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【要旨】

青少年教育施設で行われた教職志望学生対象研修会の参加者１０６人に，質問紙による調査を実

施し，研修による成果について検討した。研修会に期待される効果に関する項目を因子分析した

ところ，「集団活動やその指導の自信」，「自然に対する理解と不測の事態への対応」，「野外活動

の技術」，「仲間との協力関係」，「子どもに対する接し方」の５因子が抽出された。これらの因子

の中で，「野外活動の技術」や「集団活動やその指導の自信」の向上が大きかった。つまり，研

修会は体験活動不足の補強及び集団活動指導の自信の向上に有効であることが明らかになった。
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Ⅰ 問題と目的

今日，教員を取り巻く教育状況は厳しい。学

級崩壊やいじめ，不登校などの問題への対応，

子どもの発達をどのように捉えるのかといった

子ども観，教育とはいったい何かという教育観

が，改めて問われている。その中で，新しい時

代の教員養成についての動きがある。１９９７年の

教育職員養成審議会（第一次答申）（１）では，今後

特に教員に求められる具体的な資質能力につい

て，!１地球的視野に立って行動するための資質

能力，!２変化の時代を生きる社会人に求められ

る資質能力，!３教員の職務から必然的に求めら

れる資質能力，という三つの観点が例示されて

いる。そして，「未来に生きる子どもたちを育

てる教員には，まず，地球や人類の在り方を自

ら考えるとともに，培った幅広い視野を教育活

動に積極的に生かすことが求められている。さ

らに，教員という職業自体が社会的に特に高い

人格・識見を求められる性質のものであること

から，教員は変化の時代を生きる社会人に必要

な資質能力をも十分に兼ね備えていなければな

らず，これらを前提に，当然のこととして，教

職に直接関わる多様な資質能力を有することが

必要」であるとされている。

このような点について，蓮見（２）は，教員には
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「それぞれの地域に応じ，学校に応じ，子ども

