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冒険キャンプにおけるリピーターの心理的特性

多　田　　　聡

Returning Campers’ Psychological Traits in Adventure Camp

TADA  Satoshi 

【要旨】

　本研究の目的は，リピーターと初参加者の心理的特性を比較検討し，リピーターに対応した

キャンププログラム開発のヒントを得ることであった。７泊８日の冒険キャンプに参加した小中

学生20名 (うちリピーター10名 )を対象に，心理的特性として不安，達成動機，創造的構え，キャ

ンプに対する意識，意欲について調査した。その結果，以下のことが示唆された。

　1)キャンプ初日におけるリピーターの状態不安は初参加者に比べ低い傾向があった。2)リピー

ターの自己充実的達成動機は，初参加者に比べ高い傾向があった。3)リピーターは，初日におい

て創造的構えのうち持久力が初参加者に比べ高かった。4)最終日の比較では，創造的構えの客観

性，持久力，探求心についてもリピーターは初参加者より高い傾向があった。5)リピーターは初

参加者よりキャンプを面白く楽しいものととらえ，最後までやり通すといった高い意欲を持って

キャンプに臨んでいた。

【キーワード】

　冒険キャンプ，リピーター，達成動機，創造的構え，不安

Ⅰ　目　的

Ballら (1)によれば米国におけるキャンプ参

加者の50～60%はリピーターとされ，参加者
確保の点からすれば，新規参加者を開拓するよ

りリピーターへの対応が重要なことを指摘して

いる。この中ではマーケティングの観点から，

キャンプ後の再会イベントを企画することや，

来期のキャンプについてインフォメーションを

送ることなどでリピーターをつなぎ止める方策

について述べられている。しかし本質的にはそ

うした事前事後での対応以前に，キャンプのプ

ログラムそのものの中でリピーターへの対応を

考えることが必要であると思われる。

我が国においては，学校週５日制の定着にと

もなって，週末に提供されるキャンプイベント

が増えつつある。身近な自然を活用して行われ

るこうしたイベントは，長期の休みにだけ遠出

して行われてきたキャンプに比べ，定期的にく

りかえし参加することが可能である。中村ら (2)

は，自身らが行っている週末プログラムの参加

者のうちリピーターが65%をも占めることに
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ふれ，「野外に気楽に出て行こう」というこの

