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「養護学校等障がいのある子どもと小中学校等の子どもの
自然体験や共同生活を通じたふれあいについて」

―主催事業「わくわくキャンプインひだか」～あなたとわたし
そしてふれあい～の実践について―

二階堂　洋　子

About Communication between Handicapped Students and Primary,
Secondary School through Nature Experience and Joint Life

NIKAIDOU  Youko

【要旨】

　養護学校等障がいのある児童生徒と小中学校に通う児童生徒が少年自然の家での自然体験や共

同生活を通して，お互いの理解を図ることをねらいとして，昨年度から実施している主催事業「わ

くわくキャンプインひだか」について，２年目の実践内容を紹介する。

　

【キーワード】

　少年自然の家，自然体験活動，共同生活，障がいのある子どもと障がいのない子どものふれあい

Ⅰ　はじめに

今日，急激な過疎化の影響や少子化の進行に

より，人間関係が希薄になり，地域での人と人

との交流などが行われにくい傾向にある。

その中でも特に，障がいのある子どもたちの

活動エリアが狭いものとなっており，地域社会

で自然体験，生活体験，社会体験など地域の子

どもが集う活動に参加したり，地域の人々とふ

れあう機会が極めて少ない傾向にある。

このような状況の中で，日々生活を送る障が

いのある子どもたちが，いつでも自然体験，生

活体験，社会体験活動を行うことができる機会

や場があることは，多くの障がいのある子ども

を持つ保護者の願いでもある。

また，小中学校に通う子どもたちが障がいの

ある子どもたちと自然体験活動や共同生活を通

してふれあうなど，様々な人の生き方や考え方

に接する機会を持つことは，生命を大切にし，

他人を思いやる心，美しいものや自然に感動す

る心などの「豊かな心」をはぐくむとともに，

子どもたちに豊かな人間性や社会性などの「生

きる力」を育てることにつながると大いに期待

できる。

こうした願いや期待を受け止め，養護学校等

に通う障がいのある子どもたちと小中学校に通

う子どもたち，さらには，事業に協力していた

だいた講師やボランティアが寝食を共にしなが

国立日高少年自然の家 (National Hidaka Children’s Center)
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ら，当少年自然の家で実施した事業について紹

介する。

Ⅱ　事業の企画

１　プログラム委員会の設置

本事業は，当所の主催事業の中でも重点事業

として位置付けており，障がいのある子どもた

ちの教育や青少年教育に関する見識者や実践者

である専門家等で構成するプログラム委員会を

設置し，事業の企画立案，運営方法等について

様々な視点からの助言を受けながら実施した。

委員は，教育行政機関（北海道教育庁生涯学

習課主査），特殊教育研究機関（北海道立特殊

教育センター室長），養護学校（北海道平取養

護学校校長），小中学校（日高町立日高中学校

校長），福祉団体（静内町社会福祉協議会），Ｎ

ＰＯ法人（障害児者の教育と福祉を進める会理

事長）から6名で構成した。

２　本年度計画の考え方

(1)　昨年度の成果と課題
昨年度の事業の成果としては，障がいのある

子どもを中心に自然体験や共同生活を通して，

障がいの程度による活動のペースを理解した

り，他者を思いやりながら最後まで成し遂げよ

うとするなど，参加者相互の交流が十分図られ

たことなどがあげられる。

一方，所内に設置された主催事業自己評価委

員会や前述した外部の専門家からなるプログラ

ム委員会により，次の内容について課題として

まとめた。

①　実施時期について

平成15年度は，9月の三連休に実施した

が，子どもたちにとって事業終了の翌日から

学校へ登校することは，体力的に無理がある

ことから実施時期について検討する必要があ

る。

②　参加対象について

障がいの程度をどのような基準で案内する

か。

③　運営体制について

自閉症（傾向）の子どもたちへの対応には，

専門的知識を持つ指導者を増やすことが必要

である。

(2)　本年度の改善点
前述した昨年度のプログラム委員会や所内に

設置している自己評価委員会，さらには外部か

らの専門家で構成する主催事業評価委員会の意

見等を反映させるとともに，本年度実施のプロ

グラム委員会の意見等を踏まえながら，特に，

受け入れる障がいの程度，運営体制，実施時期

について次のように考慮した。

①　実施時期について

参加しやすい時期と障がいのある子どもた

ちが子どもたちの体力的な面を考慮して長期

休業中 (夏休み）に実施する。
②　参加対象について

参加希望者は，活動内容を見て参加が難し

いと思われる子ども，集団生活ができないと

思われる子どもの保護者が応募してくるとは

考えにくいことから，原則全員受け入れる。

また，子どもの定員を障がいのある子ども

10人，小中学生20人程度とする。

③  運営体制について
班編制を行う際，障がいのある子ども２

人，小中学生4人，講師（養護学校等の教諭）

1人，ボランティア1人，職員1人程度とし，

このほか，全体を見ながら柔軟に動くことが

できる講師とボランティアを配置する。
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３　企画，事業実施，評価までの昨年からの経

