
花田：クライミングを取り入れた冒険活動に関する実践報告　175

クライミングを取り入れた冒険活動に関する実践報告
－室内クライミングウォールの活用－

花　田　拓　二

The Report on Practical Experience of  Adventure Activities Which 
Include Climbing

:How to Make Good Use of In-door Climbing-walls

HANADA  Takuji

【要旨】

　本所の冒険教育は平成14年度からの野外活動推進事業にはじまり，平成15年度は更に冒険活

動を推進するためクライミングウォールを開設した。施設を館内ロビー（天井吹き抜け）及び体

育館の屋外横壁面に小規模なものではあるが設置した。

　小・中学生及び成人，年長者までを対象に，青年の家をより広い範囲の方々に利用してもらう

目的を兼ねて主催事業を実施している。

　参加者が信頼感や自己を見つめ，自己確立を目指すための基礎を培うことをねらいとした。

　冒険教育を行うため，１つのプログラムとしてウォールクライミングを取り入れた。それぞれ

主催事業において，グループや個人の目標設定を行うことで自分の能力や考えを明確にし，活動

による変容を意識できる活動にしている。

　その結果，これまで，「頂上まで登った時の達成感が気持ちよかった（男10歳）」「緊張したけ

ど楽しかった（男9歳）」「なにくそといったチャレンジ精神に火がついた（男41歳）」「初めてで

したがこの歳でこんなことができるなんてとてもうれしかったです（女65歳）」「みんなのお陰

で上までいけたので感謝しているのと，自分でもあきらめなくてよかったと思う（女15歳）」「す

ぐあきらめないでやる（男10歳）」「山登りの際，岩場を安全にクリアできるようになりたいか

ら（男60歳）」といった感想を得ることができ事業効果が見られた。

　以下の内容は，平成15年度開設当初から平成16年度9月までの事業実績をもとにまとめたもの

である。

【キーワード】

　冒険活動　人間関係づくり　自己確立　目標設定　青少年から年長者までを対象とした安全教

育　信頼　達成感　自立　自律　オンリーワンづくり　フィードバック（自己ふりかえり）

北九州市立玄海青年の家　 (Genkai  Youth  Center)
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Ⅰ　趣　　旨

