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【要旨】

平成１３年度，当少年自然の家（以下，当所）において初めて障害のある子どもと障害のない子

どもの６泊７日の長期共同キャンプを実施した。

このキャンプの特徴は，いわゆる「キャンプ場」でなく，テント場も飲料水もない渓流が流れ

る奥山の自然の木立の中でのキャンプであること，障害のある子どもと障害のない子どもの参加

者比率を１対１としたこと，また，障害のある子どもが参加するが，プログラムは住み家づく

り，ナイトハイク（夜間登山），カヌー体験等「サバイバルキャンプ」を基調として実施した長

期のキャンプであること，さらに障害のある子どもについては，学生ボランティアはもちろん，

京都府立高校の２校から福祉関連学科の生徒を障害のある子どもと１対１で対応できるように配

置したことである。

障害のある子ども達と何度もキャンプをしている人たちや，障害児（者）教育に携わっている

人たちから，「無謀では」という指摘を受けることもあったが，それらについては配慮しつつ，

共同キャンプを実施した。

【キーワード】

障害のある子ども，障害のない子ども，共同キャンプ（統合キャンプ），自然体験，ボランティ

ア

� 今なぜ共同キャンプ

１ 小さなときから「心」のバリアフリー

「障害者の人と半分くらいの割合で……って

いうのは，今まで障害を持った人と接したこと

もなかった私にとってなんかちょっと……って

感じだった。」（中学生）

この生徒は障害のない子どもであり，障害児

学級のある小学校にかつて在籍したが，小学校

では「障害児教育のカリキュラム」に基づいて

教育を受けるとともに，学校行事等を通して障

害のある子どもとの交流も経験しているから，

上記のように「今まで障害を持った人と接した

こともなかった」はずがないにも関わらず，そ

のように書いてしまっている。

それはこの生徒と話してわかるのであるが，

京都府立るり渓少年自然の家（Rurikei Youth Outdoor Education Center）（現所属：日吉町立殿田中学校（Tonoda Jun-
ior High School））