過

時　　期 内　　　　　　容

平成15年7月「わくわくキャンプインひだか」
開催要項作成

8月 第１回プログラム委員会（運営
について）

9月「わくわくキャンプインひだか」
実施

10月 第２回プログラム委員会（事業
報告）

平成15年11月
　
平成15年度主催事業「わくわく
キャンプインひだか」
第3回プログラム委員会にて次年
度実施に向けて検討

平成16年4月 平成16年度主催事業「わくわく
キャンプインひだか」
開催要項案作成

6月 第1回プログラム委員会（事業の
企画について）

           6月「わくわくキャンプインひだか」
開催要項作成　

6月～7月 参加者募集　運営体制等検討

7月 事業実施

8月 参加者の保護者，ボランティア，
講師に事後アンケート送付

10月 第2回プログラム委員会（事業の
評価及び次年度に向けて）

Ⅲ　事業の概要

１．開催日程　　

　平成16年7月28日 (水 )～30日 (金 )
　夏期休業中に実施した。

２．会場　　　　

　国立日高少年自然の家及び周辺

３．対象　　

養護学校等の児童生徒と小中学校の児童生

徒　30名　及びその保護者

４．参加者　

　49名

内訳は障がいのある児童生徒12名，障が

いのない小中学生30名，保護者7名である。

障がいのある子どものうち半数が自閉症，あ

との半数は知的障害，脳原性運動機能障害の

参加であった。また，昨年も参加した子ども

は障がいのある子ども5名，小中学生10名で

あった。

５．講師，ボランティア　　

　13名 (講師６名，ボランティア７名 )
６．班編成

班は1班8～10人の５班編成とした。１つ

の班に障がい児2～3名が入り，できるだけ

学年や地域などが同じにならないようにし

た。ボランティア，スタッフは班に２名配置

し，各班に講師を配置した他，全体のフリー

講師を１名配置した。

班 講師・ボランティア・スタッフ 班　　員

1 講師１名　（平取養護学校教諭）　　

ボランティア２名（大学生，高校教諭）

Ａ（養護学校中３男：自閉症）

Ｂ（養護学校高１男：肢体不自由，情緒障害）  
Ｃ（小４女：自閉症）　Ｄ（小６女）

Ｅ（中１女）　　　　　Ｆ（小５女）

Ｇ（小３女）　　　　　Ｈ（小１男）

Ｃさん保護者　　　　  Ｈ君保護者

＜運営体制・班編成＞（網掛けは障がいのある子ども）
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７．生活面で考慮したことについて

