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【要旨】

北海道立足寄少年自然の家で行われた不登校児童生徒対象の冒険キャンプの参加者３２名を対象

に，参加者及びその保護者に質問紙による調査を実施し，キャンプの成果について検討した。

キャンプ終了後参加者は，対自分，対他人，対自然との関係において自己概念に肯定的な変化が

生じた。また参加者の保護者は，キャンプ終了後子どもが適切な行動を積極的に行うということ

について肯定的な行動変化を認めた。

キャンプ中にどのようなことが起きていたのか，参加者とスタッフはどのように関わり，どの

ような結果を経てキャンプが終了したのかというプロセスとその調査結果を並行して述べ，不登

校児童生徒を的確に理解した上での，野外を使った積極的なとりくみの必要性とその結果を論じ

た。

【キーワード】

不登校児童生徒 スタッフのスタンス 冒険キャンプ キャンプの経過 自己概念の変容 保

護者から見た事後の参加者の変容

� はじめに

北海道立足寄少年自然の家は，「子どもの生

きる力の育みとプログラムのあり方」～少年自

然の家は，子どもたちに何を残したか～を研究

テーマとし，２０００年と２００１年の２ケ年計画で長

泊型主催事業（６泊７日）と不登校児童生徒対

象事業（３泊４日）をケースに，�足寄少年自

然の家が子どもに育むことができる『生きる力』

とプログラムの関連性を考察し，�教育力の連

携，融合を促進するため，教育効果を客観的に

明らかにする評価法の開発をねらいに，冒険プ

ログラムを内容とした実証的研究を試みた（１）。

ここで報告するのは，２００２年度に足寄少年自

然の家で実施した不登校児童生徒対象の主催事

業「のんびりのびのび自然体験～Chance，

Challenge，Change・３つのＣを求めて～」の

全体像と参加者の事業後の心理的変容と参加し

た保護者による事業後の行動的変容の調査結果

である。

我々が不登校児童生徒に願うのは，子ども本

来が持っている力，すなわち「生きる力」の根
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本的なものの蘇生である。「生きる力」の根本