たち一人一人に応じて，教科内容を組み替え，

教材を選び，教育方法を工夫して，いきいきし

た教育活動を展開し，同僚の教員をはじめさま

ざまなスタッフや地域の人々と協力していくこ

とが求められる」ことを指摘しており，より柔

軟な対応，創造的な活動を実践する力を求めて

いる。つまり，従来のように，学校の中だけで

教育活動を展開することが困難な状況になりつ

つある現在，地域社会との連携を図りながら学

校教育を進めるという認識が重要であると言え

よう。それに関して，佐古（３）は，開かれた学校

という観点から，「学校内外の教育資源を有効

に結びつけ活用し，また学校内外の人びとの

ネットワークをつくり，子どもの学習を支えて

いくこと，つまり学校内外の連携を広げていく

ことの必要性の認識と期待が広がりつつある。

このような学校内外における連携への期待は，

それを担い進めていく教師のあり方を問い直す

ものである」としている。学校が地域社会に開

かれ，そこで地域社会と協働していくというこ

とは，教員が地域社会と積極的に関わっていく

ことも含意していると考えられよう。

これらのことは，教職に就く前の段階である

教員養成にもあてはまるであろう。教育職員免

許法改正（１９９８年６月）により，子どもに関す

る理解や指導などに対応する教職必修科目が増

えるなど，教育現場で困惑するような場面に遭

遇しても，その場で柔軟に対応ができる幅広い

能力の育成が図られようとしている。最近の社

会的動向を見ると，学校教育法の一部を改正す

る法律（２００１年６月）や社会教育法の一部を改

正する法律（２００１年６月）のポイントの一つと

して，学校とその内外における様々な体験活動

の充実に向け，学校教育や地域社会におけるボ

ランティア活動等社会奉仕体験活動，自然体験

活動等の体験活動の促進が挙げられている。こ

のように青少年の体験活動の重要性が指摘され

ている今日，教員自身にも，様々な体験活動の

経験が必要となるのではないかと思われる。

２００２年度から小・中学校において総合的な学習

の時間が導入されるが，この動きに対応して，

教員に自然体験・社会体験等の具体的な体験を

豊富に持つことが求められている。伊藤（４）は，

総合的な学習の時間のボランティア体験につい

て，「問題は，教師にボランティア体験がある

か，である。体験がなければ知恵も出ないし，

大局も見られない」と述べ，「教師も“生きる

力”を理解するために，総合的な教育力を持つ

ボランティア活動を実践して欲しい」としてい

る。つまり，大学における理論的な学習だけで

はなく，地域社会や各種施設における体験活動

等を経験することによって，幅広い視野を持っ

た教員となることができるであろう。また，青

少年教育施設で実施される，体験活動を組み込

んだ教員養成研修会について，林・谷井（５）は，

「参加者は，集団宿泊研修の意義を理解し，

キャンプや自然環境に対する理解を深めたこと

に自信が持てるようになった」ことを報告して

いる。

そこで，本研究では，青少年教育施設におい

て行われる教職を志望する学生を対象にした研

修会の効果について，因子分析を用いて探索的

に検討し，効果的な研修プログラム編成の在り

方について考察する。

Ⅱ 方 法

１ 調査対象

２０００年８月～２０００年１０月に，国立青少年教育

施設が主催した教職志望学生対象研修会に参加

した大学生等を対象に，記名式質問紙調査を

行った。５施設５事業の研修会の協力を得て，

研修会の開講式にて事前調査を実施し，閉講式

にて事後調査を実施した。５事業の合計で，事

前調査，事後調査ともに１０６人から回答を得た。

このうち，事前調査と事後調査の両調査にもれ
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なく回答した有効回答者１０１人のデータを分析

