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【要旨】

平成１０年中央教育審議会答申「新しい時代を拓く心を育てるために」の中で，親と離れて子ど

もたちが集団生活を営む「長期自然体験村」が提唱された。これを受け，当施設は，翌平成１１年

から，主催事業「ASOわくわく自然体験村」を実施している。本年度は，青少年教育施設の設

置目的や新学習指導要領，教育改革の精神「２１世紀教育新生プラン」（レインボープラン）にも

適う事業として，その内容の再構築を試みた。青少年の健全育成を図る事業であるとともに，阿

蘇ならではの豊かなフィールドを生かす自然体験活動やボランティア活動を推進する青年指導者

を養成する事業であることに主眼を置いて，複数の事業を有機的に結びつけるプログラムの開発

をめざした。

そこで，２つの主催事業「キャンプカウンセラー実践講座」と「ASOわくわく自然体験村」

を同時に実施しながらも，青年教育重視の立場から，子ども達の安全で楽しいキャンプ「ASO

わくわく自然体験村」を実践講座のプログラムとして取り込んだ形をとった。支援する青年指導

者，野外活動ボランティアの養成を第一義に考え「キャンプカウンセラー実践講座」を事業の主

体とした。また，５月実施の「キャンプインストラクター養成講座」など，他の主催事業とリン

クさせることで継続的・長期的な取り組みとして実施した。

「キャンプカウンセラー実践講座」では，野外活動に造詣の深い学識経験者等を中心に，企画

委員会を設置して，キャンパーをわくわくさせる企画，指導者の指導技術を向上させるプログラ

ム開発に取り組むとともに組織キャンプとしての基本理念を構築した。その上で参加者に対して

キャンプの知識や技能はもとより，子ども達を支援するリーダーとしての研修を行い，「事前研

修会」「ASOわくわく自然体験村」「事後研修会」を実践研修の場として実施した。また，「ASO

わくわく自然体験村」では，阿蘇やくじゅう高原をフィールドとし，登山，農業体験，沢歩きな

ど子ども達が日頃体験できないような自然体験活動を重点的に企画・実施し，事業の充実に努め

た。

その成果として，ボランティアの自主的・主体的な活動が展開でき，所期の目的である青年指

導者を養成する事業としての位置づけが出来た。また，子ども達は，異年齢集団の中での生活体

験や自然体験を通じて，社会性や人間関係づくりを学ぶ貴重な機会となったことがあげられる。

【キーワード】

ASO 長期自然体験村 組織キャンプ

国立阿蘇青年の家（ASO National Youth House）

【報告】
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Ⅰ はじめに

青少年教育における「生きる力」の育成と「心

の教育」の充実には，自然体験・生活体験・奉

仕体験・勤労体験などの，直接体験学習が必要

不可欠である。今回の社会教育法の改正におい

ても，青少年の社会性や豊かな人間性を育むた

めの，教育委員会や社会教育施設が体験活動等

の事業を実施すること，及び民間の社会教育団

体等が実施する事業を奨励することを教育委員

会の事務として規定した。一方，学校教育法の

改正では，体験活動の充実に努めることと，社

会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関

との連携に十分配慮しなければならないことを

規定した。このことは，学校の内外を通じた青

少年の体験活動の機会の一層の充実を期待して

のことと思料される。また，生涯学習体系にお

いては，ボランティア活動などの社会活動を行

う中での学習を通して，「自己発見」「自己実現」

につなげていくことを期待している。

本事業は，子ども達に対しては，阿蘇くじゅ

う国立公園内の大自然を生かした自然体験村を

開設し，様々な体験活動の場と機会を提供する

中で，「生きる力」の育成を図ることをねらい

とした青年達に対しては，阿蘇ならではの豊か

なフィールドを生かす自然体験活動やボラン

ティア活動を推進する青年指導者を養成する事

業であることから，地域に根ざしたキャンプカ

ウンセラーとしての資質向上を図ることをねら

いとした。

Ⅱ 本事業のねらいと位置づけ

１ 野外活動指導者養成として

５月に，主催事業「学習ボランティア講座」

として，施設ボランティア養成コースととも

に，キャンプインストラクター養成コースを設

け，青年の指導者・リーダー及び，ボランティ

ア研修を実施している。自然体験活動の知識と

技能，特に様々なキャンプ技術を身につけて，

キャンプインストラクターの資格取得に結びつ

け，さらには，キャンプに関わるその他の事業

等で，指導者となる人材養成を目指している。

本事業は，キャンプインストラクター養成コー

スに参加した青年達を中心に，野外活動に興

味・関心を持ち，国立阿蘇青年の家で活動して

いる施設ボランティアの実践・研修の場とし

た。

２ 学習ボランティア養成として

当施設では，事業運営等に協力するボラン

ティア活動を「自己発見」「自己実現」につな

げる学習の場として考えている。本事業でも，

キャンプカウンセラーとして体験活動をしなが

ら学び合う中で，スタッフとしてキャンプの円

滑な実施と充実を目指した。

３ 他事業との関連について（別紙１参照）

前述の「学習ボランティア講座」に続いて，

本事業は，ボランティア養成とともに野外活動

指導者養成のためのステップアップ講座と位置

づけた。更に，１０月に実施する「自然体験活動

指導者養成講習会」１月の「ボランティアリー

ダー九州サミット」とも関連づけた。

Ⅲ 後援及び協賛団体

九州各県・指定都市教育委員会，

阿蘇郡内町村教育委員会，

熊本県キャンプ協会，大分県キャンプ協会，

大分県立九重少年自然の家，法華院温泉山荘

Ⅳ 参加対象及び人数

カウンセラー：大学・短大・専門学校生，一

般 １６名（募集１５名）

支援ボランティア：高校生及び大学生 １２名

（募集１０名）

キャンパー：小学５年生以上中学生 ３５名
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（募集３０名）

