助を行うボランティアからの生活指導 

 事業では、連携施設の職員だけでなく、教育施設に勤務する指導者や普段から青少年の

キャンプで指導補助をしているボランティアが一緒に活動し、生活指導を行っている。 

２）体験活動 

・集団宿泊活動 

青少年教育施設では「集団活動」を基本としており、個の活動が少なくなっている。一

人ひとりに何らかの役割が当てられ、一人がかけてもキャンプが成り立たず集団としての

向上が図られている。 

・アドベンチャー体験 

 施設の特色を活かした活動の中には、日常では味わうことのできない魅力的な体験活動

が多く提供されている。個々のチャレンジ精神を養うことはもちろん、集団としての意識

向上にも働きかけることがなされている。 

青少年教育施設においては「生活標準時間」と呼ばれる起床から就寝までの一連の流れ

が決められており、食事の時間や入浴の時間も設定されている。普段不規則な生活になり

がちな子供であっても、規則正しい生活をしないといけない。また、ひとりでずっといら

れる場所はなく、出会ったばかりの他人と部屋に寝たり、風呂に入ったり、食事をしなけ

ればならない。そうした環境が子供たちの「生活習慣」や「自立的行動習慣」の意識向上

に結びついていると言えるだろう。 
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さらに、青少年教育施設職員やボランティアスタッフによる支援も大きな一因であると

考えられる。通常、学校や児童養護施設、家庭では長時間にわたり個々の支援をできる環

境は、なかなか作ることができない。一方で、キャンプという非日常空間では、生活指導

からプログラム指導まで多岐にわたって行うことから、参加者に寄り添った丁寧な対応が

でき、参加者の内面に影響を与えたと考えられる。 

 最後に、自己肯定感の向上については、参加者が現在に至るまでの成育環境等も大きく

起因していることから、そのすべてをキャンプの効果と言い切るには、より継続的で詳細

な調査が必要である。ただし、「児童養護施設」の子供たち及び「ひとり親家庭」の子供た

ちのそれぞれにおいて、キャンプ後に自己肯定感の高い参加者の割合が大きく向上したこ

とから、「生活・自立支援キャンプ」による効果が十分あったと言えるだろう。 

特に、本キャンプは、同じキャンプの仲間と集団宿泊活動の中で、時にはケンカをした

り、仲直りしたりするなど他者に向ける心の動きが頻繁に起きる機会でもある。 

また、自然体験活動は、海や山、森や川等を利用した日頃なかなか体験できないような

アドベンチャー要素の含まれる活動も多く、精神的にも肉体的にも個々人の挑戦をする機

会として自分自身と葛藤したり、時には挫折することもあり得る活動である。しかし、指

導者やキャンプの仲間に背中を押されることで、それぞれの中で小さな成功体験が積み重

なっていく環境が自然体験活動には備わっている。この非日常体験における心の動きが、

自己肯定感の向上に大きく影響を及ぼしていることは十分に考えられることを申し添えて

おきたい。 

今後も機構が生活・自立支援キャンプを実施する中で、青少年教育施設を活用した規則

的な生活と、自然体験活動による成功体験の場を提供することで、多くの参加者の生活習

慣及び自立的行動習慣の定着、自己肯定感の向上の一助を担い、あらゆる子供たちにより

豊かな体験活動が拡がっていくことを望んでいる。 

（文責 教育事業部企画課 

青少年教育研究センター） 
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