プログラムのねらいに沿うよう，なぜリピー

ターが多いのかという点や，リピーターがこの

プログラムに感じる魅力について今後の研究の

必要性を指摘している。こうしたくりかえし参

加から推測されるのは，一度あるいは数度にわ

たって参加した経験が，このプログラムのねら

いのように野外活動に対する気楽さをうみ，ま

た次の活動についてイメージできるようにな

り，不安を軽減することにつながっているので

はないかという点である。すなわちリピーター

は，野外のプログラムに対する慣れを感じてい

くことが予想される。しかし，単に不安が軽減

され気軽に参加できるというだけでは十分では

ない。

上野ら (3)は，毎年継続的に行われリピーター

率が75%程度ある６泊７日のキャンプについ
て，参加動機と参加回数を検討した。その結

果，参加動機因子としては，活動の中で挑戦に

よって得られる自信や達成感をあらわす「挑戦・

感動」因子が重要な要因であった。このことは

再参加によって不安が軽減されるということ

と，ある意味相反するものである。なぜなら，

挑戦し達成感を得るためにある程度の不安感は

不可欠と考えられるからである。さらに上野

ら (3)の研究では，過去４回以上の参加者と過

去１回の参加者を比較し，参加動機に参加回数

による違いは見られなかったとしている。すな

わち，参加の動機は回数が増えても変わらない

ということだ。参加回数の違いによって生じる

と予想される不安感の違い，あるいは慣れの程

度を，どのようにプログラムの中で配慮し，

キャンパーの達成感や感動に結びつけていく

か，その点にリピーターへの対応について一つ

のヒントがあるように思われる。

叶ら (4)は，３泊４日の雪上活動において自

然体験活動の有無と状態不安，コンピテンス，

一般的自己効力感，プログラム効力感といった

参加者の心理的側面との関連について検討して

いる。自然体験活動有りに分類された被験者

は，プログラムが実施されている施設で行われ

ている別のイベントに継続的に参加しているリ

ピーターであった。結果として状態不安につい

ては両群の間に差はみられず，経験の有無と関

連がみられたのは，一般的自己効力感とプログ

ラム効力感の下位項目である「自己発見への取

り組み」だけであり，どちらについても経験の

無い群の方が効力感は高かったと報告してい

る。考察では，リピーターとして継続してプロ

グラムに参加している者であっても必ずしも体

験が積み重なっていくわけではなく，むしろ一

層明確にプログラムの目的を伝えることが必要

であると述べている。このように，ただ単に参

加回数を増すだけではリピーターのキャンプ経

験は深まっているとはいえず，特にくりかえし

継続的にキャンププログラムに参加している

キャンパーの特性をとらえ，よりよいプログラ

ムを検討する必要性が感じられる。

本研究の目的は，状態不安，達成動機，創造

的構え，キャンプのイメージ，意欲といった心

理的特性について，リピーターと初参加者の比

較により検討し，リピーターに対応したプログ

ラム開発のためのヒントを得ることである。

Ⅱ　研究方法

１．調査対象

キャンプ参加者は，小学５年生から高校２年

生25名である。なお，高校生は全員リピーター

であり分析にあたっては，リピーターと初参加

者の年齢をなるべく均一にするため，中学３年

生以下20名（リピーター10名，初参加者10名）

のデータを使用した。(表－１) 

２．キャンププログラム

７泊８日の日程で，市民団体「かもしかクラ

ブ」の主催により実施された (5)。このキャンプ
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は，1988年に始まった文部省の国庫補助事業

「自然生活へのチャレンジ推進事業」の一環と

して神奈川県の主催で実施されていた事業を民

間団体が受け継いでいるものである。その目的

はキャンプ開始当時から一貫して，「日常生活

とは異なった自然の中で，困難な冒険的活動を

成し遂げることにより，自分自身や仲間，そし

て自然に対する認識を深める。」とされている。

プログラムについては，毎年日程に長短がある

もののほぼ同様な内容で実施され続けている。

本番のキャンプの他に，日帰りの説明会，１

泊２日の事前研修を１回ずつ行っている。事前

研修では，イニシアチブゲーム，技術研修，個

人装備の確認，テント泊，野外炊事などの活動

をした。また，事前研修の際に班分けが行わ

れ，リピーターと初参加者の割合が一定になる

よう配慮して各班６～７名の４班となった。

　本番のキャンプは，活動エリアとなった東

丹沢の山中でテント泊を重ねながら，縦走して

いく形式で行われた。すべての生活用具を背

負っての縦走登山は，特に小中学生にとって体

力的に困難な課題であった。プログラムの流れ

を表 -2に示した。主なプログラムの内容は，

以下のようであった。

1)エコロジープログラム　自然を意識しなが
らこれからの行動ができるよう，初日にゲー

ムを取り入れながら，トイレや炊事の方法な

ど山中での生活方法を実習した。

2)班別遠征，帰還遠征　前半，後半の２度行
われる遠征登山。班単位で行動する。中盤の

活動拠点となる地点までの移動もかねてい

る。

3)ソロ活動　ビニールシートで作った簡単な
シェルターを用いて一人きりで一晩を過ごす

活動。このキャンプで中心となる冒険的活動

であり，第１回目から行われてきている。

4)その他，キャンプファイヤー，まとめの活
動として感想文を書くなどふりかえりが行わ

れた。

３．指導者

指導スタッフは，延べ41名いたが，期間中

入れ替わりで関わったため実際に指導にあたっ

ていたのは10～15名であった。スタッフは全

員が，無償のボランティアであり，大学生，会

社員，教員，看護婦，主婦など職種，所属など

様々であった。各班にはキャンプカウンセラー

が2名ずつ配置された。キャンプカウンセラー

の内1名は，全日程参加で関わり過去にカウン

セラー経験がある大学生であった。

４．調査内容

以下の５つの事柄について，調査を行った。

調査は，本キャンプ初日開会式後及び本キャン

　　　　　   初参加者　リピーター　     計
小学５年　　　 3　 　  　 0　   　　 3
小学６年　　　 4　 　  　 3　 　  　 7
中学１年　　　 1　 　  　 3　 　  　 4
中学２年　　　 1　 　  　 3　 　  　 4
中学３年　　　 1　 　  　 1　 　  　 2
高校１年　　　 0　 　　   4　 　  　 4
高校２年　　　 0　 　  　 4　 　  　 1
合　　計　　　10　 　  　 15　 　  　 25