【報告】
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障害のある子どもは視野に入ってはいたが，ま

た近くにいることもあったが，結局は見えてい

なかった，接していなかったというのである。

だから「今まで障害を持った人と接したことも

なかった」となってしまうのであろう。そして

このキャンプを通して，障害のある子どもと初

めて「接する」ことになるのである。

「心」のバリアーが小さなときから生まれぬ

ように，また不幸にして「心」のバリアーが生

まれてしまったら，小さなときから，自然にそ

れが消滅するような教育・事業をしていく必要

があろう。

少年自然の家としては，自然の家でしかでき

ない，あるいは自然の家だからこそできる事業

を今後も継続して模索しつつ，発展させていか

ねばならない。

２ ハードとソフト

１９８１年「国際障害者年」が設定され，「共に

暮らす」という考えが提案される中で，障害の

ある人たちがあらゆる機会をとらえ積極的に社

会に進出するようになり，また高校や大学では

福祉関連学科が新設されるなど，社会的にも

ノーマライゼーションの実現に向け，ソフト・

ハードの両面にわたって充実してきている。

当所においては，平成６年から障害のない子

どもの長期キャンプを実施しており，その間に

キャンプを実施するためのハード（キャンプ地

や備品等）及びソフト（指導者，ボランティア，

プログラム開発等）を整備してきた。

さらに，今回のキャンプのためにハード面で

は車椅子用のトイレをレンタルで借りることが

できるようになり，流し台兼洗面台も車椅子に

合うよう所員が新たに製作した。またソフト面

では，障害児（者）キャンプを経験している指

導者や学生の確保に加え，福祉関連学科の高校

生を配置するなど，共同キャンプが実施できる

条件を順次整備してきた。

� 組 織

キャンプを実施するに当たり，子どもたちに

とってキャンプを楽しく，安全にかつ円滑に実

施できるよう，各専門的立場からの助言を得る

ため推進委員会を設けた。

１４名の委員には当所所長の他，スーパーヴァ

イザーとして，２大学の教授に依頼した。内１

名は，障害児教育が専門の教授，１名は障害児

（者）キャンプの経験豊かな教授に依頼した。

また，医療関係として，大学の講師と園部町

の病院から各１名，教育関係から京都府教育庁

指導部長，園部町教育委員会教育長，南丹教育

局長，小・中学校校長会各会長及び盲・聾・養

護学校代表校長，福祉関連学科を持つ学校長，

キャンプ地の区長，当所のボランティアサーク

ルの会長に依頼した。

� 事前準備

１ 「無謀な」キャンプ

年度当初，キャンプの実施要項を作成後，

スーパーヴァイザーの助言を得るべく打合せの

機会をもった。そこで指摘されたのは以下の点

である。

Ａ 参加者の障害の程度をどこまでにするか。

重度の障害も含めるか。

Ｂ 障害のない子どもを満足させるキャンプに

するには，障害のある子どもとない子どもの

比率を１対６ぐらいが適当ではないか。

Ｃ 障害のある子ども中心のグループ，軽度の

障害のある子どもと障害のない子どものグ

ループ，障害のない子ども中心のグループ，

等を作る。そしてキャンプを進めていく内に

共同化を図っていく。

また，グループの作り方にもいろいろなバ

リエーションが考えられる。

Ｄ 高校の福祉学科は大半が女子高生だが，障

害のある子どもには，基本的には男子には男
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子，女子には女子が適当。参加者の男女比も

