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Ⅰ　緒言

近年，社会の急速な変化に対応する教育の

あり方が検討されている。なかでも，異文化

間での多様な価値観を尊重する国際理解教育

の必要性が求められている（1）。

ホフステード（2）は，社会調査の結果，50

の国や地域の中でアメリカが最も個人主義指

数が高いことを明らかにした。一方，日本は

個人主義と権力格差の二次元座標で分類した

ところ，集団主義かつ権力格差大の座標に位

置していた。また，ホール（3）は，欧米の文

化を低コンテキスト文化とし，その特徴とし

て個人主義，言語表現主義，競争主義を挙げ

た。一方，日本を含むアジアの多くの国々の

文化を高コンテキスト文化と呼び，集団主義，
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【要旨】

本研究の目的は，冒険教育プログラムを導入した異文化交流キャンプが参加者の国

民性に関する気づき，イメージ及び態度に及ぼす効果を明らかにすることであった。

日本人学生（９名），アメリカ人学生（３名）を対象に，国民性の違いについて自由

記述による調査をキャンプ期間中毎晩行った。また，国民性に対するイメージを測定

するために「日本人らしさ」，「アメリカ人らしさ」を刺激語とした自由連想法による

調査を，さらに，国民性に対する態度を測定するために筆者が独自に作成した国民性

尺度による調査をキャンプ前後の計２回行った。その結果，有意な差は見られなかっ

た。次に，国民性に対するイメージでは自文化に対して強化，拡大がみられ，他文化

に対してはアメリカ人の場合はイメージの固有化を，日本人の場合では具体化を促し

た。最後に，国民性に対する態度は両国とも変容しなかった。

【キーワード】

異文化交流，キャンプ，国民性
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非言語表現主義，協調主義をその特徴として