分析には高校生のデータを削除した

表 -1　参加者の学年とキャンプ経験

表 -2　キャンププログラム

＜　活動内容　＞

１日目
２日目
３日目

４日目
５日目

６日目
７日目

８日目

開会式　エコロジープログラム
班別遠征（１泊２日）
班別遠征終了　学年別活動　ソロ活
動技術研修
ソロ活動（１泊２日）
ソロ活動終了　　帰還遠征（２泊３
日）
帰還遠征
帰還遠征　パーティー　キャンプフ
ァイヤー
ふりかえり　閉会式
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プ最終日のふりかえり時に行った。集計は，評

定を１点きざみで得点化した。また，必要に応

じ て ノ ン パ ラ メ ト リ ッ ク 検 定 で あ る

Mann-Whitneyの U検定およびWilcoxonの
符号付き順位検定を行った。

(1)　状態不安
本キャンプは，冒険的活動を含んでおり，参

加者は一定のストレス状況を乗り越える成功体

験の中で達成感を得ていくものと考えられ，適

度な不安は不可欠なものである。この調査に

は，曽我 (6)による研究の中で STAIC日本語版
の状態不安尺度に使用されている項目を用い

た。曽我 (6)の状態不安尺度は，不安の存在を

問う10項目と不在を問う10項目からなってい

る。本研究では，不安の存在，不在を尺度の両

極に配置し，10項目からなる調査を7段階評定

で回答させた。得点化にあたっては，不安の高

いものから順に7～1点を与えた。（付１に項目

を示した）

(2)　達成動機
達成動機とは，「価値ある仕事に挑戦し，そ

れを成し遂げようとする傾向の強さ」である。

堀野 (7)は，達成動機の社会的な面と個人的な

面に着目し，それぞれ「競争的達成動機」と「自

己充実的達成動機」として測定尺度を作成し

た。前者は他人との競争などに勝ちたいと思う

ことによる動機であり，後者は自分が努力する

ことや個性を認めてもらうことによる動機であ

る。本研究では，堀野 (7)，堀野ら (8)によって

作成された「達成動機測定尺度」(9)を本研究の

対象者である小中学生に適するよう語句を修正

して用いた。この尺度は，23項目で，「非常に

よく当てはまる」から「全然当てはまらない」

までの7段階評定で回答させた。下位尺度とし

て，自己充実的達成動機に13項目が，競争的

達成動機には10項目が割り当てられている。

（付２に項目を示した）

(3)　創造的構え
今までにない新しいものを作る能力を，一般

に「創造性」という。青柳ら研究グループは，

68項目からなる「創造的構えテスト」(10)を作

成している。この尺度は，創造性が有るか無い

かを測定するのではなく，創造性の人格的要

因，特に教育可能な態度・構えに着目している

ところに特徴がある。青少年の野外教育におい

ては，様々な直接体験の中から創造性の基礎と

なるような態度や構えが身につくことが考えら

れる。したがって，この尺度をキャンプ場面に

用いることは妥当な選択であると思われる。ま

た，下位尺度として「自己信頼感」「客観性」「細

心さ」「挑戦性」「持久力」「探求心」といった

キャンプに関連がある6つの要因を含んでいる

こともこの尺度を採用した理由である。本研究

では，この内24項目を選択し，それぞれの下

位尺度に4項目ずつを割り当て，「当てはまる」

から「当てはまらない」までの5段階評定で回

答させた。（付３に項目を示した）

(4)　キャンプのイメージ
キャンプに対するイメージとして，キャンプ

での生活をどう思うか「楽しそうだ」「たいへ

んそうだ」「おもしろそうだ」「むずかしそうだ」

という4項目について7段階評定で調査した。

冒険キャンプでは，単に楽しいというだけでな

く一人一人にとって困難な課題を乗り越えて行

くところに意義があると思われる。たいへんだ

けど楽しい，難しいけど面白いといった状態

が，よい状態であろうと考えられる。

(5)　キャンプに対する意欲
　事前の調査では，「むずかしいことでも挑

戦してみようと思うか」「班のメンバーと協力

しようと思うか」「たいへんなことでも途中で
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あきらめないで取り組もうと思うか」「やるか