考慮したい。

Ｅ 学生のカウンセラーは１グループ２名でい

いが，その学生のリーダーになる学生が必

要。

Ｆ 安全対策として，参加者の主治医を確認し

ておくこと。

Ｇ 参加者に快適な生活を送らせるのではな

く，困ったことが起これば，みんなで考え

る，そういうキャンプの非日常性を味わわせ

たい。

以上のような指摘を受け，再度所内で検討し

第１回推進委員会を開催した。

第１回推進委員会では実施要項を中心に説明

するとともに，以下の点についてもそれぞれの

項で簡単に付け加えた。

Ａ 障害の程度については，常時寝たきりで

キャンプ活動に全く参加できない状態以外は

参加対象とする。

Ｂ 障害のある子どもとない子どもの比率

は，１対１とする（募集は障害のある子ども

２０名，障害のない子ども２０名）。

Ｃ 学生カウンセラーを１５人（１グループにつ

き２名とそのリーダー３名），高校生ボラン

ティア２０名を障害のある子ども１人に１人つ

ける。

Ｄ プログラムは障害のある子どもが参加する

が，基本的にはサバイバルキャンプである。

委員からは次のような指摘があった。

Ａ 障害のある子どもとない子どもの比率が１

対１は理想論ではなかろうか。小学生には負

荷があろう。障害のない子どもを学生や高校

生スタッフがどう扱うか。いずれにしろ，

「参加した」意味を持って帰ってもらえるよ

うに。

Ｂ 障害のある子どもとない子どもの比率は，

障害のある子どもが１０パーセントくらいでも

いい。

Ｃ ナイトハイクやカヌーはおもしろく，いい

プログラムである。但し，途中で棄権できる

自由，選択の余地を残しておくといい。

Ｄ 参加は小学生から大学生まで，男子と女

子，障害のある子どもとない子ども，錯綜し

た人間関係，プログラムの多様性，障害のな

い子どもは世話だけさせられたという印象を

持つおそれ等，もう少し検討がいるかなとい

う印象を持った。

こういったさまざまな意見を得ると同時に，

他の機会に障害児キャンプ経験者等からは，今

回の共同キャンプに対して，「無謀では」といっ

た意見が耳にはいることもあった。

きちんと整備されたキャンプ場でない自然の

木立の空き地での長期共同キャンプ，障害のあ

る子どもとない子どもの１対１という比率，障

害の程度が重度の子どもも参加対象であるこ

と，障害のある子どもにとってはプログラムの

困難さ等からの指摘であったようである。

これらに対しては，当所では次のように考え

た。

Ａ 共同キャンプ実施場所については，障害の

ない子どもだけではあるが平成６年よりその

地で実施しており，障害のある子どもが参加

しても緊急時の対策を講じておけば特に支障

をきたすことはない。

Ｂ 障害のある子どもとない子どもの比率につ

いては，障害のない子どもが障害のある子ど

もを意識して活動するためにも，１対１とい

う比率は必要であると考えた。つまり１グ

ループに１人の障害のある子どものグループ

では，障害のない子どもは６泊７日という期

間，関わりを持たずに過ごしてしまい，今回

のキャンプの目的が達せられない状況が生じ

るおそれがあると考えたからである。

Ｃ 他のキャンプ例を見ると，１グループに障

害のある子ども２人，ない子ども３人という

例があった。
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さらに，プログラムについては，障害のある

子どもにとっては困難なものもあるが，それら

については当日の心身の状態により参加の可否

を決める，あるいは部分参加を可能にする等，

柔軟に対応することで予定どおり実施すること

にした。

２ スタッフ会議

スタッフの内訳は次のとおりである。

大学教授 ２名（推進委員）

保健・医療担当の大学講師

１名（推進委員）

ボランティアサークル「るりの会」会長

１名（推進委員）

看護学校生（准看護士）２名

大学生カウンセラー １５名

