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【要旨】

集団宿泊活動の教育的効果を検証することを目的として，冬期のスキー学習に焦点をあて，中

学生と高校生の事前と事後の心理的な変化を測定した。

国立磐梯青年の家に宿泊し，スキー学習を行った被験者（中学生３５１名・高校生４１５名）と民間

宿泊施設（ホテル）に宿泊しスキー学習を行った被験者（中学生１６８名）に対して，スキー学習

前と後の２度にわたり調査を実施し，その変化を検証したところ，「自然に対する感性」「自律心」

「社会性・協調性」「向上心」の４つの因子で向上が見られた。また，青年の家に宿泊した生徒

は，民間宿泊施設に宿泊した生徒に比べ「自律心」の因子において，より顕著な向上が見られた。
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� はじめに

「ゆとり教育」「総合的な学習の時間」さらに

は「新学習指導要領の施行」等，学校教育をと

りまく環境は大きく変化している。

文部科学省は新学習指導要領について，「平

成１４年度から実施される完全学校週５日制の

下，各学校がゆとりの中で特色ある教育を展開

し，児童生徒に学習指導要領に示す基礎的・基

本的な内容を確実に身に付けさせることはもと

より，自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考

え，主体的に判断し，問題を解決する力などの

『生きる力』を育成することを基本的なねらい

としています。」と説明している（１）。

この「基礎学力の徹底」が，学力の低下を懸

念する社会的背景に押され，「学力向上」に変

換された結果，学校教育現場は深い悩みに陥っ

たと推測される。「授業時間の削減」と「授業

時間の確保」という背反する課題に直面し，特

別活動の時間が削減傾向にある。

しかし，特別活動の中でも，スキー学習をは

じめとする集団宿泊活動には，通常の教科教育

では成し得ない教育効果もあると考えられる。

本研究では，特別活動の一つである集団宿泊

活動の教育的効果を検証するべく，冬期のス

キー学習に焦点をあて，中学生と高校生の事前

と事後の心理的な変化を測定することでその効

果を検証し，青少年教育施設を利用した集団宿

１ 国立青年の家本部（Headquarters of National Youth Houses）
２ 国立磐梯青年の家（BANDAI National Youth House）
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泊学習の教育的効果についての基礎資料を得る

ことを目的とした。

� 調査方法

１ スキー学習の定義

スキー学習は大きく２つに分けられる。一つ

は積雪地域の学校において，通常の体育授業と

して行われるもの。もう一つは無雪地域の学校

が，集団宿泊研修，もしくは修学旅行の一環と

して行うもので，「日常とは異なる環境の中で，

スキースポーツを体験することで，自然に対す

る理解を深めるとともに，集団での生活を通し

て，協調性や自律心を養う」ことを主な目的と

して実施されている。本研究におけるスキー学

習は，後者を指す。

２ 調査用紙の作成

� 調査項目の選定

本研究を行うに当たって，まず調査用紙の作

成を行った。青少年教育施設の設置趣旨（２），お

よび青少年の野外教育の振興に関する調査研究

協力者会議による報告（３），さらには集団宿泊学

習を行う目的等をもとに，�自然への感性，�

自律心，�社会性・協調性，�向上心，の４つ

の因子から構成される調査用紙の作成を目指し

た。

なお，調査項目の選定に当たっては，独立行

政法人国立オリンピック記念青少年総合セン

ターの谷井研究官の助言をもとに，氏の作成し

た少年版野外体験事業調査用紙（４）をベースと

し，また�向上心に関する質問項目は堀野（５）に

よる達成動機測定尺度の中から，自己充実的達

成動機に関する項目を加えた。（表１）

� 調査項目の信頼性

福島県内の高校生１８５名を対象に事前調査を

行い，調査用紙の信頼性の検証を行った。

回収されたデータを因子分析した結果，予想

された�「自然への感性」，�「自律心」，�「社

会性・協調性」の３因子が抽出されたことによ

り，調査用紙の信頼性が明らかになった。

ただし，「気温や天候の変化が敏感にわかる」

という質問項目に関しては，因子として抽出さ

れなかったため本調査から削除した。

また，�の「向上心」に関しては，既に先行

研究において信頼性が明らかになっている点，

他の質問項目群とは尺度が異なる点から，事前

表１ 調査用紙質問項目

自然への感性

・自然の中での活動は気持ちがいい

・自然の中にいると新しい発見がある

・自然は人間の生活に深く関わっていると思う

・気温や天候の変化が敏感にわかる

・自然の景色を見て感動することがある

自律心

・自分はいつも何らかの目標を持っている

・待ち合わせや決められた時間を守ることができる

・身の回りのものを整理することができる

・遊びや旅行などの計画を自分で立てることができ

る

・人に頼らないで起床できる

・自分とは違う考えの人の意見を聞くことができる

・目標を達成するために，計画的に行動できる

社会性・協調性

・人と協力して物事を行うことが好きである

・困っている友人がいたら相談相手になってあげた

いと思う

・見知らぬ人ともあいさつを交わすことは気持ちが

いい

・初めて会った人にも親切にできる

向上心

・みんなに喜んでもらえることをしたい

・何事に対してもベストをつくしたい

・何か小さな事でも自分にしかできないことをして

みたいと思う

・ちょっとした工夫をすることが好きだ

・結果は気にしないで何かを一生懸命やってみたい

・いろいろなことを学んで自分を深めたい

・人に勝つことより，自分なりに一生懸命やること

が大事だ

・難しいことでも自分なりに努力してやってみよう

と思う

・「こういうことがしたいなあ」と考えるとわくわ

くする

・いつも何か目標を持っていたい

３６ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第４号，２００４年
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検証を行っていない。