らには一生けんめいやろうと思うか」の４項目

について７段階評定で質問した。

キャンプ後の調査では，「自分自身の行動に

満足しているか」を加え５項目とし，それぞれ

達成できたと思うか，キャンプの成果について

自己評価を解答してもらっている。

Ⅲ　結果

１．状態不安

不安についての調査では10点から70点の範

囲で不安な状態であるかどうかを検討してい

る。平均値のグラフを図－１に示した。初参加

とリピーターの比較では，初日においてリピー

ターの不安が低い傾向がみられた (z＝－
1.703, p＜ .10)。

２．達成動機

自己充実的達成動機，競争的達成動機の平均

をみると，図－２のように競争的達成動機の変

化に比べ，自己充実的達成動機の変化が大きい

ことがわかる。初日と最終日における変化をみ

るとリピーターの自己充実的達成動機にのみ向

上する傾向がみられた (z＝－1.684，p＜ .10)。
リピーターと初参加者の比較では，リピーター

はキャンプ初日で初参加者より自己充実的達成

動機が高い傾向があり (z＝－1.778，p＜ .10)，

キャンプ最終日においては，有意に高いことが

わかった (z＝－2.271，p＜0.05)。競争的達
成動機については有意な差はみられなかった。

３．創造的構え

創造的構えの総得点および下位尺度の平均を

表 -3に示す。創造的構えの総得点では，初日

の時点で経験による有意差はみられず，最終日

においてはリピーターの方が高い傾向がみられ

た (z＝－1.971，p＜ .10)。また，下位尺度に
ついては，初日では持久力のみリピーターで有

意に高く (z＝－2.135，p＜ .05)，最終日では，
客 観 性 (z ＝ －2.262，p ＜ .05)， 持 久 力
(z=-1.870，p＜ .10)，探求心 (z＝－2.044，p
＜ .05)でリピーターの方が高い傾向がみられ
た。

４．キャンプのイメージ

各項目における平均を表 -4に示す。キャン

プ初日では，「楽しそうだ (z ＝－2.856，p
＜ .01)」「おもしろそうだ (z ＝－2.809，p
＜ .01)」の項目でリピーターの方が高く評価
していた。「たいへんそうだ」の項目について

は経験による差はみられなかったが，得点の上

限が7.00という点を考えればリピーターで
6.00，初参加者で5.44という数値は高い評価
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であった。最終日では「楽しかった」のみ有意

な傾向がみられた (z＝－2.492，p＜ .10)。

５．キャンプに対する意欲

各項目における平均を表 -5に示す。初日に

おいて経験の差が現れており「大変なことでも

途 中 で あ き ら め な い で 取 り 組 む 」

(z=-2.207,p<.05)，「やるからには一生けんめ
いやろうと思う」(z＝－2.140，p＜ .10)の項
目で，リピーターの方が高く評価していた。最

終日においては「一生けんめいに活動できた」

の項目で有意傾向がみられ (z＝－2.013，p
＜ .10)リピーターの値が高かった。

Ⅳ　考　察

１．状態不安

初日においてリピーターの不安は初参加者に

比べ低い傾向がみられた。多田ら (11)は，今回

用いた項目と同じ内容で小学5年生から中学1

年生のキャンパーを対象に他のキャンプにおけ

る調査を行っているが，初日における状態不安

の数値は23.97であった。したがって，今回の

初参加者における37.59という数値は不安レベ
ルが高すぎることを示しているといえるであろ

う。

一方，叶ら (4)の報告によれば，自然体験の

経験の有無は状態不安と関連がなかったとして

いる。本研究の結果は，有意な傾向が示された

だけとはいえ叶ら (4)の結果と異なるものであっ

た。双方の活動事例を比較して考えられること

の一つには，事前研修の有無がある。叶ら (4)