対象とした。

研修会の実施形態及び内容は以下の通りであ

る。!１研修の趣旨；教職を志す青年が，野外活

動を通じて，自らの野外体験を積むとともに，

自然や子どもとの触れ合いを深め，その中で教

師に求められる役割や子どもの考え・行動を理

解し，教師に必要な資質能力の向上を図る。!２

研修期間；１泊２日，２泊３日，３泊４日，４

泊５日，６泊７日の事業が各１事業である。!３

研修場所；青年の家，少年自然の家及びその周

辺地域である。これらの施設などは，豊かな自

然環境に恵まれた立地であるため，その施設及

び敷地内で野外体験活動を行うことが可能であ

るという利点がある。!４参加者数；２０人～５０人

であり，野外活動等の実習が伴うため，あまり

大人数ではない。!５研修内容；講義と実習に大

別できる。講義は，野外活動の意義や教育現場

における野外活動の有効性についてのものが多

い。実習は，野外活動の専門家（大学の教官や

キャンプ等のインストラクター，各施設の専門

職員など）の指導を受けながら，子どもと一緒

に活動する場合もある。一緒に活動する子ども

については，各施設の地元の小・中学校が，学

校の授業の一環で施設を利用した際に，交流を

依頼する場合が多い。

２ 調査内容（６）

研修会を通して効果が期待できる項目とし

て，自然に関する知識，説明や指導，子どもへ

の対応，野外活動，集団の教育機能，とっさの

判断・不測の事態への対処等に関して項目の検

討を行い，２６項目を決定した。

調査は，事前調査と事後調査の２回実施し，

事前調査では，上記の研修会の効果に関する項

目に加えて，参加者の氏名，年齢，性別，校種

及び学年といった属性を問うた。事後調査で

は，研修会の効果に関する項目について，事前

調査と同一内容で実施した。なお，両調査の同

一人物の対応関係を判断するため記名式で実施

した。

Ⅲ 結果と考察

１ 参加者の属性

参加者の内訳を男女別・校種別に示した（表

１）。男女別では，女子の占める割合が５８．７％

表１ 男女別・校種（学年）別参加者の内訳
（上段；人数 下段；％）

大学１年 大学２年 大学３年 大学４年
大学院

１年

大学院

２年
その他 小 計 無回答 合 計

男 子
１

（１．０）

２６

（２５．０）

８

（７．７）

３

（２．９）

１

（１．０）

１

（１．０）

３

（２．９）

４３

（４１．３）

０ ４３

女 子
２

（１．９）

３２

（３０．８）

８

（７．７）

１２

（１１．５）

１

（１．０）

０

（０．０）

６

（５．８）

６１

（５８．７）

２ ６３

合 計
３

（２．９）

５８

（５５．８）

１６

（１５．４）

１５

（１４．４）

２

（１．９）

１

（１．０）

９

（８．７）

１０４

（１００．０）

２ １０６

表２ 希望校種（複数回答）
（上段；人数 下段；％）

幼 稚 園 小 学 校 中 学 校 高 等 学 校 養 護 学 校 盲・ろう学校 そ の 他

１２

（１１．３）

５４

（５０．９）

３４

（３２．１）

３５

（３３．０）

７

（６．６）

２

（１．９）

３

（２．８）
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で男子よりも多く，校種別に見ると，大学生の

割合が８８．４％で，特に大学２年生が全体の

５５．８％であった。平均年齢は，男子が２０．９歳，

女子が２１．２歳である。なお，「その他」の多く

は，若い現職教員であった。また，希望校種を

複数回答で求めたところ（表２），小学校が

５０．９％で最も多く，半数以上の学生は小学校の

教員を希望していることがわかる。

２ 教職志望学生対象研修会の効果に関する項

目についての因子分析

教職志望学生対象研修会の効果に関する２６項

目は５件法の尺度であり，データ入力に関し

て，「きわめてあてはまる」を４点，「かなりあ

てはまる」を３点，「わりとあてはまる」を２

点，「少しあてはまる」を１点，「あてはまらな

い」を０点として得点化した。これらを，主因

子法・Promax回転を用いて因子分析したとこ

表３ 教職志望学生研修会 因子分析結果（Promax回転）

項目名 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅰ．集団活動やその指導の自信（α＝０．８７）
＊ !４ 集団にゲームなどの指導をするのが得意である ．８８ －．２５ ．２３ －．１４ ．０７