とは，自己決定能力，人間関係能力，自然理解

能力，心身の保持・向上能力の４点である。

これらの能力を育む手段として，野外教育の

手法を取り入れた冒険的キャンプを実施した。

野外（雄大な自然の中）での冒険的活動には，

物事が自分の思い通りになる環境がほとんど存

在しない。常に対自分，対他人，対自然と向き

合い，見つめなければならない環境に追い込ま

れる。その中で，ぎりぎりの葛藤に耐えながら

達成することの喜び，思い通りにならないこと

を謙虚に受けとめ，新しい方向性を導きだす積

極的な行動力，仲間や自然といった周りの環境

を認め，尊重することによって得られる一体感

や連帯感などが，子どもを大きく変えていく

きっかけになると考える。長い人生の中で一瞬

かも知れないこのような非日常的な活動が，日

常の生活へと戻ったときにただの体験として終

わらずに，次の生活への糧となって欲しいと

願っている。そこで，実践の内容と結果及び成

果について報告し，今後の不登校児童生徒の問

題解決プログラムの一助となることを期してい

る。

� 事業の企画

１ 企画にあたって

不登校である児童生徒の傾向とその対応（２）を

踏まえ，参加者にとって，心的・肉体的に非常

に負荷のかかるもの。ぎりぎりの葛藤の中でや

り遂げられるもの。自分一人では絶対にできな

いもの。仲間と共に知恵を出し合い，お互いに

励まし合えば絶対にできるもの。素晴らしい自

然の中で自分は生きているんだという実感。地

球の中から見たら自分はちっぽけだという実

感。環境について考える場面。自分のことにつ

いてじっくりと考えることができるゆとり。こ

れらが今回の企画の全体像である。

不登校の子どもたちに対しての理解，アプ

ローチのしかた，どのような手段で彼らの行動

意欲や活動意欲を引き出すかについては，職員

研修を実施し，リーダースタッフについても事

前に十分な理論研修とフィールド踏査を行っ

た。

初日をアイスブレイキング（３），２日目を準

備，３日目を冒険キャンプ（問題発生日）４日

目を冒険キャンプ（問題解決日）５日目を全体

達成場面と考え，細かな計画を作成した。

３日目から４日目にかけての１泊２日で実施

するキャンプの冒険性がかなり高いことから，

リーダースタッフは足寄少年自然の家でのリー

ダー経験が豊富な大学生ボランティアを用い，

フィールド及びエリアに対しての細かな事前研

修，事業の実施最中の参加者への介入のタイミ

ングなど細部にわたって万全を期した。

指導のずれ，対応のずれを防ぎ，参加者の不

信感を解くために上級教育カウンセラーの資格

を持つ担当指導員が指導のラインを一本化し，

問題発生時に備えて常時個人面接やグループ面

接ができるような体制をとった。また，担当指

導員が全ての活動に対し，動機づけ及びふりか

えりを行なうことにより，その後のグループ活

動の中で，グループカウンセリングが可能な体

制を整えた。さらに，適応指導学級から引率と

して参加した教諭とも状況の把握と細かな打ち

合わせを実施することにより，個々への対応と

いうことについても万全を期した。

活動全般にわたり，自己決定と自己責任とい

う言葉をキーワードにし，自分たちのことは全

て自分たちの手で行うような準備段階からの指

導も取り入れた。さらに，活動終了後はふりか

えりや分かちあいといった静的，心的な部分を

多く取り入れ，活動の発展性や自分の日常との

対比，今後の生活にいかに生かすかということ

を積極的に考える時間を設けた。
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２ 事業のねらい

� 自然の中での活動を通して自然や仲間と向

き合い周りの環境を認め，尊重する心を養

う。

� 直接的な体験を通して，様々な問題解決の

ために自ら考え，判断し，実行する力を養

う。

� 仲間と協力する活動を通して，他者を認め

る心や思いやりの心を育てる。

３ 事業実施にあたっての留意事項

� プログラム全体を覆う流れ

� 動機づけ

（心のブレーキを解く）

� 体験から学ぶ

（やってみることの大切さ）

� 自分から学ぶ

（自分への気づき）

� 周りから学ぶ

（他者や周りからの気づき）

� ふりかえり

（自分や仲間への気づきを自分の中に）

� わかちあい

（自分の気づきを仲間の中に）

� 参加者と向き合うとき

� 手をさしのべてはいけないところは参加

者を信頼して我慢して見守る

� 注意すべきことはきちんと注意する

� ほめるべきところは心からほめる

� 自ら考え，判断し，実行する自由を与え

る

� 言葉の先取りをしない

� 他者と関わる場を積極的に設定する

� プログラムの概要

１ 参 加 者

プログラム参加者を表１に示す。いずれも不

登校の児童生徒である。広報は，開催要項を作

成し，全道の適応指導教室，相談指導学級，フ

リースクールへ送付するとともに，圏域である

十勝管内各小・中学校へ送付した。また，各市

