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【要旨】

本研究では，阿南少年自然の家における「ふれあい自然体験キャンプ」を事例にして，「教育

参加」学生レポートやキャンプへの参加者および保護者対象のアンケートにおける記述をもとに，

生涯学習施設における自然体験活動を通しての学生スタッフの学びの特質を考察した。その結

果，キャンプスタッフとして参加した学生たちは，子どもと共に自然体験活動することを通し

て，子どもの多様性を理解したり，教職への意識を向上したりすることとあわせて，自己の成長

を体得していることがわかった。

【キーワード】
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� 問題の所在

今日の子どもたちは，自然と直接触れ合う体

験の機会が乏しくなっているといわれている。

その一方で，中央教育審議会等の答申では，子

どもたちの成長における自然体験の重要性が取

り上げられており，文部科学省も，学校内外を

通じた奉仕活動・体験活動の機会を充実するた

めに全国体験活動ボランティア活動総合推進セ

ンターを開設するなど，支援体制の整備・充実

を進めている。

一方，全国の国立教員養成系大学・学部にお

いては，フレンドシップ事業の一環として，地

域の生涯学習施設と連携しながら，教員を志望

する学生が子どもたちとのふれあいを通して教

師としての実践的指導力の基礎を身につける活

動が行われている。たとえば，長野県阿南少年

自然の家で実施されている「ふれあい自然体験

キャンプ」では，子どもたちの自然体験活動を

支援するスタッフとして，教育学部に在籍する

学生を中心としたスタッフが，プログラムの立

案から実施まで，大きく関わっている。本研究

では，そのような学生スタッフが，子どもたち

との自然体験活動を通して，どのようなことを
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体験し学んでいるのかを明らかにすることを目

