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【要旨】

本研究では，キャンプ参加児童・生徒のキャンプカウンセラーに対するパーソナリティ認知次

元を明らかにし，児童・生徒の性とキャンプ場面の認知に及ぼす影響を検討した。キャンプに参

加した小学５・６年生，中学１年生（男子４０名，女子３８名）を対象に，グループ内のカウンセラー

のパーソナリティについて２０項目からなる形容詞対を７件法で，異なる４つのキャンプ場面で評

定させた。因子分析からパーソナリティ認知次元の抽出を行い，さらに抽出されたパーソナリ

ティ認知次元上での認知傾向について検討した。その結果，１）キャンプ参加児童・生徒のキャ

ンプカウンセラーに対するパーソナリティ認知次元は，望ましさ，明朗性，表現性，親和性であ

り，児童・生徒は４つの観点からカウンセラーを見ていた。２）パーソナリティ認知次元上での

認知傾向に場面の影響が見られた。児童・生徒は，４つの次元すべてにおいて初日よりも，イニ

シアチブゲーム，登山終了後，最終日にカウンセラーのパーソナリティを肯定的に高く認知して

いた。３）児童・生徒の性差は，カウンセラーのパーソナリティ認知に影響しなかった。

【キーワード】

キャンプ 児童 対人認知 パーソナリティ認知 認知次元

� はじめに

組織キャンプは，優れた教育の機会を提供す

る野外教育活動の一つである。アメリカキャン

プ協会（１）の定義によれば，組織キャンプは，

「キャンプは，野外の集団生活の中で，創造

的，レクリエーション的，教育的機会を享受す

る経験であり，教育を受けた指導者と自然環境

を生かし，参加者の知的，身体的，社会的，精

神的成長に貢献するもの」としている。岡村（１１）

は，この定義からキャンプの構成要素として，

自然，指導者，集団（参加者），プログラムを

指摘し，教育目標を達成するための必須条件で

あると述べている。これら構成要素は，それぞ

れに重要であるが，指導者は，参加者集団に対

して直接的に関与し，影響するという意味にお

いて重要な役割を担っている。特に，参加者と

活動を共にする指導者を，キャンプカウンセ

ラーと呼んでいるが，飯田（８）はキャンプを成功

させ，子どもに貴重な体験を与える上で鍵を

握っているのは，キャンプカウンセラーである

と述べている。キャンプの目標達成にキャンプ
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カウンセラーは，欠かせない存在であると言え