報告した。さらに，社会的行動の文化差は自

己認知の方略の違いによって起こると考えた

Markus&Kitayamaは（4），欧米における自己理

解を独立的自己理解，日本を含む東洋の文化

における自己理解を相互依存的自己理解と定

義した。このように，個人が生まれ育つ過程

で身につけた自国の文化特有の心性，態度は，

国民性と呼ばれている。

ところで，国民性を個人が認識するために

は異文化人との対比機会が必要であるとされ

ている（5）。異文化理解とは，文化の異なる他

者との交流によって，他文化を理解すること

でもあるが，異文化の理解が自文化の理解に

つながるという報告もなされている（6）。今日

求められている国際理解教育は，このような

国民性の違いを理解し，認め合う態度の育成

を主張するものである。

異文化理解の方策として，１）異文化人と

直接的に対面する直接交流体験，２）テレビ

や写真による類似接触体験，３）専門書や話

を聞くなどの知識人らによる指摘が挙げられ

る（7）。このうち，異文化理解には，直接的な

交流が最も効果的であり，我が国においても，

国際交流・異文化交流キャンプの実践例が報

告されている（8）（9）。一方，直接交流体験によ

る異文化交流に関する実証的研究において，

池田ら（10）は，イギリスへのホームステイを

通じて，日本人学生の自信，積極性，適応力

が向上すると述べた。さらに，日本人的心性

の中でも対人不安に注目した鶴田ら（11）は，

英米圏への留学という異文化体験を通じて，

対人不安意識が減少することを明らかにし

た。このように，直接的異文化交流は，自文

化，他文化の理解だけでなく，異なる他者と

の交流により，様々な心理・社会的発達も期

待できると考えられる。

本研究で対象とするキャンプは，冒険活動

や小集団での実際的な交流体験を通して，自

己概念や他者に対する理解を深めることも知

られている（12）（13）。そのため，異文化理解にお

いても，自文化，他文化をより理解するため

の，優れた実践の場を提供するものと考えら

れる。上述したように，我が国でも，異文化

交流の実践例はあるものの，参加者の成長や

国民性理解に及ぼす効果を検証する実証的な

研究は行われていない。さらに，自己，他者

への理解に対する高い教育効果が認められて

いる冒険教育プログラムによる実践例は報告

も見られず，極めて希少であると考えられる。

そこで，本研究の目的は，冒険教育プログラ

ムを導入した異文化交流キャンプが，参加日

本人学生とアメリカ人学生の自国及び他国の

国民性に関する気づき，イメージ，態度を測

定することにより，自国民らしさ，他国民の

理解に及ぼす効果を検証することである。

Ⅱ　研究方法

１　被験者　

冒険教育の創始者の一人であるP a u l

Petzoldが設立したアメリカ合衆国の野外指

導者養成機関であるWilderness Education

Association（以下WEAと称す）公認の指導

者養成コースであるWilderness Steward

Program に参加した日本人学生９名，アメリ

カ人学生３名の計12名であった。（表１）

表１　被験者の属性及び班編成

１班 ２班 ３班

男 男 男女 女 女

日本人 ３ ２ ３１ １ ０

アメリカ人 ０ １ １１ ０ ０

計 ５ ４ ４
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２　キャンプの概要

本研究を行ったキャンプは2004年６月22日

（火）から６月27日（日）にかけて中部山岳

地帯に属する妙高山から戸隠山にかけての山

域にて行われた。本キャンプの目的は「指導

者として必要な判断と意思決定技術の基本，

リーダーシップ，キャンプや遠征登山におい

て環境に与える影響を最小限にとどめる技術

を習得すること」であった。

本キャンプは２泊３日の登山遠征をメイン

プログラムに構成され，コースは戸隠キャンプ

場（標高1200ｍ）を出発し，黒姫山頂（標高

2053ｍ），高谷池（標高2100ｍ）を経て燕温泉

（標高1100ｍ）がゴールであった。全行程30km

で最大標高差は953mであった。天候は３日を

通し，毎日雨が降り，２日目は終日豪雨に見

舞われた。その他，主なプログラムとして，アメ

リカの野外指導者団体であるNational Outdoor

Leadership Schoolが提唱した野外における環

境倫理観と技術の総称であるLeave No Trace

の講義，ソバ打ち体験，文化交流野外パーテ

ィー，登山での移動時間を歩行距離，標高差

から算出するTEC（Time.Energy.Climate）コ

ントロールの講義，Leave No Traceについて

の指導実習が行われた。（表２）

指導にはWEAの課程認定を受けるアメリ

カの大学で野外教育を専門とするアメリカ人

教員１名と，同じく野外教育を専門とする日

本人教員１名，アメリカの大学で野外教育を

専攻する日本人大学院生２名，同じく日本の

大学で野外教育を専攻する日本人大学院生２

名の計６名があたった。指導者による講義，

ミーティング及び日本人学生とアメリカ人学

生の情報交換はすべて英語で行われた。

３　調査用紙

（1）フィールドノート

本研究では，国民性（日本人らしさ，アメ

リカ人らしさ）に関する気づきを抽出するた

めに，キャンプ中に感じた国民性の違いと，

それを感じた場面を明らかにするため，自由

記述による調査を行った。「その日１日のプ

ログラムを通じて感じた日本人らしさ，アメ

リカ人らしさ」を各上位５つまで自由記述に

より回答を求めた。また，それぞれの回答に

ついて「どのような場面で感じたか」を問い，

体験の抽出を行った。調査用紙は，参加者全

員がキャンプ中，携帯を義務づけられたフィ

ールドノートの中に差し込んだ。

（2）自由連想法

国民性（日本人らしさ，アメリカ人らしさ）

表２　主なキャンププログラム
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に対するイメージを測定するために，自由連

