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【要旨】

静岡県立朝霧野外活動センターでは，平成１４年７月２８日（日）～８月１０日（土）の１３泊１４日の日程

で，「ワンダー・サマーin朝霧」を実施した。

富士山麓に位置する朝霧高原の大自然の中で，さまざまな自然体験活動や異年齢集団での共同

生活を通じて，豊かな人間性と生きる力を育むことをねらいとした事業に，県内の小学校５年生

から高校２年生までの男女３２名が参加した。プログラムの実施にあたっては，地域で活動する専

門家との連携を図るとともに，近隣酪農家でのファームステイなど，幅広い人々との交流を通じ

て，自分自身の生き方を見つめるきっかけが生まれるよう考慮した。明日を担う青少年に対し，

青少年教育施設が果たすべき役割とその可能性を探る試みとして，今後さらに研究を重ねていく

必要性がある。

また，全４回（計１０泊１４日）の日程で指導者養成を目的とした「野外活動リーダー養成講習会」

を実施した。その第３回目を本事業と並行して実施し，連携をとりながらプログラム指導の実践

を体験させた。指導者の確保やスタッフトレーニングに関して悩みを抱えている施設も少なくな

いが，その解決策の一つとなるであろう。
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� はじめに

静岡県立朝霧野外活動センターでは，昭和６３

年度から「朝霧フロンティアキャンプ（フロン

ティアアドベンチャー事業）」を実施してきた。

参加した子どもたちは，原生活体験を通してさ

まざまな困難を克服することにより，心身とも

にたくましく成長を遂げた。また，それと一部

日程を並行して行う「キャンプカウンセラー養

成講習会」を展開し，その修了生らがキャンプ

静岡県立朝霧野外活動センター（Asagiri Field Activity Center）（現所属：静岡県立中央図書館（Shizuoka Prefectural
Central Library））

【報告】
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指導者として活躍するシステムをつくりあげて

きた。

今回新たにこれまでの成果をふまえ，多くの

出会いや体験，感動を通じて夢のある青少年を

育てようと，「ワンダー・サマーin朝霧（青少

年長期自然体験活動推進事業）」を企画し取り

組んだ。併せて指導者養成事業についても，青

少年の健全育成に寄与できる総合的指導者を育

成しようとするシステムの構築を目指し，その

第一歩を踏み出した。

� ワンダー・サマーin朝霧

１ 「ワンダー・サマーin朝霧」の事業概要

「朝霧高原の大自然の中で，さまざまな自然

体験活動や異年齢集団での共同生活を通じて，

ゆたかな人間性と生きる力を身につけた青少年

の育成を図る」を趣旨に，静岡県教育委員会の

主催で実施した。募集対象は，県内の小学５年

生から高校生までの合計３２名で，事前研修会を

平成１４年７月１４日，本研修会を７月２８日から８

月１０日の１３泊１４日とした。実施プログラムにつ

いては表１に示し，運営組織は図１の通りであ

る。

２ 安全管理体制

長期にわたる事業であり，安全管理に関して

は特に重視し，以下の手順で取り組んだ。

�あらかじめ「健康カード」（図２）を提出

表１ 実施プログラム
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してもらい，健康状態を把握。�事前研修会の

際，医療健康スタッフ（看護師）による健康相

談を実施。�毎朝，「健康チェックカード」を

用いて，睡眠，食欲，排便，その他の健康状態

を把握。�班付きカウンセラーによる健康

チェックの実施。�気象状況等により野外活動

を実施するかどうか判断し，急変により継続が

困難な場合は早めに中止し避難するなどの対応図２ 「健康カード」

図３ 「安全管理体制」

図１ 運営組織図
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をとる。また，各プログラムに安全面を配慮し