よう。

このようなキャンプカウンセラーにおいて

は，指導に際して参加者の対人関係や対人行動

を把握することが重要である。キャンプでは長

期間に渡って小集団グループごとに生活しプロ

グラムを遂行することが多く，グループ内の対

人関係のあり方がプログラムの効果に影響す

る。当然のことながらキャンプカウンセラーも

この関係に含まれることは言うまでもない。す

なわち指導者は，特定の個人と他者との関係同

様に，指導者自身と参加者との関係を理解しよ

うとすることが求められる。参加者が，指導者

に対して肯定的な認識をしているか，あるいは

否定的な認識をしているかという認識のあり方

が，プログラムに影響するであろうことは容易

に想像できる。従って，キャンプ中の参加者の

カウンセラーに対する認知のあり方を検討する

ことは，非常に重要であると言える。参加者

は，キャンプの様々な場面における他者との相

互作用の中から他者の性格特性やその時々の感

情，欲求などの心理状態を自分なりに解釈しな

がら行動している。一般的にこのような人の内

面的特性を認知する過程は対人認知と言い，特

に，他者の性格特性を認知することはパーソナ

リティ認知と呼ばれている。そこで本研究で

は，キャンプ参加児童・生徒のキャンプカウン

セラーのパーソナリティ認知について検討を行

うものである。

人は，他者のパーソナリティを認知する際に

いくつかの観点をもっており，これまでにこの

観点の抽出に多くの研究が行われてき

た（３，１０，１２，１４）。個人が持っている認知する際の観

点は，それぞれ個人が全く異なっているわけで

はなく，認知者に共通の基本となる認知次元を

想定して見いだしている（２）。Rosenberg（１４）は，

他者を見る際の共通の観点として社会的評価の

次元（social good―bad）と知的評価の次元（in-

tellectual good―bad）の二つの評価次元を見い

だしている。また林（３）は，パーソナリティ認知

の基本次元として「個人的親しみやすさ」「社

会的望ましさ」「力本性」の基本３次元を見い

だしている。しかし，このような，認知次元は

一般成人を認知者として抽出されているもので

あり，発達の未成熟である子どもを対象に研究

されたものではない。これまで，子どもを対象

にした対人認知に関する研究（５，７）は，僅かに報

告があるに過ぎず，充分な知見が得られている

とは言えない。また，キャンプ場面に関するも

のも，坂本（１５），富田（１７）によって行われている

に過ぎない。坂本（１５）では，キャンプ参加児童の

グループ内の児童への認知を検討し，児童が児

童を認知する際の認知次元として，望ましさ，

活発さ，親しみやすさ，自信，わがままの５つ

の次元を明らかにしている。また，富田１７）で

は，カウンセラーの魅力としてのパーソナリ

ティの一部として望ましさに着目し，キャン

パーがカウンセラーの望ましさを如何に評価し

ているかを検討した。その結果，望ましさの下

位次元として信頼・受容性，明朗性，積極性，

穏和性の４つを明らかにしている。このよう

に，キャンプ場面における検討も行われている

が，本研究の課題である，児童・生徒のカウン

セラーのパーソナリティに対する認知について

は，未だに行われていない。

また，対人認知に関する研究は，認知に際し

て影響する要因として，認知者の要因の他に，

認知する場面の要因の影響が指摘されている。

認知される人物が同じ人物であってもその場面

によって認知次元の顕現性の様相が異なること

が報告されている（５，７）。キャンプにおいても，

プログラムによってそのねらいや状況が全く異

なる。従って，場面によって同じカウンセラー

への認知であっても認知傾向が異なることが充

分考えられる。

以上のようなことから，本論文では１）キャ
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ンプ参加児童・生徒のパーソナリティ認知次元

（観点）を明らかにし，さらに，認知者の要因

として参加児童・生徒の性と場面の要因として

キャンプ場面に着目して，２）パーソナリティ

認知次元上での認知傾向を検討することが目的

である。

� 方 法

１ 被験者

静岡県フロンティア・アドベンチャーキャン

プに参加した小学校５・６年生，中学校１年生

児童・生徒７８名（男子４０名，女子３８名）。

２ キャンプの概要

キャンプは１泊２日の事前キャンプと１０泊１１

日の本キャンプで構成されている。なお，キャ

ンプは１グループ１０名の８班で構成されてい

た。本キャンプの日程は表１に示す通りであ

る。

３ 手続き

� 認知場面 認知場面は，本研究のキャンプ

で比較的重要と思われる４場面を選んだ。場

面の特性と調査時間は次の通りである。

� 初日就寝前：キャンプ初日はキャンプ場の

自然環境や対人関係などのキャンプ不安が高

くなると言われている。調査は就寝前に実施

した。

� 課題解決ゲーム場面：課題解決ゲームは，

ASE（Action Socialization Experience：社

会性を育成する実際体験）あるいはイニシア

チブゲーム（Initiative Games）（１３）と呼ばれる。

一人では解決できない精神的，身体的課題に

対して，グループの全員が協力してその課題

に取り組む。課題解決の過程においてグルー

プ内のコミュニケーションが活発になり信頼

感や協力性が生まれると言われている。調査

はゲーム間の休憩時に行った。

� 登山：１泊の野営を含む，往復２８kmを歩

くプログラムである。つらいことをやり遂

げ，達成感や自信を得ることがねらいであ

る。調査は最も身体的にきついであろうと思

われる往路の薮こぎ終了後に実施した。

表１ キャンプ・プログラム

午 前 午 後 夜

１日目 開村式 テント設営 調査１

２日目 イニシアチブゲーム イニシアチブゲーム，調査２

３日目
班別自由活動（１泊２日，４日目午前まで）

キャンプ場着４日目 自由活動選択

５日目 選択自由活動（ロッククライミング，パラグライダー，川遊び，MTB,

６日目 洞窟探検，渓流釣り，草木染め，バター作り，豆腐作り，その他）

７日目 休養日
登山準備

（ロープワーク，パッキング等）

８日目
登山（１泊２日，野営，往復２８Km，９日目午後まで）調査３

キャンプ場着

野 営

９日目

１０日目 お祭り準備，スタンツ作り スタンツ大会，夕食コンテスト
キャンプ

ファイヤー

１１日目 撤収，調査４，閉村式
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� 最終日撤収後：キャンプ最終日は，キャン