町村教育委員会，北海道帯広児童相談所，北海

道立緑が丘病院児童精神科，登校拒否を考える

親の会，十勝管内各市町村適応指導教室や相談

指導学級へは直接訪問し，事業の趣旨説明を行

い，対象となる児童生徒への参加の呼びかけを

お願いした。電話，葉書，FAX，E-mailによ

る３週間ほどの募集期間を設け，参加申し込み

のあった児童生徒は３５名であり，実際に参加し

たのは３２名であった。相談機関とつながってい

ない参加者は，小学生女子１名，中学生男子２

名，女子１名である。それ以外は適応指導，相

談学級・適応指導教室への通級者並びにフリー

スクールへ通う者であった。

参加者を異地域混合，異年齢混合，男女混合

を考慮しながら４名ずつの８グループに分け，

各グループに１名ずつのリーダースタッフを配

置した。８名の引率教諭については，４名ずつ

の２グループに分け，参加した児童生徒と全て

同じプログラムを体験してもらった。この意図

は，引率教諭にプログラムの意図を理解しても

らうためであり，今後の指導の一助になればと

考えたからである。また，キャンプ中の夜のス

タッフミーティングに参加したもらい，参加児

童生徒の的確な状況把握を手伝っていただい

た。しかし，参加児童生徒への積極的な介入は

極力避けていただくことをお願いした。

２ プログラムの日程

プログラムの日程を表２に示す。

表１ 性別・所属

性別／所属 小学生 中学生 教 諭 リーダー 合 計

男 性 １ １０ ５ ４ ２０

女 性 ４ １７ ３ ４ ２８

合 計 ５ ２７ ８ ８ ４８
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３ 活動の実際

� ６月２７日（木）「なかよくなろう」

� 目 的

ａ）ね ら い

・アイスブレイキング・目的の共有化・自分を

知る，相手を知る・自己責任について考え

る。

ｂ）スタッフの共通認識

・参加者の持つ心の不安や緊張を取り除き，自

発的，積極的態度を引き出す。

� 内容

ａ）アイスブレイキングに関して

個人の参加，適応指導学級としての集団参

加，遠隔地からの参加，小学３年生から中学３

年生までの学年差，初めての参加者，リピー

ターと様々な参加者の環境から，開会式前にア

イスブレイキングを行った。後半にはイニシア

チブゲーム（４）を入れ，グループでのアイスブレ

イキングとお互いが知り合うことをねらって実

施した。

ｂ）オリエンテーションに関して

事業の目的の共有化を図るために，しおりに

書いた「事業にあたってのお願い」を読み上げ

た。内容としては「楽しい」ということの本当

の意味を求めて事業に臨むこと。この事業は

「きたえる場」としての事業であること。「予

定通りに行かないことが予定通り」と思うこと

の重要性。５日間の事業が全てではなく，事業

中に起きた様々な体験やプロセスをその後の日

常生活に生かしていくことが大切であるという

認識。参加者は，それぞれに緊張した面持ちで

話しに聞き入っていた。

ｃ）野外炊飯に関して

アイスブレイキングを目的として，自分を知

る，相手を知るということをねらいにした夕食

のカレーライスづくりに取り組んだ。イニシア

チブゲームの上位グループからカレーに入れる

メイン食材（牛肉・豚肉・鶏肉・ひき肉・シー

フード）を選択し，グループごとでの炊飯作業

を実施した。前半は薪割り，食材の下ごしら

え，火おこし，米とぎなどの作業があったため

に，グループごとでの役割分担をしながら作業

に取り組む姿が見られた。後半に入り，カレー

を煮こむ作業になった頃から，グループから離

れ，集団で参加した適応指導学級の生徒がかた

まり始めた。事業に参加する以前に引きずって

いた学級内の人間関係のトラブルをそのまま事

表２

６：００ ７：００ ８：００ ９：００ １０：００ １１：００ １２：００ １３：００ １４：００ １５：００ １６：００ １７：００ １８：００ １９：００ ２０：００ ２１：００ ２２：００

６
／
２７

木

受

付

なかよくなろう
ふりか
えり

入浴
自由

就
寝
準
備

就

寝
レクリエー
ションゲーム

開
会
式

野外炊飯

６
／
２８

金

起床
洗面
準備

つ
ど
い

朝食
準備

キャンプに向けての準備をしよう

夕食 ふりかえり
自 由

入浴
自由

就
寝
準
備

就

寝
（地図の読み方・マウンテンバイク練習・野営の練習・買いだし・装備の
運び出し・確認・積み込み作業・ミーティングなどを各班で行います。） 相談

６
／
２９

土

起床
洗面
準備

つ
ど
い

朝食
準備

冒険キャンプ１日目「地平線の見える丘でキャンプをしよう」 就

寝
（前日に準備した装備はトラックが運びます。参加したみなさんは，班ごとに地図を頼りにマウンテンバイクで出発します。
目的地は地平線の見える丘。到着したら，テント設営，食事作り，満天の星空を見ながらふりかえりなどをします。）

