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【要旨】

水辺活動を行う児童の自己効力感はどのように変化するのかを明らかにするために，小学生

１４７名に対して質問紙調査を実施した。水辺活動であるウォーターワイズプログラムの活動前と

活動後の自己効力感を算出し，比較検討したところ，活動後の値が高くなることが明らかになっ

た。したがって，水辺活動を行うことによって児童の自己効力感は上がることが判明した。
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� 緒 言

平成１４年度から，小・中・高等学校の新学習

指導要領の中で，自然体験活動が重要視され，

新設された総合的な学習の時間において「自然

体験」という用語が具体的に明記されるように

なった。また，小学校の体育や中学校および高

等学校の保健体育の内容に，新たに地域の環境

を生かした自然体験活動の「水辺活動」が加わっ

た。このように「自然体験」や「水辺活動」は

教育的な効果があることは周知の事実であり，

児童・生徒が自然体験をすることによって社会

的スキルや対人関係，自然への理解，自己の概

念が向上することが明らかにされてい

る（１）（２）（３）（４）。その理由として五十川（５）は自然が�

一定でないこと，�計り知れないほど大きく・

深いこと，�偶発的な要素が多いこと，�リア

ルタイムの判断が必要なことをあげている。

１９９９年に当時の文部省は，地域で子どもを育

てる環境を整備し，子どもたちの活動を振興す

る体制を整備するために「全国子どもプラン（緊

急三カ年戦略）」（６）を制定し，発表した。それに

は，「子どもの水辺」再発見プロジェクトが含

まれており，子どもたちの地域での活動の場や

機会の充実が目的とされている。自然活動の中

でも水辺活動は活動場所や天候などの状況が変

化に富んでおり，子どもたちにとって望ましい

効果が期待できると考えられる。

我が国と同様に，四方を海に囲まれている海

洋国家のニュージーランドでは「ウォーターワ
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イズ」プログラムを開発し，政府の協力を得て，

そのプログラムを全国的に展開している（７）。

「ウォーターワイズ」は，水難事故を減少させ

るために開発された，ニュージーランド政府公

認のプログラムであり，ヨットやカヌーなどの

活動を通して水に親しみ，水の楽しさや怖さ，

安全の大切さを身につけさせるのが狙いであ

る。プログラムは，ニュージーランド文部省と

ニュージーランドヨット協会などが中心になっ

て作成した。ニュージーランドでは，その普及

とともに水難事故数が減少していることから，

「ウォーターワイズ」は水辺の安全教育に寄与

していることが明らかにされている。我が国

は，「ウォーターワイズ」の導入期であり，安

全教育の他に自然観察や環境学習等を付け加え

て，プログラムの開発を試みている段階であ

る。

そこで，本研究では水辺を利用する野外教育

の一つである「ウォーターワイズ」プログラム

に参加した児童の自己効力感注１）に着目し，プロ

グラムの効果を検討することを目的とした。

� 方 法

２００２年１０月に国立室戸少年自然の家で開催さ

れた主催事業「日本版ウォーターワイズ」に参

加した小学校の児童１４７名を本研究の被験者と

した。児童は全員が５年生であり，学校及び男

女の内訳は表１に示すとおりである。「ウォー

ターワイズ」は海を利用した総合的な学習プロ

表１ 被験者の概要
単位：人

男子 学校 女子 計

日和佐小学校 １４ ２３ ３７

楠目小学校 １９ １９ ３８

平山小学校 ２ １ ３

枝川小学校 ４０ ２９ ６９

全体 ７５ ７２ １４７

表２ プログラム内容

日和佐小学校 楠目・平山小学校 枝川小学校

１

日

目

講話（世界の
海辺生物の現
状）

オーシャンカ
ヤック

オーシャンカ
ヤック

ビーチクリー
ンアップ

スライド（室
戸の海の生き
物）

シュノーケリ
ング

漂着物分類・
集計

大敷網漁につ
いて

レクリエー
ション

スライド（室
戸の海の生き
物）

レクリエー
ション

２

日

目

シュノーケリ
ング

大敷網漁見学 オーシャンカ
ヤック

オーシャンカ
ヤック

高岡漁港水揚
げ見学

シュノーケリ
ング

ヨット シュノーケリ
ング

講話（森と海
の関連につい
て）

星の観察 磯生物観察 野外料理（魚
料理）

野外料理（魚
料理）

講話（世界の
海辺生物の現
状）

３

日

目

選択活動 ヨット ヨット

�シュノーケ
リング

ビーチクリー
ンアップ

ホ エ ー ル
ウォッチング

�オーシャン
カヤック

漂着物分類・
集計

講話（世界の
海辺生物の現
状）

�ヨット

�フィッシン
グ

漂着物クラフ
ト

４

日

目

選択活動
�シュノーケ
リング
�オーシャン
カヤック
�ヨット

ビーチクリー
ンアップ
漂着物分類・
集計
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グラムであり，活動内容は表２に示すように，