(1)オムツを使用している子どもが２名いた
ので，野外炊飯場の側の部屋と身障者用の風呂

場に寝かせて着替えのできる場所を作った。

(2)講師，ボランティア，職員が参加者と一
緒に寝るようにした。保護者は別室で休んでも

らったがすぐに外に出てしまうＢ君は母親と一

緒に別室で寝るようにした。自閉症のＨ君，Ｚ

君はやや興奮している場面が見られ，大きな声

2 講師１名（平取養護学校教諭）　

ボランティア１名（自衛隊員）

スタッフ１名　

Ｈ（養護学校中３男：自閉症，多動）

Ｉ（小４女：知的障害）　

Ｊ（養護学校高3男：当日欠席）　

Ｋ（小３女）　　　　　Ｌ（小3女）

Ｎ（小３男）　　　　　О（小6男）

Ｐ（中２女）　　　　　Ｊ君保護者

3 講師１名（平取養護学校教諭）　

ボランティア２名（大学生）

Ｑ (高等養護２男：自閉症 )
Ｒ（小３男：肢体不自由，車椅子使用）

Ｓ（中１女）　　　　　Ｔ（小６男）　

Ｕ（小４女）　　　　　Ⅴ（小６女）　　

Ｗ（中２年）　　　　　Ｘ (小５男 )
Ｑ君保護者　　　　　  Ｒ君保護者　

4 講師１名（札幌養護学校教諭）

ボランティア１名（会社員）　

スタッフ１名

Ｙ（中１男：脳原性運動機能障害，車椅子使用）

Ｚ（小５男：自閉症，多動）

ａ（小６女）　　　　　ｂ（小２女）

ｃ（中２女）　　　　　ｄ（小３男）

ｅ（小５女）　　　　　ｆ（小６女）

Ｚ君保護者

5 講師１名（えりも中学校教諭）

ボランティア１名（主婦）　

スタッフ１名

ｇ（中１男：脳原性運動機能障害，装具使用）

ｈ（中３男：自閉症）　　　　　

ｉ (小５女 )　　　　　ｊ（中２女）
ｋ（小１女）　　　　　ｌ（小５女）

ｍ（小３男）　　　　　ｎ（小１男）

ｉさん保護者

フリー 講師１名（ＮＰО法人　障害児者の教育

と福祉を進める会　理事長）

スタッフ２名

で叫んだり，別室に走りこむという行動が見ら

れた。講師，ボランティアが交代で対応するよ

うにした。
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８．主な活動内容

スドリルチームと事前に相談し，皆でできる

簡単な振りを教えてもらい，体を動かしなが

ら緊張をほぐす活動を行った。

■　野外炊飯

昨年は平らなホールで行ったが，今年度は

川原の野外炊飯場で実施した。石でかまど

を作って火をおこしたり，野菜を切ったり

など，班内でできる作業を分担し協力しなが

ら，カレーライスを作った。

１人自閉症の男子が奇声をあげ，服を脱ぎ

（破り），放尿する等ほとんど活動に参加でき

                                       

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

                                             

 

 

 

 

    

 

 

   

  
 

 

  

   

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

            

９．活動の様子

1日目（7月28日）

■　出会いのつどい・オリエンテーション

養護学校の先生から，車椅子の支援の仕

方，障がいのある人との接し方についてはじ

めに話をしてもらった。

事前アンケートに記入する活動も行った。

■　レクリエーションゲーム

簡単なゲームをしながら班ごとでの自己紹

介などを行った。

また，この時に合宿で来ていたプロのダン
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なかったが，フリーの講師が付いて対応した。

