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【要旨】

本年度９月に，北九州市立玄海青年の家において，本所及び同市立夜宮青少年センターとの共

催で，高校生を対象に野外冒険教育を中心とした事業を実施した。本所の高校生の利用が少ない

ことや小・中学生及び成人対象の主催事業は多く実施しているが高校生対象事業は募集しても応

募が少ないためほとんど実施されてないこと等の実情から，高校生を青年の家に引き寄せたいと

いう目的で今回の事業を実施した。

参加高校生のよりよい人間関係づくりや自己を見つめ自己確立を目指すための基礎を培うこと

をねらいとして，ウォールクライミング，カヌー，ティピー設営等の野外冒険活動を行った。そ

れぞれの活動において，グループや個人の目標設定を行い自分の能力や考えを明確にすること

で，活動による変容を意識できるようにした。

その結果，これまでにない体験をする中で，「他の高校生の考え方や良さを感じ取ることがで

きてよかった」「今後も他の高校生との交流をもっと深めたい」「これからも，未知の世界にチャ

レンジしていきたい」といった感想を得ることができ事業効果が見られた。
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� 趣 旨

現代の青少年は，明るく物事にこだわらない

素直な性格で，個性も豊かになってきている。

反面，不満耐性の低下，人間関係づくりが不得

手，自己肯定感の喪失などの面も見え始めてき

ている。こうした現状の中，中・高生の課題

は，自己同一性の達成であると言われている。

そこで，今回，高校生を対象に，学校生活では

体験できない野外冒険活動を通して，自分の個

性を生かし，能力に応じて行動することを学

び，社会の人間関係の中で自己を確立するため

の基礎を培うことをねらいとした。

１ 北九州市立玄海青年の家（Genkai Youth Center）
２ 北九州市立夜宮青少年センター（Yomiya Youth Center）
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表１ 参加者数

区分 ２年生 ３年生 計

男子 ８ ６ １４

女子 ２ ０ ２

計 １０ ６ １６

� 事業概要

１ 期 日

平成１５年９月６日（土）～７日（日）

１泊２日

２ 対象・募集人員

市内の高校生・男女各１５名を対象として募集

した結果，参加者は表１に示す通り１６名であっ

た。

３ 募集方法

北九州市の広報紙「市政だより」，市内のタ

ウン誌等に掲載されただけでは，十分な応募が

期待できないため，プログラムの一部にウォー

ルクライミングがあることから市内の高等学校

の山岳部を中心にポスターやチラシを配布し，

参加を呼びかけていただくよう依頼した。その

折に先生方と，高校生の青年の家利用が少ない

こととその理由，試験や就職活動との兼ね合い

等について懇談し，高校生が立ち寄りやすい青

年の家の在り方についての検討材料を得ること

ができた。

４ 日 程

９月６日（土）

１４：００ 受 付

１４：３０ 入村式

・各所長あいさつ ・所員紹介

・日程説明

１５：００ ティピー設営

班活動……旗づくり

１６：３０ 野外調理（カレーライス）

１９：００ ウォールクライミング

２０：３０ 懇親会／バーベキュー

２１：３０ 入浴

２２：３０ ティピーに就寝 消灯

９月７日（日）

６：３０ 起床洗面

７：００ 昼食作り

７：３０ 朝食

９：００ カヌー漕艇練習・対岸へツーリング

１１：３０ 昼食（対岸にて）

１２：３０ カヌーで散策と帰所

１３：００ カヌー片づけ

１３：３０ ティピー撤収

・アンケート記入

１４：００ 退村式

・各所長あいさつ・記念品渡し

・感想発表

５ 活動プログラム

� ティピー設営

入所直後に行ったティピー設営は，最初のグ

ループワークとして，試行錯誤しながら活動す

写真１ 配布した記念写真
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写真２ まず骨組みをたてて……。ここから開