６
／
３０

日

冒険キャンプ２日目「いかだで利別川を下ろう」
後かた
づけ 入浴 達成

パーティー ふりかえり

就

寝
（地平線を昇る太陽を見て，朝食づくり，テント撤収，出発します。途中でいかだに乗
り換えて利別川を下りながらネイパルをめざします。）

７
／
１

月

起床
洗面
準備

つ
ど
い

朝食
準備

熱気球を上げよう 昼

食

ふ
り
か
え
り

閉
会
式（みんなの力で熱気球

を上げよう）
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業に引きずってきている姿が見られた。

ｄ）１日目のふりかえりに関して

夕食後に複数の参加者が体調不良，「帰りた

い」，「グループをかえて欲しい」，「宿泊室をか

えて欲しい」と訴えに来た。また，泣き出す参

加者も見られた。別室にて本人たちへの個人面

接及びグループ面接を実施した。

体調不良の者も含めて，大勢の中にいる事へ

の不安，事業に参加する前の学級内の人間関係

のトラブルの問題の引きずり，活動への不安な

ど様々であった。

体調不良者，帰りたい者についてはほぼ予想

通りであったことから，面接終了後本人たちは

納得し，活動を続けることで確認を取った。グ

ループを変えること，宿泊室を変えることにつ

いては，事業のコンセプトから考え，全体の問

題とし，ふりかえりの場面で提案し，全員が納

得するまで話し合うこと，話し合いで決まった

ことについてはそれを守ることを約束とし，本

人たちの了解を得た。

全体のふりかえりの場面では，活動のふりか

えりとともに，問題提起として個人名は出さず

に，こうした考えを持っている仲間がいるこ

と，訴えてはいないがそう思っている参加者が

たくさんいるかもしれないということを伝え，

参加した全員が中心のキャンプであるため，全

員で決めて欲しいと提案した。話し合いの際に

は，相手の意見をよく聞くこと。決してすぐに

は否定しないこと。しっかりした理由をつける

こと。などを約束ごととし，グループでの話し

合いを実施した。４０分程の話し合いが終了し，

各グループごとに出た意見を述べてもらうこと

にした。「まだ始まったばかりだし，これから

たくさんのいいことがあるかも知れないからこ

のままでいい。」「不安じゃない人はいないは

ず。みんなでカバーし合って乗り切っていきた

いからこのままで行きたい。」「一度グループを

変えると何度もそうしないといけなくなるから

変えない方がいい。」「不安や無理だということ

を続けるのは良くないから変えた方がいい。」

様々な意見が飛び交った。自己主張の少ない傾

向にある不登校の児童・生徒でも，自分の意見

を聞いてもらえる事への安心感やこれから本当

に自分の身に降りかかることからか，非常に真

剣な意見交換が全体場面でも見られた。

話し合いの結論としては，現状のままでグ

ループを継続していくことで落ち着いた。

まとめとしては，自分の意見を言える環境の

素晴らしさや安心感について伝え，このキャン

プは全員が作りあげていくものであり，強制で

はないこと。ただし自分の考えや意見をきちん

と持ち，それを相手に伝えることを大切にし，

ルールや規範についても全て参加した全員で作

りあげていくことで確認した。

話し合いの終了後，訴えてくる者はいなかっ

た。

� ６月２８日（金）「キャンプに向けての準備

をしよう」

� 目 的

ａ）ね ら い

・１泊２日のキャンプの準備作業を通して自ら

考え，判断し，実行する力を養う。

・自己責任を果たすこと，集団としての責任を

果たすことについて考える。

ｂ）スタッフの共通認識

・完全に自分たちでやりきらせるための準備。

� 内 容

ａ）キャンプに向けての準備をしようについて

（全体）

明日から「１泊２日の冒険キャンプ」に出か

けることを提示した。出発時刻も到着予定時刻

もないこと。時計は出発の朝全員外すこと。自

分たちのグループで考え，判断した時刻，装備

で出発すること。いかだ乗り場での全体指導ま

では，全て自分たちの考え，判断でやりきるこ

とを伝えた。
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５０，０００分の１の足寄町全図を各グループに渡