たサブメニューを準備。�万一に備え，参加者

およびスタッフは傷害保険に加入。�緊急事態

発生（事故によるケガ，発病など）の場合は，

マニュアルの経路にて対応，処置する。スタッ

フは全員，無線機または携帯電話を所持。これ

をフローチャートで示すと図３になる。

３ 実施プログラムの内容

プログラム全体を３部構成とし，参加者が段

階的に本事業のねらいを達成できるよう工夫し

た。周辺の環境を活かした特色ある自然体験活

動を組み入れ，特にそれぞれの体験や活動を通

じて，「発見」と「感動」が味わえること，自

ら気づき考えて行動し，学ぶことの楽しさや達

成のよろこびが得られること，そして，自然の

すばらしさや厳しさ，美しさなどにふれ，豊か

な感性を磨くことを目指した。また，その指導

を各分野で活躍する専門家の方々に依頼するこ

とにより，さまざまな指導者と接したり農家の

方々の生活を体験し，自分の在り方や生き方に

ついても考えられるようにした。

� 第一部（第１日目～第４日目）：「出会い・

仲間と自然」

参加者同士ならびにスタッフとイニシアティ

ブゲームによるアイスブレーキング，ファイ

ヤーを囲んでの集いを持ち，参加動機や意気込

みなどを語り合う場を設定した。続く３日間の

日程で，富士山をテーマに角度を変えながら探

究する自然体験活動を実施。まず，青木ヶ原樹

海と火山洞窟探検により，未知の領域に足を踏

み入れることで，挑戦する心や自然の力に対す

る驚きや畏怖の念を体感させた。次に大沢崩れ

を視点に富士山の成り立ちと崩壊の現状，それ

をくい止めようとする方々の努力を知ると同時

に，ドングリの苗木を植樹することにより，自

分たちもその一助となる体験をした。そして，

豊かな森のはたらきを学び，林業体験を通じ

て，森を育て林産資源を活かすための関わりを

考えさせた。

� 第二部（第５日目～第９日目）：「人・命・

暮らし」，「チャレンジ体験」

参加者を２グループに分け，前後半入れ替え

で酪農体験と各種体験プログラムを展開した。

酪農体験は，近隣の農家７軒に分宿，その家の

方々と寝食を共にしながら，自然とともに生き

る人々の暮らしを知ると同時に，食べ物や命の

大切さを実感させた。この地域は戦後の入植地

で，天水を頼りに荒れ野を農地に変えてきた

人々が開拓した歴史を持つ。そうした開拓精神

についても感じ取らせることをねらいとした。

２泊３日という短期間ではあるものの，農家

の方々が参加者を家族の一員として迎え入れて

くれたことから人間関係が深まり，別れに際し

て互いに涙する光景も見られた。

写真１ 早朝のえさやりから一日が始まる。

写真２ 家族の一員として仕事を任された。
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「チャレンジ体験」では，選択制によりパラ

グライダー，ラフティング，乗馬，ゴルフと

いった普段体験できないような自然体験活動に

挑戦し，自然のすばらしさや達成感と感動を味

わった。

� 第三部（第１０日目～第１４日目）：「創造・挑

戦・生きる力」

仲間が力を合わせなければ何も始まらない

キャンプ生活を体験させることによって，これ

までの共同生活や体験を通じて培ってきたもの

を活かし，参加者が創造的に取り組む場面を設

定した。また，登山によって，互いに励まし合

いながら困難を乗り越える体験をさせ，挑戦す

る心とやり遂げたという自信をつけさせ，各自

の「生きる力」につなげていくことをねらった。

４ 生活面における工夫

男女とも少人数（４人）の異年齢集団での生

活班（宿泊室またはテントの単位）を組み合わ

せ，８人編成による４班を構成した。参加者と

年齢の近い大学生らを班付きカウンセラーと

し，全日程通しで関わりながら生活の指導や活

動場面での指導を補助した。

・毎朝，参加者から「健康チェックカード」を

回収し，健康状態の確認を行った。傷病の手

当などの記録をつけ，スタッフ全員が把握で

きるようにするとともに，医療保健スタッフ

（看護師）にも報告した。

・時間に余裕を持たせ，ゆとりあるプログラム

の展開を心がけた。入浴後の自由時間には，

食堂のスペースを開放した。歓談や読書，

持ってきた宿題を教えあったり，英語検定の

試験対策に取り組む高校生の傍らで，一緒に

なって英語のフレーズを覚えようとする小学

生といった光景も見られた。

・その日の活動や感じた事の振り返りができる

よう，毎晩「日誌」の提出を課した。記入時

に班付きカウンセラーが各宿泊室（キャンプ

場では班のテーブル）を巡回し，その日の様

子や状態を観察する機会としても捉えた。ス

タッフがコメントを付して返却することで，

参加者とのコミュニケーションも深まった。

・期間中，自由に手紙を出すことができるよう

にした。手紙を書くことにより，自分自身の

ことはもちろん，自分と家族，友人らとの絆

をも見つめ直すきっかけとなった。送った手

紙に対する返信も数多く届き，なかには１０通

近くやりとりした者もいた。

・専用の掲示板を設け，自ら進んで情報を収集

し，行動しようとする習慣づけを行った。

・毎晩，スタッフミーティングを実施し，参加

者の様子を報告・相談しあうとともに，ス

タッフ同士の連絡を密にした。

� 野外活動リーダー養成講習会

今年度，「ワンダー・サマーin朝霧」の開始

に伴い，指導者養成を目的とした「野外活動

リーダー養成講習会」を新たに実施した。この

講習会は，大学生等を対象に，野外教育指導者

として必要な知識と技能を修得し，キャンプ実

習を通して青少年の健全教育に寄与する人材を

育成しようとするもので，あわせて当センター

のスタッフなどとして活動する人材の養成を図

ることをねらいとしている。

第１回目は「コミュニケーションワーク」，

写真３ 別れの日，思わず涙がこぼれた。
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第２回目は「野外活動の準備計画」，第３回目