プ不安が軽減される。また，親しくなった友

人やスタッフとの別れなど感傷的になる。調

査はキャンプ撤収後に実施した。

� 刺激人物 自分の所属するグループのカウ

ンセラー（１名）を認知対象となる刺激人物

とした。カウンセラーは，８名（男子３名，

女子５名）であった。

� パーソナリティ評定 林（３）で用いられた

パーソナリティを表す特性語を参考にしなが

ら，認知者である児童・生徒（小学校５年

生，６年生，中学校１年生）用の２０項目から

なる両極尺度を用意した。そして各刺激人物

のパーソナリティについて７件法で４場面に

おいて評定させた。項目は順序効果を考慮し

ランダムに配置した。以上の評定に関する指

示を４つの認知場面ごとに行った。

� 結 果

１ パーソナリティ認知次元

被験者は，先にあげた４場面でグループのカ

ウンセラーに対して，２０項目のパーソナリティ

を表す形容詞対を７件法で評定した。刺激人物

（１），被験者（７８），場面（４）の３相データ

を単相データ（Ｎ＝３１２）とみなし因子分析を

行った。因子分析では，主因子法により因子数

を２～６まで変化させながら抽出した。さらに

直接オブリミン法による斜交回転 （delta＝０）

によって因子パターンを単純化した。因子数を

順次変化させて因子パターンを検討し，解釈の

ための因子負荷量を０．４以上に設定した結

果，４因子解が最も解釈がし易く適切であっ

た。また固有値を１．０に設定し因子の抽出を

行ったところ１因子のみの抽出となったので因

子負荷量０．４以上という条件による抽出を採用

した。表２は４因子解における斜交回転後の因

子パターンと因子間相関を示したものである。

４因子解を検討すると，第１因子は独立した

因子として６項目が抽出され，「望ましさ」の

因子とした。第２因子は「明朗性」の因子と読

みとれ５項目が対象に，第３因子は２項目が対

象となり「表現性」の因子，第４因子は「親和

性」因子と解釈し，４項目が対象になった。な

おどの因子にも高負荷を示さなかった「積極的

な―消極的な」「わがままな―わがままでない」

「かわいらしい―にくらしい」は以後の分析か

らは除外した。

２ パーソナリティ認知次元における認知傾向

抽出された次元上において，認知対象を認知

する傾向を検討するために，以下の数値を算出

した。被験者一人ずつについて刺激人物への１７

項目の評定値を４つの次元ごとに平均値を算出

した。この評定値の平均を従属変数として，

パーソナリティ認知次元ごとに認知者の性�×

認知場面�の２要因の分散分析を行った。性は

被験者間要因であり，認知場面は被験者内要因

である。本研究での統計的検定における有意水

準はすべて５％とした。また，水準間の多重比

較にはLSD法を用いた。表３は各場面，性別の

パーソナリティ認知次元における評定値の平均

を表したものである。

分散分析の結果，望ましさ，明朗性，表現

性，親和性の各次元において場面における主効

果が有意であった。（それぞれＦ＝８．１５，

５．７０，５．７６，８．３０）それぞれの次元について多

重比較を行った結果，すべての次元おいて初日

就寝前の平均値よりも，イニシアチブゲーム，

登山，最終日撤収後の平均値のほうが有意に高

かった。従ってキャンプ参加児童・生徒は，初

日就寝前よりも，イニシアチブゲーム，登山，

最終日撤収後の場面でグループのカウンセラー

を，望ましく，明朗であり，表現性に富み，親

しみやすいと認知していた。また，性の効果に

ついてはいずれの因子についても有意な差は，

認められなかった。
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表３ カウンセラーのパーソナリティに対する児童・生徒の場面毎の認知得点