高校生ボランティア ２０名

当所臨時職員 ２名

当所職員 ７名

資料―１の日程でスタッフ会議を実施した。

当日は激しい雨に見舞われ，雨天用プログラム

に変更せざるをえなかった。このためキャンプ

地での住み家づくりの実習やテント設営・テン

ト泊，野外炊飯等予定していたすべてはできな

かったが，雨の中，当所の野外炊飯場で炊飯の

実習は行った。

また，ミーティングの時間が１コマ多くと

れ，このキャンプのスタッフである講師（スー

パーヴァイザー）は体験をもとに障害のある人

たちとのキャンプの話をユーモアと熱意をもっ

て語られ，スタッフ一同メモを取りながら熱心

に耳を傾けた。

参加した学生・高校生の感想をまとめれば次

のとおりである。

� 不 安
み やま

Ａ ナイトハイク（深山登山）等，歩いての移

動に不安を感じる。

Ｂ 障害のある子に意識がいき，ない子に対す

資料―１ 「みどりキャンプ」スタッフ会議日程

時 間 内 容 備 考

６／２３（土）
１２：１５～１２：３０

１３：３０～１５：００

１５：００～１６：００

１６：００～１９：００

１９：３０～２１：３０

６／２４（日）
６：３０～９：００

９：１０～９：３０

９：４５～１１：１５

開会行事（挨拶，日程説明，自己紹介）

会場移動（徒歩）

住み家作り

（ブルーシートを使った住み家作りの実習）

炊飯活動（カレーライス）・夕食・片付け等

ミーティング―１―

� キャンプの趣旨理解

� 運営上の諸注意（キャンプの進め方等）

� 学生カウンセラーと高校生ボランティアの役割

起床

炊飯活動（和食）・朝食・片付け等

テント撤収

会場移動（バス）

ミーティング―２―

� 「障害のある子ども」と「障害のない子ども」の共同キャ

ンプ

―カウンセラーとボランティアの関わり方―

講師：石田先生

奥山川キャンプ地

（雨天：館内泊１Ｆ室）

１０７～１１０，１１２

（雨天：炊飯場）

空き地にて

（ブルーシート敷き）

（雨天：プレイホール）

（雨天：炊飯場）

自然の家

プレイホール
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る支援がおろそかになるのでは。

Ｃ 障害のある子にどの程度作業分担させる

か。

Ｄ 人間関係をどのように作っていくか（コ

ミュニケーション）。

Ｅ 自分の体力が持つか，自分のことで精一杯

になるのではないか。

Ｆ 自分が偏見をもってしまうかもしれない。

Ｇ こんな場所で１週間も生活できるのか。

Ｈ 障害のある子が行方不明になったとき，ど

う体制を組むか。

� そ の 他

Ａ 自分に何ができるか，キャンプを通して何

か変わる部分があればいい。

Ｂ 不安はあるが，でもすごく楽しみ。スタッ

フのメンバーが心強い。

Ｃ 高校生が元気でいい子そうなのでほっとし

た。

Ｄ できることをしっかりやっていきたいし，

最後には来てよかったと思えるようなキャン

プになればいい。

Ｅ 前もってどういう障害があるか，知ってお

きたい。

学生，高校生は多くの不安を抱きながらも，

積極的な意見を持ち，有意義なスタッフ会議で

あった。不安についてはキャンプ開始前までに

解消できるよう，次回の「親子説明会」時のス

タッフミーティングを利用した。

３ 親子説明会

資料―２の日程で親子説明会を実施した。

スタッフは１泊２日の日程で前回できなかっ

た実習や新たなミーティングを１日目に行い，

親子説明会に備えた。

資料―２ 「みどりキャンプ親子説明会」日程

時 間 内 容

７／２１（土）
１１：３０

１３：３０

１５：００

２０：３０

《スタッフ》

JR園部駅西口 集合

住み家作り実習

（ブルーシートを使った住み家）

ミーティング―１―

障害について学習

班別活動の計画準備

ミーティング―２―

障害のある子とない子の共同キャンプ生活

講師：友久先生

※児童生徒及び保護者は２２日のみ参加