２日目（７月29日）

■　サンゴの滝ハイキング

昨年は台風の被害で実施できなかったサン

ゴの滝までのハイキングを実施した。

往復約５ｋｍの林道を歩いた。車椅子の子

どもなどは初めはボランティアや保護者が中

心に支援していたが，徐々に班員が集まり，

交代で車椅子を持ち上げるようにして歩い

た。

当初は車椅子や体力的に心配な子どもたち

のことを考えると，全員が最後まで行くの

は難しいのではないかと予想し，途中で引き

返すことのできる体制を組んでいたが，全員

がサンゴの滝まで上った。最後の数名がゴー

ルした時は拍手が起きた。最後まで登りきっ

た，全員でゴールできたという満足感，達成

感が見られた。

■　館内宝探し

班ごとに館内のポイントを順に回りなが

ら，最終ポイントにある宝物を目指していく

というルールで行った。競争ではないという

ことと，班のみんなで宝を目指すことを指導

し，行った。それぞれの班のペースで，各ポ

イントの問題を解きながら，ルートを見つけ

ゴールの宝物がある地点に到着した。

■　キャンプファイヤー

各班代表による点火式の後，ボランティア

企画のゲームやリズムダンス，歌などを楽し

んだ。班代表者による感想発表なども行い，

これまでの活動を振り返った。

３日目（７月30日）

■　川遊び

ボート下り，タイヤチューブ遊びをした

り，皆で泳いだりした。

３日目で交流が深まってきたこともあり，

それぞれの班で盛り上がり，歓声や笑い声が

響きわたった。重いボートを班で協力して運

んだりなど協力しながら楽しんだ。
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■　別れのつどい

２枚のアンケート記入の後，各班から2

名の感想発表，講師，ボランティアの感想，

メッセージなどで終了した。

Ⅳ　事業アンケート結果・参加者感想

少年自然の家統一の事業アンケートの他，参

加者には，事業開始時と事業終了時に「わく

わくキャンプインひだか」独自のアンケートを

実施した。また，終了後に郵送で参加者の保護

者，講師，ボランティアに事業の感想やその後

の子どもの様子等を記述してもらった。

１．事前アンケート結果（一部抜粋）

（１）「わくわくキャンプ　イン　ひだか」に

参加したきっかけは何ですか。

＜障がいのある子＞・初めてのキャンプ

に行きたかった　・キャンプをしたかった

・ 去年やってみて楽しかった　・友人の
誘い　・先生から聞いたから　・家族で参

加できる　・学校からもらったプリント

＜障がいのない子＞・みんなで何かをし

たい　・去年来て楽しかった　・おもしろ

うそうだった　・いわれたから　・キャン

プに行った事がないから（楽しそうな名前

だから）　・自分自身でいけるか１人で親

なしできるか試すため　母が申し込んだ

（２）「わくわくキャンプ　イン　ひだか」で

楽しみなことは何ですか。

＜障がいのある子＞・キャンプファイ

ヤー　・川遊び　・ハイキング　・野外炊

飯　・ゴムボート　・カレーを作る　・体

育館　・ロッククライミング

＜障がいのない子＞

・知らない人と友達になる　・みんなと

遊ぶこと　・川遊び　・ハイキング　・ャ

ンプファイヤー　・野外炊飯　　・館内宝

探し　

　

（３）「わくわくキャンプ　イン　ひだか」で

心配なことはありますか。

＜障がいのある子＞・班と仲良く協力で

きるか　・朝のつどい　・友達ができるか

どうか　・2日目にお母さんが居ないこと

　・友達との交流　・川下り　・自動販売

機

＜障がいのない子＞

・どんなことが始まるだろうか　・名前

を覚えられるか　・ご飯を残さず食べれる

か　・仲良く慣れそうな人がいない　 ・養
護学校に通っている子供達に我が子が動揺

するのではないか（親）

（４）これからはじまる3日間に今，どんな

気持ちでいますか。

＜障がいのある子＞・一番最初に行く

キャンプを一番の思い出にする　・楽しい

3日間にしたい　・ドキドキ　・楽しいな

＜障がいない子＞・わくわく，ドキド

キで楽しみです　・恥ずかしい気持ち

　・ とても楽しみ　・なるべく嫌だった
事を忘れ楽しんでいく　・体調を崩さない

ように頑張る　・何があるかわからないか

ら楽しみ
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２．事後アンケート結果　（一部抜粋）

【5：とてもそう思う　4：そう思う　3：ど

ちらとも言えない　2：あまりそう思わない1：

まったくそう思わない】＜グラフ上段が全体の

人数，下段が障がいのある子どもの人数＞

　　　

①仲間作りレクリエーションは楽しかったですか。

②野外炊飯は楽しかったですか。

③野外炊飯は，班で協力してできましたか。

④ハイキングは楽しかったですか。

⑤館内宝探しは，楽しかったですか。

⑦キャンプファイヤーは楽しかったですか。

⑥館内宝探しは，班で協力して問題を解いた
りできましたか。
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⑩「わくわくキャンプ」で自分自身が変わっ

たと思いますか。はい18人（障がいのある子7

　障がいのない子11）　いいえ17人（障がいの

ある子1　障がいのない子16）

[はいと答えた人は，どんなところがどのよ
うに変わったと思いますか。]