＊ !５ 道具などの使い方を他人に説明するのが得意である ．７４ ．０２ ．２５ －．１０ ．０４

＊ !３ 人前で自分の意見がはっきり言える ．６８ －．０１ ．０４ ．０９ ．０８

＊ !１６ 子どもの考え方や感じ方が理解できる ．６０ ．１５ －．３５ ．１０ ．１５

＊ !１５ 自分の技能や知識を他人のために役立てたい ．５２ ．０８ ．０９ ．３９ －．１０

＊ !１０ 集団宿泊研修の意義が理解できる ．４５ ．１９ －．０６ ．３５ ．００

!１９ 子どもに適切な生活や活動等の指導ができる ．３５ ．２９ ．０６ ．１１ ．２９

Ⅱ．自然に対する理解と不測の事態への対応（α＝０．８４）
＊ !１３ 自然の中では天候が急に変化した場合のことを常に考えて行

動している
－．１８ ．７７ ．０５ ．２５ －．０９

＊ !１１ 環境教育や自然教育についての知識に自信がある ．３０ ．６４ －．０１ －．０６ －．１１

＊ !１７ 虫や動物についての知識に自信がある －．０８ ．６２ ．１４ －．３２ ．０３

!２２ 天候変動に柔軟に対応できる ．０３ ．５８ ．２７ ．１７ ．０４

＊ !９ キャンプ生活で予想される危険をたくさんあげることができ

る
．３０ ．５５ ．１０ ．０１ －．０５

＊ !６ 突発的な事柄にも落ち着いて対応できる ．３０ ．５２ －．１１ －．１５ ．１４

＊ !８ 樹木や草花についての知識に自信がある －．１４ ．５１ ．２０ －．３１ ．１６

!２３ 今まで出会ったことのない場面でも適切な対応ができる ．４０ ．４３ －．１４ －．１３ ．１４

Ⅲ．野外活動の技術（α＝０．８２）
＊ !１ キャンプの技術や知識に自信がある ．１６ ．０２ ．８２ －．０５ －．０４

＊ !２５ 野外での火起こしや炊事の技術や知識に自信がある ．００ ．１１ ．６９ ．２１ －．０１

＊ !７ 登山の技術や知識に自信がある －．０７ ．３９ ．５６ －．０６ ．０９

!２ 子どもがけがをした場合の対応の仕方を知っている ．１８ ．３８ ．３５ ．１２ －．０８

Ⅳ．仲間との協力関係（α＝０．７８）
＊ !１８ 仲間と協力して生活や活動するのは楽しい －．１９ －．１１ ．０６ ．７８ ．２２

＊ !２６ 仲間と協力した活動を通じて様々なことが得られる ．１７ －．１１ ．０６ ．７７ ．０８

Ⅴ．子どもに対する接し方（α＝０．８９）
＊ !２１ 子どもの遊び相手が得意である ．１０ ．００ ．０６ ．１１ ．８１

＊ !２０ どんな子どもにも気軽に話ができる ．２２ －．０７ －．０１ ．２１ ．６７

＊ !２４ 子どもの意見をよく聞いて話し相手になることができる ．２６ ．０９ －．０６ ．２４ ．４６

因子間相関 Ⅱ ．５１
Ⅲ ．２２ ．３６

Ⅳ ．３９ ．１８ －．０４

Ⅴ ．５５ ．３７ －．０１ ．３９
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ろ，解釈可能な５因子が抽出された（表３）。第