の論文において事前研修の有無は定かではない

が，行われていないとすれば，そのことによっ

て経験の有無による差が現れなかったとは考え

られないだろうか。また反対に本研究で対象と

したキャンプでは，事前研修が行われ特にリ

表－３　創造的構えおよび下位尺度の平均

　 　 初日 最終日

創造的構え リピーター 89.30 96.40 
初参加者 82.10 85.90 

自己信頼性 リピーター 13.33 14.80 
初参加者 12.60 13.30 

客観性 リピーター 14.30 16.30 
初参加者 12.60 13.40 

細心さ リピーター 13.30 13.90 
初参加者 13.40 13.60 

挑戦性 リピーター 15.57 16.00 
初参加者 14.60 15.00 

持久力 リピーター 15.50 16.7
初参加者 12.80 13.90 

探求心 リピーター 17.30 18.70 
　 初参加者 16.10 16.70 

表 -4　キャンプイメージの平均

　 　 初日 最終日

楽しそうだ リピーター 6.80 7.00 
初参加者 5.30 6.20 

たいへんそうだ リピーター 6.00 5.80 
初参加者 5.44 5.90 

おもしろそうだ リピーター 6.60 7.00 
初参加者 5.40 6.10 

むずかしそうだ リピーター 5.80 5.40 
　 初参加者 4.93 5.80 
※最終日では「楽しかった」「たいへんだった」「お
もしろかった」「むずかしかった」とした。

表 -5　キャンプに対する意欲の平均　

　 　 初日 最終日

むずかしいことで
も挑戦する

リピーター 4.00 3.40 
初参加者 3.50 3.40 

班のメンバーと協
力する

リピーター 4.60 4.00 
初参加者 4.00 3.70 

途中であきらめな
い

リピーター 4.50 4.20 
初参加者 3.50 3.80 

一生けんめい取り
組む

リピーター 4.60 4.60 
初参加者 3.90 3.80 

自分自身の満足し
ている　

リピーター 3.90 
初参加者 　 3.40 

※最終日では、それぞれの自己評価をたずねた。
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ピーターに対して，今年も昨年と似たような活