＜障がいのある子＞・友達が増えた　・

やり遂げられるまで頑張った　・苦手でも

挑戦できるようになった（親）　・自分で

行動した・前より協力するようになった

＜障がいのない子＞・思いやり　・人に

やさしく　・友人と一緒に遊んで，外で遊

ぶのが好きになった　・お金の支払いがで

きた　・色々な人を色々な所から見ること

が出来るようになった・もっと明るくなっ

た　・友人と平気で喋れるようになった　・

早く起きれた　・障害のある子どもの接し

方が少し理解出来た

⑪この「わくわくキャンプ」で一番心に残っ

ていることは何ですか。それはなぜですか。

＜障がいのある子＞・班行動する時　・

ハイキング・・川遊び

＜障がいのない子＞班行動が一番残った

（友人ができたから）　

・キャンプファイヤー　・みんなで水遊

び等して楽しかった　・カレー作り　・川

あそび　・ライフジャケットを着たのが楽

しかった　・全部楽しかった　・多くの友

人が出来た　・友達になろうと誘ってくれ

た　

⑫また「わくわくキャンプ」のような行事が

あったら，参加しますか。

　参加したい 26人　参加しない2人　保留6
人　無回答　5人

⑬この「わくわくキャンプ」で感じたことを，

何でもいいですから自由に書いてください。

＜障がいのある子＞この3日で友だちが

できてよかった　・すぐ友達になれて協力

ができた　・2回目だけどいろいろあって

楽しかった　・もっと友達とふれ合えたら

良かったのでしょうが，コミュニケーショ

ンが上手くとれないので迷惑を掛けてしま

いそうで，積極的に出来ませんでした，大

人には表現できていたようです

＜障がいのない子＞・川遊びが思ったよ

り楽しかった　・２泊３日と短かったけど

楽しかった　・みんなで何かをやることは

いいことだと思った・いろんな人と友達に

なれてよかった　・自然というものはこん

なものだ　・友達と会話ができた　・こん

なに友達といると楽しいなんて知らなかっ

た　・ボランティアの人達がやさしくて楽

しかった　・川遊びの時間を増やしてほし

⑧川遊びは楽しかったですか。

⑨「わくわくキャンプ」で友だちは増えましたか。
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い　・こんなに楽しいとは思わなかった　・

楽しかったけど3日間だけでは早いから5

日間からだったらもう言うことなし

３．保護者，講師，ボランティアの感想より（一

部抜粋）

＜障がいのある子の保護者＞

○　初めて会うお友だちの中でも，思っていた

より一緒に行動できる様子をビデオで見まし

た。マイペースではありますが，班で行動と

いう事も多少意識していましたね。どの子も

一つの輪となって体験や目標を達成するキャ

ンプは，願ってもない事です。

　　何時もと違った環境の中で，意外な部分，

学校では見られない姿もあり，新発見もあっ

たと思います。リラックスする自由時間を適

度に使い，本人なりのコントロールも出来た

と思います。

○　親子共に初体験の事が多く，周りの人達に

助けられながら，楽しく過ごすことが出来ま

した。何と言っても大変だったのがさんごの

滝までのハイキングでした。持参したバギー

カーが砂利道にあんなに動けなくなるとは

思ってもみない誤算でした。それで３人がか

りで持ち上げるように押して何とか目的地ま

で行くことができました。班の子供達もみん

な交代で押してくれたり，声をかけてくれて

協力してくれました。

　　3日目の川遊びはとても楽しかった様子が

写真や，一緒に行ったお母さん達の話から伺

えました。本人は宝さがしの時に作った木の

ペンダントがとても気に入って，帰ってから

もずっと首にかけていました。

○　楽しい3日間を過ごさせていただきまし

た。特に川遊びはめいっぱい楽しんでいたよ

うです。

　　他の子たちとの交流については，初め息子

を気にも留めていない様でしたが，慣れてく

ると同じ班の男の子たちが班行動の時に，声

を掛けて，誘ってくれる様になりました。

　　せめて20代半ばまででも今回のような内

容の機会があればいいのにと思いました。障

害者ばかりでは難しいように思いますし，大

人になって小学生の中に入るのにも違和感あ

るかなとも思います。形はどうであれ，初め

て会う人たちの中に入っての集団生活が出来

たらいいなと考えます。

＜小中学生の保護者＞

○ 我が家の3人の子供たち。解散後，開口一
番「来年も来るぞ，約束したんだ」でした。

　　その後に続く言葉はありません。ふと見る

と，その目には涙がありました。また，怒り

にも似た感情で別れを惜しむ姿を見て，私た

ちも涙が出る思いでした。

　　見た目には，いつもと変わらない子供たち

ですが，歩む幅は狭くても確実に成長してい

る子供たち。この子たちが経験したことは，

何物にもかえがたい，人生の糧となることで

しょう。　

○ 友達と一緒に参加したわけではなかったの
で，親としては少し心配でもありました。

　　でも帰ってきた時息子は，笑顔いっぱいで

本当に楽しいキャンプだったと，すぐわかり

ました。特に川遊びは，今年の暑いキャンプ

において，すごく楽しかったようです。

　　色々なお子さん達と接して，いろいろな場

面もあったと思います。それは参加した全て

の子供たちにも共通する大切な経験だったで

しょう。

＜講師＞　

○　養護学校の生徒で今回参加した子は，学校

では，レベルが高い方なので，自分より上の

友達から刺激を受けることが少ないので，こ

のようなキャンプに参加できることは，友達

から刺激を受けながら，経験を広げるよい機

会です。今後もこのようなキャンプを継続し
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て行っていただきたいです。