マリンスポーツ，自然観察，環境教育などであ

る注２）。

調査内容は個人的属性及び自己効力感であ

り，自己効力感に関する質問は桜井（１９８７）（８）

が作成した項目を小学校児童用に修正させた叶

ら（２０００）（１）の一般的自己効力感測定尺度を用

いた。調査用紙の記入は施設入所直後のオリエ

ンテーション時と退所前のまとめの時間に実施

した。自己効力感を測定する１０項目は，「すご

くあてはまる」から「ぜんぜんあてはまらない」

の４件法で測定し，４点から１点までを与えて

得点化した。反転項目については，点数を逆に

して自己効力感の高い回答を４点とした。自己

効力感測定項目の回答に不備のないサンプルを

分析対象とし，分析にはSPSS統計パッケージ

を用いて，活動開始前と活動終了後の平均値の

比較を行い，対応のあるｔ検定にて有意差を検

証した。

� 結果および考察

１ 自己効力感得点

自己効力感に関する１０項目の得点を合計し

て，項目数で割った値を「自己効力感得点」と

し，それを示したのが表３である。自己効力感

得点は，活動前に比べて活動後の方が高くなっ

ていた（０．１％水準で有意差あり）。参加者は

ヨット，カヤック，シュノーケリングといった

海の活動を体験するにあたり，適切な指導を受

けて必要な装備を準備すれば，安全に行えると

いうことを学習しているようである。シュノー

ケリングでは，体調の悪かった１名を除いて全

員が海に入り，活動を行った。どこの学校にも

泳げない児童や泳ぐことが苦手な児童がいるは

ずであるが，そういった児童もシュノーケリン

グを楽しんでいたようである。また，参加者に

とって「ウォーターワイズ」の多くの活動がそ

れまでに未体験であることから，児童の間で技

術やレベルの差がつきにくいことも良い点であ

ろう。初体験である「ウォーターワイズ」の各

プログラムを実施し，新たな経験をすることに

よって，自分に自信がついたことを実感してい

るようである。

２ 自己効力感の変化

「ウォーターワイズ」プログラム前後の自己

効力感測定項目の平均値とｔ検定の結果をまと

めたのが表４である。変化の度合いは様々であ

るが，全ての項目において活動前の値より活動

後の値が高くなっており，そのうち３項目にお

いて有意な差が認められた。最も変化があった

のは「計画の実現性」に関する項目であった。

これは前述したようにオーシャンカヤックや

ヨットという活動が多くの被験者にとって初体

験であり，彼らは活動前にカヤックやヨットを

操るという課題を達成できるかどうか判らな

かったが，努力することによって計画を実現で

きたことを感じていると考えられる。また，全

体的に「課題遂行」に関する項目が高得点になっ

ており，参加者がヨットやカヤックで海上を移

動したり，シュノーケリングによって海の中を

見たり，磯観察でヤドカリや海草といった生物

表３ 活動前後の自己効力感得点

活動前（SD） 活動後（SD） ｔ値 ｐ

男子（ｎ＝６９） ２．６９（±０．４６） ２．７５（±０．４６） －１．３３ n.s.

女子（ｎ＝６４） ２．５８（±０．３５） ２．７２（±０．４３） －３．６０ ＊＊＊

全体（Ｎ＝１３３） ２．６３（±０．４１） ２．７３（±０．４４） －３．３０ ＊＊＊

＊＊＊ｐ＜．００１
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に触れたり，自分で調理した魚を食べたり，漂