１因子は，集団活動に対する理解があり，他者

や集団に対する指導・説明や，意見表明が得意

である傾向を示し，「集団活動やその指導の自

信」と命名した。第２因子は，自然の動植物も

含めた自然環境に関する知識があり，その知識

を踏まえ，そこで起こる予期せぬ出来事への対

処にも常に配慮できる傾向を示し，「自然に対

する理解と不測の事態への対応」と命名した。

第３因子は，キャンプや登山についての技術・

知識をはじめとした，野外での活動への自信を

表し，「野外活動の技術」と命名した。第４因

子は，仲間と協力した生活・活動を楽しみ，そ

の意義に理解を示す傾向を示し，「仲間との協

力関係」と命名した。第５因子は，子どもの遊

び相手や話し相手になることや，気軽に話しか

ける傾向を表し，「子どもに対する接し方」と

命名した。抽出された５因子について，内的一

貫性を示すCronbachのα係数を算出したとこ

ろ，「集団活動やその指導の自信」は０．８７，「自

然に対する理解と不測の事態への対応」は０．８４，

「野外活動の技術」は０．８２，「仲間との協力関

係」は０．７８，「子どもに対する接し方」は０．８９

であり，十分な信頼性が得られたといえる。

３ 教職志望学生対象研修会の効果の考察―因

子合成得点による検討―

教職志望学生対象研修会の効果に関する５因

子について，研修会の事前調査時と事後調査時

の因子合成得点の平均値と標準偏差を算出し，

平均値の差の検定（対応のあるt検定）を行っ

た（表４）。各因子に０．４５以上の負荷量を持つ項

目（表３中に＊で示した項目）を採用して，因子

ごとに合計し，その合計した得点を項目数で

割って，各因子の因子合成得点とした。従っ

て，因子合成得点はすべて０点～４点となり，

比較しやすいように処理した。

その結果，研修会前後の参加者の変化につい

て，「野外活動の技術」（０．７５点増加（t＝９．９７，

df＝１００，p＜．０１）），「集団活動やその指導の自

信」（０．６１点増加（t＝１０．０２，df＝１００，p＜

．０１）），「自然に対する理解と不測の事態への対

応」（０．５６点増加（t＝７．９７，df＝１００，p＜．０１）），

「仲間との協力関係」（０．３４点増加（t＝４．９９，

df＝１００，p＜．０１））の順に大きな向上があっ

た。「子どもに対する接し方」に関しては，有

意な向上が認められなかった。

「野外活動の技術」では，事前の得点が１．０８

点で，やや低い値を示している。このことは，

教職を志望する学生が，必ずしも野外活動体験

が豊かとは限らないことを意味している。それ

が事後では１．８３点になり，大きく上昇してい

表４ 教職志望学生研修会前後の参加者の変容
（４点満点）

事前調査（１０１人） 事後調査（１０１人） 平均値の t値

増加分平均値 （標準偏差） 平均値 （標準偏差）

Ⅰ．集団活動やその指導の自信 １．９３ （０．８０） ２．５４ （０．８２） ０．６１ １０．０２＊＊

Ⅱ．自然に対する理解と不測の事態への対応 １．３２ （０．７５） １．８８ （０．８６） ０．５６ ７．９７＊＊

Ⅲ．野外活動の技術 １．０８ （０．８６） １．８３ （１．００） ０．７５ ９．７７＊＊

Ⅳ．仲間との協力関係 ３．１１ （０．７９） ３．４５ （０．７４） ０．３４ ４．９９＊＊

Ⅴ．子どもに対する接し方 ２．５９ （０．９３） ２．７２ （１．０１） ― n.s.

＊＊p＜．０１

（注） 表３中に＊で示した項目の合計点を算出し，その合計点を項目数で割り，因子合成得点とした。
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る。今回の調査で協力を得た５つの研修会は，