始！

写真４ ティピーを作り上げ，その前で満足げに

写真撮影

写真５ 野外炊飯

る中で参加者同士の信頼関係づくりや雰囲気づ

くりをねらうものであった。ティピーは夜宮青

少年センターで準備し，柱の部分は青年の家周

辺で切った真竹を使用した。（写真２）

残暑で日差しが強い中，途中何度も休憩をと

りながら２時間かかって作り終えた。ティピー

の中は蒸し暑かったので，裾を上げて風通しを

良くし，快適に過ごせるようにした。また，仲

間意識・活動の士気を高めるため，班ごとに白

い布で班旗を作り，ユーモアあふれる作品が出

来上がった。その旗をティピーの支柱の先端に

つけた。（写真３）

大変暑い中，みんなで協力して張ったティ

ピーを見上げながら，参加者全員が満足げな表

情を見せていた。（写真４）

� 野外炊飯（カレーライス）

ここでのねらいは，薪を割ったり削ったりす

るなたの使い方や火のおこし方，飯盒を使って

のご飯の炊き方等，野外調理の基本的なことに

ついて学んでもらうこと，これらの活動を通し

て信頼関係を深めていくことであった。した

がって，材料や献立にこだわることなく，調理

したことのない高校生にもイメージしやすい定

番のカレーライスづくりにした。（写真５）

班で役割分担を決め，相談しながら調理をし写真３ 班の仲間と旗のデザインを考え中……。
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ていたが，かまどに火をつける時や飯盒でご飯

を炊く時など少々戸惑い気味でなかなか火がつ

かなかったり，ご飯がこげたりしていた。

それでも，互いに分かること，できることを

教え合いながら炊飯作業が進んでいった。ここ

までくると，参加者の表情も明るくなり，冗談

を言ったり，自分の学校生活のことを話したり

して，会話もはずんでいた。その後，食事をと

る中で炊飯の仕方について，互いに意見を交わ

しながら反省し，「次は失敗しない自信がある」

と口々に言っていた。

その後のあと片付けもみんなが協力し，予定

時刻よりもはやく終えた。洗い場に散ったご飯

粒等の始末も進んで行うなど，学校単位で行う

合宿研修では見られないような態度がうかがえ

た。

� ウォールクライミング

本所にあるクライミングウォール（屋内）及

びボルダリングウォール（屋外～高さ２．５m，

幅５m）は，野外冒険教育推進のため平成１５年

に所内に設置した施設である。今回のように青

少年対象の主催事業の際に使用し，教育的効果

をねらうものである。

写真６のクライミングウォールは，高さ８m

あり，ビレーヤーが確保し登っていくことに挑

戦するものである。

この体験は，自分の目標を設定することによ

り，自ら決めたことに挑戦することで，自己の

内面を見つめ深めていこうとするものである。

クライミング・ルートの難しさはグレード（デ

シマル方式に準じた難易度５．５～５．８）によって

表示され，それをホールドの色分けで分かるよ

うにしている。こうしたウォールを目の前にし

て参加者それぞれの目標設定は次の通りであっ

た。

・ホールドの色など決めずとにかく上まで登る

・ホールドの色を決めて登る

・オーバーハングしたところを越える

・自分が決めたことを再確認する

今回初めてウォールクライミングをする高校

生が多く，興味深く活動していた。（写真７）

自分の目標設定のもと，活動していったが，他

の参加者が登るのを見て新たな冒険心が生まれ

写真６ ウォールクライミング 写真８ クライミングに大満足な面々

写真７ 女子生徒も果敢に挑戦！
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写真９ 昼食を持参し，対岸に向けて出発！