動になるという見通しを与えることになったの

ではないだろうか。そして初参加者にとって

は，事前研修を経ているとはいえ，初日から遠

征に入るというプログラムは，これまで体験し

たことのない大きなストレスとなったであろう

と想像される。このことは，初日におけるリ

ピーターのキャンプに対するイメージや意欲の

項目を合わせて考えてもいえそうである。リ

ピーターは初参加者に比べ，今回のキャンプに

ついて面白く，楽しいといったイメージやあき

らめない，一生懸命にやるといった高い意欲を

示しておりポジティブな姿勢がみられる。ま

た，これを参加者個人がもともと持つ性格特性

とみることもできるだろう。しかし，筆者の参

与観察によれば，リピーターにとって顔見知り

の仲間やスタッフがいること，荷物のパッキン

グや食事の支度の際にいつも先回りして準備が

できるというような態度からプログラムに対す

る見通しがついている，あるいは余裕があるよ

うに感じられた。このような点で，過去のキャ

ンプ経験が少なからず影響しているものと思わ

れた。これらの結果から，特に本研究で対象と

したキャンプでは，リピーターへの対応という

よりも事前研修などの機会を活用して，より初

参加者を援助し不安の軽減に務めるべきであろ

うと考えられた。

２．達成動機

リピーターの自己充実的達成動機は，初日か

ら初参加者と比べ高かった。このことをこれま

でのキャンプの成果であるとはいいきれない

が，自己充実的な価値観を持つ者がリピーター

になりやすいということは考えられる。運営の

側から考えれば，プログラムや指導者を含めた

キャンプ全体の雰囲気は自己充実的な価値観を

ベースに運営されていることが，キャンパーの

参加継続に影響するといえるであろう。競争的

達成動機については経験による違いがみられな

かったことも含め，協調的な雰囲気を基調とし

たキャンプ場面において，競争的な価値観より

も自己充実的な価値観が高まっていくことが望

ましい変容といえるだろう。

また，キャンプの前後で有意な向上がみられ

たのは，リピーターの自己充実的達成動機だけ

であった。自己充実的達成動機の向上をキャン

プの成果と考えるならば，初参加者に対する対

応に不十分な点があったといえよう。本研究で

は，キャンプ中の状況を考慮していないため事

前事後間における達成動機の変容について，そ

の因果関係を特定することをできないが，リ

ピーターは初日の調査において不安が低く，ま

たキャンプに対するイメージや意欲についても

ポジティブであったことはこの結果に関係して

いるように思われる。初参加者の側から考える

と本キャンプ開始時点で不安が高すぎたことに

よって，キャンプのイメージ，意欲といった動

機付けが低くなってしまったのではないだろう

か。

３．創造的構え

創造的構えの総合得点の結果では，最終日だ

け有意傾向がみられた。ただし，下位尺度の得

点を比較してみると，有意差はなかったが細心

さの値を除きすべてにおいて，リピーターの得

点の方が高くなっている (表 -3)。この点は一
つの傾向として考えることができるだろう。す

なわち，リピーターの方が初参加者よりも創造

的構えが備わっていたという可能性がある。加

えて事後においては，リピーターに対して，よ

り創造的構えの向上がみられたといえる。この

結果についても，やはり状態不安，達成動機と

同様に初参加者への対応が示唆されることと

なった。

また，下位尺度をみると初日では持久力の

み，最終日では，客観性，持久力，探求心で有
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意差，あるいは有意傾向がみられた。これらの

下位尺度については，特に経験による差が大き

いものと考えられる。持久力については，初日

においてキャンプに対する意欲の「最後まであ

きらめない」という項目で経験による差違がみ

られることとも関連した結果である。このこと

は今回の対象キャンプが冒険的なプログラムで

構成されており，困難な課題を成し遂げること

を大きな目標としていることと無関係ではない

だろう。したがって，経験による差違は，どん

なキャンプでも同じではなく，プログラムの形

態によっても変わってくるのではないかと思わ

れる。

４．キャンプのイメージ

イメージとしてはキャンプ初日においてリ

ピーターの方が初参加者よりもキャンプを楽し

そう，おもしろそうと感じていた。たいへんそ

う，むずかしそうというイメージについては，

経験による差はみられなかったが，数値の高さ

から両群ともに今回のキャンプには困難さを感

じていたようである。リピーターにとってこの

困難さは楽しさやおもしろさを含んでいる点が

重要である。リピーターは困難を乗り越えるポ

ジティブなイメージを持っていることを表して

いるように思う。

５．キャンプに対する意欲

キャンプに対する意欲についても2項目につ

いて経験による差がみられた。ここまでの考察

でふれてきたように，本研究で扱った心理的特

性の結果からリピーターがよりキャンプに対し

て意欲的になることは推測できる。すなわち，

適度の状態不安，高い自己充実的達成動機，特

に持久力に代表される創造的構えの高さ，楽し

さを含んだキャンプのイメージなどがあいまっ

て，キャンプ参加への意欲が高まっているとみ

ることができるだろう。

Ⅴ　まとめ

本研究の目的は，リピーターと初参加者の心

理的特性を比較検討し，リピーターに対応した

キャンププログラム開発のヒントを得ることで

あった。その結果，以下のことが示唆された。

１）キャンプ初日におけるリピーターの状態不

安は初参加者に比べ低い傾向があった。

２）達成動機に向上がみられたのは，リピー

ターの自己充実的達成動機のみだった。

３）リピーターの自己充実的達成動機は，初参

加者に比べ高い傾向があった。

４）リピーターは，キャンプ初日において創造

的構えのうち持久力が初参加者に比べ高かっ

た。

５）創造的構えにおける最終日の比較では，客

観性，持久力，探求心についてもリピーター

は初参加者より高い傾向があった。

６）キャンパーは経験に関係なくキャンプを困

難なものとイメージしていたが，さらにリ

ピーターは初参加者よりキャンプについて面

白く楽しいものというイメージも感じてい

た。

７）リピーターは初参加者より，高い意欲を持

ってキャンプに臨んでいた。

以上のように本研究の結果から，リピーター

と初参加者の間には心理的特性に違いがあると

いえるだろう。プログラム作成にあたっては，

目標とする活動課題を単に年齢や性別によって

決めるのではなく，参加回数を考慮に入れると

同時に，キャンパー個々の心理的発達レベルに

見合った目標設定をすることが大切であろう。

例えば，遠征登山のルートやソロ活動の形態に

ついて難易度を変えて選択制にすることやグ

ループ内での役割分担で負担がかかりすぎない

ように配慮すること，あるはカウンセラーやス
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タッフの援助を手厚くするというような事が考