した後，方位方角，地図上の距離の求め方，等

高線の読み方について説明した。その後，出発

地点の確認，１日目のゴール地点の確認，２日

目のいかだ乗り場地点の確認，いかだゴール地

点の確認を地図上で行った。地点と地点を結ぶ

条件としては，国道を使用しないことのみ伝

え，参加者は各グループごとに地図にルートを

書き込んだ。「これであっていますか？」とい

う質問に対しては答えることをしなかった。

「これでいけますか？」という質問に対しては

「これで行けるといいね。」という答え方を行っ

た。

リーダースタッフに対しては，今後セーフ

ティーのための介入のみとし，それ以外は一切

介入しないようにという指示のもと各グループ

ごとで動くように伝えた。

野営のための用具に関しては，用具一覧表を

各グループごとに渡し，グループごとに必要な

物のみを装備品として揃えるように伝えた。も

ちろんテント設営の練習や携帯用ガスコンロの

使い方など，必要があればグループごとに考え

て行うように指示をした。

個人の装備に関しては，全体の中で説明し

た。食材の調達に関しては，夕方までにグルー

プごとで買い出しに行くこと。一人分の予算を

提示し，生ものをできるだけ避けること，現地

でゴミを極力出さない，出ない工夫をしていく

ように伝えた。

マウンテンバイクおよびいかだのロープワー

クについては，安全性の面から全体で指導し

た。

ｂ）キャンプに向けての準備をしようについて

（各グループごと）

全体での説明を終えた後は，全てグループご

との取り組みとした。それぞれのグループでの

準備作業になったために，グループごとでの凝

集性が強く生まれ始めた。

「本当に行けるのだろうか？」という不安が

グループの中で生まれはじめ，そのための準備

作業に関しては，どのグループも非常に集中し

た中で行われた。

前日に見られた適応指導学級の生徒同士がグ

ループを飛び出す動きも全く見られなかった。

ｃ）２日目のふりかえりに関して

キャンプ装備積み込みの直前になって，複数

の参加者が体調不良，「帰りたい」と訴えに来

た。また，泣き出す参加者も見られた。別室に

て本人たちへの個人面接及びグループ面接を実

施した。目的地までたどり着けるかという不安

が主なものだった。それに対して「行ける」，

「行けない」という話は一切せずに，本人たち

の気分転換に努めるような面接を実施した。１７

時のキャンプ装備積み込み時刻まで面接を続

け，作業を通しての気分転換とグループでの問

題解決に期待して，時刻に合わせて積み込み作

業に参加させた。積み込み作業中に体を動かす

ことでの気分転換や，仲間から様々な意見が聞

けたことから，「もしかしたらできるかもしれ

ない」「不安なのは自分だけではない」「自分が

参加しなければグループでの活動がうまくいか

ない」などを考え始め，それ以後「帰りたい」

と訴えに来る参加者はいなかった。

全体のふりかえりの後，テント泊メンバーを

どうするかという問題を提示した。宿泊室と同

じテント泊にするとグループごとに到着時刻が

違うこと，グループごとに宿泊すると男女が一

緒になること，様々な問題点を提示した。その

後，自分たちで納得がいくように話し合いの時

間を設けた。前日と同様な条件のもとにグルー

プごとでの話し合いを行い，結果については，

明日以降伝えるということで参加者に投げかけ

た。参加者の話し合いの内容については，その

日の夜のスタッフミーティング時に確認した。

� ６月２９日（土）「冒険キャンプスタート」

� 目 的
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ａ）ね ら い

・様々な葛藤に耐え，やり遂げることを通して

自信や仲間を思いやる気持ちを育てる。

ｂ）スタッフの共通認識

・完全に自分たちでやりきらせることによる結

果。問題発生日としてのおさえ。

� 内 容

ａ）マウンテンバイクツーリング

グループごとに決めたタイミングでスタート

を切り，いずれのグループも午前１０：３０までに

は出発した。時折グループが同じ場所で地図と

現在位置を確認することになったが，他のグ

ループのコース選択に引きずられることはな

く，全てのグループが「自分たちでやりきる」

という意識づけがなされていたことから，グ

ループ同士が行動を共にすることは見られな

かった。途中コースミスをするグループも現れ

たが，地形と地図とを見比べながらルートから

逸れていることに気づき，コースの修正もでき

ていた。

リーダーは，コースミスが考えられるところ

は全て踏査できていたことから，介入を一切さ

せなかった。全て参加者の手で，問題解決する

ようセーフティーの確保のみを行った。気温が

高いこと，学年差，体調の善し悪しによりグ

ループの中でばらける場面が多く見られたが，

そのことについてもリーダーの介入は避けさせ

た。

先頭のグループが午後２：３０，最後のグルー

プが午後６：００，無事全員がキャンプ地である

足寄町大規模草地にたどり着くことができた。

ｂ）野営に関して

事前に到着後の行動については確認していた

ことから，各グループごとに休憩後テント設営

と炊飯作業に取りかかった。地平線の見える

丘，３０kmの距離の走破，地図だけを頼りにた

どり着いた満足感からか，表情は明るく，疲れ