Ⅴ 活動地域

阿蘇くじゅう国立公園内（阿蘇青年の家キャ

ンプ場・くじゅう高原）及び菊池渓谷

Ⅵ 日程及び活動プログラム

（別紙２・４・５参照）

事前研修会

７月６日（金）～８日（日）

〈２泊３日〉

オリエンテーション・くじゅう高原事前

踏査・講義「プログラム支援について」

実践研修会

７月３０日（月）～８月１日（水）

〈２泊３日〉

・菊池渓谷事前踏査・キャンプ研修，受

入準備等

ASOわくわく自然体験村（実践キャンプ）

〈７泊８日〉

８月２日（木）開村式 仲間づくり

８月３日（金）菊池渓谷沢歩き・菊池渓

谷自然観察

８月４日（土）小国大根収穫体験（農業

体験）

８月５日（日）参加者が考えるプログラ

ム

８月６日（月）くじゅう高原の自然探検・

星空探検（プラネタリウム）

８月７日（火）くじゅう登山 法華院温

泉泊り

８月８日（水）くじゅう登山 村まつり

８月９日（木）閉村式

事後研修会

８月９日（木）～８月１０日（金）

〈１泊２日〉

・キャンプ場整備・反省会

Ⅶ 成果と課題

１ 青年のための指導者養成事業として

独立行政法人化による少年自然の家との棲み

分けとして，青年の家ならではの際立ったねら

いの違いも生じてきた。「子どものキャンプ」

という事業に対して，少年自然の家では，従来

通り，参加の小中学生に焦点を当て，子ども達

の自然体験活動を充実させて，満足度を高める

企画及び実施を目指していると思われる。それ

に対して，青年の家では少年自然の家と同様

に，安全で効果的，子どもたちの満足度の高い

キャンプの実施を目指しつつ，それらを成功に

導き支援するキャンプボランティアの養成，青

年教育の振興をねらいとする青年のための指導

者養成事業が求められる。

本事業は，当施設の施設ボランティアをはじ

め，広く青年指導者の養成事業として，九州内

外の大学生，社会人に呼びかけた。参加者

（キャンプカウンセラー）にとって，キャン

パー（子ども達）は，何にも勝る発達刺激とな

り，現場・実践に学ぶ，さらには共に学び合

う，有意義な研修の機会となった。

今後も，当施設は国立青年の家として，九州

地区の青年教育の中心施設として，青年リー

ダー育成のためのキャンプ指導者養成事業とし

て，本事業をさらに発展させていきたい。

２ スタッフプログラム「キャンプカウンセ

ラー実践講座」について

!１ 仲間づくり

スタッフ間のコミュニケーションづくり，仲

間づくりについては，子ども達を安全で楽しい

キャンプに迎え入れる準備を進める上で，研修

会（全体研修，担当者別研修），スタッフ会議

の討論，共同作業等を通して，強い連帯感が生

まれた。

!２ 講義
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企画委員会の柳敏晴氏（鹿屋体育大学教授）

がキャンプ全般に関する講義を担当した。ス

タッフのキャンプ経験にはかなりの違いも見ら

れたが，ワークショップ形式でキャンプに関す

る知識・考え方についての講義は成果が上がっ

た。

!３ 事前踏査

事前研修会では，くじゅう高原，直前の実践

研修会では菊池渓谷の事前踏査を実施した。全