北九州市立玄海青年の家では，北九州市教育

委員会の青少年育成事業「未来にはばたけ北九

州っ子」づくり推進事業の一環として，「たく

ましい北九州っ子」の育成，『野外冒険教育』

を実施する。特に冒険教育の活動プログラムと

してクライミングウォールを使った青少年対象

の事業と併せて，幅広く市民の方々にも安全で

楽しい健康づくり事業として推進する。これ

は，参加者自身が，自分で目標設定し，自己へ

の挑戦をする中で自己確立を目指す基礎・基盤

を培うこと，また，よりよい人間関係づくり（信

頼関係）ができることをねらいとしている。

クライミングの主催事業として，子どもから

大人までを対象とした日帰り研修の「スポーツ

クライミングに挑戦」，宿泊を伴う家族対象の

「かべちょろ親子キャンプ」，及び青少年の冒険

活動において，活動プログラムとしてクライミ

ングを取り入れた。　

Ⅱ　施設設置概要

１　クライミングウォール

　　屋内設置　　高さ８ｍ　　幅４ｍ

　　場所　本館ロビー壁面

２　ボルダリングウォール

　　屋外設置　　高さ２.５ｍ 幅５ｍ
　　場所　体育館屋外横壁面

３　開設

　　平成15年 9月15日に開放
　　写真１は施設ＰＲのチラシ

Ⅲ　利用に関する基準

１　青年の家におけるクライミングの指導基本

①　活動のコースは，施設規模・安全面から

判断して2コースの設定とする。

②　活動にあたっては，所員を最低３人体制

とし，2人はコースの確保者（ビレイヤー）

もう一人は，全体説明，指導と参加者全員

を対象に待機場所を含めた活動エリア内の

安全管理，安全対策を担当する。

③　所員は講義研修や基礎・基本技術の習得

を行った。また，福岡県山岳連盟と共催に

よる市民向けの「初心者クライミング教室」

を行った。この講座は所員研修も兼ねて実

施した。この講座は継続事業として所員の

技術の向上を目指す。

④　指導における技術内容

・　所員が指導するということから，基本

的に初心者を対象とした活動である。

 ・　青少年施設・社会教育施設であること
から，安全教育・冒険教育などの点を重

要視した活動とする。 
・　具体的には，実技場所に特有の安全対

策や危険に対する状況をきちんと説明す

る。

・　実施する上では，参加者の「心構えや

写真１　市民へ向けたクライミングウォールの

　　　チラシ
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事前準備がほとんどない」という前提に

立って指導する。

 ・　トップロープによるクライミングとす
る。

・　用具やウォールなど各部の名称や使用

の仕方をきちんと指導し，確認をそのつ

ど行う。

・　登攀終了点からロープダウンするとき

の，高度（恐怖）感の体験によって，よ

り深い体験，確立ができる道すじ（心理・

行動）を大切にする。また，危険動作を

体験学習することによって「きちんと学

ぶ姿勢」を身につける。

２　ウォールクライミング一般利用基準

冒険教育を推進し，教育的効果をねらう青少

年対象の主催事業などに使用し，それ以外にも

利用効果を考慮し，日帰り研修として市民に開

放する。

 開設当初から，一般利用にあたっては，全
ての人が安全に努めるとともに，使用者の自己

責任，安全管理を徹底，理解してもらう。その

ためのマニュアルを作成し基本的事項を定め，

利用区域など施設･所員体制に万全を期すとと

もに，利用者に対して利用基準･規範書を作成

する。また，一般利用を含め，傷害保険加入を

お願いし，事務手続きについて簡便にできるよ

うにしている。

Ⅳ  期待される効果       

ウォールクライミングは，参加者の

①自分で目標設定し，自己への挑戦をする

中での自己確立を目指す基礎・基盤を培

う

②よりよい人間関係（信頼関係）づくり

③体験による安全に関する自己管理の啓発

といったことをねらいとして行ってい

る。

Ⅴ　事業実施概要

１　クライミングを活動の中心に据えた事業

スポーツクライミングに挑戦

①　ねらい
　ウォールクライミングに挑戦，親しむことに
より，自立心や思いやりの心を育む。
　日頃体験したことのないウォールクライミン
グ事業に参加することで，さらに新しい利用者
の数や層を拡大する。
　また，登山を愛好する人たちにクライミング
体験を通して安全管理や自己管理の啓発を推進
する。

②　事業内容及び対象・募集人員
・日帰り　1回を半日単位に2回　1回30人（上
限）

・実施（予定）回数及び参加者数
　第１回目平成16年 4月17日（土） 25名
　　第２回目平成16年 5月 8日（土） 36名
 　　第３回目平成16年 9月 3日（金） 29名
　　（写真２）
　　第１回目～第２回目は，午前午後の２部制，
第３回目は，社会人の方からの要望で夜の部
を開催。後半は，10月に夜の部１回，11月～ 
2月の間に午前午後の２部制を計４回実施予
定。また，平成17年3月は福岡県山岳連盟との
共催で「初心者クライミング教室」を開催予定。
年間開催予定８～10回程度。

写真２　男女・年齢を問わず自分の目標に向け

　　　チャレンジ！
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かべちょろ（ヤモリの北九州方言）親子キャンプ

①　ねらい
　青年の家にクライミングウォールが完成したの
を機会に，週5日制対応事業として
　壁登りの達人「かべちょろ」にあやかった事業
として1泊2日で実施する。
　親と子が８ｍのクライミングウォールにチャ
レンジし，その体験を通して，さらに親子の絆を
深め，家族の大切さを再確認する。（クライミン
グを中心に親子で楽しめるプログラムを実施す
る。）
②　対象・募集人員
　　1泊2日 2回　　
　　幼児・小・中学生とその家族　各回15家族
③　実施回数と参加人員
　　第1回目　　平成16年10月 2日（土）～　
　　10月 3日（日）   14家族　41名（写真３）
　　第2回目　　平成16年10月 9日（土）～　
　　10月10日（日）   12家族　43名（写真４）