的とする。

� 学生の自然体験活動の位置づけ

１９９９年６月の生涯学習審議会答申『生活体

験・自然体験が日本の子どもの心をはぐくむ―

「青少年の［生きる力］をはぐくむ地域社会の

環境の充実方策について」―』（１）では，「子ども

たちの心の成長には，地域での豊かな体験が不

可欠」としており，地域の子どもたちの体験機

会を広げることとその支援体制づくりの必要性

が述べられている。自然体験については，「子

どもたちにとって，自然の厳しさや恩恵を知

り，動植物に対する愛情をはぐくむなど，自然

や生命への畏敬の念を育てたり，自然と調和し

て生きていくことの大切さを理解する貴重な機

会」となるとしており，「自然の中での組織的

な活動は，きまりや規律を守ること，友達と協

力することなどの大切さや自ら実践し創造する

態度を学ぶことができるなど，まさに総合的な

学習の機会」として，地域の子どもたちの体験

機会を広げて子どもたちの体験活動などを支援

する体制をつくるなどの取り組みを求めてい

る。このような支援体制の一つとして，子ども

たちの活動を支援するリーダーとして，学生が

「新しい人材」となって，地域社会で子どもた

ちの体験活動のお手伝いができるようなきっか

けを提供することを提案している。

そして，２００２年７月の中央教育審議会答申

「青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等に

ついて」（２）では，青少年にとっての体験活動の

必要性及び意義について，「様々な体験活動を

通じて，他人に共感すること，自分が大切な存

在であること，社会の一員であることを実感

し，思いやりの心や規範意識をはぐくむことが

できる」としており，学校内外を通じて質量共

に充実した体験活動の機会を拡充していく必要

を述べている。特に，初等中等教育段階の青少

年については，「その成長段階において必要な

体験をすることの教育的側面に注目し，社会，

自然などに積極的に関わる様々な活動ととらえ

ること」としているように，多様な体験を重ね，

豊かな人間形成と将来の社会参加の基盤作りの

必要性を訴えている。また，１８歳以降の個人が

行う奉仕活動等の奨励・支援についても述べて

おり，学生の自主的なボランティア活動の単位

認定等を積極的に進めることを奨励している。

信州大学教育学部では，平成８年度から「教

育参加」という授業科目を開設している（３）。「教

育参加」は，教育に関心を抱いて教育学部に入

学した１年次生が，長野県内外の生涯学習施設

（少年自然の家・青年の家）や特殊教育諸学校

（盲学校・養護学校）等における教育活動に参

加することを通して，子ども理解，教師理解，

学校理解を深め，教職への関心・意欲を高める

ことを目的として開設されている。教育活動の

実際場面に参加したり教育実習の様子を参観し

たりすることによって子どもたちや教職員と触

れ合うことは，教職への認識を深める機会とな

り，教育学部で４年間にわたって学んでいく基

礎となる。学生たちは，自然体験，歴史体験，

スポーツふれあい等の活動を通して，さまざま

な経験をしている（４）（５）。また，他大学において

も，地域の社会教育施設と連携したカリキュラ

ムを取り入れているところもある（６）。

阿南少年自然の家における「ふれあい自然体

験キャンプ」においても，学生スタッフのうち

信州大学教育学部１年次生は，「教育参加」の

授業として参加しており，履修単位の認定を受

けている。

� 阿南少年自然の家「ふれあい自然体

験キャンプ」の概要

１ 「ふれあい自然体験キャンプ」の位置づけ

長野県では，阿南・望月の両少年自然の家に

おいて，平成７年度より，「ふれあい自然体験
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活動推進事業（ふれあい自然体験キャンプ）」