たり励まされることによってより高い達成感を

味わったり，自分が納得できるまで何度も挑戦

したりしていた。（写真８）

� カヌー体験について

本所のフィールド内には頓田貯水池があり，

これを活用したプログラムを多く展開してい

る。中でもカヌーは，湖面に波がなく漕艇しや

すいため，子どもから年長者まで幅広く人気の

あるプログラムである。本所のカヌーはレク

レーションカヌーで安定感があり漕艇しやすい

艇である。高校生の初心者でも３０分もすれば容

易に漕艇できる。

そこで，参加者に冒険心をかきたてる「向こ

う岸まで食材を運び野外調理をしよう」という

目標を持たせたところ，参加者は積極的に道具

や食材をカヌーに積み込み込み，対岸に向け，

意欲的にカヌーを漕いでいった。（写真９）

着いてからの野外調理も，火おこしなど前日

の体験を生かしてとてもスムーズに活動してい

た。昼食は，キャンプ用ガスバーナーの使用に

も挑戦し，自分たちで握ったおにぎりとみそ汁

ソーセージとシンプルであったが，ダイナミッ

クでユニークな高校生らしいものができてい

た。

帰路は，水鳥や魚を観察したり，風景に見

入ったりして，自然を満喫しながらカヌーツー

リングを楽しんだ。

今回の事業には本所施設ボランティア「かわ

せみ」の高校生が参加しており，これまで学ん

だカヌー操作技術を生かして他の高校生に教え

る姿はたのもしく感じた。片づけの際も，その

高校生がリーダーシップをとり，全員が協力し

てカヌーを洗い倉庫に収納し，片付け後の「お

疲れ様」と交わす言葉に信頼感と満足感があら

われていた。

� 評価及び考察

１ 参加者の感想

感想文

普段，交流することのない他の高校の人

たちと話をしたりして，友達になれてとて

も楽しかった。一日目は，みんなでティ

ピーを設営して完成したときは，うれし

かった。

そして，カヌーやクライミングウォール

に挑戦し，いい思い出になりました。

（２年生男子）

今まで子どもたちのリーダーとしての活

動しかしたことがなかった。今回のように

自分たちが主役の活動は初めてだったの

で，最初は緊張したが，みんなと話すうち

に安心しました。その仲良くなった友達と

ウォールクライミングの挑戦やカヌーでの

ツーリング，そして何よりもおもしろかっ

たことは，夜みんなと語り合ったことだっ

た。今回の活動に参加してとても良かった

と思った。 （２年生男子）

普段交流することのない他の高校生の人

たちと友達になれたことが楽しかった。

ティピーがきちんと建ったときはとてもう

れしかった。ウォールクライミングは，初

めてで，普通に登ったときは上まで行けた

が，使う石（ホールド）を決めて登ったと
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きは，予想以上に難しく登り切ることが出