２　冒険教育（クライミングを取り入れた）事業

　 玄海青年冒険塾
①　ねらい
　青年が仲間と豊かなつながりを目指し，さまざ
まな自然体験活動プログラムに参加する中で，冒
険心を喚起しながら感動を味わうとともに，自然
を理解・共生する心を育む。

②　対象・募集人員
        1泊2日　　5回シリーズ　男女30名
        応募者　28名　男9名　女19名（応募後2名
　　キャンセル )
③　実施内容と参加人員

　　第1回　平成16年６月19日（土）～20日（日）
　　1泊2日
　　当日参加者　25名　男８名　女17名
　　（欠席3名）
　　ウォールクライミング活動

参加者のほとんどは冒険ということで楽し
みにしており ､そのほとんどが初めてで積極
的に活動していた。自分の目標設定による
活動でそれぞれ目標がクリアでき満足してい
た。仲間が登るのを見て，応援したり ､ 拍手
したりしながら仲間意識が芽生えていた。夜
の活動のため投光により雰囲気が良くなっ
た。（写真５）

  ④ 　アンケート評価　《ウォールクライミング
　　を体験できてよかったですか》

とても　
よかった

よかった 普通
よく　　
なかった

13 10 1 0

   「とてもよかった」という理由として，自分の
目標を達成することができた。
　仲間を励ますことができた。おもしろかった。
などである。

写真３　慣れてくると何度もチャレンジする子

　　　どもたち

写真４　クライミングの裏プログラムで竹馬作

　　　り

写真５　達成感を味わい、信頼関係が深まった

　　　塾生たち
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玄海冒険クラブ

①　ねらい
　冒険クラブでは，ウォールクライミングや，
クライミングの応用編として，市内近郊の沢登
り（滝に挑戦：シャワークライミング）や市内
にあるカルスト台地「平尾台」での自然の岩場
の崖下り（懸垂下降：アブセーリング）などを
取り入れている。また，中学３年生まで継続参
加できる事業で，将来は青年の家の施設ボラン
ティアとして活躍できるための素地づくりとし
ている。 
②　対象・募集人員
　５回シリーズ　小学校４年生～中学３年生対
　象　30名
    1泊2日　4回　2泊3日　1回　

③  応募者数

区分 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 合計

男子 ６ ３ ５ ０ １ ２ １７

女子 ３ ５ ４ １ ０ ０ １３

④  実施内容

　第１回　平成16年 6月 5日（土）～ 6日（日）
              ウォールクライミングと懸垂下降練習
　　　　（写真６）
　第２回　平成16年 7月21日（水）～22日（木）
　　　　沢登り１６ｍの滝に挑戦（写真７）　　
　　　　場所：かぐめよし少年自然の家近くの川
　第４回　平成16年10月30日（土）～31日（日） 
　　　　カルスト台地の岩での懸垂下降

　　　　（写真８・９）と鍾乳洞での洞窟探検

      　　場所　平尾台

写真６　懸垂下降の練習

写真７　沢登りに挑む冒険クラブ生たち

写真８　高さ15m のところから懸垂下降

写真９　颯爽と懸垂下降にチャレンジ
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玄海荒武者塾

①　ねらい
　冬の季節に自然の中で活動することが少ない
子どもたちを対象として，クライミングやツリ
ーハウス作りなどさまざまな活動を通して，子
どもたちの自立を促す。
　さらに，初めて顔を合わせる人と協力して活動
を行っていく中で，人間関係のつくり方を学び，
社会性を育てる。
②  対象・募集人員
　5回シリーズ　小学校４年生～中学生対象
　30名
　1泊2日　5回

３　一般利用（日帰り研修）

・対　象　
　市民（子どもから大人まで）
・内　容
基礎・基本技術ができる指導者の引率のも
と，２名以上で行う場合に利用できる。
・ねらい
ウォールクライミングを通して，自己へ挑
戦することの楽しさを知るとともに，ウォー
ルクライミングを楽しく，安全に行ってもら
う。