着物を収集したりすることによって，様々な課

題を遂行し，達成感を感じていると思われる。

３ 性別にみた自己効力感の変化

自己効力感得点を男女別で見ると，男女とも

に活動後の値が高いものの，性別によって変化

の度合いが異なり，女子には有意な差があるこ

とが明らかになった（表３参照）。そこで，男

女ごとの自己効力感を算出し，まとめたのが図

１及び図２である。女子の値（図２参照）は１０

項目の全てにおいて活動前より活動後の方が高

くなっているのに対し，男子の値（図１参照）

は３項目が活動後の値が活動前より下がってい

た。このことはネガティブは問いかけである反

転項目の測定方法の影響ではないかとも考えら

れるが，反転項目ではない「失敗するとよけい

にやる気がおこる方だ」という項目も活動後に

値が下がっていることから，項目の測定形式に

よる影響ではないようである。なぜ，このよう

な結果になったのかは，今回の調査では不明で

あるが，男女別で自己効力感の変化の程度が異

なることが明らかになった。

� ま と め

本研究では，児童の自己効力感が水辺活動を

行うことにより，どのように変化するかを明ら

かにすることを目的として，国立室戸少年自然

の家で開催された「ウォーターワイズ」プログ

ラムへ参加した小学生に，質問紙調査を実施し

た。その結果，水辺活動である「ウォーターワ

イズ」プログラムを経験することによって，他

の野外活動と同様に，児童の自己効力感が高ま

ることが明らかになった。また，自己効力感の

変化の度合いは性別によって異なっており，活

動前の自己効力感が相対的に低い女子の方が，

男子に比べて「ウォーターワイズ」の効果が期

待できるようである。しかし，本研究では自己

表４ 自己効力感の変化

活動前（SD） 活動後（SD） ｔ値 ｐ

何か計画する時には，その計画が必ず実現できる

と思う
２．６１（０．６８） ２．８３（０．６６） －３．４９ ＊＊＊

しなければならないことがあるのに，なかなか取

りかかれない
２．４４（０．７６） ２．５３（０．７７） －１．２３ n.s.

新しくやろうとすることが難しいと思うと始めか

らやろうとしない
２．８０（０．７８） ２．８３（０．８８） －０．４４ n.s.

失敗しても，最後までやりとげることができる ２．８６（０．８１） ３．０３（０．７５） －２．０２ ＊

大切な目標があっても，なかなか実行できない ２．６０（０．８４） ２．６１（０．７９） －０．０９ n.s.

めんどうなことでも，しなければならないことは

やりとげるまでがんばる
２．９０（０．８５） ３．０５（０．７２） －１．８９ n.s.

最後までやりとげる前に，あきらめてしまうこと

が多い
２．７８（０．８６） ２．８６（０．８１） －１．００ n.s.

何かしようと決めると，すぐにそれに取りかかる

ことができる
２．５９（０．８３） ２．７４（０．７３） －２．０４ ＊

失敗するとよけいにやる気がおこる方だ ２．５２（０．９２） ２．５６（０．９１） －０．４８ n.s.

物事がやりとげられるかどうか心配になる ２．２３（０．８４） ２．２７（０．９０） －０．４３ n.s.

＊ｐ＜．０５ ＊＊＊ｐ＜．００１
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めんどうなことでも，しなければならないことはやりとげるまでがんばる�

何か計画する時には，その計画が必ず実現できると思う�

物事がやりとげられるかどうか心配になる�

失敗しても，最後までやりとげることができる�

何かしようと決めると，すぐにそれに取りかかることができる�

失敗するとよけいにやる気がおこる方だ�

しなければならないことがあるのに，なかなか取りかかれない�

新しくやろうとすることが難しいと思うと始めからやろうとしない�

大切な目標があっても，なかなか実行できない�

最後までやりとげる前に，あきらめてしまうことが多い�

＊p＜.05

（＊）�

1 2 3 4

活動前�
活動後�

効力感が向上する傾向はみられたものの，顕著

な差は認められなかった。いずれにせよ，日常

生活では体験することのない水辺活動を通じ

て，児童は自分自身に自信を持つことができる

ことが示唆された。今後は質問紙の再検討や水

辺活動以外のプログラムとの比較を通した分析

を行うことが課題であり，「ウォーターワイズ」

プログラムの効果についてより多くの知見を積

み重ねることが望まれる。

注１：自己効力感とは，「社会的学習理論あるいは社会

的認知理論（Bandura，１９７７）の中核をなす概念の

１つであり，個人がある状況において必要な行動を

効果的に遂行できる可能性の認知を指す」（成田

１９９５）（１０）である。自己効力感にはいくつかの次元が

あることが報告されており（９），本研究では，学習者

が様々な課題を実際に行うことによって変容すると

される「一般性（generality）の自己効力感」を用

いた。

注２：本研究では，方法で述べたように，国立室戸少

年自然の家で実施された「日本版ウォーターワイズ」

の参加者を対象としている。事業は３回に分けて行

われ，それぞれによって若干，プログラムが異なっ

ているが，「ウォーターワイズ」の中心であるマリ

ンスポーツや海に関する講話，ビーチクリーンアッ

プなどは全ての事業に取り入れられていた。各回と

も天候に恵まれ，日和佐小学校のシュノーケリング

活動を除いて，概ね晴れていた。また，全てのプロ

グラム時には，波もあまりなく，ヨットに適してい

る一定の風が常にふいていた。自然の家のアンケー

トでは，３回ともほぼ同じ様なプログラム満足度を

示しており，本研究の分析でも各項目の値が近似し

ていたため，３つの事業を総合して分析することに

した。
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