ているにもかかわらず作業を手順よく進めるグ

ループが多かった。しかし，マウンテンバイク

ツーリング時にグループ内でトラブルが起きた

グループは重苦しい雰囲気でのテント設営，食

事作りとなった。しばらくすると，食事をし終

えた仲間がそこに集まり，マウンテンバイク

ツーリングの話しなどから，次第に重苦しい雰

囲気はほぐれていった。

夜は満天の星空となり，ランタンを片手に星

空を眺めながら様々な話をする光景が見られ

た。流れ星や人工衛星を見つけたり，自分のこ

とについて話をする参加者もいた。

ｃ）３日目のふりかえりに関して

全体でのふりかえりでは，様々な不安や葛藤

に耐えて，目的地に全員がたどり着いたことを

共に喜び合うことに努めた。ただ，それぞれの

グループごとに問題も多く発生していることか

ら，１泊２日のキャンプはまだ途中であるこ

と。今日の反省を明日に生かすことができるよ

うグループでのふりかえりとわかちあいをしっ

かりやることを伝えた。

その日の宿泊については様々な意見を総合的

に判断し，男子は男子のテントで，女子は女子

のテントで寝るように伝えた。それぞれの持つ

意見を正確に伝えたことにより，参加者の混乱

は全くなかった。

その後グループごとに別れてふりかえりを

持った。今日の問題を明日に生かすことが各グ

ループで話し合われ，お互いの意見を認め合い

ながら話し合う姿が多く見られるようになっ

た。

� ６月３０日（日）「冒険キャンプ２日目」

� 目 的

ａ）ね ら い

・様々な葛藤に耐え，やり遂げることを通して

自信や仲間を思いやる気持ちを育てる。

ｂ）スタッフの共通認識

・完全に自分たちでやりきらせることによる結

果。問題解決日としてのおさえ。
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� 内 容

ａ）野営に関して

時計のない生活。地平線の見える丘の向こう

から昇る朝日。参加者たちが起床したのは午前

３：３０頃だった。雲海の隙間から昇る太陽に感

動の声があがった。前夜のふりかえりとわかち

あいがうまくいったこと，活動に対して自分た

ちでできるという自信の芽生えが参加者の活動

を積極的にさせていたように思われた。

全てのグループが，何も指示されることなく

朝食を作り，まだテントで寝ているリーダーを

起こしに行く。リーダーたちも驚いたような顔

を見せる。実際に朝食を食べ始めた最初のグ

ループは午前５：３０だった。お日様と地平線の

位置と真上の角度を測りながら，自分たちで今

何時頃だという判断をしだす参加者たちがい

た。

テントが朝露で濡れていたことから撤収につ

いては一斉に指示を出した。結局テント撤収を

終えて出発準備が完了したのは午前８：３０だっ

た。

ｂ）マウンテンバイクツーリング

最終確認と健康調査をしてそれぞれのグルー

プでスタートを切らせた。直ちにスタートを切

るグループ，地平線の見える丘に座って景色を

眺めるグループなど様々であった。

昨日と大きな違いとして現れたのが，各グ

ループの隊列である。先頭から後尾までグルー

プのメンバーがばらけることなく，全てのグ

ループがお互いのグループ員を意識しながらの

ツーリングとなった。途中コースミスをするグ

ループもなく全てにおいて，自分たちでやりき

る姿が見られた。

先頭のグループが午前１０：４５，最後のグルー

プが午前１１：５０，無事全員がいかだ乗り場にた

どり着くことができた。

ｃ）利別川いかだ下り

川のプログラムに関しては，安全面での確保

が難しいことから全体での一斉スタートとし

た。それぞれのグループごとにタイヤチューブ

４本と，コンパネ２枚をロープでつないだいか

だを組み上げ，安全確保についての指導をした

後，１４kmの川下りがスタートした。

いかだという狭い空間の中で，グループ員が

協力して楫操作をしなければならない場面であ

り，それぞれが楽しさと真剣さとの両面を出し

ながら川を下る姿が見られた。後半は，急激な

気温の低下により寒さとの戦い，疲労との戦い

となったが，午後４：４０無事あしょろ橋下に全

員が到着し，そこでいかだを解体し，着替えた

後，最終ゴールのネイパルまでマウンテンバイ

クを走らせた。

午後５：３０全員が満面の笑みを浮かべてゴー

ルした。

ｄ）達成パーティー

スタッフの用意した焼き肉とおにぎり。ファ

イヤーを囲みながらの達成パーティーとした。

特別なことをするのではなく，参加者に全てを

任せるかたちで実施した。グループの中で活動

をふりかえるところ，グループを飛び越えて，

様々な仲間と交流を持つ姿が見られた。

様々な葛藤に耐え，やり遂げたことを仲間と

共にわかちあう中で，他者を認めたり，自分を

認めたりしている姿が見られた。

� ７月１日（月）「熱気球を上げよう・乗ろ

う」

� 目 的

ａ）ね ら い

・それぞれが自己責任を果たすことを通して，

全体での達成感や成就感を味わう。

ｂ）スタッフの共通認識

・全員で一つの課題を成し遂げるときの満足

感。

� 活動の内容

ａ）熱気球立ち上げ作業

当日の天候状況（風）が良くなく，パイロッ
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トからは朝の時点で中止した方がよいとの報告