７／２２（日） 《スタッフ・児童生徒》 《保 護 者》

９：３０

１０：３０

１１：００

１１：４０

１２：００

１３：００

１５：４０

迎え準備（所員迎え園部駅西口 集合９：３０）

開会行事（プレイホール）

「班別ミーティング�」

自己紹介から始めよう

奥山川キャンプ地って…

「みどりキャンプについて」

昼食

「班別ミーティング�」

キャンプ計画を立てよう

解散

奥山川キャンプ地の見学

（マイクロバス２台利用）

保護者会

・「みどりキャンプ」について

・質疑，交流

吉野：みどりキャンプ １０１



この説明会がスタッフと参加者，また参加者

同士が初めて顔を合わせる機会であり，スタッ

フ・参加者一同は期待と不安を持って参加した

と思われる。

開会行事は多動や情緒障害のある子どもがし

ばしば動きまわり，そこに高校生ボランティア

が付き添う光景の中で進められ，そういう光景

に慣れていない参加者は驚いていたに違いな

い。

この親子説明会の実施後，障害のある子ども

や保護者が初めてキャンプ地の様子を知ること

から（子どもは学生スタッフの説明とスライド

で知る。保護者はマイクロバス２台に分乗して

現地見学をする），また障害のない子どもは障

害のある子どもの様子に驚き，キャンセルが出

るのではないかという一抹の不安があった。

しかし，子どもたちは学生や高校生たちとの

班別ミーティング―１―，―２―で具体的な

キャンプ計画を立てたり，班別メニューを考え

たりする中で，また保護者は午後の会議でスー

パーヴァイザーの話を聞いたり，質問をした

り，グループ付きの学生カウンセラーと懇談し

たりする中で不安が少しずつ解消されていった

のであろうか，この後のキャンセルは１件もな

かった。

� 障害のある子どもと障害のない子ど

もの様子

１ 応 募 者

参加対象者は，次のとおりである。

府内の小学４年生以上，中学生及び盲・

聾・養護学校小学部４年生以上，中学部の

児童・生徒

さて，資料―３のとおり，それぞれ２０名の定

員に対して，障害のある子どもの応募数は３１

名，障害のない子どもは４２名であった。

当初，４０名以上の応募があるだろうかという

不安を抱えていたが，所長以下所員の積極的な

広報，養護学校をはじめ各学校長の協力等によ

り，それぞれ定員を超える応募があった。

表からは次のようなことがうかがえる。小学

生では，障害のある子ども５名に対し，障害の

ない子どもは３１名と６倍を越える応募があった

が，中学生ではその反対に，障害のある子ども

が２６名と障害のない子どもの２倍以上の応募が

あった。

これは，障害のある子どもの小学生では６泊

７日という長期のキャンプに耐えられないので

資料―３ 学年別・男女別応募者（参加者）数

障害のある子ども 障害のない子ども 合 計
総 計

男 女 計 男 女 計 男 女

小学４年 １（１） １（１） ２（２） ７（０） ９（０） １６（０） ８（１） １０（１） １８（２）

５年 １（０） １（０） ２（０） ４（２） ４（２） ８（４） ５（２） ５（２） １０（４）

６年 １（１） ０（０） １（１） ３（３） ４（３） ７（６） ４（４） ４（３） ８（７）

中学１年 ７（２） ０（０） ７（２） ２（１） ４（４） ６（５） ９（３） ４（４） １３（７）

２年 ９（４） ２（２） １１（６） ２（２） ３（２） ５（４） １１（６） ５（４） １６（１０）

３年 ６（６） ２（２） ８（８） ０（０） ０（０） ０（０） ６（６） ２（２） ８（８）

合 計 ２５（１４） ６（５） ３１（１９） １８（８） ２４（１１） ４２（１９） ４３（２２） ３０（１６） ７３（３８）

※（ ）内は参加者数

※参加決定後，２名がキャンセル
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はないかと保護者が思われたことも考えられよ