     ・対象・利用人員

         Ｈ．16. 4. 1～ 9.30までの間

    

区分 男子 女子 計

人数 86人 39人 125人

        （写真10は成人男性の挑戦の様子）

４  その他主催事業や講習会及び教育委員会事

業，研修会の活動に取り入れた事業

①　不登校の児童生徒を対象にした「ワラ

ビーキャンプ」（教育委員会主催）

・趣　旨

不登校の解決を図る一環として，指導員

等の指導・援助のもとに療育キャンプを行

い，自主性，自立性の育成を図る。

 ・募集人員
心因性による不登校あるいは不登校傾向

にある児童・生徒１５名程度

・実施日

平成１６年８月３日（火）～８日（日）

５泊６日（３泊テント泊）

・クライミングに挑戦後の感想

・　いちばんがんばったことはウォールク

ライミングで，さいしょにしたときはむり

だったけど，２かいめはいちばん上までい

けてとってもおもしろかったです。手はい

たかったけどみんながおうえんしてくれて

いたから，とちゅうであきらめずにさいご

までがんばりました。

・　４日目は，ウォールクライミングをし

ました。最初は，真ん中ぐらいまで行った

 らいいなと思っていましたが，自分の順
番がきたら自然と一番上まで行こうと思

い，夢中で一番上まで行きました。うれし

かったです。もう一度コースを変えて挑戦

しました。手がちょっと痛かったけど，簡

単に登れました。楽しかったです。

・　そのあとでひるごはんをたべて，

ウォールクライミングをしました。１回め

はリタイヤ，２回めもリタイヤ，３回めも

リタイヤ，４回めでやっとすずをならすこ

とができました。「がんばったかいがある写真10  難易度5.8に果敢に挑戦！
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なぁ」とおもいました。でも１日，手がい

