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子どもの長期・広域・移動型の自然体験活動事業実践について
―主催事業「日高山脈冒険隊」―

喜　田　　　篤

A Long Term, Migratory, Geographically 
Expansive Nature Experience Project For  Children

KIDA  Atsushi

【要旨】

　日高山脈周辺の大自然の中で，子どもたちが長期の自然体験活動を通じて，自然の雄大さ、厳

しさを実感しながら，たくましく「生きる力」を養うことをねらいとして実施した主催事業「日

高山脈冒険隊」についての実践内容を報告する。
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Ⅰ　はじめに

国立日高少年自然の家では，子どもたちが長

期の自然体験活動を通じて，自然の雄大さ，厳

しさを実感しながら，たくましく「生きる力」

を養うことをねらいとして，主催事業「日高山

脈冒険隊」を実施した。

　昨年度まで，7泊８日の日程で日高山脈周辺

を移動しながら，ラフティング，ホーストレ

ッキング，登山など自然体験活動を実施してい

た。しかし，子どもたちが事業に参加し，「た

くましさ」や「生きる力」を養うためには，さ

らに長期間の学習時間が必要であり，また体験

する活動についても，大きな目標に向かって挑

戦するもの，克服的な要素を組み入れる必要が

あるという反省があげられた。

　それを踏まえ，今年度は事業日程をさらに一

週間延ばし13泊14日として学習時間を確保し，

さらに日高山脈を徒歩やマウンテンバイク，登

山など自力で踏破するというプログラムで実施

した。

　野外での長期・広域・移動型の事業は，運営

上安全に対する特別な配慮が必要であったが，

参加した子どもたちが事業を終えて，これまで

にない達成感や感動を体験することができた。

事業を実施するまでの過程，実施上の配慮事項

や成果や課題について報告したい。

Ⅱ　事業計画

１　事業の目的

日高山脈の大自然の中で，長期の自然体験活

動を通して，自然の雄大さや厳しさを実感する

国立日高少年自然の家　 (National Hidaka Children’s Center)
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とともに，たくましく「生きる力」を養い，子

どもたちに夢と希望を与える。

２　事業の特色

(1) 小学校５年生から中学校３年生を対象
に，安全管理に配慮した事業体制の中で

14日間にわたる自然体験，冒険体験を通

じて自立心や社会性を高める。

(2) プログラムの企画立案の際は，自然体験
活動の指導や青少年教育に関しての見識や

実践経験を有する専門家等で構成するプロ

グラム委員会を設置し，助言を受ける。

(3) プログラム委員会
①　開催回数：年３回

②　委員会メンバー：青少年教育，自然体

験活動（企画，評価，登山，マウンテン

バイク，生活等）計６名

３　期待される効果

(1) 参加した児童生徒が，長期にわたる自然
体験活動や共同生活を通じて，自立心や社

会性を育むことができる。

(2) 川下りやマウンテンバイク，山登りなど
仲間と励まし合いながら挑戦することによ

り，冒険心を育てる。

(3) 自然の中での生活を通じて，自然の雄大
さ，厳しさを実感するとともに，野外で生

活するための様々な知恵と技能を学ぶこと

ができる。

４　事業実施までの過程

４月　「日高山脈冒険隊」開催要項原案作成

（担当者）

　　　実施コース現地踏査（十勝支庁管内及

び日高支庁管内17町）（担当者２名）

５月　第１回　プログラム委員会（事業の企

画について）

　　　「日高山脈冒険隊」開催要項作成（担

当者）

６月　第２回　プログラム委員会（事業企

画、評価項目について）

　　　「日高山脈冒険隊」開催要項決定

　　　関係協力機関挨拶（日高支庁管内３町

教育委員会、三石小学校）所長、事業

推進課長、専門職員

７月　楽古岳登山実地踏査　浦河町浦河山岳

会３名、専門職員２名、施設管理係長

　　　関係協力機関挨拶（十勝支庁管内８

町、上川支庁管内２町）事業推進課長、

専門職員

　　　全ルート現地実地踏査　ボランティア

リーダー３名　専門職員２名

　　　楽古岳登山実地踏査　事業企画課長　

専門職員２名

８月　「日高山脈冒険隊」実施

　　　　