すべて野外活動を研修プログラムに組み込んで

おり，その成果が着実に表れている。野外活動

に参加した教師を対象に行った調査（７）で，参加

者の６割は，教室から野外に出ることの利点と

して，野外において児童生徒が見せる教室で見

られない姿が見えることや，心からふれあえる

ことを挙げている。また，不登校児童・生徒対

象の野外活動に参加した教師調査の結果（８）か

ら，「野外活動プログラムへの参加は，一般に

子どもに対する効果のみが議論されがちである

が，普段と違う子どもの様子を観察することで

子どもを見る目が養われるなど，教師に対して

も研修の場となる効果が認められた」とされて

いる。これらの効果は，教師自身が野外活動の

技術・知識に自信を持ち，行動に余裕があれば

こそ期待できることであろう。その意味でも，

教職志望者には，子ども以上に様々な生活体

験・社会体験が必要となるはずである。した

がって，研修での体験によって未体験の部分を

補強していくことは，非常に意義のあることで

あると思われる。

「集団活動やその指導の自信」は，事前で１．９３

点を示し，参加者は，研修前の段階で，集団で

活動することやその集団に対する指導につい

て，ある程度は自信を持っていると考えられ

る。それが事後には２．５４点となり，研修によっ

てその自信が高まっていることがわかる。教育

現場における集団活動指導というと，学級集団

の指導がある。小澤（９）は，子どもが安心して力

を発揮し，互いに認め励まし合える学級集団の

必要性を指摘した上で，「よりよい学級集団を

めざして教師の適切な指導のもと，子どもが自

己の力を出し合い，学級の課題を解決していく

学級の集団活動は，実践的な問題解決能力を身

につけると共に，望ましい人間関係のあり方を

体得する」場であると指摘する。このように，

教師の集団活動指導は重要な役割を担っている

のであるが，集団や他者に対する指導性を身に

付けることはそれほど容易なことではないだろ

う。教員は，教科学習や学級活動，行事での関

わりなどの教育実践の中で，子どもと関わりを

持つ。そして，子ども同士の望ましい人間関係

づくりのための働きかけなどを通して，時間を

かけて集団指導の自信を培っていくものであ

る。それが，比較的短期間の研修によって向上

が見られていることについて，意識レベルの向

上であるにしても，教職を目指す学生の集団指

導性に対する意欲の伸長に効果があったと考え

られる。

「自然に対する理解と不測の事態への対応」

については，事前の得点（１．３２点）がやや低め

であった。参加者は，自然と接する機会にあま

り恵まれておらず，自然の中で予期せぬ出来事

に臨機応変に対応する自信を持つに至っていな

いと考えられる。生涯学習審議会答申（１０）では，

「自然体験は，子どもたちにとって，自然の厳

しさや恩恵を知り，動植物に対する愛情をはぐ

くむなど，自然や生命への畏敬の念を育てた

り，自然と調和して生きていくことの大切さを

理解する貴重な機会」であるとされているが，

これは教師を含め大人にも当てはまるであろ

う。修学旅行等の集団宿泊行事などにおいて，

教員には従来から集団指導や自然の中での指導

が求められる機会があり，そこでは通常の授業

時よりさらに柔軟な対応が必要であると思われ

る。さらに今日では，総合的な学習の時間等

で，従来の枠にとらわれない授業展開が求めら

れている。教員志望者が自身の豊富な自然体験

を背景に，その指導に自信を持つことは，子ど

もに自然の魅力や迅速な判断力の必要性を十分

に体感させることにつながると思われる。その

ため，教師自身の自然体験は，子どものそれ以

上に重要であると言えよう。

「仲間との協力関係」に関して，事前の得点

が３．１１点でもともと高い。それが，事後では
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３．４５点になり，さらに向上がみられた。伊藤（１１）