＜ボランティア＞

○ 　野外炊飯の頃は，緊張した様子だった子
ども達も，ハイキングの時には，車イスの子

どもの周りに集まって手をつないだり，立ち

止まって花や虫に触れたり･･･。自然の中で

リラックスして，仲良くなっていく姿を眺め

ていて温かい気持ちになりました。

　　一番印象深いのは，川遊びでのみんなの

笑顔です。いろいろとあったキャンプでした

が，充実した２泊３日でした。

○ 学び・出会いの3日間
　・ふつうに生きていることの喜びや素晴ら

しさを改めて考えさせられるキャンプだっ

た。

　・養護学校の先生や大学生等とふれあうこ

とで，視野が広がると共に良い刺激になっ

た。（まだまだ　上を目指して頑張る！！）

◎ 分析，考察
　　事前アンケートでは，障がいのあるなしに

関わらず，特に自然体験活動を楽しみにし，

友だちとの交流に不安と期待が伺える。

　　事後アンケートでは，５と４の回答の全

体の人数に占める割合が，問①89,7% ②
97,5% ③82,5% ④79,4%⑤81,8% ⑥87,5% 
⑦74,3% ⑧100% ⑨89,7% といずれも高い
数字を示している。特に川遊びや野外炊飯，

また，班で協力することについて，満足度の

高い結果となった。普段なかなかできない自

然体験活動や，障がいのある子どもと障がい

のない子どもの交流が高い満足度となって現

れたものと思われる。

　　また，参加者の半数以上がこの事業で自

分自身が変わったと回答している。障がいの

ある子どもについては，特に体験活動に挑戦

したり，仲間と協力するようになってきたこ

と，障がいのない子どもは，徐々に障がいの

理解ができ，優しい気持ちで一緒に行動でき

るようになったという意識が伺える。

　　また，保護者や参加者の感想からも見られ

るように，初めはあまり関心がなくても，活

動や共同生活が進むうちに，徐々に声を掛け

合ったり，協力してやり遂げようとしたりな

ど，ふれあいが深まった様子が伺える。

Ⅳ　成果と課題

所内に設置している自己評価委員会での評価

後，第2回プログラム委員会で事業の評価と次

年度へ向けての検討を行い，次の内容を成果と

課題としてまとめた。

１．成果

(1)全体的には，障がい児と小中学校の児童
生徒が３日間の自然体験活動，共同生活を

通じて，徐々に理解や交流を深めることが

できた。

(2)お互いを思いやったり，普段見られない
ような笑顔が見られた。

(3)互いの活動のペースを理解し，協力して
最後まで成し遂げようという意識を高める

ことができた。

(4)家庭や学校など普段の生活ではなかなか
できない自然体験活動を楽しむことができ

た。

２．課題

(1)昨年度の反省を踏まえ，参加しやすい時
期や運営体制など考慮し，実施したが，再

考が必要と考える。まず，時期については

長期休業中に実施したが，他団体の利用や

事業との重複も多く，活動場所や障がいの

ある子どもたちに配慮しなければならない

面などで不便なところがあった。

(2)自閉症の子どもへの対応や独自のプログ
ラムについて検討する必要がある。

　子どもの理解レベルに合わせて，文字，
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絵，写真，実際の物などを用いた支援や子

どもの特性を考えて，活動を選択して行え

るようにするなどの工夫が必要である。

(3)運営体制については，昨年度より障害の
重い参加者が増えたこともあるが，一人に

かかりきりになる場面も多くあり，フリー

に対応できる講師，ボランティアを更に配

置する必要がある。特に入浴や就寝時の支

援を考慮すると男性ボランティアが多く必

要である。

Ⅴ　終わりに

実際に問題や大変なことはたくさんあった

が，参加者の「とても楽しかった」「また参加

したい」という声や，参加した保護者からも「こ

んなに喜んでいる顔は見たことがない」とい

う言葉があったり，「障がい者ばかりでないこ

ういう企画を是非続けてほしい」という感想が

寄せられるなど，改めてこの事業の意義を感じ

る。

少年自然の家でどこまでできるか考えさせら

れた事業であるが，医療機関や学校ではできな

いような自然体験やふれあいにこだわった事業

展開，療育や指導で子どもたちをいい方向にと

いうようなことではなく，専門家の協力を得な

がら，あくまでも自然体験活動や共同生活を楽

しんでもらう，自然の家の機能を生かした様々

な体験や交流の場や機会を提供していくという

ことに重点をおいて，更に充実した事業にして

いきたい。