５　プログラム作成，事業実施にあたっての留

意点（プログラム委員会の助言等を参考にし

て）

(1) 生活，自然，社会体験を組み合わせたプ
ログラムの工夫。

(2) 日高山脈を自分の力で制覇。
(3) 地域の特性に触れる場面の設定。
(4) 家庭や学校でできない体験プログラムの
実施。

(5) 登山時，地元山岳会の協力。
(6) 安全管理体制の徹底（自転車，歩行移動
中の先導車輌，後方車輌の配置）



250　国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要， 第５号， 2005年 喜田：子どもの長期・広域・移動型の自然体験活動事業実践について　251

６　事業の概要

日高町を出発し，徒歩やマウンテンバイクな

どで移動し，登山による日高山脈越えなどをし

ながら，自力で日高山脈一周400ｋｍを踏破す

る。（図１）

また，長期の野外での共同生活，地域の産業

体験（牧場勤労体験）や地域の子どもたちとの

ふれあい（三石町の子どもたちとの交流会）な

ど，社会体験や生活体験，自然体験など組み入

れた内容とした。

③　日　程：平成16年８月１日～14日　

13泊14日

(3) 参加者について

表１　参加者の性別、学年別の内訳

小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 計

男 ３ ５ ５ ２ １ 16

女 ５ ２ ２ １ ０ ７

計 ８ ７ ７ ３ １ 23

【地域別】

道内　21名（帯広４、旭川２、南富良野

町２　札幌２、岩見沢他）

道外　２名（千葉、埼玉）

(4) 安全対策

①　徒歩・マウンテンバイクによる移動

１班から３班（７～８名）が隊列を組ん

で１列で道路を移動。先頭と後方には事業

実施の看板を設置した車輌で他の通行車輌

等に注意を呼びかけた。

各班の先頭にはボランティアスタッフ，

後方には職員が付き，後方から車輌が接近

してきた場合は，ホイッスルを鳴らし参加

者に注意を促した。

②　登山

1472ｍの日高山脈の楽古岳を日高側か

ら登り，十勝側へ降りるため，浦河山岳会

の協力を得ながら実施した。登山前日のレ

クチャーを２時間程度受け，当日は各班に

山岳会会員１名がついて実施した。６ヶ所

の沢を渡る場面では，山岳会会員の指示の

もと，参加者が安全に沢を越えるように職

員が支援した。

③　水分補給

今年度は連日30度を超える猛暑が続き，

北海道としては記録的な暑さだったため水

分補給には特に留意し事業を進めた。

７　事業の実施状況

(1) ①運営体制：同行職員

事業担当者２名（専門職員）は，全日程

１４日間指導。同行職員は３名で，前半後半

で交代して事業支援した。８日目の登山実施

時は，前・後半職員全員が支援し，さらにバ

ス等の車輌の輸送等で２名が加わり１３名の

運営体制で実施した。

　　②運営体制：ボランティアスタッフ

全日程参加の３名は，１名ずつ班について

支援した。また，前後半交替で１名が，本部

について支援した。

(2) 事業の実施・展開

①　対象等：小学校５年生から中学校３年

生　24人

②　会　場：国立日高少年自然の家（日高

町）他

図１　行程図
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歩行時はスタート時に飲料水（ペットボ

トル２本）を配布し，のどの渇きを感じた

ら随時補給するように指示した。マウンテ

ンバイク時は，６ｋｍから７ｋｍごとに休

憩をとり，輸送トラックから水分を補給さ

せるように指示した。

　

