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【要旨】

国立信州高遠少年自然の家は，主催事業として平成１４年８月１日～８月１１日に小学校５年生～

高校生を対象に１０泊１１日の長期野外生活体験を実施した。

この事業では，参加者４９名を男女別に一班６名～８名の７つの異年齢集団に分け，それぞれ大

学生の班長を中心に敷地内のキャンプ場の一角にテントを張り，長期の自炊生活を行った。

活動内容は，生活用具作りや野外料理をはじめ，食料保存，自然観察，農作業，伝承遊び等

で，さまざまな生活体験を通して生きるために必要な知恵や力を習得していこうというものであ

る。

【キーワード】

長期 野外生活体験 自炊 生きる力

� はじめに

高度文明社会の現代は，社会の急激な変化に

より，青少年の行動や生活が大きく変化してい

る。電化された生活の中で，多くの子供たち

は，道具を使って物を作ったり，生活労働を体

験したりする機会が極めて少なく，生活のため

の知恵が習得しにくくなっている。たとえば，

テレビやコンピュータゲームなど，室内での個

人遊びの傾向が強まり，屋外で思い切り体を動

かし，集団で遊ぶ機会が乏しくなっている。こ

うしたことから，疑似体験は多いものの生活体

験や自然体験などの実体験が少なかったり，異

年齢で行動することが少ないため良好な人間関

係を築くのが苦手だったりする子どもが多く

なってきていると考える。また，飽食の時代と

も言われるように，わが国では食料が溢れ子供

たちに偏食が多かったり，無駄にしたりしてい

る現実がある（１）（２）（３）。このようなことから，当

所では，小学校５年生から高校生までの青少年

に異年齢集団による長期の野外生活を行うこと

で実体験を通して自然を認識したり，自然と人

とのかかわりを学んだりするとともに，参加者

が共同生活を通して互いに協力し合い，いたわ

り合いながら人と人とのかかわりを知る機会と

するために，標記の事業を実施することとし

た。

国立信州高遠少年自然の家（Shinshu―Takato National Children’s Center）

【報告】
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第１班長（男子）　学生� 班員７名（高１名・中２名・小４名）�

第２班長（男子）　学生� 班員７名（中４名・小３名）�

第３班長（男子）　学生� 班員７名（中３名・小４名）�

生活指導担当�
副担当（専門職員）�

第４班長（男子）　学生� 班員７名（中３名・小４名）�

第５班長（男子）　学生� 班員６名（中３名・小３名）�

第６班長（女子）　学生� 班員８名（中３名・小５名）�

第７班長（女子）　学生� 班員７名（中２名・小５名）�

事業総括�
　所長�

総務�
　事業課長�

進行�
　主担当（専門職員）�
　　※著者� 会計係� 所員３名�

食糧係� 所員１名、学生２名�

資材係� 所員３名、学生２名�

炊事係� 所員１名、学生２名�

運営担当�
副担当（業務係員）�

保健係� 看護師２名�

所員３名、学生１名�記録（写真・気象）係�

送迎・運搬係� 所員３名�

アンケート・評価係� 所員１名�

生活体験調査担当� 生活体験プログラム開発委員１名，学生10名�

※食糧，資材，炊事，記録係は，必要に応じて，当日出勤の所員が応援する。�

� 「長期野外生活体験」―仲間とつく

る１０泊１１日―の企画

１ 事業の概要

「初めて出会った仲間たちと自然の中で長期

間自炊生活をしながら，自然観察や農作業，料

理や食料保存，野外伝承遊びや生活用具づくり

等の具体的な生活体験をすることによって，子

供たちが，生きるに必要な生活の知恵・生きる

力を習得できる機会や場とする。」を趣旨に，

国立信州高遠少年自然の家が主催，長野県，山

梨県，高遠町各教育委員会後援で平成１４年８月

１日～８月１１日までの１０泊１１日の事業を実施し

た。参加対象は，小学校５年生から高校生まで

の健康な男女で，４２人募集のところ，４９人の参

加者を得た。

２ 活動内容と運営組織

人間の生活の中で最も大きな比重を占めるの

が食であることとその大切さを理解させるため

に，子供たちに食料採集と保存の知恵や料理す

る知恵を習得させ，食料と水に対する認識を持

たせるために，１０日間の自炊を本事業の中心に

据えることとし，表１，表２のような活動計画

を立案した。加えて，内容を非文明社会の体験

を通して，道具の作り方や使い方に慣れ，創意

工夫を身に付けたり，伝承遊びを通して，自分

の手による道具を使って遊び，挑戦する楽しみ

や喜びを知る機会を設けたりした。実施に当

たっては，小学校５年生から高校生までの参加

者を男女別に異年齢集団による一班７名前後の

７つの班に分け，大学生の班長を中心にテント

による共同生活として計画した。

一つ一つの活動の指導には，外部講師をはじ

め，研修指導員として日頃から当少年自然の家

の利用団体や主催事業に協力をいただいている

たくさんの地域住民の方々，当少年自然の家所

長と職員が当り，それぞれの専門分野を担当し

た。

また，ねらいを実現するためにスタッフが連

携して効果的な動きができるように，運営組織

は図１のようにした。主担当を勤めた筆者を中

心に生活指導担当の専門職員１名と運営担当の

業務係員１名が副担当となり，この３名の所員

を核として，進行していった。常に参加者と関

わる班長には，社会教育（体育）実習や教育参

図１ 運営組織
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表１ 長期野外生活体験日程【前半】

第１日目
８月１日（木）

第２日目
８月２日（金）

第３日目
８月３日（土）

第４日目
８月４日（日）

第５日目
８月５日（月）

第６日目
８月６日（火）

体験項目 集 合 開 拓 自然観察 生活用具作り 地域踏査 遊び道具作り

６：００ 起床・洗面 起床・洗面 起床・洗面 起床・洗面 起床・洗面

朝の集い 朝の集い 朝の集い 朝の集い 朝の集い
７：００

朝食（食堂）

朝食
（野外炊飯）

朝食
（野外炊飯）

朝食
（野外炊飯）

朝食
（野外炊飯）

８：００
宿泊棟清掃・整頓

移動 魚の干物作り�
９：００

テント設営 植物観察

小屋作り

徒歩旅行（守屋山）

※昼食 弁当

竹とんぼ・竹笛作り
と競技１０：００

集合
かまど作り

漬物作り
１１：００

受付

昼食
（弁当）

１２：００

昼食（食堂）

昼食
（野外炊飯）

昼食
（野外炊飯）

昼食
（野外炊飯）

１３：００
開会式

紐の結び方
研修
「長期野外生活体験
に臨むにあたって」

１４：００

木切り

竹の箸・食器作り

弓矢作りと競技日程と班活動につい
ての説明会

環境整備

１５：００

記念撮影

小屋作り
（野宿準備）

班活動
・班別行動計画作成
・役割分担

黒炭のかまくべ

１６：００

１７：００

夕食（食堂）

入浴
夕食
（野外炊飯）

夕食
（野外炊飯）

夕食
（野外炊飯）

夕食
（野外炊飯）

夕食
（野外炊飯）

１８：００

１９：００

班別懇談会
・班別行動計画作成
・明日の行動確認

星座観察
自由

自由 紐の結び方
２０：００

暗闇体験

班別会議・健康観察
２１：００

自由 班別会議・健康観察 班別会議・健康観察 班別会議・健康観察 シャワー 班別会議・健康観察

就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝
２２：００

２３：００

宿泊場所 ロ ッ ジ テ ン ト テ ン ト テ ン ト テ ン ト 野 宿
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表２ 長期野外生活体験日程【後半】

第７日目
８月７日（水）

第８日目
８月８日（木）

第９日目
８月９日（金）

第１０日目
８月１０日（土）

第１１日目
８月１１日（日）

体験項目 農作業体験 食料加工 野外料理 遊び大会 お 別 れ

６：００ 起床・洗面 起床・洗面 起床・洗面 起床・洗面 起床・洗面

朝の集い 朝の集い 朝の集い 朝の集い 朝の集い
７：００

朝食
（野外炊飯）

朝食
（野外炊飯）

朝食
（野外炊飯）

朝食
（野外炊飯）

朝食
（弁当）

８：００

撤収作業�

９：００

農作業体験

※昼食 弁当

魚の干物作り�

ところてん作り

黒炭のかま出し
木工（土産作り）

１０：００

豆腐作り

１１：００

昼食
そば作り

撤収作業�１２：００

昼食
青竹ごはん作り
（野外炊飯）昼食

（野外炊飯）

昼食（食堂）
１３：００

閉会式
（修了証授与）

１４：００

野草のてんぶら
笹茶作り
五目寿司作り

夕食

竹とんぼ飛距離競技会

解散

だんご・うどん作り

夕食

１５：００

１６：００

祭り

・出店
（各班自慢料理味比べ）

夕食

１７：００

夕食
（野外炊飯）

１８：００

１９：００

きもだめし

全体懇談会
・長期野外生活体験を
ふり返って

・祭りの出店について
の相談

民話の夕べ

大たきび

２０：００

班別会議・健康観察
２１：００

シャワー 班別会議・健康観察 班別会議・健康観察

就寝 就寝 就寝 シャワー
２２：００

就寝

２３：００

宿泊場所 テ ン ト テ ン ト テ ン ト テ ン ト
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加（大学の単位取得）で当少年自然の家に来て