を受ける。荒天プログラムの実施も考えたが，

今回のキャンプのコンセプトから考え，参加者

に最後の判断を任せた。

参加者には現在の天気状況では熱気球を立ち

上げられる可能性が極めて低いこと，荒天プロ

グラムの内容を細かく伝え，どちらを行うかは

参加者の判断に任せた。グループに分かれ，考

える時間，他者の意見を一方的に否定しないこ

と，聞いた上でもう一度よく考えることなどを

伝え，グループ活動に入った。結果は，失敗し

てもチャレンジしたいという判断であった。早

速熱気球の立ち上げに入った。パイロットの話

では，立ち上げられるタイミングが１度だけ

あったらしいが，作業の遅れからそのタイミン

グを逃した。結局インフレーターでの球皮への

送風までであり，バーナーで熱を送り込むこと

はできずにプログラムを終えることとなった。

参加者の中からは，「残念だ」という声と，

「自分たちで決めたことだし，やれるだけは

やったから悔いはない」という両方の声が聞か

れた。

ふりかえりでは，自分で決めたことに対して

積極的にチャレンジし，結果がたとえ自分の思

うとおり，期待通りにならなくても，そこでの

努力が大切だということが話し合われた。

� 結果と考察

１ キャンプ前後における参加者の自己概念の

変化

「あてはまらない」に１点を与え，以下「あ

てはまる」に６点を与えるまで１点刻みに得点

化し，事前（事業１０日前）と事後（事業終了直

後）の平均値を比較した。結果を表３に示す。

１７項目中４項目で有意差がみられた。

「１ 自分に自信を持っている」「１０ がんば

れば，できないこともできるようになると思

う」で正の変化が有意であった。これらの結果

から，自信や意欲，自己への省察に関わる自己

概念に肯定的な変化が認められた。「８ 自分

は，自然と一緒に生きていると感じる」で正の

変化が有意であった。この結果から，自然との

関わりという点で，自己概念に肯定的な変化が

認められた。「１２ 一人でも，生きていけると

思う」で負の変化が有意であった。この結果か

ら，自己中心的な思い上がりを捨て，仲間や他

の人との関わりによって生きている，自己への

省察に関わる自己概念に肯定的な変化が認めら

れた。

結果の要因としては，第１に参加者とスタッ

フ，リーダー間のリレーションが確立されてい

たこと，第２にリレーションを土台とした積極

的な教育的カウンセリングが行えたこと，第３

に，冒険的なプログラムを用いたことが挙げら

れる。参加者たちは，ぎりぎりの葛藤の中で悩

み，考え，耐える場面が多く見られた。しか

し，それをしっかりと受けとめるスタッフや

リーダーの存在があったこと，一人では絶対に

達成不可能な活動を仲間と共に積極的に取り組

んで「できた」という成功体験が参加者の自己

概念に肯定的な変化を及ぼしたと考えられる。

２ 保護者による参加者の事後変化の評定

キャンプに参加する以前と比べて「悪くなっ

た」に１点を与え，以下「良くなった」に５点

を与えるまで１点刻みに得点化し，事後（事業

終了２週間）の平均値を比較した。結果の平均

と標準偏差を平均の昇順に表４に示す。

１６項目の全てで平均は３．０を越えていた。す

なわち，保護者は全ての項目で肯定的な変化を

認めたと言える。「新たな物事にチャレンジし

ようとする」，「やればできるという気持ちが身

についている」の値が顕著に高く，「多少のこ

とではへこたれない強さを持っている」，「自分

の問題は自分で解決しようとする」，あるいは

「自分の置かれている立場を客観的に見られる
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表３ 自己概念の変化