④　緊急避難場所

マウンテンバイク走行の際，悪天候や自

然災害等，緊急避難が必要になった場合に

備えて，12ｋｍ～20ｋｍポイントに緊急

避難場所を確保した。確保にあたっては，

通過する各町村の教育委員会の協力を得

て，旧学校校舎等を活用した。

⑤　緊急連絡体制

事業実施期間の事故等があった場合の緊

急連絡体制を作成，全職員に周知徹底を図

った。また，移動先の救急病院，所轄警察

署等の関係機関との連絡表を作成した。

⑥　マウンテンバイクのメンテナンス

約280ｋｍの移動時使用したマウンテン

バイクは，自然の家のマウンテンバイクを

使用したため（一部参加者持参）実施前

から車輌点検を実施し，入念に安全確認し

た。予備のマウンテンバイクを常時２台準

備し代車として備えた。

(5) 事業実施にあたっての配慮事項

①　関係機関との協力

事業の通過市町村の教育委員会や自然体

験学校などの協力を得て実施した。

②　長期の広域移動を考えた宿泊地の設定

参加者がテント設営等で疲労が蓄積しな

いよう，宿泊地は常設テントや旧学校校舎

や研修施設・学校など関係機関の協力を得

ながら，宿泊場所を決定した。

③　地域の産業や人とのふれあい

日高地方の代表的な産業である競走馬の

厩舎作業体験や三石町の子どもたちとの交

流会など，移動する旅の中での人や地域の

特性に触れる機会をプログラムの中に組み

入れ，自然体験・生活体験・社会体験がで

きるものとした。

④　長期の広域移動を考えた食事内容

長距離移動をとるため，食事内容は，エ

ネルギー源となる炭水化物の摂取や疲労回

復となるビタミンやタンパク質が摂取でき

るよう心掛けた。

また，長期の広域移動をしながら生活す

るため，日常の食事準備等が移動の負担と

ならないように、野外炊飯や外食・レトル

ト食品の活用をしながら，長距離の移動生

活がスムーズに展開できるような配慮をし

た食事内容とした。

⑤　参加者の活動の様子を家庭に知らせる

毎日の参加者の活動の様子を家庭に「冒

険隊ニュース」としてファクシミリや電子

メールなどで知らせた。

⑥　環境に配慮

毎朝活動前に飲料水をペットボトル２本

分配布（お茶、スポーツドリンク）した。

ペットボトルは初日に配布したものを継続

して使用するようにし，ゴミを出さない・

資源の有効活用に心がけた。

８　活動の様子

・　第１日（８／１）～第２日（８／２）（出

会いのつどい、野外生活のトレーニング）

初日に出会いのつどいを行った後，レクリエ
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ーションを通じて，これから始まる長い旅を一

緒にする仲間との交流を図った。また，野外で

の生活の基本トレーニングとして野外炊飯，テ

ント設営撤収，マウンテンバイク走行を実施し

た。（写真１）

◎２日目から活動の様子を参加者の保護者に

知らせた。日高山脈一周の行程のどの位置に

いるか，その日の活動内容を冒険隊ニュースと

してファクシミリや電子メールで各家庭に定時

（午後７時）送信した。

・　第３日（８／３）～第４日（８／４）

３日目から日高山脈一周400ｋｍの旅をスタ

ートした。３日目は，自然の家から22ｋｍ徒

歩で平取町まで歩き，野外炊飯をしてテント泊

をした。４日目は，門別町まで40ｋｍをマウ

ンテンバイクで走破し，日高ケンタッキーファ

ームでテント泊をした。（写真２）

写真１　テント設営

写真２　40ｋｍを走破

図２　冒険隊ニュース5日目

図３　冒険隊ニュース8日目
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・  第５日（８／５）　（牧場勤労体験　　三石
町の子どもたちと交流）

５日目は，日高地方の代表的産業である，牧

場での勤労体験を早朝から実施した。（写真３）

その後，宿泊場所である三石町の三石小学校

へ移動し，三石町の子どもたちと海水浴やレク

リエーションを楽しんだ。夕食は三石小学校の

保護者の方の協力を得ながら，バーベキューを

食べ，一緒に花火や歌を歌い交流を深めた。

・　第６日（８／６）～第７日（８／７）　（こ

れまでのふりかえり　楽古岳の話）

６日目は，浦河町のスポーツ研修センターへ

移動し，これまでの活動のふりかえりと８日目

に実施する，難関の楽古岳登山に向けての準備

を行った。

楽古岳について地元浦河山岳会の方から，山

の特徴，登山注意事項を聞いた。（写真４）

暑い日が続いていますが元気でやっています

か。楽しかったこと、感動したことはありま

したか。そろそろ家にいるときのらくちんな生

活がちょっぴり恋しくなるころかもね。これか

らの後半の日程に向けて困難なこと辛いことが

あったとしても自分を信じ、仲間を信じて最後

まで粘り強くチャレンジする気持ちを忘れずに

ね。大丈夫○○ならできるさ！来週末、また一

回り大きくたくましくなって帰ってくるのを家

族みんなで楽しみに待っているからね。

 　　　　　　　　　　　　　　　父より

◎保護者からの応援メッセージ

・ 第８日（８／８）　（楽古岳1472ｍ登山）
日高山脈越えチャレンジとなった楽古岳登山

は，難所の沢を６ヶ所渡り，登り４時間30分

で全員が山頂に到着した。（写真５）

その後３時間30分かけて下山し，広尾町へ

移動した。

この夜，キャンプファイヤーを囲み，保護者

からの激励メッセージを全員に手渡した。保護

者からのメッセージを見ながら，改めて家族の

絆を感じ，明日からの旅に向け決意を新たにし

ていた。

写真３　馬のえさ作り

写真４　楽古岳の話

写真５　難所の沢渡り
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・　第９日（８／９）～第11日（８／11）　（マ