因子（次元） 場面
男子（Ｎ＝４０） 女子（Ｎ＝３８）

Ｍ SD Ｍ SD

望ましさ

初日就寝前 ４．９４ ２．１４ ５．３２ ２．１９
ASE ５．７０ １．０６ ５．９３ １．４５
登山 ５．９０ １．０１ ６．００ １．０３

最終日撤収後 ６．０３ １．１０ ５．９６ １．３６

明朗・快活性

初日就寝前 ４．７９ ２．００ ５．０７ ２．１１
ASE ５．５７ １．０２ ５．７８ １．４５
登山 ５．３９ １．２３ ５．８０ １．３３

最終日撤収後 ５．７０ １．２１ ５．６９ １．３７

表現性

初日就寝前 ４．８４ ２．０６ ５．２２ ２．１７
ASE ５．６３ １．０４ ５．６１ １．５１
登山 ５．６３ １．０３ ５．９２ ０．９７

最終日撤収後 ５．５５ １．３３ ５．９１ １．３８

親和性

初日就寝前 ４．８１ ２．０７ ５．１１ ２．１３
ASE ５．５１ １．１３ ５．８２ １．４８
登山 ５．６７ １．０７ ５．８６ １．１６

最終日撤収後 ５．９３ １．０６ ５．７８ １．４１

ASE：イニシアチブゲーム

表２ 斜交回転後（直接オブリミン法：Delta＝０．０）の因子パターン

尺 度 項 目
因 子

F１ F２ F３ F４

望
ま
し
さ

きちんとした―だらしのない ８８† １０ －０８ １２
しっかりした―たよりのない ６３ ０１ －１２ －２３
感じのよい―感じの悪い ５９ １７ －０５ －１３
あたたかい―つめたい ５９ ０４ －０４ －２１
責任感のある―責任感のない ５３ １４ －０２ －２４
知的な―知的でない ５３ ０１ －２５ －１０
積極的な―消極的な ３７ ０６ －３０ －２３
わがままでない―わがままな ２７ ０６ １７ －１５

明
朗
性

明るい―暗い ０９ ９１ ０１ １７
信頼できる―信頼できない １２ ５９ ０４ －２４
活発な―おとなしい －１４ ５２ －２７ －２４
気の長い―気の短い ０９ ５１ ０３ －０６
ユーモアのある―ユーモアのない －１６ ４８ －２４ －２７

表
現
性

おしゃべりな―無口な ０５ ０６ －７１ －０３
にぎやかな―静かな ２８ ０５ －５６ －０２

親
和
性

親しみやすい―親しみにくい １４ ０４ ０５ －７５
親切な―不親切な ０８ １３ ００ －６１
勇敢な―臆病な １１ ０３ －１７ －５９
自信のある―自信のない １６ １０ －１４ －５４
かわいらしい―にくらしい ２３ ０５ －１６ ２８