たかったです。それで，そのあとのごはん

がおいしかったです。

・　ウォールクライミングをしました。最

初，みんなが一生懸命かべを登っていくの

 を見ていました。私は，真中ぐらいまで
登ってみようかなと考えていました。登っ

ているときに手がいたくなってもうだめだ

と思ったとき，みんなが「がんばれ」と言 
ってくれたから，上まで登ってみようと

一生懸命登りました。すずをならしたとき

手がすごくいたかったけど，がんばれてよ

かったなと思いました。

・　一番楽しかったのは，ウォールクライ

ミングだ。高さ８メートルのかべについた

 石のようなものにつかまり，上までのぼ
る活動だった。最初は少しこわかったけ

ど， とにかくやってみることにした。所長
さんが，「目標を決めること」そして，「自

分で 決めること」が大事だと教えてくれ
たので，まずまん中のあたりを目標に行け

る所まで行ってみようと思った。石に指を

かけると，ぼくは少しずつ上がっていっ

た。もうまわりのことはぜんぜん見えなく

て，上だけを見てのぼった。目標の場所に

行く前にオーバーハングというむずかしい

場所があった。ぼくは夢中になってのぼっ

たので，ななめになった気がせず，気がつ

くともう目標の場所についた。でも，もっ

と上までなんとなく行けそうな気がしたの

で，みんなの「がんばれ」と言う声が聞こ 
えて，ぼくは「よし，がんばるぞ」と思い，

上をめざした。頂上まですいすい行ける

と思ったけど，上の方の石は指をかける所

がないのがあって，指の力でつかまないと

いけなかったので苦労した。でも，必死で

片方の手を動かすと指をかける所が見つか

り，力を入れて体を持ち上げたら，目の前

のゴールのかねを鳴らした。ぼくは 「やっ
と着いた」とほっとした。下を見ると相当

高くて，「ここまで来たんだな」とちょっ

と胸がジンとした。あきらめずにがんばれ

たことが自分でもうれしかった。

・　ぼくは，この５日のキャンプの中でい

ろいろなことが自分でできた。料理も後か

たづけも全部子どもたちだけでできた。と

中でくじけそうになったけどあきらめずに

最後までがんばれた。おじちゃんおばちゃ

んからも「仕事を一生けん命するね」とほ

めてもらったことがすごくうれしかった。

　これからも自分にできることは自分で

やっていけるようにがんばりたいと思う。

　家にかえっても，自分の身のまわりのこ

とも自分でやってみようと思う。

・　午後はウォールクライミングに取り

組みました。ぼくの番が近づいてくると心

臓がドキドキバクバクなるのが分かりまし

た。ベルトをしめて，ロープを通して，つ

いにぼくの番がやってきました。でも，い

ざ始まってしまうと楽しくなってきて，

 一生けん命登っていきました。「よい
しょ，よいしょ，けっこうきついなあ」と

思った時には頂上の鈴が手のとどく所にあ

りました。「チリンチリン。やったー。つ

いに やったー」ぼくは富士山の頂上に立っ
たような気がしました。下りる時に下を

見るとあまりの高さにびっくりしました。

ロープをつかんで壁をけったら，手も足も

壁から離れて変な感じがしました。とても

良い経験になりました。
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②　市内在籍の外国人児童・生徒を対象とし

た「インターナショナルキャンプ」（教育

委員会主催）　

　 ・参加人員
　　市内在籍の外国人児童・生徒及び保護者

８０名程度

　・実施日

　　平成１６年８月２４日（火）～２５日（水）

　１泊２日

５　各事業における導入の指導内容

①　はじめに，ストレッチによって体全体を

ほぐすとともに，参加者がなじめるような

雰囲気づくりを行う。その後，身体接触な

どを取り入れた人間関係づくりなど，アイ

スブレイクで緊張をほぐす。（写真11）

②　活動前，次のことに重点を置いて説明や

指導をしている。

・　８の字結びなど安全なロープの結び方

・　ハーネスの取り扱いや着装の仕方

・　挨拶や言葉かけによる安全確認（写真

12）

以上のことを活動の中で繰り返し行うこと

で，安全に活動を行うことの大切さを実感して

もらうとともに，様々な活動における自己責

任，自己確立，目標設定など自己安全管理につ

いて，参加者の理解を深めることをねらってい

る。

③　実際の活動では，確保者（ビレイヤー）

との信頼関係と自己選択による挑戦（チャ

レンジ・バイ・チョイス）であることを認

識させながら，自己目標を設定するなど自

己への挑戦と達成で自己確立を目指させ

る。

６　その他事業でのボルダリングウォールの利

用

冒険教育推進のため，幼稚園児の「おとまり

保育」はじめ，小学校５年生の「自然教室」や

中学校１年生の「ふれあい合宿」での冒険教育，

及び一般市民向け主催事業「とんだジャンボ

リー」（日帰り事業）において利用している。 
（写真13）

 ここでは，詳細については省略する。   

写真11  信頼関係づくりを兼ねた準備体操

写真12　子どもにハーネスの着装など安全面を

　　　指導

写真13　ボルダリングウォール活動の様子
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Ⅵ　感想文・アンケート