は「キャンプ実習と自然生活体験」，第４回目

は「安全対策と施設ボランティア」を主とした

内容の講義・実習を，合計１０泊１４日の日程で実

施した。第３回目については，表２に詳しいプ

ログラムを示した。

１ ２つの事業の関わりについて

講習会受講生が「ワンダー・サマーin朝霧」

の参加者とともに活動する場面を設定した。

具体的には，「選択活動（第１２日目）」の指導

と「登山（第１３日目）」の支援活動を行った。

まず「選択活動」では，講習生が参加者の子ど

もたちに対して直接指導にあたるものとした。

子どもたちと共に活動が行えるということで，

大変意欲的に取り組む姿勢が見られた。第２回

目の講習時のプログラムで学んだ「野外活動の

計画と準備」を生かし，５つのグループに分か

れて，その計画から実地踏査，諸準備にあたっ

た。担当所員の指導を受けながら，それぞれ

「野外活動実施計画書」を作成した（表３，図

４，図５）。

受講生は「ワンダー・サマーin朝霧」のスタッ

フミーティングに参加し，その計画書をもとに

スタッフに対して内容説明を行った。その結

果，安全面への配慮や準備物などの質問やさま

ざまな指摘を受け，自分たちの考えの甘さを痛

表２ 野外活動リーダー養成講習会の第３回日程

表３ 「選択活動」の主な内容

図４ 「野外活動実施計画書」

図５ 「選択活動」実施場所の概念図
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感した者も多かった。その後，改めて実地踏査

を追加して計画を練り直すグループもあった。

実施前日の夕食後，参加者の子どもたちを集

め，どの活動に参加するかを決める募集大会を

行った。各グループごと，内容の紹介を楽しく

和やかな雰囲気で行うと，子どもたちはもちろ

ん受講生らも目を輝かせ，明日の活動を楽しみ

にしている様子がうかがえた。当日は，周辺エ

リアとセンター内に分かれて活動を指導するな

かで，指導者としての責任感や自覚が芽生え，

これを機に受講生らに積極性が増すなどの変化

があらわれた。

また，「登山」では，各班に随行するかたち

でカウンセラーとともに子どもたちの支援を

行った。苦しい状況から逃げずに乗り越えよう

とする子どもの姿に接し，自分自身を見つめ直

したり，自らの殻をうち破ることができた受講

生も多かった。

他にも，「お別れキャンプファイヤー」への

参加や「エンディング」の場面を参観する機会

を設けることで，次年度はぜひスタッフとして

関わりたいという決意を固める者が目立った。

また，さらに将来的な展望としては，この

「ワンダー・サマーin朝霧」への参加者たちが，

やがては指導者として活躍してくれることを期

待している。

２ スタッフトレーニング

この養成講習会は４回で終了となるが，指導

者として活躍するためには，さらに継続してス

タッフトレーニングを積み重ねることが必要で

ある。野外活動の知識や技術はもちろん，子ど

もたちをきちんと受け止め，指導することので

きる力を身につけさせたい。そこで，修了生ら

が中心となって企画・準備の段階から関わって

いく事業の展開を計画している。具体的には，

まず，冬季に子どもたちを対象とした１泊２日

の事業を任せ，スタッフの一員としての実践を

積ませることにしている。その反省点や本年度

スタッフからの指導助言を得ながら，次年度の

「ワンダー・サマーin朝霧」に向けての体制を

整えていく予定である。

� 「ワンダー・サマーin朝霧」の参加者

および保護者の感想にみる事業評価

１ 参加者の感想

※感想文より抜粋

・酪農体験がすごく心に残った。親戚でもない

人のところに泊まり，その家の仕事をする。

すべてが初めてだった。私にあたえられた仕

事はふたつ。乳搾りの時間，乳を拭いて，搾

り終わったら薬をつけてあげる。私は一生懸

命やった。なんだかうれしかった。牛にさわ

ると，命にさわっているような気がして…。

（小５女子）

・僕は自分で自分がひとまわりもふたまわりも

大きくなったと思います。親のいないところ

で友だちと暮らした２週間。僕はふつうの勉

強とは違う勉強をさせてもらいました。この

勉強は人の心を成長させるものだと思いま

す。（中１男子）

・いつかカウンセラーやスタッフになって，こ

の体験のことや感動をみんなに伝えていきた

いです。（中２女子）

２ 保護者の感想

※感想文より抜粋

・洞窟探検，大沢崩れと砂防対策の現場見学，

林業体験といった普段できないことを実際に

自分の目で見て体験することにより，自然の

力の偉大さや自然を守ることの大切さを実感

したようです。そして一番期待していたのは

酪農体験でした。酪農家の人たちが毎日どの

ようにして家畜の世話をしているか，また，

働くということがどういうことであるか，そ

していかに大変なことであるかがわかったよ
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うです。（中２男子の母親）