う。また障害のない子どもで中学生ともなれ

ば，部活動等，多忙な夏休みを過ごしていると

も考えられ，あるいは共同キャンプや野外活動

そのものに関心が少ないのであろうか。

男女の応募者数にも偏りがあったが，これは

当所がこれまで行ってきた障害のない子どもの

キャンプと同じ傾向である。

２ 参加者（障害のある子ども）の様子

小学４年生は男女各１名，５年生は女子１名

が参加決定後にキャンセルしたため０名，６年

生は男子のみ１名，小学生は合計，男子２名，

女子１名である。

中学生は１年男子２名，２年男子４名，女子

２名，３年生が最も多く，男子６名，女子２名

で，中学生の合計は，男子１２名，女子４名とい

う状況である。

参加者の障害については，知的障害，情緒障

害，言語障害，その他先天性筋ジストロ

フィー，ADHD，自閉症，ダウン氏症候群等

である。

３ 参加者（障害のない子ども）の様子

小学４年生は０名，５年生は男女各２名，６

年生は男女各３名，小学生は合計，男女とも５

名の１０名である。

中学生は１年男子１名，女子４名，２年男子

２名，女子２名（当初３名の参加予定であった

が，キャンセルがあった），３年生は残念なが

ら応募者がなかった。中学生の合計は，男子３

名，女子６名である。

小学生は男女とも概して活発で，男子は初め

はスタッフの言うことを聞かないくらい元気で

あった。女子も男子に負けず劣らず明るく元気

な子どもたちであった。

中学生は，男子３名とも穏やかな性格で，う

ち２名はこのようなボランティア活動をしたい

と参加希望に書いていた。女子の一部は前年実

施したサバイバルキャンプにも参加しており，

活動的な子どもたちである。

４ グループ（班）について

参加者決定後，グループ（班）編成に取りか

かった。

編成の際に考えたことは，男女，学年構成，

障害の有無及び程度，学生及び高校生の配置等

である。

まず３８名の参加者を男女，学年，障害の有

無・程度がそれぞれのグループにおいてだいた

い均等になるよう６つのグループに編成した。

今年度は障害のある子どもだけ，あるいは障害

のない子どもだけといったグループは編成せ

ず，すべてのグループを均等化するようにし

た。

その結果，次のような編成になった。

１つ目のパターンは，男女各３名，合計６名

のグループが３グループ。

このグループでは，障害のある子ども，障害

のない子どもがともに３名で，小学生は２また

は３名。

２つ目のパターンは男子４名，女子２または

３名，合計６または７名のグループが各１。

このグループでは，障害のある子どもが３

名，障害のない子どもが３または４名で，小学

生はともに２名。

３つ目のパターンは，男子５名，女子２名，

合計７名が１グループ。

このグループでは，障害のある子どもが４

名，障害のない子どもが３名で，小学生は２

名。

こうして編成したグループに，学生のスタッ

フを各グループに男女各１名を配置した。また

高校生スタッフは，障害のある男子の参加者に

は男子の，女子の参加者には女子の高校生を担

当させたかったのであるが，ボランティアとし

吉野：みどりキャンプ １０３



て参加した男子はわずか３名だったため，それ

もできなかった。ただ，障害のある子ども１名

のキャンセルが出たため，車椅子の子ども１名

に高校生を２名配置することができた。

こうして編成したグループは，最小１１名，最

大は１３名である。なお，キャンプ期間中に生じ

る課題によってはグループ（班）のメンバーを

変更することも考えてはいたが，その必要はな

かった。

� キャンププログラム（資料―４参照）

７月２９，３０日は，３０日に午睡の時間を全員に

とったこと以外，予定どおり実施した。

１ ナイトハイク
み やま

３１日にはナイトハイク（深山〈標高７９１メー

トル〉夜間登山）を実施した。キャンプ地（標

高約２００メートル）を予定時刻の１５時３０分に出

発。車椅子の子どもはグループの学生や高校生

が押して上がった。公用車を１台いつでも動け

るようにしておいたが，その必要はなかった。

その他の参加者は全員が歩いてほぼ予定どおり

の時刻にベースキャンプ地（標高約５００メート

ルにある園部町営フラワーガーデン内）に到着

した。ベースキャンプ地では全員でドームテン

トを設営し，夕食の弁当を食べ終わった頃，当

所から連絡があり，大雨洪水警報が発令されて

いることを知った。

避難のためただちに全員で当所に向かった。

雨がまだ降り始めていなかったこの時は，各グ

ループがまとまって当所までの約２０分間を歩い

て移動したが，この時の緊迫した移動がこの後

のナイトハイクに大いに役立つことになった。

当所で仮眠をとり，その間に担当者は気象情

報に注意しつつ警報が解除されるのを待った。

幸いしばらくして警報解除となり，このプログ

ラムのために協力を依頼しておいた学校の教員

ボランティア４名（養護学校２校より２名，中

資料―４ キャンププログラム

月・日 午 前 午 後 夜 泊

７月２９日

（日）

結団式１３：３０～

出会いの集い

入村準備活動

夕べの集い

班別ミーティング

自然の家

（館内）

３０日

（月）

移動

入村活動

資材渡し

住み家作り

弁当

当番活動開始

炊飯活動

班別ミーティング

奥山川キャン

プ地

３１日

（火）

共同場所作り

住み家作り

炊飯活動

野草採り

炊飯活動

炊飯活動

班別ミーティング
み やま

ナイトハイク（深山登山）

ベースキャン

プ地

８月１日

（水）

フリータイム

班別プログラム（手紙，自然観察，記念品制作，炊飯活動等）

奥山川キャン

プ地

２日

（木）

炊飯活動 弁当

カヌー体験（和知）

炊飯活動

班別ミーティング

奥山川キャン

プ地

３日

（金）

炊飯活動

住み家の撤収

弁当

共同場所の撤収

閉村活動・移動

キャンプのまとめ

班毎の出し物の準備

キャンプファイヤー

自然の家

（館内）

４日

（土）

キャンプのまとめ 体験発表・解団式

１３：００～

解散 １５：００～
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学校２校より２名）とスタッフらとともに予定