因子間相関

F２ ５５
F３ －３０ －４２
F４ －６７ －６２ ４１

† 小数点は省略
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� 考 察

１ パーソナリティ認知次元

キャンプの参加児童・生徒の対人認知次元と

して，望ましさ，明朗性，表現性，親和性の４

つが抽出された。キャンプの参加児童・生徒

は，主に以上の４つの観点からグループ内のカ

ウンセラーを認知していたと言える。坂本（１５）

は，キャンプ参加児童のグループ内の他の児童

（キャンパーからキャンパーへの認知）に対す

る認知次元として，望ましさ，活発さ，親し

み，自信，わがままの５つの認知次元を抽出し

ているが，本研究では，４つとなった。本研究

との共通の次元として「望ましさ」があげられ，

類似した次元として，「明朗性」「親和性」があ

げられる。しかし，この類似の２つの次元は，

次元を構成する形容詞対に違いが見られる。例

えば，「勇敢な」「自信のある」の２つの形容詞

対は，児童が認知対象の場合では独立した次元

を形成したが，本研究では「親しみやすい」「親

切な」に高負荷を示す親和性の次元に含まれて

いる。また逆に，「おしゃべりな」「にぎやか」

は，児童の場合は，活発さの次元に含まれてい

たが，本研究では，独立した次元を形成し，カ

ウンセラーを認知する際の観点となっている。

この結果から，認知する対象が，キャンパーか

カウンセラーかという違いによって，パーソナ

リティを認知する次元の内容や顕現性がかなり

異なると言える。

また，キャンパー同士では，認知する観点と

して次元に含まれた項目の「わがまま」「積極

的な」「かわいらしい」については，本研究で

は，どの次元に対しても高負荷を示さなかっ

た。一般的な人のパーソナリティを評価する項

目として有効であると思われる形容詞である

が，指導者であるカウンセラーとして認知する

際には，あてはまりにくいようである。多田（１６）

は，キャンプカウンセラーには，教師同様に

キャンパーに影響する勢力源泉があることを指

摘している。児童・生徒は，カウンセラー個人

のパーソナリティを認知する以前に，「指導者」

としての暗黙の勢力に影響を受けながらカウン

セラーのパーソナリティを認知していると考え

られる。

２ パーソナリティ認知次元における認知傾向

児童・生徒の性と場面の２要因の分散分析の

結果，４つのいずれのパーソナリティ認知次元

で，同様の場面の効果が確認された。児童・生

徒は，初日よりも，イニシアチブゲーム，登

山，最終日でカウンセラーのパーソナリティを

高く認知していた。また，初日以降は，場面に

よる効果（イニシアチブゲーム，登山，最終日

の各間）が認められなかった。富田（１７）は，キャ

ンプ中のカウンセラーの社会的な望ましさにつ

いて検討し，キャンパーがカウンセラーを評価

する際の場面の影響を明らかにしている。「信

頼性・受容性」「積極性」は，初日が最も低く，

メインのプログラムの時に高く評価されたこと

を報告している。本研究では，初日が最も低く

なることは支持できるが，メインプログラムの

時に最も高くなり，認知に影響することは支持

できない。本研究の結果は，キャンパーは，カ

ウンセラーに対して，初日以外は，プログラム

や場面に影響されないで安定した認知傾向を保

つことを示している。初日が最も低い値を示す

ことは，初日で未だによく知り得ないカウンセ

ラーを認知しなければならないことが影響して

いたと思われる。従って，「どちらともいえな

い」を選択し，結果として最も低い値を示した

と考えられる。２日目以降に安定した認知傾向

を示したのは，認知者であるキャンパーが「指

導者」としてのカウンセラーを一貫した観点か

ら認知したと言える。同時に，認知される対象

であるカウンセラーが一貫した態度（パーソナ

リティ傾向）からキャンパーに対応していたと
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も考えられる。しかし，実際キャンプ中，カウ

ンセラーは，キャンパーの問題行動やキャン

パーの課題に対して厳格な，あるいは時には，

感情的な対応をすることが少なからずある。ま

た，カウンセラー個々人のパーソナリティに

は，大きな違いがあり，キャンパーの認知のあ

り方は，このような要因に大きく影響を受ける

と考えることが妥当であろう。そうであるにも

かかわらず，このような安定的な認知傾向を示

すことは，非常に興味深い結果である。カウン

セラーとキャンパーとの関係性（本研究では２

日目以降）が生まれれば，カウンセラーに対す

る肯定的な尊敬感情によって認知傾向が動きに

くくなるのかもしれない。

また，本研究では男子，女子による違いは見

られなかった。一般的には，女子が高く評価す

る傾向があり（１５），本研究においても認知得点

は，女子の方が高いが，統計的な差異があると

は言えなかった。

対人認知に影響を及ぼす要因として，認知者

の要因，認知対象の要因，場面の要因があり，

本研究では，キャンプ参加児童・生徒という認

知者の要因とキャンプ場面の要因について検討

を行った。しかし，認知対象であるカウンセ

ラーがどのような人物であるかによって認知傾

向が異なることが充分予想される。例えば，カ

ウンセラーが男性か女性であるかは，認知傾向

に影響するかもしれない。本研究では，認知対

象となったカウンセラーが８名と少ないため，

認知対象の要因は取り上げなかったが，今後は

検討を進める必要があろう。

� おわりに

本研究は，キャンプ参加児童・生徒のキャン

プカウンセラーに対するパーソナリティ認知次

元を明らかにし，児童・生徒の性とキャンプ場

面の認知に及ぼす影響を検討した。キャンプに

参加した小学５・６年生，中学１年生（男子４０

名，女子３８名）を対象に，グループのカウンセ

ラーのパーソナリティについて２０項目からなる

形容詞対を７件法で，異なる４つのキャンプ場

面で評定させた。得られたデータから因子分析

（主因子法，直接オブリミン法）を行いパーソ

ナリティ認知次元の抽出を行った。さらに，抽

出されたパーソナリティ認知次元上での評定得

点から認知傾向の検討を行った。その結果，以

下のことが明らかになった。

１）キャンプ参加児童・生徒のキャンプカウン

セラーに対するパーソナリティ認知次元は，

望ましさ，明朗性，表現性，親和性であり，

児童・生徒は，主に４つの観点からカウンセ

ラーを見ていた。

２）パーソナリティ認知次元上での認知傾向に

場面の影響が見られた。児童・生徒はすべて

の次元において初日就寝前よりも，イニシア

チブブゲーム，登山終了後，最終日撤収後の

方が，カウンセラーのパーソナリティを肯定

的に高く評価していた。

３）児童・生徒の性差は，カウンセラーのパー

ソナリティ認知に影響しなかった。
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