・心の中に変化する種がまかれたのでは，と期

待しています。きっと１年とか２年，長い時

間をかけて変化があり，このキャンプがその

きっかけとなったというのを後から振り返っ

て思うのではないかと期待しています。（小

５男子の父親）

・ここで出会った仲間やカウンセラーの絆が，

ずっとつながっていくことを望みます。やが

てワンダー・サマーの出身者が，次の青少年

育成に関わる日が来ると思います。（中１男

子の母親）

� おわりに

感動や発見の直接体験が，生きる力の源を生

みだし，夢を持った次代を担う青少年を育てる

ものと信じ，今回の主催事業を企画運営してき

た。その過程において，「社会教育施設が果た

すべき役割および可能性とは何か」，というこ

とを常に念頭において考えてきた。そこで気づ

いた事を述べ，まとめにかえたい。

１ 周辺地域との連携およびコーディネート

各施設のおかれている自然環境を生かした特

色ある体験活動をさせることで，子どもたちに

日常生活では味わえないような感動を与えた

い。そのためには，周辺の自然や歴史，文化に

ついてはもちろん，地域で活躍する人材の発掘

を行うことが重要である。今回は，周辺酪農家

の方々の協力を得て，ファームステイを実施し

たが，単なる体験にとどまらず，「心のふるさ

と」とも言うべき人間関係にもつながり，生涯

にわたっての大きな財産を提供することができ

た。あわせて，将来的にはこの地域の活性化に

も発展していくことが期待される。

また，長期間にわたるすべての活動内容を，

施設職員や事業スタッフらが指導にあたること

は厳しい。そこで，公共機関や民間団体などと

連携を図りながら，それぞれの分野における専

門家（本物）に指導を依頼すること，すなわち

「本物との出会い」をコーディネートすること

も考えられる。本物に触れる事は，参加者の心

を揺さぶり，自分自身の生き方や在り方を見つ

けだすきっかけが生まれる可能性を十分に秘め

ている。

２ 指導者養成事業の重要性

自然体験活動の重要性が叫ばれている現状に

対して，指導者の確保や養成に頭を抱える施設

や関係者は少なくない。指導者養成事業が，本

事業と車の両輪のように機能していくことを目

指して事業を開始したが，まだまだ検討の余地

も多いと感じた。特に，どの部分でどの程度関

わりを持たせながら展開していくべきかなど，

引き続きを研究を重ねていきたい。あわせて，

ボランティアスタッフ（施設ボランティア）の

活用も試みたが，その関係についても，連携を

深めながらうまく補完しあえる関係づくりを構

築していく必要がある。

また，指導者養成講習を実施するのみではな

く，修了生らに活動の機会や場（拠点）を提供

してフォローアップしていくことも重要であ

る。

３ 受け入れ機会の拡大

今回，新規事業であったにもかかわらず，大

変多くの方々から参加を望む声が寄せられた。

抽選によりかなりの人数をお断りしなくてはな

らなかったが，より多くの希望者に参加の機会

を与えられるようにしたい。やがては夏期のみ

でなく，通年で受け入れができるような実施方

法の研究も考えられるであろう。

最後に，静岡県教育委員会では，「魅力ある

教育づくり ２１世紀初頭プラン―意味ある人づ

くりをめざして―」を掲げ，その推進に努めて
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いる。「人格の完成」という最終目的を踏まえ

ながら，未来をひらく「意味ある人（１）」づくり

を基本目標として，その目標を達成するため，

生きる力をはぐくむことをめざし，「豊かな感

性・確かな知性・健やかな心身をはぐくむ教

育」を基本方針とし，魅力ある教育をつくる改

革を実行中である。

本事業は，こうしたねらいを具現化するため

の方策として効果をあげられるものといえる。

さらに研究を重ねながら，理想の事業へと発展

させていきたい。

注）※「意味ある人」は，「静岡県人づくり百年の計委

員会」の提言書（平成１１年１０月）で示された人づく

りの理念。提言書にいう「意味ある人」とは，地球

社会の変化に対応し，新しい世紀に生き生きとした

存在感のある人のことであり，精神的に自立してい

る人，思いやりのある人，何かができるひとという

３つの条件を備えていることをめざしている。
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