いる学生とボランティア登録している学生を配

置した。また，大量の資材管理や食料の配給等

を中心とした多岐にわたる運営に関わる仕事に

も，班長と同様な学生を配置し，それぞれの係

を担当する少年自然の家所員の指示のもと，参

加者の支援に当った。

そして，実施した野営地の見取図は図２のと

おりである。男子５班，女子２班，学生スタッ

フ男女各１，当少年自然の家所員用（本部）の

テント合わせて１０張を野営地奥に配置し，中央

に各班と本部スタッフ用の合わせて８つの食卓

を並べた。入り口付近には同じく各班と本部用

のかまどを設置した。かまどはそれぞれ２つず

つとした。これら食卓とかまどはすべて参加者

とスタッフによる手作りである。さらに，道路

を挟んで反対側に，資材・用具，食料と救護用

のテントを置いた。

なお，痛みやすい食材は，炊事開始直前に本

館食堂から運搬し，使うまでキャンプセンター

内の冷蔵庫に保存した。また，水道から長い

ホースで水を引き，常にきれいな水が流れてく

るようにし，炊事や洗い物用に大きなポリ容器

を二つ用意して水場とした。トイレはキャンプ

センターを利用した。野宿の実施に当っては，

別の場所を開拓して行った。

� 長期野外生活体験の実施と記録

第１日【出会いの日】

８月１日（木）午後１時，開会式が行われ，

参加者は，それぞれの班を担当する班長をはじ

め，運営に当たる所員や学生スタッフと対面し

た。いよいよ，「長期野外生活体験」の幕開け

である。募集人員を上回る４９名の参加となった

本事業の校種別参加者数並びに地域別参加者数

は，次の通りである。

� 校種別参加者数 高校生１名，中学生２０

名，小学生２８名 ［合計４９名］

� 男女別参加者数 男子３４名 女子１５名

［合計４９名］

図２ 野営地見取図
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� 地域別参加者数

長野県１９名，愛知県１０名，神奈川県７名，

埼玉県５名，山梨県４名，静岡県１名，千

葉県１名，岐阜県１名，奈良県１名 ［合

計４９名］

初日は研修が中心で，「長期野外生活体験に

臨むにあたって」というテーマで本事業の趣旨

説明と心構えについて所長講話を行った後，記

念撮影を挟んで，班別活動に移った。これから

生活を共にする班員が顔を合わせ，班の行動計

画や役割分担を決めたり，班旗を作製したりし

た。まだまだ緊張ぎみで，会話は少なかった。

なお，期間中を通して，当所の生活体験プログ

ラム開発委員の杉森伸吉氏（東京学芸大学助教

授）と学生１０名が参加者の変容や生活体験が及

ぼす影響や効果について調査することになり，

早速，観察やアンケートを実施した。この日は

ロッジでの宿泊とした。

第２日【開拓の日】

朝食後，当所キャンプ場の一角にある野営地

に移動し，テント設営とかまど作りを行った。

長期間の生活に備えて，各班の生活空間を整備

するのが本日の課題であった。午後からは，紐

の結び方の講習を受けた後，それを活用し，板

や木材を使い食卓を作ったり，シートで屋根を

張ったりして，環境整備を行った。夕食からは

できあがったばかりのかまどを使い，いよい

よ，自炊を開始した。慣れないため，開始から

片付けまで３時間あまりを要した。

第３日【自然観察の日】

テントでのはじめての朝を迎え，この日から

はたくさんの課題に取り組むことになる。朝の

集いで各自の時計を回収した。ここからは，時

計を使わず時を知る生活を体験することにし

た。

午前中は，グリーンアドベンチャーによる植

物観察を通して樹木に接する時間をもった後，

毎日の食事の一品とするため，５種類ほどの漬

物づくりを行った。午後は，町の炭焼き体験施

設へ出かけ，炭用の木を一人一人窯にくべた。

第４日【生活用具作りの日】

朝食後すぐに，食料とするための干物づくり

を行った。この日は，一人５匹ずつのいわしの

［写真１］ さあ今日から野外生活の始まり

［写真２］ まずはかまどづくりから

［写真３］ グリーンアドベンチャーで植物観察
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丸干しをつくった。その後，各班二手に分か