えられるであろう。また，今回の研究からは，

特に初日における不安の程度やキャンプに対す

るイメージ・意欲とキャンプ経験の間には関連

があるように思われた。ただし，キャンプ開始

前の時点において，どの程度の不安が適切であ

るか，どのようなタイプの不安状態が適してい

るか，あるいはキャンプに対するイメージや意

欲をポジティブな方向へ導くためにはどうすれ

はよいか，といったより具体的な方策について

は，今後さらに研究を進めていく余地があるだ

ろう。

最後に，本研究では一事例を対象とし，また

データ数も少ないため，結果を単純に一般化す

ることには限界があると考える。一般化には，

今後，様々形態，様々な参加者を対象とした

キャンプにおいてデータを積み重ね調査する必

要がある。
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付１　状態不安尺度における項目
・落ち着いています　－　心がみだれています
・気楽な気分です　　－　きんちょうしています
・ゆったりした気持ちです　－　イライラしています
・のんびりした気持ちです　－　じっとしておれない
　　　　　　　　　　　　　　　ような気持ちです
・満足した気持ちです　－　何か不満な気がします
・安らかな気持ちです　－　おびえています
・平気な気持ちです　－　何か心配です
・安心しています　－　不安です
・ほっとした感じです　－　ビクビクしています
・楽な気持ちです　－　ドキドキしてます

付２　達成動機測定尺度における項目

＜自己充実的達成動機の項目＞
・いつも，何か目標を持っていたい
・決められたやくわりの中でも，自分らしさをいかし
てやりたい
・人ときょうそうしてすることより，人とくらべるこ
とができないようなことをして自分を生かしたい
・ちょっとした工夫をすることが好きだ
・人に勝つことより，自分なりにいっしょうけんめい
やることが大事だと思う
・みんなによろこんでもらえるすばらしいことをした
い
・何にでも手がけたことには，全力をつくしたい
・何か小さなことでも，自分にしかできないことをし
てみたいと思う
・結果は気にしないで，何かをいっしょうけんめいやっ
てみたい
・いろいろなことを学んで，向上していきたい
・今日一日何をしようかと考えることはたのしい
・むずかしいことでも，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ワクワクする

＜競争的達成動機の項目＞
・ものごとは，ほかの人よりうまくやりたい
・他人ときょうそうして勝つとうれしい
・きょうそう相手に負けるのはくやしい
・どうしても私は人よりすぐれていたいと思う
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・勉強や運動で努力するのは，ほかの人に負けないた
めだ
・今の社会では，強い者がえらくなり，勝ち抜くもの
だ
・大人になったら，みんなに高く評価される仕事をえ
らびたい
・成功するということは，めいよや地位を得ることだ
・社会の高い地位を目指すことは，大事だと思う
・大人になったら，成功したいと強くねがっている

※実施の際には，両項目を無作為に配置した。

付３　創造的構えテストにおける項目

＜自己信頼感＞
・人が，何かをしているのを見ると，自分でもしてみ
たくなります
・グループの話し合いのときは，私は自分の考えをはっ
きりといいます
・私には友だちにはぜったいに負けない，いいところ
があります
・自分の考えは，だいたいまちがってないと思います

＜客観性＞
・私は，ものごとを考えるときは，色々なことがあた
まにうかんできます
・私は，自分で何かをするときは，人がいってくれる
ことをよく聞きます
・何かを考えているとき，別の考え方はないかとよく
考えます
・困ったことがおきると，どうしてそうなったかをよ
く考えてみます

＜細心さ＞
・ものを考えるときは，小さなことまでつい考えてし
まいます
・私は，むずかしいことやなやみごとは，少しずつ考
えるようにしています
・私は，やったことがないことをするときは，とても
気になります
＊私は，ものを考えるときは，こまかなことを考える
のはきらいです

＜挑戦性＞
・私は，人がやらないことや，できないことをやるの
が楽しいです
・私は，自分がとくいになれることなら何でも知って
おきたいです
・私は，変わったことやめずらしいことをするのが好
きです
・私は，むずかしいと思うことほどやってみたくなり
ます

＜持久力＞
・私は，色々なことをしなければならないとき，ひと
つずつかたづけていきます
・私は，やり出したことは最後までやれる自信があり
ます
・私は，やらなければいけないことは，人にいわれな
いでも自分でやれます
・私は，何かをやりあげてしまったときは，とてもう
れしいです

＜探求心＞
・色々なことを考えるのが，好きです
・私は，知りたいことがたくさんあります
・私は，好きなことやしたいことがいっぱいあります
・私は，何かを考えていていい考えがうかんだときは，
とてもうれしくなります

注：＊印は逆転項目。項目は配列順を入れ替えて実施
した。