想法を行った。「日本人らしさ（Japanese

like）」「アメリカ人らしさ（American like）」

を刺激語として用い，それらから自由に連想

する言葉を，制限時間３分で，できる限りた

くさん回答してもらうよう求めた。

（3）国民性尺度　

本研究では，参加者の国民性（日本人らし

さ，アメリカ人らしさ）に対する態度を評価

するために，日米の比較文化論に関する文献

（2）（14）（15）より関連する項目を筆者が選別

し，独自に尺度を作成した。

ホフステード（2）は，上述したアメリカに

代表される個人主義的な社会と日本などのア

ジアの国々の集団主義的な社会の違いを「家

庭，学校，職場での一般的な規範」と「政治，

アイデア」とに分け説明を行っている。また，

各カテゴリーにおいてそれぞれの特徴を対に

した12組24項目をその具体例として挙げた。

このうち，「家庭，学校，職場での一般的な

規範」から教育の目的，卒業証書の意味，経

営と集団といった日常生活では意識されにく

い７組14項目を除外した５組10項目を採用し

た。また，「政治，アイデア」から国民総生

産，報道，政治力に関する８組16項目を同様

の理由により除外した。さらに，残りの４組

のうち，２組は集団・個人に関わる項目，も

う一方の２組は集団・ルールに関わる項目で

あり，いずれも類似していたため，各々より

１組２項目の計２組４項目を抜き出した。さ

らに，これらの「家庭，学校，職場での一般

的な規範」，「政治，アイデア」の項目数を合

わせるため，「政治，アイデア」に関する項

目を，示村（14）から日本人らしさ，アメリカ

人らしさの双方に対となる１項目とアメリカ

人らしさに関する２項目，土居（15）から日本

人らしさに関する２項目を抜粋した。各項目

について「非常にそう思う」から「全くそう

思わない」の５段階評定により回答を求め，

これらの回答の日本人らしさ，アメリカ人ら

しさそれぞれに関係が深いものから順に５～

１点に換算した。以上の手続きにより，日本

人らしさ，アメリカ人らしさに関するそれぞ

れ10項目，得点分布が10～50点の国民性尺度

を開発した。（表３）

（4）調査用紙の翻訳

すべての調査用紙において，以下の手続き

で翻訳を行った。まず，筆者が独自に全ての

説明文，質問項目の英訳を行った。これをア

メリカの大学院博士課程に在学中の日本人大

学院生に日本語版の調査用紙をつけずに，英

文の訂正と和訳を依頼した。訂正後の調査用

紙に対し，日本語の意味を取り損ねているも

のについてさらに筆者が修正を行った。最終

的に筆者と先の大学院生が協議の上，手直し

を行い，英語版を完成させた。

４　調査の手続き

（1）フィールドノート

キャンプ期間中毎日１日のプログラム終了

後に行った。キャンプ終了後にまとめて回収

した。回収率は全日とも100％（12名）であ

った。

（2）自由連想法及び国民性尺度

これらの調査をキャンプ前（PRE）として

開校式直前，キャンプ後（POST）としてふ

りかえり活動直前の計２回集団調査法にて行

った。ふりかえり活動前に行った理由は，そ

の後閉校式，生還パーティーと連続して続き，

その後は自由解散となるため以上の時期に調

査を行った。PRE，POSTそれぞれ被験者全

員の12名（100％）から回答を得た。

（3）統計処理

自由連想法では，個人的考えに偏った項目

を除外するために，連想頻度２以上の連想語

で再遠隣法によるクラスター分析を行った。

分析の結果より，クラスター構造の違いが顕

著であった類似度５において分析対象とし

た。国民性尺度は被験者が少なく正規分布が

得られなかったので，ノンパラメトリック検

定におけるwilcoxn検定を用い，PREとPOST
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表３　国民性尺度一覧

項目番号 項目名 引用

１
年配者には口答えするべきではない
1. I should not (do not like to) argue older people.

ホフステード

３
法やルールは共通の約束事であるが理由によっては破っても良い
The law and rules are the norm but we can violate them for some reasons.

ホフステード

５
話さなくても他人は自分のことをわかってくれる
Others can understand me even if I don't speak out what I think.

ホフステード

７
自己主張をすることは良くないことだ
Self-asserting is not acceptable.

ホフステード

９
他人が自分のことをどう思っているか気になる
I worry about how others perceive me.

ホフステード

12
個人の自由よりも集団の協調を優先するべきだ
Collaborated effort with a group is more priority than individual freedoms.

ホフステード

14
本質的に人は皆同一である
All people are basically the same existence.

示村陽一

16
なるべくなら，他人の意見と衝突させるべきではない
If possible, I should not collide with others' opinion.

ホフステード

18
悪いことをすると世間に対して恥を感じる
I feel shame when I do not meet expectations of society.

土居健郎

19
身内や知人や他人など親しさによって，その人に対する態度を変える
I change my attitudes toward a person depending on how I close to the person like
my relative, acquaintance, and stranger.

土居健郎

２
個人の自由は集団の協調よりも重要なものである
Individual freedoms have more importance than collaborated effort with a group.

ホフステード

４
人は基本的に異なった存在である
Individuals are basically different each other.

示村陽一

６
他人と意見を衝突させることは価値のあることだ
It is valuable to have a conflict with other people's opinions.

ホフステード

８
悪いことをすると自分の中で罪の意識を感じる
When I do something wrong, I feel guilt.

ホフステード

10
私はこれから出会う様々な困難を乗り越えられるだろう
I will be able to get over all of the difficulties that I will encounter in the future.