Ｑ１　クライミングをしてどんな気持ちにな

りましたか？

Ａ１　小・中学生

・面白かった・楽しかったなどの感想

楽しかったスパイダーマン気分になれた

（男１０歳）

とっても面白くてもっとやりたい。30ｍく

らいの壁があったら登ってみたい（男１０

歳）

楽しい感じ（男１０歳）

気持ちよかった（女１０歳）

高いところは気持ちいい（男１０歳）

登ったとき気持ちよかった（男１０歳）

高いのを登ってよかった（男１１歳）

・達成感を得ることができた感想

疲れたけど登れたときの達成感ですっき

 りして面白かった（女１１歳）
 上まで登り終わり，鈴を鳴らしたとき達
 成感があった（女１２歳）
 頂上まで登ったときの達成感が気持ちよ
 かった（男１０歳）

・身体に関する感想

手がまひした感じ（女１２歳）

最初は手が痛くて足がガクガクしたけど

２回目からは慣れてきて簡単だった

（女１２歳）

手が痛くてたまらなかった（女１２歳）

手がきついなぁ （男１０歳）

 ・怖い・きついなどの気持ちを乗り越えた感想

怖かったけどがんばった（女８歳）

きついけど楽しかった（男１１歳）

緊張してたけど楽しかった（男９歳）

高かったのですごい恐かったけど上まで行

けてよかったです（女１５歳）

難しかったがすごく楽しかった（男１２歳）

きつかったけどベルを鳴らしたときは嬉し

かった（女１０歳）

最初は半分ぐらい（登ったところ）で恐かっ

たけど何回もやると恐くなくなりました

（女９歳）

ちょっと恐かったけどやれば恐くなくなっ

てきてとても楽しかったです（男１０歳）

・気持ちに関する感想

ジャングルの木に登った気持ち（男１０歳）

とてもこわい（男１２歳）

こわかった（女９歳）

登れないとき悔しかった（男９歳）

見た目は簡単だったけど意外と難しかった

（男１２歳）

（考察）

楽しかった・気持ちよかったなどの感想が多

かったが，「怖かったけど頑張った」「きつかっ

たけど楽しかった」など，負担を感じながらも

やり遂げた後は充実感や楽しさを感じているこ

とが伺える感想が目立った。

一方，「手が痛くてたまらなかった」「とても

こわい」などの感想も聞かれた。

Ａ１　成人

・体力面に関する感想

自分の体が思うように動かない （男６６
歳）
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体力の限界を自覚した（女５４歳）