スタッフがくじゅう高原，菊池渓谷ともに，自

ら山に登り，沢を歩くことを実体験することに

よって，キャンパーの安全を図る上で，サポー

トの仕方等にも大いに役立った。現地を事前に

見て，さらに，活動体験をしておくことは，ス

タッフにとって自信にもつながり，その意義は

大きかった。

!４ 支援体制作り

コンセンサス実習を交えながら，スタッフ間

の関係づくりに重点がおかれた研修となった。

キャンプスタッフの結束を図り，キャンプ運営

の基礎を固めることができた。

!５ キャンプの受け入れ準備

スタッフから数々のアイデアが出され，受け

入れ準備も細かい点にまで配慮が出来た。特に

歌唱指導の準備やキャンプ場での物品の整理な

どは煩雑でもあり，多くの時間を費やした。ま

た，キャンパーを安全で楽しいキャンプに導く

ためには，何にもまして大切な時間であると実

感できた。また，共に知恵を絞り，汗を流した

経験が，何より効果的な「仲間づくり」となっ

た。

３ 実践キャンプ 「ASOわくわく自然体験村」

について

!１ 運営組織について（別紙３参照）

現地に事業課長が常駐して，本部（所長）に，

キャンプの状況，傷病者の有無等についての連

絡・報告を行った。また，プログラムの運営

は，プログラムリーダーを通してカウンセ

ラー・キャンパーへ連絡・実行した。職員は基

本的にマネージメントの立場をとり，総務，用

具，医療等について渉外を含めた業務を担当し

た。

!２ 「ASOわくわく自然体験村」の活動プログ

ラム（別紙４参照）

主な活動としては，菊池渓谷沢歩き，大根の

収穫・出荷作業体験，久住山への登山，アウト

ドアクッキング，村祭りの創造であった。ま

た，参加者の健康安全への配慮から，期間を７

泊８日とした。

!３ 実施の時期と期間について

実施時期は，児童生徒の夏期休業の過ごし方

についての配慮から，今後は，７月下旬からの

実施を検討したい。期間について，今回は，ね

らいを明確にし，さらにプログラムの精選を

図った。その結果，ゆっくり時間が流れ，子ど

も達の集中力が途切れることがなくなり，保健

指導の成果とも相まって，過去２回のキャンプ

と比較して，傷病率が大幅に減少した。今後は

益々，ゆとりのある心豊かな活動を育むために

必要十分な期間の設定を検討したい。

!４ 班の構成について

キャンパーの班分けについては，小学生と中

学生の区分けが必要であると感じられた。どう

しても低学年のキャンパーを主体にしたサポー

トになりがちで，中学生には優しすぎた感が

あった。また，異年齢集団体験を重視するので

あれば，年齢構成のバランスを考慮する必要が

ある。今回は，高校生は支援ボランティアとし

て募集したため，活動全般での関わりが希薄で

あった。今後，キャンパー募集の対象として，

新たに高校生を迎えて，スタッフの大学生，社

会人に至るまでの年齢的な系統をひとつながり

にしたい。

!５ スタッフのキャンパー支援について

事前研修会は，より充実した研修ができて効
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果的であった。また，実践研修会における直前