は，「青少年は友だちと交わる過程で社会のさ

まざまなことを学び，（中略）仲間との協力に

よって自分の願望を達成したりしている」とし

ながらも，「問題は，最近の青少年はこの他者

が薄くなり，体験が貧困になっていることであ

る」としている。これまでの結果から，確かに

様々な体験活動が不足していることは否めない

が，仲間と協力して取り組む楽しさや重要さは

認識しているようである。大学でのサークル活

動等で仲間との協力関係の大切さを実感してい

るのかもしれないが，それは限られた顔見知り

の仲間との関係であろう。それが，“教職”と

いう同じ目的のもとに集まった，見ず知らずの

他者との協力関係を築く体験の機会を提供して

いるという点で，この種の研修会の役割は大き

いと考えられる。

「子どもに対する接し方」については，有意

な向上がみられなかった。林ら（１２）の１９９９年の調

査では，子どもと交流するプログラムを含む教

職志望学生研修会の参加者は，「人前で自分の

意見がはっきり言える」自信を向上させている。

しかし，「どんな子どもにも気軽に話ができ

る」，「子どもの遊び相手が得意である」といっ

た側面は，有意な向上を示さなかった。つま

り，子どもと交流する機会をもつことで，一般

的な意見表明の自信についてはある程度の向上

が見られるが，子どもとの関わり方に対する自

信については，本研究と同様，向上が見られて

いない。すなわち，子どもとの接し方について

は，短期間の研修で向上が図れるほど容易なこ

とではないと言えよう。本研究の５つの研修会

すべてで子どもとの交流場面を取り入れていた

が，時間的には全日程のほんの一部であった。

また，参加者が活動の主導権を握っているので

はなく，既存の活動に参加している子どものサ

ポートをするという程度の交流であった。「子

どもに対する接し方」の自信を高めるには，参

加者が主体的に子どもと接することが可能なプ

ログラム構成が必要であると思われる。教員研

修には，この種の交流機会が期待されているだ

ろう。しかし，その反面，短期的な研修で「子

どもに対する接し方」の自信を向上させるのは

なかなか難しい課題なのかもしれない。

Ⅳ ま と め

教職志望学生対象研修会に期待される効果と

して，「集団活動やその指導の自信」，「自然に

対する理解と不測の事態への対応」，「野外活動

の技術」，「仲間との協力関係」，「子どもに対す

る接し方」という５側面があることが因子分析

で明らかになった。研修会の効果を検討した結

果，とりわけ，「野外活動の技術」と「集団活

動やその指導の自信」の向上に有効であること

がわかった。

研修での体験活動を通して，上記の側面の向

上が図られたが，理論的学習を進めることで，

体験活動の効果のさらなる向上が可能となるの

ではないかと思われる。長沼（１３）は，英国のボラ

ンティア団体CSV（Community Service Volun-

teers）の脳理論を示し，「学習者自身がかか

わった（参加，参画した）度合いの高いものほ

ど，そこで学んだ内容が定着する割合が高く，

特に体験型の学習では７５％以上と高率になるこ

とがわかる」としている。このことは，実践力

や指導力を修得するには，自ら主体的積極的な

姿勢で体験することが有効であることを意味し

ている。また，濱野（１４）は，学生にとって体験学

習が不可欠であることを指摘し，「教育それ自

体が子どもと教師の人格的なふれあいをぬきに

は作用しないのであるから，体験学習による人

や文化などとの接触から多くのことがらを学ぶ

ことができる」としている。

青少年教育施設での教職志望学生対象研修

会（１５）で，子どもと交流する機会を研修プログラ

ムの中に設定している例は多いが，その対象の
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多くは一般の子どもたちである。いわゆる普通

の子どもと一緒に活動するキャンプへの参加を

通して，「（自分たち）学生が主体的に子どもた

ちとのふれあい・指導・助言に取り組むので，

子どもを叱る，注意することも自分たちで考え

ていく必要があった」，「叱ることの難しさを体

験できたことで，今後教員となり，子どもたち

と接する際のヒントを得ることができた」と

いった感想を学生が抱くようになっている。本

研究では，「子どもに対する接し方」に関して

有意な向上が見られなかった。ただ，上記の学

生の声を勘案すると，子どもとの関わりについ

て，実践的スキルは高まっていなくても，子ど

もと関わる際に留意すべきポイントを体感する

契機にはなっているのではないかと思われる。

その一方で，青少年教育施設の一部では，不登

校児や障害児対象のキャンプが行われている

が，不登校児対象のキャンプでは，野外体験や

自然体験が彼らに好影響を与えていることが明

らかにされている（１６）。文部科学省がまとめた最

近の資料（１７）を見ても明らかなように，今日の不

登校やいじめの状況は深刻であり，そうした不

登校などはどんな子どもにも起こり得るという

認識に立つ必要がある。その上で，教職志望者

は，長期欠席や不登校についての実態やその多

様性を把握するとともに，その増加の背景要因

に関して理解を深めることが求められよう（１８）。

さらには，そうした知識的理解を前提に，実際

に不登校の子どもと触れ合う機会があることが

望ましいと思われる。学生が，教育実習や普段

の生活の場において，不登校の子どもと関わる

機会はあまりないのではなかろうか。不登校問

題と無縁の学校は数少ないという現況を考える

と，教職に就く前に，不登校の子どもと関わる

機会を持つことは有意義であろう。その意味で

は，キャンプなどで不登校児や障害児と共に活

動し，彼らが変わっていく様子を体感すること

は，教職志望学生にとって貴重な体験といえ

る。普通の子どもと共に活動する場合でさえ，

「子どもに対する接し方」の向上はなかったの

であるから，不登校の子どもと関わる際に，学

生の実践的なスキルの向上を期待するのはかな

り困難であると思われる。ただ，周辺的な支援

であるにしろ，直接関わるにしろ，不登校の子

どもと触れ合う機会を持ち，そこでの活動を通

して，子どもが変わっていく様子を体感するこ

とが重要であろう。不登校児童・生徒は，本

来，人間関係が苦手で，下手なタイプが多いと

考えられる。それにもかかわらず，キャンプに

参加した不登校児童・生徒を対象に行った実践

研究（１９）によると，不登校の子どもたちが，人間

関係について問いかける“新しい友だちを作り

たいと思う”という質問に対して，肯定的な回

答をしている割合が高いことが明らかにされて

いる。また，別の報告（２０）では，長期キャンプ後

の不登校児童生徒の変化として，「新しい友達

ができた」（「とてもそうなった」２３％），「表情

が明るくなった」（同２０％）ことが報告されて

いる。このような変化は，じかに子どもと関

わっていく過程でわかることであり，教職志望

学生が，不登校等の問題に対する理解を深める

のに有効であるだろう。以上のことを考慮する

と，青少年教育施設における不登校児や障害児

対象のキャンプと教員研修とを連携させて展開

することも，今後検討されてよいのではないか

と思われる。
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