れ，一方は６日目の野宿場所の草刈りや倒木の

除去等の開拓作業を行い，他方は，食器棚の製

作や食卓の補修，屋根用シートの調整等の環境

整備を行った。午後は，今後各自が使う竹製の

箸と食器を作った。夜は，暗闇体験の途中で雷

雨となり，中止とした。

第５日【地域踏査の日】

この日は朝，既製の箸を回収した。その後，

一日かけて徒歩旅行に出かけた。地元の守屋山

登山がこの日の課題であった。登山口からは，

班ごとにまとまり，互いに励まし合いながら頂

上を目指した。山頂からは，南アルプスをはじ

め，中央アルプス，八ヶ岳など周囲の山々が見

渡せ，眼下に広がる諏訪，茅野や伊那方面の町

並みを眺めながら，手作りの昼食をとった。参

加者たちは，素晴らしい景色に触れ，気分一新

できたようだ。帰着後は，沢遊びとドラム缶風

呂で疲れを癒した。

第６日【遊び道具作りの日】

中日を迎え，この日は，野外伝承遊びに親し

む日とした。朝，既製の食器を一つ回収し，竹

製のものに変更した。今後，毎日一つずつ交換

し，４日間で，すべて竹製のものに変更してい

くこととした。午前中は竹とんぼと竹笛づくり

を行った。午後は，弓矢づくりの後，的を用意

して各自の弓矢の出来栄えを試した。夕食後，

テントを出て，野宿を行った。参加者は，疲れ

がたまっており，野宿であるにもかかわらず，

熟睡できたようである。

第７日【農作業体験の日】

朝食後，再び手作りのおにぎりを持って，こ

の日は，地元の農家の畑を借り，一日農作業体

験に出かけた。午前中は，野沢菜や白菜の蒔き

付けを行った。午後は，畑の草取りや水やり，

土手の草刈りを行った。真夏の炎天下での作業

であったが，一同熱心に取り組んだ。帰着後，

ドラム缶風呂に入り，疲れを癒した。夜は，地

域の方にお願いし，紙芝居を通して地元に伝わ

る民話を語ってもらった。

第８日【食料加工の日】

動きが鈍っていた参加者は，この頃になると

環境に適応し始めたようで，再び動きがよくな

［写真５］ 守屋山山頂からのながめは最高

［写真６］ 的をねらってヨイショ！

［写真４］ 自分の食器を熱心につくる
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り始めた。この日は食料加工を課題とし，つ

くったものを中心に食事することとした。ま

ず，２度目の干物作りを行った。今回は，一人

３匹ずつ鯵の開きをつくった。続いて豆腐を作

り，味噌汁やおから料理で昼食にした。午後

は，だんごとうどんをつくり夕食とした。夜の

きもだめしは，中止になった暗闇体験と兼ねて

行った。

第９日【野外料理の日】

この日からは，すべて竹製食器の使用となっ

た。前日に引き続き，食の体験を中心とする一

日とした。朝食後にところてん作りをした。次

に，竹筒を使って昼食用のごはんを炊いた。午

後は，所内を回って食べられる野草と笹の葉を

採集して天ぷらと笹茶を作り，五目寿司を作っ

て夕食とした。夜は，全体及び班ごとの懇談会

を開き，この事業を振り返っての成果や反省を

話し合った後，翌日の祭りの相談をした。

第１０日【遊び大会の日】

自炊生活もいよいよ大詰めを迎え，これまで

の体験の集大成とすべき取り組みを行った。初

めに一週間前に窯くべした木炭の窯出しを行っ

た。野営地にもどって，そば打ちを行い昼食と

した後，過日作った竹とんぼの飛距離競技会を

行った。夕刻より，班ごとに自慢料理を作り，

夜の祭りの出店に備えた。最後の晩にふさわし

く，祭りは大いに盛り上がり，大たき火が赤々

と天を焦がし感動の夜は幕を閉じた。

第１１日【お別れの日】

通常より１時間早く起床した参加者は，最後

の自炊に取り掛かった。これで２７食連続の野外

炊飯となり，わずか１時間３０分で片付けまで完

［写真８］ みんなでつくった鯵の干物

［写真９］ 青竹を使ってごはんを炊く

［写真１０］ 一週間かけて炭のでき上がり

［写真７］ 暑い中で農作業は続く
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了した。その後，慣れ親しんできた各班のテン