準備の段階では，やや時間が不足した感がある

ものの，キャンパー第一の考え方は定着した。

キャンプに必要な知識・実技と実際の受け入れ

準備について，今後は，明確に分けて計画する

必要も再確認が出来た。

!６ 「歌（ソング）」の導入について

歌（ソング）を各プログラムや集合時，食事

の前後等，全ての節目における導入として活用

した。それぞれのテーマソングを選定し，ス

タッフもキャンパーもともに大声で歌うことを

約束事とした。スタッフもキャンパーも，事前

に歌詞を覚えることには苦労もあったようだ

が，意識を高め，団結を強め，仲間を励まし，

自分自身の元気を鼓舞するに，大いに効果的

だった。

!７ 生活時間と活動について

活動時間の変更や連絡が，キャンパーに十分

伝わっていないこともあり，連絡用ボード等の

用意と設置場所について検討したい。また，

キャンパーについては腕時計の準備や鐘（チャ

イム）などの利用についても論議の必要がある。

４ 事業全般について

!１ 他事業との関連について（別紙１参照）

５月の「学習ボランティア講座」に続いて，

本事業は，ボランティア養成とともに，野外活

動指導者養成のための，ステップアップ講座と

しての役割を果たし得た。参加者は学習ボラン

ティアとして「自己発見」「自己実現」につな

げる学習の場としながらも，キャンプカウンセ

ラー及びスタッフとして，キャンプの充実のた

めに良く機能した。更に，実施を計画する「自

然体験活動指導者養成講習会」「ボランティア

リーダー九州サミット」にも関連づけて，発展

させていきたい。

!２ 青少年の自主性・協調性を養うことについ

て

キャンパーは集団の中での役割を自覚して，

他のキャンパーとともに活動し，相互に関わり

合う中で，責任・協調・協力の大切さ，克己・

克服してやり遂げる喜びや課題解決の充実感を

味わう機会となった。今後，さらに子ども達

の，プログラムに対する自主的な取り組みを促

進するシステム作りが必要であると思われる。

スタッフの支援指導の在り方について検討を進

めたい。

!３ ボランティアスタッフを含めた実行委員会

の立ち上げについて

今後は，実行委員会を立ち上げ，企画の段階

から現場スタッフが参加して，より実践キャン

プの構想を練るに相応しい，実働的なワーキン

ググループを組織したい。

!４ 地域の特性を生かしつつ，さらに広域的な

事業展開について

平成１１年度より３ヶ年に渡る本事業の成果の

一つとして，地域の様々なフィールドを活動の

舞台としてきたことは，地域に根ざした新たな

プログラム開発の原動力となった。

キャンパーとしての連続参加者が多いこと

は，本事業の成果の一つと評価されるところで

はあるが，一方では，限られた定員を，毎年，

一部の者が占める様相にも問題は残る。今後，

より多くの国民に愛され，利用者の広がりを目

指すことも検討したい。

!６ 参加者の反応（アンケートより）

ボランティアスタッフ（「キャンプカウンセ

ラー実践講座」参加者）は，講座の内容につい

て，講師，講義・実技，実施場所，職員の対応

の項目において，１６名中全員が「良い」以上の

評価をしている。

キャンプ全般についても「キャンプの知識や

技能が身についた」「キャンプの楽しさが実感

できた」「前向きに取り組めた」「新しい発見が

あった」「今後も参加したい」としている。ま

た，事前研修会の学習や準備等の活動がキャン
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プ実施に大いに役立ったとしている。

キャンパー（「ASOわくわく自然体験村」参

加者）は，キャンプの活動プログラム「１泊２

日のくじゅう登山」「菊池渓谷沢歩き」「大根収

穫の農業体験」について，「きつかったけれど

楽しかった」「大変良かった」「良かった」とす

るものが多数をしめた。子どもたちは，豊かな

大自然の素晴らしさや困難やストレスを克服し

て何かをやり遂げる喜びを実感した貴重な体験

活動を通して，自分自身が大きく成長したと評

価している。

!７ 外部による調査研究の成果を受けて

企画委員会の，西田順一氏（九州大学大学院

人間環境学府）が，本事業への参加者を対象に

調査を行い，組織キャンプ体験による心理的効

果に関する研究を継続している。研究の成果

は，年々の企画段階の検討にフィードバックさ

れて，より安全で，効果的なキャンプを創造す

る指針となっている。
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ボランティア（リーダー）�
　　　　　　　　　　　養成事業�

野外活動指導者�
　　　　　　　養成事業�

学習ボランティア講座�

施設ボランティアコース�
（高校生以上対象）�

学習ボランティア講座�

キャンプインストラクター養成コース�
（大学・短大・専門学校生以上対象）�

キャンプカウンセラー実践講座�

ボランティアリーダー九州サミット� 自然体験活動指導者養成講習会�

国 立 阿 蘇 青 年 の 家 の 事 業 �
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別紙１ 国立阿蘇青年の家の主催事業関連図
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別紙２ キャンプカウンセラー実践講座 活動プログラム

１．事前研修会 平成１３年７月６日（金）～８日（日）

７
／
６
金

１６：３０ １７：００ １９：３０ ２０：３０ ２１：３０

開講式 入浴

夕食

オリエンテー

ション

［演習］

担当別研

修

自由

交歓

７
／
７
土

８：００ １７：００ １９：３０ ２１：００ ２２：３０

準備

［実技］

くじゅう高原事前踏査

朝食（携帯食） 昼食

入浴

夕食

［講義］

キャンプの歴

史と理念

交流会 自由

交歓

７
／
８
日

９：００ １２：００ １３：００

朝のつどい

朝食

［演習］

キャンパーへの支援体制づ

くり

昼食 解散

２．実践研修会 平成１３年７月３０日（月）～８月１０日（金）

７
／
３０
月

１４：００ １５：００ １６：３０ １９：３０ ２１：３０

開講式

［講義］

キャンプの

教育方法論

入浴

夕食

［講義］

キャンプの安全教育 自由

交歓

７
／
３１
火

９：００ １７：００ １９：３０ ２１：３０

朝のつどい

朝食

［実技］

菊池渓谷事前踏査

昼食（弁当）

入浴

夕食

［講義］

プログラム管理と

生活管理

８
／
１
水

９：００ １２：００ １３：００ １９：３０ ２１：３０

朝のつどい

朝食

［演習］

各係り別討議 昼食

［実技］

キャンプ場整備及び野外調理

入浴

［演習］

全体討議

［演習］

ミーティ

ング

８
／
２
木

９：００ １２：００ １３：００ １４：００

朝のつどい

朝食

［実技］

キャンプ場準備 昼食 準備 ASOわくわく自然体験村

（実践キャンプ）

ASOわくわく自然体験村（実践キャンプ） ８月２日（木）～９日（木）

８
／
９
木

１５：００ １６：３０ １９：３０ ２１：３０

ASOわくわく自然体験村

（実践キャンプ）

［実技］

キャンプ場

整備

入浴

夕食

［交流会］

キャンプの反省と

ふりかえり

自由

交歓

８
／
１０
金

９：００ １２：００ １３：００

朝のつどい

朝食

［実技］

キャンプのふりかえりと分

かち合い

昼食 閉講式

１３：３０ 解散
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４班（男性）�
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５班（男性）�
カウンセラー�

６班（女性）�
カウンセラー�

１班（男性）�
カウンセラー�
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別紙３ 「ASOわくわく自然体験村」運営組織図
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別紙４ 「ASOわくわく自然体験村」活動プログラム