３ 調査および手続き

� 調査対象

本研究では，冬期のスキー学習に焦点を当

て，国立磐梯青年の家において一般的に行われ

ている２泊３日の事業を実施している学校の中

から，中学校３校と高等学校２校を実験校とし

て選定した。同時に比較対照群として，同様の

期間・内容を民間宿泊施設を利用して実施して

いる中学校を一校対照校として選定した。（表

２）

� 調査手順

各協力校に対して，調査用紙を配布し，調査

を実施した。調査は事前・事後の２回行い，事

前調査は事業（スキー学習）開始の１週間前，

事後調査は事業実施１週間後以内に行うよう依

頼した。

� 分析方法

回収されたデータは，各因子毎に得点を合計

し，事前と事後でその平均値を比較検討した。

なお，データの分析についてはマイクロソフト

社の表計算ソフトExcelを使用した。

� 結果および考察

１ 「自然への感性」因子

この因子に該当する質問項目は４項目あり，

各項目とも最高５点（最低１点）であることか

ら，因子全体では最高２０点（最低４点）となる。

実験群の事前と事後の得点を，ｔ検定にて比

較したところ，全体・中学校・高等学校ともに

０．１％水準で有意な向上が見られた。

同時に，対照群（中学校）においても，事前

と事後の変化は０．１％水準で有意な向上が見ら

れた。（表３，図１）

このことから，冬の自然の中に身を置き，ス

キースポーツを行うスキー学習自体に，中高生

の「自然への感性」を磨く高い効果があると言

えよう。

２ 「自律心」因子

本因子に該当する質問項目は７項目あり，因

子全体では最高３５点（最低７点）となる。

事前と事後の得点の平均についてｔ検定を

表２ 調査対象校一覧（被験者数カッ
コ内は有効回答数）

実験校名 被験者数

茨城県Ｙ町立Ａ中学校 １４１（１１７）

茨城県Ｋ町立Ｂ中学校 ９２（８１）

千葉県Ｓ市立Ｃ中学校 １１８（１０８）

茨城県立Ｄ高校 １９８（１６９）

Ｅ工業高等専門学校 ２１５（１６４）

合 計 ７６４（６３９）

対照校名 被験者数

茨城県Ｈ市立Ｆ中学校 １６８（１３４） 図１ 「自然への感性」因子の得点変化

表３ 「自然への感性」因子の得点変化

事前 事後 ｔ値

実験群

中学校 １３．１７ １５．１１ ９．６１＊＊＊

高 校 １４．２５ １５．５７ ８．７５＊＊＊

全 体 １３．７３ １５．３５ １２．９２＊＊＊

対照群 中学校 １２．６８ １４．２５ ７．２１＊＊＊

＊＊＊ｐ＞０．００１
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行ったところ，実験群については，全体・中学

校・高等学校ともに，０．１％水準で有意な向上

が見られた。

同時に，対照群（中学校）においても１％水

準で有意な向上が見られた。ただ，この対照群

の向上の度合いは，実験群のそれよりも低いこ

とが明らかになった。（表４，図２）

ちなみに，実験群と対照群の中学校同士を比

較した場合，対照群では調査項目内の���と

いった設問について，有意な向上が認められな

かった。�「遊びや旅行の計画を自分で立てる

ことができる」，については，事前の学校での

研修（しおりの作成等）が関与していることが

考えられるため，はっきりしたことは言及でき

ない。ただ��は「時間を守る」「自分で起き

る」といった「規則正しい生活」についての設

問である。

比較的生活についての規制が緩い民間宿泊施

設（ホテル）に比して，起床後の清掃や「つど

い」といった，青年の家を利用する際の「規律」

「団体行動」意識が実験群生徒に対して好影響

を与えていると推測できる。（表５，図３）（表

６，図４）

３ 「社会性・協調性」因子

本因子に該当する質問項目は４項目あり，因

表４ 「自律心」因子の得点変化

事前 事後 ｔ値

実験群

中学校 ２０．６２ ２３．０２ ９．１１＊＊＊

高 校 ２１．４１ ２３．５１ ９．３９＊＊＊

全 体 ２１．０３ ２３．２７ １３．０７＊＊＊

対照群 中学校 ２０．９６ ２１．６８ ３．３０＊＊

＊＊＊ｐ＞０．００１，＊＊ｐ＞０．０１

図２ 「自律心」因子の得点変化
図４ 「人に頼らないで起床できる」項目の得点

変化

表６ 「人に頼らないで起床できる」項目
の得点変化

事前 事後 ｔ値

中学校
実験群 ２．９２ ３．３７ ５．４０＊＊＊

対照群 ２．９４ ２．８９ n.s.