トやかまど，食卓をはじめとする使用物品を撤

収した。最後の課題は，土産づくりである。

愛用の竹製食器を手直ししたり，新たに鉛筆

立てや小物入れを製作したりして，思い出とと

もに持ち帰った。最後に，全期間野外生活を成

し遂げた参加者全員と学生スタッフ１０人に所長

より修了証が授与された。

� 長期野外生活体験参加者の反応

長期野外生活体験の期間中，杉森助教授ら１０

名の協力を得て，参加者の個人的変化や集団的

変化，プログラムへの反応を調査していただい

たが，そのまとめから抜粋した参加者の反応は

次のとおりである。

１ 新しく覚えた・自信をつけた活動

図３を見ると，さまざまなプログラムが自信

につながっていることを見て取ることができる

が，特に野外炊飯・料理に関する事柄が多く挙

げられている。これは，１０日間２７食に及ぶ自炊

の成果と考えられる。

２ 印象に残った活動

図４を見ると，印象に残った活動は参加者そ

れぞれであるが，中でも登山と野宿を挙げた者

が圧倒的に多い。また，登山と野宿は「楽し

かったこと」でも上位を占めている。このうち

登山は，「辛かったこと」でも群を抜いて一位

であり，辛いけれども同時に楽しいものであっ

たことが覗えた（４）。

� 成果と課題

１ 成 果

� 野外での生活を通して木材や野草を使用し

たり，参加者全員が虫刺されや雷雨を体験し

たりしたことにより，自然からの豊かな恵み

と，昆虫や動物などの外敵や気象状況による

事故等の自然の脅威を認識することができ，

自然環境に適した生活の仕方を学ぶことがで

きた。

� 参加者の様子や変容等を観察・調査した生

活体験調査によると，異年齢集団による共同

生活の中で，班員相互のかかわりが多くな

り，会話が次第に増えると共に，困難や揉め

事などの障害を克服しながら，協力・いたわ

りなどの気持ちを育む契機となったことが確

認できた。

� 自炊を繰り返す中で，薪割りや火起こしが

上達するとともに，料理する知恵を習得し，

効率的に取り組むことができるようになっ

た。炊飯の時間も大幅に短縮できるように

なった。

� 参加者の感想から，自然の中から食材を見

つけ調理したり，食品を加工して保存したり

する方法を学び，食料と水に対する認識を深

めることができたことが覗えた。

� 道具を使って生活空間を整備したり，食器

やおもちゃを製作したりすることにより，道

具の使い方のコツや活用方法を学び，生活環

境の改善や遊びの工夫に役立つ体験ができ

た。

［写真１１］ 長期野外生活を終えてたくましくなっ

た子どもたち

川本：生きる力を培う長期野外生活体験の実践 １６３



0 1 2 3 4 5 6 7 8
いろんなこと�
うどんづくり�

他人との共同生活�
昆虫が平気になった�

体力�
長期野外生活�
豆腐づくり�
荷物整理�

ひものづくり�
前の自分との違い�
リーダーの役割�

苦手料理食べられた�
かまど造り�

テントのはりかた�
薪割り�

一人で生活できた�
生活の知恵�

包丁で食材切り�
竹工作�
友達作り�

火のつけかた�
ひもの結び方�
野外炊飯・料理�

活動名をあげた人数�

男子� 女子�
活
動
の
種
類�

0 3 6 9 12 15 18
テント張り�
炭づくり�

ひものづくり�
かまどづくり�

弓矢�
竹とんぼ�

班の人などのこと�
魚をとった�

イモリをとった�
3回もキレてしまった�

なし�
みんなと一緒に行動�
下の学年に見られた�

薪割り�
ひもの結び方�
竹の食器作り�
寝る前の会話�
友達ができた�
食事作り�

暗闇体験･肝だめし�
野宿�

登山・下山�

活動名をあげた人数�

男子� 女子�

活
動
の
種
類�

２ 課 題

� 期間中の活動相互の関連を持たせ，日々の

積み重ねが最終日に向けて具現化していくよ

うに，指導計画のより一層の工夫が必要であ

る。

� 指導力の向上のために大学生の班長から年

長の班員へ主導権をしだいに委譲していける

ような働きかけと支援態勢の確立が必要であ

る。

� ここで習得した知恵や力を参加者が今後の

生活や人生に生かせるように，追跡調査を実

施し，より効果的な手だてを検討する必要が

ある。
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