（平成１３年８月２日（木）～９日（木））

８
／
２
木

１４：００～ １５：００ １６：００ １７：００ １８：００ ２０：００

受付 開村式 仲間

づくり

［説明］

キャンプオリ

エンテーション

夕食

入浴

班別会議

８
／
３
金

９：００ １８：００ １９：００ ２１：００

朝のつどい

朝食

［実技］ ［講義］

菊池渓谷沢歩き 自然観察

昼食弁当

入浴

夕食

班別会議 ボンファ

イヤー

ミーティ

ング

８
／
４
土

５：００ １２：００ １５：００ １８：００ ２０：００ ２１：００

［実技］

小国大根収穫体験（農業体験）

７：００朝食休憩

昼食

弁当

［実技］

アウトドアクッキング１

石焼きヤマメ・竹飯

班別会議 入浴 ミーティ

ング

８
／
５
日

１０：００ １２：００ １３：００ １７：００ １８：００ ２１：００

朝のつどい

アウトドアクッキング

ホットサンドウィッチ

［実技］

キャンパーが考

えるプログラム

昼食

流しそうめん

［実技］

キャンパーが考えるプロ

グラム

班別会議 夕食

入浴

ミーティ

ング

８
／
６
月

９：００ １３：００ １８：００ １９：００ ２１：００

朝のつどい

朝食

［実技］

くじゅう高原自然観察 昼食

弁当

［講義］

登山の１・２・３

（九重少年自然の家）

班別会議 入浴

夕食

［講義］

プラネタリ

ウム体験

ミーティ

ング

８
／
７
火

７：００ １７：００ ２０：００ ２１：００

朝の

つどい

［実技］

久住山登山 法華院着

朝食携帯食 昼食弁当

入浴

夕食

班別

会議

［実技］

ナイトハイ

ク

ミーティ

ング

８
／
８
水

８：００ １２：００ １４：００ １８：００ ２１：００

朝のつどい

朝食

［実技］

くじゅう高原トレッキン

グ

昼食

弁当

［実技］

村まつり準備

［実技］

村まつり ミーティ

ング

８
／
９
木

１０：００ １２：００ １３：００ １４：００

朝のつどい

朝食

［実技］

キャンプの思い出発表

会

昼食 閉村式 解散

１１０ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第２号，２００２年



別紙５－１ 「ASOわくわく自然体験村」活動プログラムの目標

月 日 活 動 プ ロ グ ラ ム 目 標

８／２

１

仲間づくり

・自己紹介ゲーム

・イニシアチブゲーム

・参加者の自己開示を促す

・キャンプでの人間関係の規範づくりを行う

・問題解決の基本的手段を身につける

２

班別会議，ボンファイヤー

・一日の反省（感想）

・明日の目標

・課題解決

・参加者の意見を分かち合う

・問題解決のための討議の場とする

・人間関係の規範づくり

８／３

１

菊池渓谷沢歩き ・菊池渓谷の自然にふれる

・水面の高さで川をみつめる

・安全管理について学ぶ

２

菊池渓谷自然観察

・動植物観察

・野鳥観察

・自然の中でゆったりとした気分を味わう

・菊池渓谷の自然について学ぶ

８／４

１

大根収穫体験 農業体験

・大根ひき

・出荷作業手伝い

・農作物の収穫の喜びを味わう

・勤労の意義を学ぶ

・日の出（御来光）体験

２

アウトドア・クッキング 野外調理

・内容検討中

・料理づくり体験

・協力，役割分担でつくる喜びを味わう

・火気，刃物などの扱い方（安全管理）について学ぶ

８／５

１
アウトドア・クッキング

・内容検討中

・料理づくり体験

・前日の学びを活かす（役割分担，安全管理）

２

参加者が計画するプログラム

・班別に検討し，実施する

・野外活動を中心として計画する

・ゆっくりした内容とする

・班別で計画し，活動する（内容，準備）

・大自然の中でゆったり過ごす（森の癒し）

・人間関係について考える
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別紙５－２

月 日 活 動 プ ロ グ ラ ム 目 標

８／６

１

くじゅう高原自然観察

・長者原ビジターセンターでの研修

・長者原自然観察路散策

・くじゅうの自然にふれる

・くじゅう周辺の地理について学ぶ

・環境保全について学ぶ

２

登山の１・２・３〈講義〉

・登山の心構えと準備

・登山の安全管理

・登山の知識を学ぶ

・安全管理について学ぶ

３
プラネタリウム体験

・プラネタリウムで星座案内

・星座，宇宙について学ぶ

・ゆったりとした気分を味わう

８／７
～

８／８
１

くじゅうトレッキング

くじゅう登山

・くじゅう連山を縦走する

・集団で活動する喜びを味わう

・登山についての知識を活かす

８／８ １

村まつり

・野外調理

・キャンプファイヤー

・食事やゲーム等の準備をする

・参加者，スタッフとのふれあいを楽しむ

８／９ １

キャンプの思い出を語ろう

・クラフト，俳画

・キャンプの思い出を考える

・自己の気持ちを参加者に伝える

・参加者の話を聞き，分かち合う
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