ウンテンバイク180ｋｍ踏破）

９日目は広尾町から大樹町，忠類村，豊頃町

までマウンテンバイクで57ｋｍ移動し，旧学

校校舎に宿泊した。

10日目は，豊頃町から池田町，音更町まで

62ｋｍを走破。

11日目は，音更町から鹿追町，新得町まで

52ｋｍを走破し、十勝平野約180ｋｍを全員

が完走した。（写真６）

毎日、日程表を見ながら今日
は～だね。今は～している頃だねと話

しています。何キロも歩いたり、マウンテ
ンバイクで走ったりきっと日焼けして真っ黒
になっているんだろうな・・・。いつも事故や
ケガのないように祈っているからね、いろいろ
なことに挑戦し体験しながら、楽しい思い出
をたくさん作ってね！再会できる日を
楽しみにしているよ！

               　母より

・　第12日（８／12）（狩勝峠越え　空知川ラ

フティング）

新得町から狩勝峠を越え，南富良野町へ入っ

た。

午後からは，空知川をラフティングで下り北

海道の雄大な大自然を大いに楽しんだ。（写真

７）

写真６　180ｋｍ完走

・ 　第14日（８／14）　別れのつどい
最後日、別れのつどいでは，参加者全員に完

走賞が猿渡所長より手渡され，これまでの冒険

の旅を締めくくった。（写真９）

写真７　空知川ラフティング

写真８　ファイナルパーティ

・　第13日（８／13）　ファイナルパーティ

南富良野町から49ｋｍマウンテンバイクで

移動した後，最後９ｋｍを歩いて日高少年自然

の家へ全員ゴールした。

自然の家では，参加者の保護者や職員が拍手

で出迎え，参加者の健闘を称えた。

夜には，保護者も参加しファイナルパーティ

を行い，辛かったことや楽しかったことを班毎

に工夫を凝らしながら発表し，最後の夜を盛上

げた。（写真８）
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Ⅲ　事業アンケート結果，参加者感想（事

業期間中，終了時）分析

本事業の結果，２週間の野外での共同生活体

験・各地域を移動していく中での社会体験，大

きな目標に挑戦，克服することを通じて，協調

性・正義感・達成感・自立心を参加者が身につ

けることができた。

参加者の事業アンケートでは，少年自然の家

統一のアンケートを事業終了時に行った。参加

者全員が事業の内容，参加について満足してい

るという結果がみられる（図４）。

写真９　別れのつどい

図４　参加者の満足度

第５日目「三石町の子どもたちと交流した日」

（中２女子）

今日心の残ったこと！
・今日は６ｋｍしか歩かなかっ

たので全然疲れなかった。キックベー
スでもみんなで協力できて最高の１日でし
た。海では思い切り楽しむことができた。
仲間，ボラのお兄さんお姉さん・周りの人達
のことで
新しい仲間と出会うことができた夕食時に
楽しく話すことができた。
自分のことで
足をすりむいてしまった。

今日心の残ったこと！

お父さん達の手紙でみんな心配し

ているんだなと思った。

仲間，ボラのお兄さんお姉さん・周りの人

達のことで

けいたさんがいなくなってちょっとさびしい。

自分のことで

ぜったい14日目にはたくましくなって

お父さん達に会いたい。

第８日「楽古岳登山，保護者からの手紙

　　　　の日」 （小５女子）

図５　事業期間中「毎日のふりかえりシート」から
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　【参加者Ｃ】小学校６年　男
　　僕は，初めてこの冒険隊に参加したけど本当にいい旅になったし，小学校生活最後の夏休みが
一番素晴らしい休みになりました。
　冒険の中で一番心に残っていることは，一番の山場の楽古岳登山です。僕は千メートル以上の山
に登ったことがなかったのでこの山に登ると聞いた時はうれしかったです。そして登山当日は，バ
スで楽古岳登山口まで行く途中にどんどんわくわくしてきました。そしてスタートしました。楽古
岳の登山道はあまり整備されてなくて石がゴロゴロころがっていました。けれど，僕は整備されて
いる道より好きでした。また，歩いている途中に沢を渡ったりして楽しかったです。登っている途
中に花や遠くの山が見えました。たくさん歩いて，たくさん休んで，やっと頂上に到着しました。
頂上は雲の中で寒かったです。けど，雲の中に入ったことはなかったのでうれしかったです。そし
て下山しました。下山は十勝側に降りました。登りよりも早く行けたけどひざが痛くなりました。
けど，ゴールできました。僕は最初から最後まで歩けるか不安だったけどゴールできて良かったで
す。来年も冒険隊にきたいです。