楽しかったですが思うように体が動かない

のがくやしいです（男６６歳）

体が軽くなったような気分（女５８歳）

自分の筋力の衰えを痛感しました（男３５

歳）

自分の体力がまだあるなと思った（女５５

歳）

腕に筋肉をつけて次回も挑戦したい（女２

８歳）

 ・チャレンジする気持ちが伺える感想

失敗したので出来るまで挑戦したくなった

（男３７歳）

くやしくて楽しい（女３６歳）

なにくそといったチャレンジ精神に火がつ

きました（男４１歳）

本格的にしてみたくなった（男２８歳）

・その他の感想

思っていたよりもかなり困難（女２９歳）

思ったよりも難しい，体力がいる（女２７

歳）

初めてでしたがこの歳でこんなことが出来

るなんてとても嬉しかったです（女６５歳）

・精神面に関する感想

無我夢中（男６３歳）

ドキドキした（男２６歳）

達成感が味わえる（男４３歳）

楽しい，意欲がわく（女５４歳）

楽しかった，ワクワクした（男２６歳）

高いところはこわい（女３２歳）

緊張感があり終わった後リフレッシュ

した感じがしてとてもよい（男６０歳）

危険を感じずに高いところに登れるの

で楽しかった（男４３歳）

ヤッターという満足感（女５３歳）

すがすがしい（男３０歳）

頂上まで上ると結構高く，気持ちが良

かった（男３１歳）

思ったより恐くなかった（女２８歳）

（考察）

「自分の身体が思うように動かない」「自分の

体力がまだあるなと思った」など身体面に関す

ることが印象的であったという感想が多く聞か

れた。

精神面では，「無我夢中」「ワクワクした」な

どクライミングを非常に楽しんでいるような感

想と，「なにくそといったチャレンジ精神に火

がつきました」などの挑戦する気持ちが湧き起

こったように感じる感想と，大きく２種類に分

かれた。

Ｑ２　今度またするとき自分のどんな点を伸

ばしたいですか？あるいはどんな点を大事にし

たいですか？

Ａ２　小・中学生

・クライミング技術や体力面について

８ｍの壁をスピードを上げて登りたい　

（女１０歳）

色別に挑戦したい（女１０歳）

もっと速く登る（男１０歳）

もっと速くもっと考えて（女１０歳）

身長を伸ばしたい（男１２歳）

１つの色で登れるようになるように頑張る

（男９歳）

手が痛くならないように（女１２歳）
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・精神面について

もっと難しいところに挑戦する　（女１１

歳）

力いっぱい頑張る（女８歳）

すぐあきらめないでやる（男１０歳）

高いところは苦手なので冷静にすること　

（女１５歳）

絶対出来るという気持ち（男９歳）

（考察）

全体的に「早く登る」「１つの色で登れるよ

うになるように頑張る」など技術的に向上した

いという感想が多かった。

他は，「すぐあきらめないでやる」「絶対出来

るという気持ち」など精神面に関する感想が多

かった。

Ａ２　成人

・クライミング技術や体力面について  
                 
体重を減らす（男６６歳）

腕力・バランスなど （男３６歳）
体力的にも伸ばしたいが今の体力で技術を

つけて今以上に登ってみたい   （男５１歳）
腕力・指の力を付けてバランス・リズム良

く登りたいですねー  （男６６歳）
足の取っ掛かりを研究したい  （男６９歳）
姿勢に注意したい（男６１歳）

体重移動をうまくしたい（女５５歳）

クリア出来なかった所を１つずつでもクリ

ア出来る様日頃鍛錬する（男６０歳）

難度の高い課題を見つけたい （男４８歳）

・精神面について

いつでも若い気持ち，チャレンジの気持ち

（男６３歳）

楽しんでやりたい。初めてなのでそこまで

の余裕がなかったから（女２７歳）

忍耐力（女２６歳）

やる気（男３０歳）

トライする気持ちを持つこと（女５５歳）

（考察）

小中学生同様，技術的な面を挙げる人と精神

的な面を挙げる人に分かれた。しかし，小中学

生に比べるとバランス・体重移動など技術的な

面で具体的な課題を挙げる人が多かった。

Ｑ３　「クライミングをまたやりたいです

か？」

Ａ３　小･中学生

やりたい６１人（88.4％）　やりたくない１
人（1.5％）　わからない７人（10.1％）　
・やりたいと答えた人の理由

楽しかったから・面白かったから （男１０
歳ほか多数）

頂上まで上ったときの達成感が気持ちよ

かったから（男１０歳）

今度はどのくらい成長できたかを確かめた

いから（女１０歳）

いろんな色に挑戦してみたい（女７歳）

特に降りるときが面白かったから（女10

歳）

とても楽しかったし，どんどんうまくなり

たいから（男１０歳）

ちょっとこわいけど楽しい（女１０歳）

もっと難しいのに挑戦したい（女１０歳）

失敗したから（男１０歳）

今日はすべて登れなかったので登れるよう

になりたいから（男１２歳）

頂上まで登ったときの達成感が気持ちよ

かったから（男１０歳）

上に登ると気持ちいいから（男１０歳）
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・やりたくないと答えた人の理由