を実施している。これまでの「ふれあい自然体

験キャンプ」の成果については，長野県教育委

員会の報告書にまとめられている（７）。

平成１４年度の「ふれあい自然体験キャンプ」

は，全国で２９実施される「平成１４年度青少年長

期自然体験活動推進事業」として，「青少年の

長期自然体験の一層の普及，定着を図るため，

地方公共団体が自然体験活動推進団体の協力を

得て，野外活動施設や農家などで，２週間程度

の長期間，異年齢集団を編成して共同生活をし

ながら，野外活動等の自然体験活動に取り組

む」事業である。

このキャンプは，「不登校児童生徒を含めた

異年齢の小中学生を対象に，学校・家庭とは異

なる環境の中で自然体験や共同生活体験を通し

て，自主性，社会性等『生きる力』の育成を図

りながら，不登校児童生徒の学校生活への復帰

を支援する」ことを目的としている。

２ 「ふれあい自然体験キャンプ」のプログラム

阿南少年自然の家での「ふれあい自然体験

キャンプ」は，１泊２日の「プレキャンプ」

と，６泊７日の「本キャンプ」からなる。「プ

レキャンプ」と「本キャンプ」の日程と内容は

それぞれ表１・表２のとおりである。さらに，

学生スタッフとして参加するにあたり，１泊２

日の「少年団体指導者研修会」（スタッフ研修）

に事前に参加し，キャンプ中の健康と安全につ

いての講義を受けたり，キャンプの内容につい

て話し合ったりしてきている。

３ 「ふれあい自然体験キャンプ」の参加者

このキャンプは，不登校児童生徒３割程度を

含む小学４年生から中学３年生までの児童・生

徒を対象としている。参加者募集にあたって

は，多くの児童・生徒が参加体験できるよう初

めての参加者の募集に努めたり，不登校児童・

生徒や初めての参加者を優先したりするように

している。

プレキャンプでは，６０名の児童・生徒（男子

３６名・女子２４名）が参加し，学生スタッフ（信

州大学教育学部，長野県短期大学，飯田女子短

期大学）３２名がサポートした。これに，実施運

営本部リーダーとして，長野県教育委員会飯

田・伊那両教育事務所指導主事や適応指導員，

地区校長会，養護教諭などが参加した。

本キャンプでは，６３名の児童・生徒（男子４３

表２ 「ふれあい自然体験キャンプ」本キャンプ日程の概要

１日目 歓迎の会，仲間作りタイム（アイスブレイク）

２日目 自然体験選択プログラム（つり，竹細工，自然散策など），弁当山夜間登山，山頂野宿

３日目 下山，日帰り温泉入浴，野外炊飯，ファイヤーレク，テント泊

４日目 川遊び，あまごのつかみどり，星座観察

５日目 リクエスト阿南，Let’sチャレンジ

６日目 スーパーマーケットでお買い物，キャンドルの集い

７日目 お別れ食事会，お別れの会

表１ 「ふれあい自然体験キャンプ」プレキャンプ日程の概要

１日目 歓迎の会，仲間作りゲーム，野外炊飯（パエリア），キャンプファイヤー

２日目 ウォークラリー，お別れの会
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名・女子２０名）が参加した。このうち，５１名は

プレキャンプにも参加している。そして，学生

スタッフ３７名と，実施運営本部リーダーが参加

した。

なお，この３７名の学生スタッフの役割の内訳

は，本部スタッフ５名（うち２名は，必要に応

じて班付きスタッフとして班に入る）と，１０の

子ども班を支援する班付きスタッフ３２名（１班

あたり３～４名）である。

� 活動レポートにみる学生の学びの特質

スタッフとして参加した学生のうち，信州大

学教育学部１年次生は，授業科目「教育参加」

の活動の一つとして参加している。そのため，

履修単位の認定を受けるために，活動レポート

を提出する。活動レポートでは，「参加前」「活

動中」「活動に参加した成果」「今後に向けて」

の項目ごとに活動レポートをまとめる。ここで

は，「活動に参加した成果」を中心に，活動レ

ポートからの記述を抜粋しながら，学生スタッ

フは子どもたちとの自然体験活動を通してどの

ような経験をしているのかを考察する。

なお，「教育参加」として参加している学生

スタッフは全員，子ども班の活動を支援する班

付きスタッフとして加わっている。

１ 視点�：「子ども理解」について

○班が男の子班だという事で，最初は一週

間やっていけるのだろうかと不安でいっ

ぱいでした。何を話したら良いか分から

ず，中々解け込むことが出来なかった

り，いう事を聞いてくれなかったりで，

正直帰りたいと思ったことも何度かあり

ました。…行動を共にしていくうちに

段々と素直になってきてくれました。…

勝手な行動が目立ち言う事を聞いてくれ

なかった子も素直に言うことを聞いてく

れる様になったり，ありがとう，ごめん

なさいなど言える様になったり，自分か

ら色々な話をしてくれたりしました。そ

んな時は，本当にこのキャンプに参加し

て良かったと思えました。

○キャンプ前半は，子どもたちとぶつかり

合って接することから逃げている自分が

いた。３日目くらいから，そんな弱い自

分がすごく情けなく思えてきて，このま

まじゃここにいる意味がないのではない

かと悩んだりした。そこからの自分と子

どもの関わり方はかなり満足できるもの

になったと思う。

○一人として同じ子どもはいません。それ

ぞれ個性があり，その個性に合った対応

をしていかなければならないという事も

実感させられました。

このキャンプには，不登校児童・生徒をふく

め，さまざまな子どもたちがやっている。中に

は，自閉症児もいる。そのような子どもたちと

の自然体験活動を媒介にして，学生スタッフ

は，子どもの多様性に気づき，子どもたちとの

接し方を学んでいく。特に，このキャンプは，

参加児童・生徒がゆとりある生活を送れるよう

なプログラム構成を心がけており，そのような

日程の中で集団生活を送る子どもたちとの関わ

り方，特に叱り方について，他の学生スタッフ

やリーダーとの交流も通して学んでいるようで

ある。

子どもとの交流によって，子どもをどれだけ

理解できるか，そして，子どもをどれだけ好き

になれるかは，教師を目指す学生にとってはと

ても重要であろう。
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２ 視点�：「教職への関心・意欲の向上」に