図６　事業終了時の参加者の感想文およびボランティアスタッフの感想

【ボランティア　大学４年　男】

子どもたちと触れ合う中で，子ども

たちの動き，心情、考えをしっかり読

み取りサポートしていくことがとて

も大切だと実感しました。

【ボランティア　大学４年　女】

子どもたちと過ごし，楽しかったこと，感動し

たこと，怒ったこと，うれしかったこと，悲しかっ

たこと，泣いたこと，振り返ると思い出しきれません。

私自身体力的にも精神的にもきつかったはずなのに，

今思うと子どもたちにありあまる元気をもら

い，生きる力を感じました。

【参加者Ｄ　小５　男　母】
　一番変わったと思うのは，自分からいろいろな事にチャレンジしてみようとする気持ちが出てき
たことです。今までは学校での発言も少なかったようですが，これも自分から積極的に発言し何か
の係や役をやる時も自らやってみたいと言えるようになったらしいです。（本人が言ってます）他
人からはたくましくなったと同時にやさしくていねいに教えてくれたり気配りが細かくなったよ
く言われるようになりました。親の知らないところで他のお母さん方からの評価が高いようで・・・
ちょっとうれしく思う事が・・たくさん出てきました。

【ボランティア  大学４年  男】
子どもたちと触れ合う中で，子どもた
ちの動き，心情、考えをしっかり読み
取りサポートしていくことがとて
も大切だと実感しました。

【ボランティア　大学４年　女】
子どもたちと過ごし，楽しかったこと，感動し

たこと，怒ったこと，うれしかったこと，悲しかっ
たこと，泣いたこと，振り返ると思い出しきれません。
私自身体力的にも精神的にもきつかったはずなのに，
今思うと子どもたちにありあまる元気をもら

い，生きる力を感じました。

図７　事業終了１ヵ月後の子どもの変化
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また，事業期間中は「自分や友達，自然など