項 目
事 前

Mean（S. D）

事 後

Mean（S. D）
検 定 結 果

１ 自分に，自信を持っている。 ２．５９（１．５０）３．５６（１．５９） ｔ（３１）＝ ３．８５＊＊

２ 自分はいろいろな人達に助けられて生きていると思う。 ４．９７（１．０９）５．１６（０．６８）

３ 友だちの考えを，よく聞くほうである。 ４．０３（１．０３）３．９７（０．９３）

４ 自然の大切さについて，よく考えている。 ３．５３（１．０９）３．８４（１．１９）

５ 自分のことについて，じっくり考えることがある。 ４．２２（１．４３）４．３８（１．５２）

６ 人よりおとっていると，感じることがある。 ３．６９（１．７３）３．７６（１．７９）

７ 困っている友だちを，助けるほうである。 ３．９８（１．０２）４．２３（１．１９）

８ 自分は，自然と一緒に生きていると感じる。 ３．６６（１．４９）４．２３（１．４３） ｔ（３０）＝ ２．２７＊

９ 人の役にたつことをしたいと思っている。 ４．２２（１．３６）４．５６（１．０１）

１０ がんばれば，できないこともできるようになると思う。 ４．２８（１．３３）４．９７（１．００） ｔ（３１）＝ ２．９２＊＊

１１ 何にでも，興味を持つことが多い。 ４．０９（１．６１）４．２８（１．５９）

１２ 一人でも，生きていけると思う。 ２．３９（１．２３）１．７７（０．８５） ｔ（３０）＝－２．５６＊

１３ 考えるより，まず行動するほうである。 ３．００（１．７６）３．３１（１．８７）

１４ 自分は，世の中のために生まれ，生きていると思う。 ２．７７（１．５９）２．７１（１．６０）

１５ 人より，すぐれているところがあると思う。 ２．７２（１．６３）２．８８（１．５８）

１６ 自分の弱いところから，目をそらしたり，逃げてはいけないと思う。 ４．３５（１．３８）４．３９（１．５４）

１７ 自然を守るために，何かしたいと思う。 ４．１６（１．１１）４．２２（１．５８）

注１：＊ｐ＜．０５ ＊＊ｐ＜．０１

注２：Ｎ＝３２

注３：「あてはまらない」に１点，「あまりあてはまらない」に２点，「ややあてはまらない」に３点，「ややあてはまる」に

４点，「かなりあてはまる」に５点，および「あてはまる」に６点を与え，平均と標準偏差を求めた。

表４ 保護者による生徒の変化の評定
（MSe＝０．２９）

順位 項 目
順位（�以下略）

Mean（SD）

� ８ 規則正しい生活ができる。 ３．２９（０．５９）

� ９ 自然保護や環境問題に関心がある。 ３．２９（０．５９）

	 ２ 愚痴やわがままを言わない。 ３．５０（０．７３）

	 ７ 友だちのことを家族に話す。 ３．５０（０．７３）

	 １３ 気持ちが穏やかになった。 ３．５０（０．７３）


 ３ 感謝の気持ちを素直に表現できる。 ３．５７（０．７３）


 ４ その日のできごとを家族に話す。 ３．５７（０．８２）


 ６ 家での手伝いをする。 ３．５７（０．８２）


 １０ 自分で後かたづけをする。 ３．５７（０．７３）

� ５ 我慢強く物事に取り組む。 ３．６４（０．８１）

� １４ 自己主張や自己表現が見られるようになった。 ３．７９（０．８６）

� １５ 自分の置かれている立場を客観的に見られるようになった。 ３．７９（０．６７）

� １ 自分の問題は自分で解決しようとする。 ３．９３（０．８０）

� １２ 多少のことではへこたれない強さを持っている。 ３．９３（０．５９）

� １１ やればできるという気持ちが身についている。 ４．１４（０．７４）

� １６ 新たな物事にチャレンジしようとする。 ４．１４（０．７４）

注１：「悪くなった」に１点，「少し悪くなった」に２点，「変わらない」に３点，「少し良くなった」

に４点，「良くなった」に５点を与え，平均と標準偏差を求めた。

注２：Ｎ＝１４。
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ようになった」，「自己主張や自己表現が見られ

るようになった」などがこれらに続いている。

適切な行動を積極的に行う様子を一般的に述べ

た項目での評価が相対的に高いようである。逆

に「規則正しい生活ができる」，「自然保護や環

境問題に関心がある」，あるいは「愚痴やわが

ままを言わない」，「友だちのことを家族に話

す」，「気持ちが穏やかになった」など，規範に

即した行動や家族との対話にかかわる行動を具

体的に述べた項目での評価が相対的に低いと思

われる。

この結果の要因としては，第１に冒険的なプ

ログラムを用いたこと，第２に成功体験の獲

得，第３に，プログラム全体を覆う流れである

「動機づけ」（心のブレーキを解く）「体験から

学ぶ」（やってみることの大切さ）「自分から学

ぶ」（自分への気づき）周りから学ぶ（他者や

周りからの気づき）「ふりかえり」（自分や仲間

への気づきを自分の中に）「わかちあい」（自分

の気づきを仲間の中に）という循環サイクルで

の学びの確立が挙げられる。様々な葛藤に耐え

て達成した喜びの体験や，深く自分を見つめる

「ふりかえり」や，仲間と共に思いをわかちあ

うことで得られる連帯感や安心感が，事業終了

後にも参加者の自己概念に影響を及ぼし続け，

保護者の目という客観的な視点でも参加者の行

動変化をみとることができたのではないかと思

われる。

� おわりに

このキャンプを通して，参加者の自己概念は

肯定的な変化を見せ，保護者もキャンプ終了後

子どもの行動変化を認めた。しかし，我々が

願った子ども本来が持っている力，すなわち

「生きる力」の根本的なものの蘇生が可能だっ

たかどうかという点ではいくつかの問題点も含

んでいる。１点目としては，参加者の集団適応

レベルの問題である。全ての不登校児童生徒に

このプログラムが効果かあるかどうかについ

て，今後充分に検討しなくてはならないと考え

る。２点目としては，追跡調査の必要性であ

る。自己概念についてはキャンプ実施直後に調

査したものであり，保護者についてはキャンプ

終了後２週間での調査だけにとどまっている。

その後参加者がどうなったかについては，今回

調査を継続しなかったが，この問題についても

検討しなくてはならないと感じる。ただ，長い

人生の中で一瞬かも知れないこのような非日常

的な活動が，日常の生活へと戻ったときにでも

ただの体験として終わらずに，次の生活への糧

となったことは間違いないようである。

我々社会教育の立場からも不登校の児童生徒

へ適切なアプローチとアクションが充分に可能

であるということが実証できたものと考える。

この実践が様々なところで生かされ，不登校児

童生徒の問題解決に役立てばと願っている。
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