ついて

○自分が３年次生になって教育実習に行く

までにしておかなければならないと思っ

たことは，もっと体当たりで子どもたち

と関わってたくさんの経験を積まなけれ

ばならないということです。チャンスを

逃すことなく精進したいです。

○一番大きいのは，子どもを好きになれた

ことだ。そう思えるようになった事で，

教員に強くなりたいと思えた。次の活力

が湧いた。

○自分の良い所と悪い所が浮き彫りになっ

た。本キャンプは，こんなにやりがいが

あって楽しいものだと思わなかったか

ら，本当に嬉しかった。

「教育参加」として参加している学生スタッ

フは，教員養成学部に籍を置く学生であるの

で，その多くが教師を目指している。また，３

年次・４年次に履修する教育実習に向けて，そ

の課題を見いだしている。

このキャンプに参加することを通して，教師

を目指す気持ちをよりいっそう固めることを通

して，自分自身について見つめ直すきっかけに

もなっているようである。特に，先輩である

２・３年生の学生スタッフのてきぱきとした行

動から，あるいは，お兄さん・お姉さんとして

慕ってくる子どもたちの表情から感化されるこ

とが多い。

３ 視点�：「自然体験」について

○自然体験プログラムでは深見の池での釣

りに行ったが，子どもたちが魚を釣り上

げたときの表情が何ともいえず，こちら

までうれしくなった。炎天下での活動

だったので，…子どもと野外で活動する

ときは，常に子どもの体調に気を配らな

ければならないと思った。

○（夜間登山では）子どもたちに不安があ

るのか，はじめのうちは足が重いような

感じがした。だが始まってみれば，結構

楽しんでいたようだ。お互いに励まし合

い，さらには楽しいことを言い合い，子

ども同士または子どもとスタッフがより

親近感を感じあえたと思う。

○（弁当山の）頂上ではシュラフにくるまっ

ての野宿だったが，私だけでなく多くの

子どもにとっても初めての体験だった。

また，ある子どもは流れ星を初めて見た

といって興奮していた。一緒に喜びを分

かち合えたのがうれしかった。

大学生自身，自然体験をこれまでにあまりし

ていないようである。子どもたちと一緒に活動

することを通して，自分たち自身も自然の中で

の活動を楽しんでいることが伺える。ただ，自

分だけが楽しむのではなく，キャンプに参加し

ている子どもたちとともに，体験し，感動して

いることがわかる。

また，これまでにも教師の体験活動の必要性

については述べられてきているが（８），活動中

弁当山 夜間登山
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は，教育学部に在籍して教師を目指していると