落ちそう（女９歳）    

・わからないと答えた人の理由

   
こわいから  （女８歳・女１５歳）
手や足が痛かったから（男１０歳）

（考察）

やりたいという意見では，楽しかった・面白

かったからという感想が最も多かったが，

「もっと難しいのに挑戦したい」などチャレン

ジ精神を感じる感想も多かった。

やりたくない・わからないと答えた人では，

こわい・落ちそうなど恐怖心から来るものが多

かった。

Ａ３　成人

やりたい５０人（90.9％）　わからない５人
（9.1％）　やりたくない０人
・やりたいと答えた人の理由

 コース設定を変えると面白い，奥が深い
（男４３歳）

１つずつでよいので難度の高いコースに挑

戦したい（男６６歳）

今日，登れなかったので（女５０歳）

達成感と頭を使うこと（男６３歳）

ドキドキしたいから（男２６歳）

面白いから（男３５歳）

やってみて楽しかったから（女５８歳）

今度は野外の岩に挑戦してみるつもりです

（男５１歳）

自分のペースで出来て気持ちよかったから

（男３１歳）

面白く，筋トレになるから（女２８歳）

人には出来ないことをしてみたいから（女

２８歳）

少しでも上に登りたい（女６５歳）

手と足のバランスのトレーニングになる。

頂上まで行った時気持ちが良い（男６１歳）

・わからないと答えた人の理 由

やりたいけど身体がついてこない感じがす

る  （男４１歳）
体力不足のため  （女２７歳）

（考察）

やりたいと答えた人の感想では「今後，野外

の岩に挑戦したい」「ドキドキしたい」「気持ち

よかったから」など多様な理由が挙げられた。

分からないと答えた人は体力面での不安が多

かったようである。

Ⅶ　考　察

〇 期待される効果①　自分で目標設定し，
自己への挑戦をする中での自己確立を目指す基

礎・基盤を培うことについて

冒険教育では，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，活動における個人の目標設定が大切であ

ることが再確認できた。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，と

いったことを意識して活動することで，①のね

らいが達成できると考える。

〇 期待される効果②　よりよい人間関係（信
頼関係）づくりについて

クライミングをする前の２人組でのストレッ

チ，実際に登るときのビレーヤーとの声のかけ

合い，参加者同士の支援などによって，恐怖心

が徐々に取り除かれ，信頼関係の上に立った達
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成感を味わうことができたようである。このこ

とは，どの事業においてもうかがえ，参加対象・

人員が違っても，今までにない新しい体験を味

わうことによって，信頼関係が生まれ，②のね

らいが達成できると考える。

〇 期待される効果③　体験による安全に関
する自己管理の啓発について

青年冒険塾や荒武者塾，さらには冒険クラブ

などの５～６回の連続事業において，回数が進

んでいくにつれ，様々な活動での安全確認を自

らするようになってきた。例えば，カヌーでの

ライフジャケットやヘルメットの装着点検を言

われなくても行ったり，ロープの結び方を互い

に確認したりする姿が見られるようになった。

また，参加児童の学校長から「学校内の活動で，

ロープワークを他の児童に教えている」という

声も聞かれた。このようなことから，安全に関

する自己管理ができるようになってきている様

子がうかがえる。

Ⅷ  今後の課題

クライミングの活動プログラムは危険を伴う

ものであり，多くの人たちに普及するまでにい

たっていない。参加者の表情や感想から，年齢

に関係なく新鮮であり，日頃できない体験を通

して，自己の再発見や新たな目標を持つことが

できたのではないかと考える。今後，たくまし

い子どもの育成を推進する上で，さらに事業内

容を充実していくために，次の点に留意すべき

であると思われる。

１　体験内容の拡大

現行のプログラムでは，登る者は参加者，確

保する者は所員と，分かれて行っているが，信

頼関係づくりや活発なコミュニケーション，ク

ライミングの全般的な技術の習得といった点か

らなど様々な体験ができる時間設定など考慮し

たプログラム開発が必要である。

２　参加者層によるプログラムの展開

家族対象のプログラムは別として，年齢層の

幅が広いことによる指導方法の工夫が必要であ

り，説明に対する理解度に差があることを考慮

し，対象ごとに分けて実施することも必要であ

る。

子どもと大人（成人・年長者）に分けて活動

することも考えられるが，しかし，実際に登る

と個人差はあるものの子どもの身軽さなどから

大人との差がないこともあり，こうした点を考

えて合同でも行うことができる。なお，その場

合でも，大人と子どもの体重差や身長差，体力

の差など，基本的な違いや安全管理などを認識

して行うことが大切である。

Ⅸ　所　感

クライミングを通して，家族など身近な人以

外の人とのコミュニケーション，自分の意思伝

達の方法などを身につけることができた。短時

間の中で体験を通して基本的な言葉や動作を繰

り返すうちに，徐々にではあるが習慣ができて

いく様子が見られ，社会性が身についていくよ

うに感じられた。特に，親子参加の事業では「待

機しているときのマナーやルールを学ぶなど」

子どもの躾などにも効果が出ている。

一方，プログラムの内容及び参加者の様子や

感想などから，もっと多くの人たちに参加して

もらうべく，広報の工夫や活動を対象別に行う

などの必要性を感じた。

到達点の鈴を鳴らす時の生き生きとした姿を

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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