の素晴らしさにふれられたか」について，ふり

かえりシートを作成し参加者が記入できるよう

にしたが，旅を通じて仲間と生活する楽しさ，

保護者に対する自己の成長を認めてもらいたい

という記録結果がみられた（図５）。

事業終了時の参加者，ボランティア，保護者

の感想からは，冒険隊の参加を終えて得た達成

感，実体験から得た社会性，自立性，自信など

大きく成長を遂げることができたという感想が

ほとんどの参加者からあげられていた（図６）。

事業終了１ヵ月後の参加者，保護者のアンケ

ートでは，事業に参加してからの変化につい

ての記述が多くみられた。特に積極性，思いや

り，自信を持てるようになったと感じているも

のが多かった（図７）。

参加者の感想をみても２週間の冒険隊の活動

を通じて，つらかった山登りやマウンテンバイ

クでの移動野外での生活の中から得られた素晴

らしい経験を語る内容が多く寄せられた。弱音

を吐きながら歩んだ道のりの中，互いに励まし

あった仲間の大切さは，その後の学校生活にお

いてもいじめを許さない行動にも現れているよ

うだ。また一緒に活動を共にしたボランティア

も，冒険隊で日々成長する子ども達に感動する

一方，様々な状況の中，安全に参加者が活動で

きるよう支援することで，自分自身も大きく成

長できたと述べている。

参加者の保護者の感想では，冒険隊の経験が

その後の学校生活において何事にも前向きに挑

戦しようとする姿勢となってみられているとい

うことが多数寄せられた。

Ⅳ　成果と課題

　（成果）

●　昨年度の7泊8日のキャンプを約2倍の期

間にしたことにより，野外での移動・共同

生活体験（慣れない状況で寝食を共にする）

が，１週間では体験できない，多様な状況

下（キャンプ場，学校校舎宿泊，学校跡地

での宿泊）の中で行われ，過酷な生活環境

下の中で参加者が協調性と社会性を身につ

けることができた。

●　一人では，日常挑戦できない課題（長距

離歩行やマウンテンバイク走行，難易度の

高い登山）に対し取り組むことによって，

最後までやり抜く忍耐力を身につけること

ができた。

●　参加者が長期間の野外共同生活に対する

不安を取り除き，広域にわたって移動する

プログラムをより安全に実施するため，職

員やボランティアが常に子どもたちの生活

環境について目を配ると共に，安全に対す

る指導を徹底する体制ができた。

●　行程の中で通過する町村教育員会，学

校，地域の青少年育成会との協力体制を作

り，子どもたちが地元の子どもたちや人と

の交流を深めるプログラムを実施できた。

　（課題）

●　登山や長距離の歩行やマウンテンバイク

での移動では，参加者の体力的な問題もあ

り，全員行動が困難な場面があった。特に

克服的な要素の高いプログラムを実施する

際には，目標の距離や時間設定など個人の

体力に応じた班編成が必要である。

●　野外生活体験に関する知識・技術や長期

の共同生活におけるカウンセリング法等，

同行するボランティアの養成を図る。

●　徒歩やマウンテンバイクコースが工事車

輌通行区域になり，突発的に危険ポイント
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になっていた場合もあり，実施時期のコー

ス状況を直前に確認する必要がある。

Ⅴ　終わりに

本事業は，長期の野外・広域・移動型である

ため実施にあたっては，参加者の安全管理体

制の徹底を図ることが最も重要であった。その

ためには運営スタッフの充実（職員・ボランテ

ィアスタッフ），緊急避難場所の確保，登山専

門家との連携，移動先の各町村教育委員会との

協力体制，医療機関・警察等の連絡体制等，実

施前の入念な準備，打合せを持ちあらゆる緊急

事態を予測しながらの運営に努めた。13泊14日

という長期間，参加者の安全を常に考え運営す

ることは，職員・ボランティアスタッフ共に厳

しい状況ではあったが，参加した子どもたちの

日々たくましくなる姿や大きな目標を成し遂げ

た時の感動を共に共有した時，この事業の意義

を感じた。

１週間の時は，日常の共同生活場面（テント

設営，撤収，食事準備など）では，班付のボラ

ンティアの指示に頼る場面が多く，与えられた

食材をボランティアの指示にしたがって作った

り，テントについても作業にあまり協力しない

者がいたが，２週間となり共同生活の日数が多

くなることと苦しい長距離自転車走行や登山を

一緒に克服したということで，みんなが疲れた

状態で協力しなければならないという雰囲気が

生まれ，自主的に班長がリードをとり円滑な役

割分担ができるようになった。そのことは，テ

ント準備撤収，食事準備撤収時間の短縮とな

って現れ，ゆとりをもったプログラムの展開を

はかることができ，参加者はその時間を有効に

自分たちで楽しく過ごす時間として活用してい

た。１週間の期間では，プログラムに追われて

いた様子が見られたが，２週間となり，仲間同

士の体を気遣い，先を見通しプログラムに臨む

行動が取れていた。

２週間に及ぶ事業期間の延長は，多くの地域

に訪問する中で地域の産業，文化，人々の暮ら

しについて見聞を広めることができた。参加者

が，自力（徒歩やマウンテンバイク・登山など）

で各地を巡る体験は過酷で苦しみも多くあった

が，非日常的な生活環境の中での暮らしは子ど

も達に多くの発見（共同生活・社会性・野外生

活技術）をさせることができた。長期間の生活

は多くのストレスを生み，グループ内の対立が

多々見られたが、常に目的地へ向かい進んでい

かなければならない状況では、自己の役割を果

たさなければならないことが多く，仲間として

の絆を深めていくことができていた。

恵まれた現代の生活の中では得られない，実

体験に基づく感動，達成感を味わうことができ

る本事業をさらに充実させ新しい冒険の旅を考

えていきたい。

謝辞

本事業に実施に際して、北海道教育庁　毛利

薫氏、北海道教育大学札幌校　城後豊氏、北海

道教育大学釧路校　諫山邦子氏、日高町ふるさ

と振興室　高橋健氏、　三石町立三石小学校　

中泉盛行氏、　青少年野外教育振興財団　小野

寺蔵氏、などに大変御協力をいただきました。

ここに記して感謝申し上げます。

引用文献

⑴　「事業効果測定のための調査票とその利用法」，国
立オリンピック記念青少年総合センター，平成13年
3月