どおりミーティングをもった。

８月１日午前０時半に全員が起床し，１時５

分には全員出発することができた。

車椅子の子どもがいるグループは，当初学生

１名及び高校生２名そして公用車１台で車道を

登山する予定でいたが，そのグループは「皆で

一緒に登りたい」と言ってきたため，グループ

全員が車道を利用することとなった。

他のグループはスタッフや教員と登山道を進

んだ。歩行にはおそらく個人差が大きく，まし

て障害のある子どもが参加しているわけである

から，グループは解消し，長蛇の列になるであ

ろうと予想していたのであるが，グループの１

人が疲れればグループの全員が休む，他のグ

ループはそのグループを抜き先に行く，疲れが

とれたら再び登山を開始する，という方法をす

べてのグループが採用したためであろうか，１

人の途中下山者を出すこともなく，全員が予定

時刻より３０分早く午前４時に登頂できた。

午前５時過ぎの日の出までの１時間，寒い中

毛布にくるまったり，気分の悪い子は介護を受

けながら公用車・救護車内で横になったり，元

気な子どもたちは広い山頂で遊んだりしながら

日の出を待った。

長く待ったかいがあり，すばらしく美しい

「日の出」に巡り会うことができた。夜間に山

など登ったことのない子どもたちやスタッフ

は，自然の美しさ，すばらしさに感動してい

た。

また，登山途中の休憩時にはほとんどのス

タッフ・子どもたちが「流れ星」にも出会うこ

とができ，それについてうれしそうに話し合っ

ている姿も見られた。

２ カヌー体験

翌２日は，参加者の皆が楽しみにしていた

「カヌー体験」プログラムをキャンプ地からバ

スで約１時間半の所にある和知カヌー場で実施

した。

初めに指導者からライフジャケットの着方，

パドルの握り方や漕ぎ方，カヌーの乗り方，降

り方等の説明があり，その後援助を受けながら

各自でカヌーを水面に漕ぎ出した。障害のある

子どもの内，１人で乗れない子どもたちは，数

人乗りのカヌーをスタッフの助けを受けながら

楽しんだ。

午前のカヌー体験は晴天のもとに実施できた

が，午後になると天候が怪しくなり，３０分ほど

早めて実施することにした。残念ながら不安が

的中し，途中で雷雨となったため，カヌー体験

は３０分程度しかできなかったが，子どもたちは

短時間ながら日常生活ではめったにできないカ

ヌーを楽しむことができた（京都新聞 平成１３

年８月２３日付「きょういく」資料―５参照）。

以降のプログラムは日程どおり進められた。

３日のキャンプ地からの撤収作業，夜は自然の

家での感動的なキャンプファイヤー，最終日

（８／４）は，大きな紙芝居や寸劇，あるいは

模造紙に書いた絵日記による発表等，各グルー

プの工夫を凝らした体験発表に参加者はもちろ

ん，来賓，保護者の皆が感動していた。

� 感想（抜粋）

１ 学生カウンセラー

Ａ 「キャンプが始まる前は，このキャンプど

うなるんやろう？と不安でいっぱいでした。

しかし，今思い返すと，ちっとも無理なこと

ではなかったんだなあと，改めて子どもの力

や，乗り越えたスタッフの力に感心します。

…少し残念だったことは，やはりどうしても

障害のある子どもに目がいき，全体的に障害

のない子どもの影が薄くなってしまったこと

です。障害のない子の魅力を引き出したり，

知ったりすることが全体的に出来なかったの

が残念です。

吉野：みどりキャンプ １０５



そういう残念な点もキャンプファイヤーで

は皆で楽しんでいて，理想の形が出来ていた

と思います。あんなにたくさんの笑顔が見ら

れるとは思っていなかったので，すごいなあ

と感動して涙が出てきました。」

Ｂ 「障害のある子どもと障害のない子どもが

自然な状態でうちとけていくのか，という考

えに固執していて，実際２，３日目くらいま

で人見知りしたり，話すことに消極的であっ

たりして，よけい心配しましたが，スタッフ

の働きかけとは別のところにおいても子ども

たちはいろいろなきっかけを通してうちとけ

ていったようです。

…（ナイトハイクでは）最初は何のために

こんな夜に，しかもこんなに歩くのか疑問に

感じましたが，一所懸命登った後の達成感や

その後に見た日の出はとても美しく感じら

れ，ものすごくいい活動だなあと思いまし

た。子どもたちも高校生も同じような考え，

感じを持ったように思います。」

Ｃ 「ハードスケジュールだからこそあまりだ

らける子どもも出ず，逆に充実感があった。

友達作りと言う点から見ても，ハードだから

こそ声をかけてあげるという優しさも出てき

資料―5
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たと思う。…ただ，やはりゆとりの時間，た

とえば川で遊ぶ，何もせずゆっくりと話す，

といった時間を後半に入れれば今よりもっと

親密な関係が築けたのではないかと私は考え

ています。」

Ｄ 「どの子も（このキャンプで）何か１つは

成長し，何かを吸収できているなと感じてい

る。障害のない子も，これからの生活の中で

自然に壁なく障害のある子と関わっていける

のではないでしょうか。障害のある子の優し

さに私は何度も助けられて考え直させられま

した。」

２ 高校生ボランティア

Ａ 「１週間いろいろなことを見てきて，障害

のある子どもと障害のない子どもが仲良く遊

んでいるのを見てると，改めて人って障害の

ある，なしは関係ない，子どもとつきあって