来なかった。カヌーはしたことがなく，は

じめは緊張した。そのうちになれてきて楽

しかった。いい思い出ができた。また来た

い。 （２年生女子）

初めて，こういうキャンプに参加させて

もらって，最初は不安だったが，中学時代

の友達や他の高校生の人たちと話などがで

きてとても良かった。キャンプの中のティ

ピー設営では暑い中でつくり，きつかった

けど，出来たときはとてもうれしかった。

ウォールクライミングは，テレビなどで見

て「おもしろそうだな」と思っていて，そ

れを登る事は，とても大変だったけど，と

ても良い体験ができた。カヌーは，中学の

時短い距離はこいだことがあったが，こん

なに長くこいだのは初めてだった。思うよ

うにこげて良かった。夜遅くまで友達と話

したり，いろいろなことをしたりした。と

ても良い思い出になった。何もかもが初め

てのキャンプに参加できたことは良い経験

になって，とても良い思い出にもなった。

ぜひ，今度ある時も参加したいと思いまし

た。スタッフの方々には，とてもお世話に

なりました。ありがとうございました。

（３年生男子）

今回の体験で，自分は友情ということを

学びました。それにタク（施設ボランティ

アの高校生）の指導を見て，登山部部長と

して見習うことが多くありました。指示の

手際の良さやみんなをまとめることなどで

す。これらのことをふまえ，この先の部活

動や学校生活などで役立てていきたいで

す。 （３年生男子）

一言感想

・部活の時よりも日焼けしとても暑かっ

た。でも，最高に楽しかった。

（２年生女子）

・はじめは不安だったが，みんなと話して

いく中で，とても仲良くなれてよかっ

た。 （２年生男子）

・普段，交流することのない他の高校生と

も友だちになれたのでよかった。

（２年生男子）

・何もかもが初めてのこのキャンプに参加

できたことはとてもよい経験になり，よ

い思い出にもなった。次回もまた参加し

たい。 （３年生男子）

・参加費用は２，０００円だったが，５，０００円分

くらい楽しかった。大満足。また来た

い。 （３年生男子）

２ アンケートによる評価

活動別に「とてもよかった」から「よくなかっ

た」までの４件法にてアンケート調査を行った

ところ，表２のような結果となった。

・カヌー体験が「とてもよかった」という理由

として，自分の力で向こう岸へたどり着くこ

とができたという成就感を持ったこと，自分

たちが食べる食材を運搬してそれを調理して

食べたこと，水鳥の視線で自然観察ができた

こと等が挙げられた。

・ウォールクライミングとカヌー体験について

「よくなかった」と答えている参加者に理由

表２ 活動別の評価
（数字は人数）

評 価

項 目

とても

よかった
よかった

あまりよ

くなかった
よくなかった

ティピー設営 ３ １３ ０ ０

野外炊飯 １１ ５ ０ ０

ウォールクライミング ８ ６ ２ ０

カヌー体験 １４ １ １ ０

１９０ 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



を尋ねてみると，「腕の力がないので，登っ

たり，こいだりするのがちょっとつらかった

から。」と答えていた。

・集計結果から，どのプログラムについても

「よかった」と答え，活動に満足しているこ

とが分かった。

３ 考 察

今回の事業は，学校生活では体験できない野

外冒険活動を通して，

� 自分の個性を生かし，能力に応じて行動す

ることを学ぶ

� 社会の人間関係の中で自己を確立するため

の基礎を培う

ことをねらったものであった。

�について，野外活動では，自分のできるこ

とを最大限に発揮することが，自己及びグルー

プの達成感・充実感を実感しやすく，さらに高

いものへと挑戦しようとする意欲も芽生えやす

いと感じた。ただし，達成感・充実感を実感し

てもらうためには，それぞれの活動における個

人やグループでの目標設定が大切であることが

再確認できた。今回のカヌーやウォールクライ

ミングで自分をどのレベルまで高めていくの

か，ティピー設営や野外炊飯で自分がどんな役

割が果たせるのかといったことを意識して活動

することで，�のねらいが達成できたと考え

る。

�について，意図的に他校の生徒とのグルー

プを作らせることにより，新しい出会いや他校

間の交流，情報交換の場となり，自分との違い

に気づき，高校生の視野を広げる結果となっ

た。参加者の間では，今後も連絡を取り合い，

交流していこうといった声も多く上がり，こう

した交流の場がさらに広がっていくことを期待

している。

� 今後の課題

活動中の参加者の表情や感想から，今回のプ

ログラムの方向性は，高校生にとって新鮮であ

り，日頃できない体験を通して，自己再発見や

新たな目標を持たせることができたのではない

かと考える。今後，さらに高校生対象の事業を

実施していくにあたり，次の点に留意すべきで

あると感じた。

１ 事業開催時期

試験に関係のない時期を選んで開催したが，

参加人数が定員より少なかったため，部活動や

行事など様々な点から見てもっとも参加しやす

い時期を考慮すべきである。

２ 情報の提供と広報

事前に市内の数校をまわり本事業のPR活動

を行った。その学校の先生方には事業の趣旨に

ついて共感していただき，学校で生徒たちに積

極的に働きかけていただいたようである。そう

した学校の生徒の参加が多かった。これからも

学校現場に出向き，今回の事業効果をさらに

PRし，今後の高校生対象事業の活性化を図っ

ていきたい。

本市では昨年，夜宮青少年センターに青少年

のボランティア体験を推進する「青少年ボラン

ティアステーション」が開設された。本事業の

広報，募集期間が夏季休業日中であったため，

広報に関しても連携して行った。

３ 交通手段の確保

本所までの交通機関についてや送迎の有無に

ついて問い合わせが事業実施前に多くあった。

北九州市の青少年施設はバス等の車両が配置さ

れていないため，高校生の参加について，本所

までの交通手段を考慮する必要がある。
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� 所 感

緊張し不安そうな顔で迎えた開所式の時に比

べ，閉所式を終えて帰る時には充実感・満足感

に充ちた顔やいつまでも名残惜しそうに話をす

る姿がうかがえ，たった１日でこんなにも表情

が変わるものかと，あらためて本事業の成果と

意義を考えさせられた。ティピーの設営から飯

盒炊飯，カヌー，ウォールクライミングなど本

格的な野外冒険活動をすることで，高校生の冒

険心を育てることができたと感じた。ティピー

設営から飯盒炊飯では役割分担と協力すること

を，カヌー，ウォールクライミングなどでは目

標設定や自己選択能力を養うことができたよう

である。

また，意図的なグループ編成により，知らな

い人とのコミュニケーションや自分の意思伝達

の方法など知らず知らずのうちに身につけるこ

とができ，時間が経つにつれ慣れ親しんでいく

様子が見られた。プログラムを重ねるにつれ仲

間意識が高まり，心の距離が縮まっていったよ

うである。閉村式には一人ひとりに記念写真

（写真１）を渡したが，それを互いに見ながら

談笑している姿を見ると，一同がまるで同じク

ラスの友だちのように見えるくらい親交が深

まっていた。

プログラムの内容及び参加者の様子や感想な

どから，もっと多くの高校生に参加してもらう

べく，交通手段の確保や広報の工夫の必要性を

感じた。

こんなに生き生きとした高校生の姿を見る

と，今後もこのような事業を展開していく必要

があると感じた。本事業をさらに発展させ，よ

り有意義で効果のあるものになるよう研究と実

践を進めていきたい。
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