＊＊＊ｐ＞０．００１

表５ 「待ち合わせや決められた時間を守
ることができる」項目の得点変化

事前 事後 ｔ値

中学校
実験群 ３．２１ ３．４８ ３．９８＊＊＊

対照群 ３．４３ ３．４９ n.s.

＊＊＊ｐ＞０．００１

図３ 「待ち合わせや決められた時間を守ること
ができる」項目の得点変化

３８ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第４号，２００４年
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子全体では最高２０点（最低４点）となる。

実験群について，事前と事後の得点の平均に

ついてｔ検定を行ったところ，全体・中学校・

高等学校ともに，０．１％水準で有意な向上が見

られた。

同時に，対照群（中学校）においても，事前

と事後の変化には向上が見られた。（表７，図

５）

このことから，普段学校内でしか，つき合う

ことのない友人達と，スキー学習という「非日

常生活」において，２４時間行動を共にし，また

不特定多数の人との新しい出会いが，生徒の

「社会性・協調性」に好影響を与えていること

が考えられる。

４「向上心」因子

本因子に該当する質問項目は１０項目あり，因

子全体では最高５０点（最低１０点）となる。

実験群については，事前と事後の平均得点を

比較したところ，全体・中学校・高等学校とも

に，０．１％水準で有意な向上が見られた。

同時に，対照群（中学校）においても，事前

と事後の変化には，有意な向上が見られた。

一般的に向上心（達成動機）は，成功体験に

よってより強まると言われている。そういった

意味では，おそらく普段は行うことのないス

キーというスポーツを経験していく中で，「最

初は転んでばかりだったが滑れるようになっ

た」「緩い斜面しか滑れなかったのが，急斜面

でも大丈夫になった」という，自分で明確に認

識できる成功体験が，「向上心」に好影響を与

えたと考えられる。

� 結 論

本研究は，冬期集団宿泊学習（スキー学習）

の，中学校・高等学校の生徒に対する教育的効

果を明らかにするために実施した。

調査用紙法によって集められたデータを分析

することで，以下のことが明らかになった。

１．中学校・高等学校の行う，冬季集団宿泊

研修（スキー学習）では，生徒の「自然

への感性」「自律心」「社会性・協調性」

図５ 「社会性・協調性」因子の得点変化 図６ 「向上心」因子の得点変化

表７ 「社会性・協調性」因子の得点変化

事前 事後 ｔ値

実験群

中学校 １２．７３ １３．５８ ４．４２＊＊＊

高 校 １２．６７ １３．８３ ７．９３＊＊＊

全 体 １２．７０ １３．７１ ８．５０＊＊＊

対照群 中学校 １２．３６ １３．０４ ３．５６＊＊＊

＊＊＊ｐ＞０．００１

表８ 「向上心」因子の得点変化

事前 事後 ｔ値

実験群

中学校 ３７．０５ ３８．３５ ３．５９＊＊＊

高 校 ３７．２３ ３８．９５ ５．８０＊＊＊

全 体 ３７．１４ ３８．６６ ６．５５＊＊＊

対照群 中学校 ３５．６４ ３６．９９ ３．３７＊＊＊

＊＊＊ｐ＞０．００１
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「向上心」の向上に効果がみられた。

２．青少年教育施設を利用した場合，民間宿

泊施設（ホテル）を利用した場合に比し

て，「時間を守る」等の基本的生活習慣

の習得に，より効果がみられた。

� 今後の課題

本研究は，冬季のスキー学習に焦点をあてた

が，もちろん学校教育における集団宿泊研修活

動はそれだけではない。新入生を対象とし，ク

ラスの雰囲気づくりや方向性を見いだすことを

目的としたオリエンテーション合宿的なもの

や，自然体験学習を前面に押し出した林間学校

のようなものまで，目的が違えばその形態も変

わってくる。

今後は，各目的毎に調査を実施し，それぞれ

の集団宿泊学習が生徒に及ぼす効果についても

論じていきたい。さらに言えば，中学生や高校

生を分けた場合や，性別毎の検討についても言

及していきたい。

また，スキー学習だけを考えるならば，生徒

達はスキー場でスキー学校のインストラクター

に教わりながら体験学習を行っているのであ

り，青年の家をはじめとする青少年教育施設が

どこまでスキー学習の成果に寄与しているか

は，はっきりとは言えないのが現状である。新

規のプログラムを開発し，学校との連携をより

一層強め，生徒にとってより効果的な宿泊研修

を実施することが，青少年教育施設に与えられ

た使命であると認識し，継続的にその効果を検

証していく必要があると考える。
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