いく内にこっちがいらいらしてたら，相手に

も伝わるということを実感することができま

した。

結果的には，このキャンプは大変なことや

つらいことも多かったけど，将来進路を選択

するに当たって，貴重な体験になると思っ

た。」

Ｂ 「…僕の担当する子は「自閉症で，知的障

害，言語障害，情緒不安定」。まずアンケー

トを見て，不安になる。本当にこの子にマン

ツーマンで１週間も山の中でキャンプなんて

できるのだろうかと思った。

そして当日。１日目終了した時点では予想

以上だった。言うことを聞いてくれないし，

奇声は出すし，コミュニケーションは全然と

れないし，夜は寝てくれない。そして，キャ

ンプが終わる。正直言うとぶん殴りたくなっ

た時もある。けど，別れの前日のキャンプ

ファイヤーを終えた今は少し淋しい。

担当の子とは日を重ねるごとにコミュニ

ケーションもとれるようになってきて，言葉

だけがコミュニケーションじゃないことも

知った。奇声はうるさくしても大丈夫なとき

は無理に止めない。言うことを聞いてくれな

いときは，今それをしないとどうなるかを教

える。

このキャンプを終えて，障害のある子ども

を生で感じることができてよかった。そして

障害のない子も僕と同じように感じてくれた

とき，このキャンプは初めて本当の意味を持

つと思う。」

３ 参加者（障害のある子ども）

Ａ 「楽しかったことは，星を見に行きました。

カヌーをしました。キャンプファイヤーも楽

しかった。Ｙ君（高校生ボランティア），優

しかったです。Ｔさん（学生カウンセラー）

も優しかった。」

Ｂ 「…山を登るとき足が痛かった。日の出を

見れてよかった。流れ星も見た。初めて見

た。すごくうれしかった。５こくらい見た。

頂上に着いたら少し寒かった。でもバナナを

食べれてうれしかった。……１週間すごく楽

しかった。来年もまた来たいと思いました。」

Ｃ 「…一番楽しかったことは夜にキャンプ

ファイヤーをしたことです。皆と一緒にロン

ドン橋をしたり，出し物をして，とても楽し

かったです。」

４ 障害のある子どもの保護者からの手紙

１週間ありがとうございました。

子どもは自分の好き勝手に動き回るので，付

いていただいているボランティア，先生方の方

が大変だったと思います。疲れが出ませんよう

に。

１週間，少し長いかなあと思ったけど，すば

らしいことを考えてもらい，参加もでき，子ど

もは何も言ってはくれませんが，一つくらい何

吉野：みどりキャンプ １０７



か身に付いてくれたかと思います。本当にあり

がとうございました。

５ 参加者（障害のない子ども）

Ａ 「…みんなと助け合って協力し，みんなで

しゃべって，遊んでそれが一番の思い出にな

りました。自分自身成長して，いろいろ生か

していきたいと思っています。

…このキャンプでは障害のある人，ない

人，関係ないことを知り，もっとみんなのこ

とを考え，誰とでも仲良くできるようにしま

す。」

Ｂ 「…障害のある人とない人がほとんどわか

らないくらいに自分では思って，ほとんど差

はないんだと思えたことがこのキャンプで一

番よかったと思います。またこんなキャンプ

に参加したい。」

Ｃ 「…初めは何をしゃべっているのかさえわ

からなかったＡ君の言葉もみんながちょっと

ずつ理解できるようになったし，Ｂ君やＣさ

んとも大きい声でしゃべれるようになった。

私がこのキャンプで一番びっくりしたのは，

自分より年が小さい人，体の弱い人が本当に

透明（自然）な気持ちで遊んだり，話をした

り，仕事をしたりしていることでした。この

ごろ私はこういう気持ちを忘れていたと思い

ます。

…私もみんなもちょっと大きくなれた『み

どりキャンプ』だったと思います。」

６ 障害のない子どもの保護者からの手紙

…心のバリアフリーについては，先生方やス

タッフのみなさんが様々な場面で御配慮下さい

ましたことが自然に心も打ちとけ，ごく当たり

前のこととして子ども（息子）の心に残ってい

るようです。…今後ともこのような活動を是非

続けて下さいますよう心よりお願い申し上げま

す。

� まとめにかえて

アンケートの余白に「障害のある子どもと障

害のない子どもの共同キャンプについて思った

こと・考えたことを書いてください」という欄

を設けておいた。その中の１編（小学５年生）

を載せ報告書のまとめにかえたい。

ぼくは，障害のある人もない人もみんな

同じだと思った。障害ということばを考え

ると，ぼくはわからなくなってきます。障

害で害という字がつくのがわかりません。

キャンプではみんな同じように生活してい

ました。ぼくができない事もいっしょに協

力してしました。

ご飯作りもみんなでぶんたんして協力し

てしました。夜はみんな集まって話し合い

をしました。できる事は人それぞれみんな

ちがう。それが（その人の個性だと）思う。

ぼくは障害ということばはきらいです。

障害を持つことは悪いように思ってしまう

からです。障害があってもなくても，だれ

もがみんなおたがいを大切におもう事が大

事です。またこんなキャンプに行きたいで

す。

※ 「平成１４年度みどりキャンプ」について

は，子ども放送局１０月１９日番組（京都はみ

んなの体験フィールド）にて放映された。

１０８ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第３号，２００３年