いう性質から，「自分が教師になったら」とい

う視点で活動に参加して，子どもを野外に連れ

出す際の留意点についても学んでいる。

４ 他の学生スタッフの感想から

「ふれあい自然体験キャンプ」本キャンプに

参加している３７名の学生スタッフのうち，「教

育参加」として参加しているのは１０名であり，

他はチーム’９５（「教育参加」でのスタッフ経験

者を中心に構成）と飯田女子短期大学の学生で

ある。これらの学生を対象としたアンケートか

らの記述をここでは抜粋する。

○夜空を見ながら寝て，朝霧に濡れて目を

覚ますというのは普段の生活では体験で

きないとても貴重な体験になった。

○キャンプを通して多くの子どもたちと触

れ合う中で，普段の生活の中では学べな

いことを学びたいと思った。

○子どもの接し方にも慣れ，自信を持て

た。

○今回のキャンプで学んだことは今後教師

を目指すにあたってとても役立つと思

う。

このように，「教育参加」以外の学生スタッ

フも，「教育参加」の学生同様，子どもたちと

のふれあい体験や自然とのふれあい体験を通し

て，学生スタッフと参加者である子どもがその

場で同じ体験をすることの重要を体感してい

る。プレキャンプと本キャンプをあわせて７泊

９日の同じ体験をもとにして，話が共有でき，

喜びをともに共感できるということが，人を大

きくするきっかけとなり，学生自身も自己の成

長を実感している。少年自然の家という生涯学

習施設において宿泊を伴う共同生活をするため

には，人間関係の成立と自己責任が前提とな

る。今の時代は情報機器がたくさんあり人と直

接接する機会が減少し，また，自分の意見をな

かなかはっきりといえない子どもたちが増加し

ている。しかし自然の中で共に活動すること

で，頼る人はスタッフや班の友達であり，自分

のことがはっきり相手に伝えられないと信頼関

係が築けないばかりでなく，自分の体調にも影

響する。このキャンプでは，自然体験を媒介と

して，子どもと学生スタッフ間および子ども相

互・スタッフ相互間で人間関係を築いていった

ことが伺える。

また，「教育参加」の活動レポートではあげ

られなかったこととして，このキャンプにス

タッフとして繰り返し参加しているスタッフか

らは，キャンプ経験年数があがるにつれ，プロ

グラムのことにも多く触れられるようになって

いる。いままで，経験してきた子ども達との関

わりをもとに，子どものことを考慮しながら，

計画・実施・反省という過程が取れるように，

スタッフが成長しているのではないか。また，

そのようなスタッフからは，反省だけで終わら

ずに，次へ活かすためにはどうしたらよいかと

いう解決策を考えながら反省をし，視野が広く

持っているように思われる。子どもとの接し方

についても，他の子ども同士の関わりをみるよ

うになっているなど，違いがある。

学生スタッフのメンバー
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� 参加者および保護者対象アンケート

にみる学生の学びの特質

本キャンプ終了後，「ふれあい自然体験キャ

ンプ」に参加した児童・生徒およびその保護者

を対象に，このキャンプについてのアンケート

調査を行った。回答は，郵送により行われた。

このアンケートの記述の中から，特に学生ス

タッフとの関わりについての記述を抜粋し，学

生スタッフの経験内容について考察する。

１ 参加した児童・生徒の感想から

○スタッフの人と，遊べて楽しかった。で

も一番楽しかったのは，やかん登山で，

みんなとおしゃべりしながらいってたの

しかった。

○スタッフがやさしくしてくれたこと。あ

りがとうございました。とっても楽し

かったです。また，もしあったら，いっ

ぱい遊んでくださいね。

○いっぱいいっぱい遊べてすごくおもしろ

かったよ。お兄ちゃん，お姉ちゃんが自

分にはいないから，お姉ちゃん・お兄

ちゃんができたみたいでおもしろ（うれ

しかった）かった。

○スタッフのお兄さんお姉さんのおかげで

このキャンプが楽しくすごせました。特

に同じ班のスタッフの人にはとてもお世

話になりました。またこういうようなと

きお世話になるときもあると思いますが

お願いします。

○スタッフの人もとてもしんせつにしてく

れてうれしかったです。一週間という短

いあいだでしたが，とてもたのしかった

です。おなじ班のスタッフや本部のス

タッフ，リーダーやほかの班のスタッフ

の人にもお礼を言いたいです。

キャンプに参加した子どもたちは，キャンプ

を通して逞しく変容している。学校や家庭とは

異なる環境の下，学生スタッフとの共同生活に

よる自然体験を通して，自主性や社会性，「生

きる力」を身につけている。子どもたちは，年

齢の近い学生スタッフに心を許して行動してい

る。事前研修会や定例会を通してトレーニング

を積んできている質の高い学生スタッフによっ

て，このキャンプは支えられているのである

が，子どもたちの感想にもあるように，学生ス

タッフとの楽しい思い出は，子どもたちの心に

大きな影響を及ぼしている。

２ 参加者児童・生徒の保護者対象アンケート

から

○年齢の近いスタッフの方という事もあり

ますが，子供一人一人に細かく声を掛け

てくれる事に感心しています。すごく仲

間意識を大切にしている感じがします。

○学校では３０人にひとりの大人（先生）し

かいないのが，２人にひとり位ついてい

るキャンプでは，子供も安心だったので

はないかと感じた。暗い所がこわい子が

野宿出来たのもそのおかげだったのでは

と思う。

○たくさんのスタッフの方が昨年の子ども

の様子をおぼえていてくださり，成長し

た我が子にあたたかい勇気づけの言葉を

たくさんもらったようです。自信のない

子でしたから，何よりでした。

○「たくさんたくさん話を聞いてもらえた」

これが，プレキャンプ後の時の第一声で

した。スタッフのお姉さんに夜おそくま

で付き合ってもらっていたみたいです。

本キャンプの時は，スタッフの方と友達

みたいに笑い合ったりしていて本当に楽

しそうで，別れがつらそうでした。真正
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面から付き合って頂き，本当にありがと

うございました。

○スタッフからの刺激が強く，友達の事よ

り，スタッフの名前や行動を話してくれ

ました。

保護者からのアンケートにおいても，児童・

生徒の感想と同様，学生スタッフとの関わりに

ついて多くふれられている。特に，帰宅後の子

供たちの言葉の中に，学生スタッフとの楽しい

思い出が多く語られていることがわかる。学生

スタッフは，基本的に所属した班の子どもたち

と行動する機会が多いのであるが，自分の班の

子どものことはもちろん，他の班の子どもたち

についても名前を覚え，声がけをし，みんなで

同じキャンプに参加しているという雰囲気を醸

し出している。そのような学生スタッフの努力

と細やかな気遣いは，参加した子どもたちの心

の中に大きな位置を占めていることが，保護者

の言葉から伝わってくる。

また，学校教育における自然体験や野外体験

活動と比較して，子どもと学生スタッフの人数

の割合から，自主性が尊重される中でもスタッ

フのきめ細やかな対応があることをあげてい

る。

� まとめと今後の課題

本研究では，阿南少年自然の家における「ふ

れあい自然体験キャンプ」を事例にして，「教

育参加」学生レポートやキャンプへの参加者お

よび保護者対象のアンケートにおける記述分析

を通して，生涯学習施設における自然体験活動

を通しての学生スタッフの学びの特質を考察し

てきた。その結果，キャンプスタッフとして参

加した学生たちは，子どもと共に自然体験活動

することを通して，子どもの多様性を理解した

り，教職への意識を向上したりすることとあわ

せて，自己の成長を体得していることがわかっ

た。

キャンプに参加した学生の多くは，信州大学

教育学部において教育実習を履修し，教育実習

の成果を明らかにするために「教育実習リフレ

クションシート」を作成している（９）。その「リ

フレクションシート」では，スタッフとして参

加した教育実習生の中には，「ふれあい自然体

験キャンプ」について記述しているものが多く

見受けられる（１０）。今後は，「リフレクション

シート」のなかでこの「ふれあい自然体験キャ

ンプ」がどのように述べられているのか分析す

ることを通して，このキャンプが教師の実践的

指導力の基礎の育成にどのように寄与している

のか検討することによって，教師を志望する学

生にとってのこのキャンプの意義を明らかにす

ることができるであろう。

また，本研究で分析した学生スタッフ対象の

アンケートは無記名形式で回答されたものであ

るので，学生スタッフとしての役割（本部，班

付きスタッフ，班付きスタッフのリーダー）や

キャンプ経験等と関連づけて分析したり，少数

の学生スタッフを事例的に追跡したりすること

を行っていない。そこで，今後は，学生スタッ

フとしての成長の転機や心の動きを分析するこ

とによって，キャンプにおける学生スタッフの

変容をより詳細に解明できるであろう。
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なお，本論文は，日本科学教育学会第２６回年
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ける課題研究「未来社会における科学技術教育

の目標の具体化」での口頭発表「生涯学習施設

における自然体験活動を通して何が身につくの

か」をもとに加筆修正したものである。
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