示村陽一

11
相手がだれであっても自分の意見は言う
I tell my opinion to him (her) whoever he (she) is.

ホフステード

13
法やルールは共通の約束事であるのでどんな理由でも破ってはいけない
We should follow the law and rules despite our occasions because they are the norm.

ホフステード

15
話さねば他人は自分のことをわかってくれない
Without expressing my thoughts, others can not understand me.

ホフステード

17
自分の意見を言うことは美徳である
It is a virtue to state my opinion.

ホフステード

20
何事も自分一人ですることが重要である
It is important to do everything by myself.

示村陽一

日
本
人
ら
し
さ
に
関
す
る
項
目
リ
ス
ト

ア
メ
リ
カ
ら
し
さ
に
関
す
る
項
目
リ
ス
ト
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で有意差検定を行った。分析にはSPSS 6.1

for the Macintosh を用いた。

Ⅲ　結果及び考察

１　国民性に関する気づき

フィールドノートで得られた回答を群（日

本人群，アメリカ人群），国民性（日本人らし

さ，アメリカ人らしさ），場面（主なプログラ

ム）ごとに頻度を集計し，筆者が「ポジティ

ブ，ネガティブ，どちらでもない」に分類し

た。また，記述内容は「」で表した。（図１）

冒険教育プログラムである登山場面（115

項目）で最も多くの回答が得られた。ついで，

毎日の活動終了後に班もしくは全体で行われ

たミーティング場面（29項目），往路のバス

の移動中に行われたアイスブレーキング場面

（28項目），炊事・食事場面（26項目）での記

述があった。

登山場面において，日本人群による日本人

らしさでは，登山中に疲労や痛みを頻繁に訴

えるアメリカ人参加者との比較により「我慢

強い」といったポジティブな記述が記された。
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また，アメリカ人群によるアメリカ人らしさ

では，何でも一人でしようする日本人参加者

との比較から「すぐに助けを求める」，「すぐ

に手伝う」といったネガティブな記述が得ら

れた。一方，日本人群によるアメリカ人らし

さでは，「我慢強さがない」，「言いたいこと

を言う」といったネガティブな記述が挙げら

れ，アメリカ人群による日本人らしさでは，

登山場面で「疲れていることを認めない」と

いうネガティブな記述が記された。この理由

として，登山を通し日本人の特性として忍耐

強いことが認識されたが，アメリカ人参加者

にとってこの特性が過剰に感じられたことが

伺える。また，痛みや疲労を頻繁に訴えるア

メリカ人参加者の態度，行動から上記の項目

が得られたことが推察される。

ミーティング場面でも多くの回答が得られ

た。西田（16）は，経験から生み出されたデー

タを報告し，個人やグループから出てきたデ

ータの意味を明らかにする「ふりかえり」は，

体験学習の要であると述べた。本キャンプの

ミーティングにおいても，一日の体験を通じ

て感じたことや，思ったことを指導者のファ

シリテートのもと分かち合った。このことに

よって，活動中に，グループ及び個人に何が

起こっていたのかが明らかとなり，自己，他

者，それらの関わり方，その場の状況への気

づきを多く得られた結果，多数の項目が挙げ

られたと考えられる。ミーティング場面での

日本人群によるアメリカ人らしさでは，「積

極的」，「意見を言う」といったポジティブな

回答が挙げられた。これは内向的，消極的で

あるといった日本人の内的特性を意識した時

には，否定的日本人意識を持つという報告（7）

と類似する結果であった。また，この原因と

して，日本人は自己について他人に伝えない

傾向が強く，アメリカ人は自己についてでき

るだけ伝えようとすること（17）が考えられる。

本キャンプにおけるミーティング場面でも，

アメリカ人参加者は自主的に発言していた

が，日本人参加者の自主的な発言は見られな

かった。これらのことから，日本人参加者の

内向的，消極的な態度との比較により，アメ

リカ人参加者の自分の意見を率直に表現しよ

うという態度を肯定的に捉えていたことが推

察される。

アイスブレーキング場面では，往路のバス

移動のうち２時間という短い時間であったの

にも関わらず，28項目と多くの回答が得られ

た。このことから，アイスブレーキング場面

は他者との初めての交流により，自己や他者

に対する気づきを多く得ることが示唆され

る。日本人群による日本人らしさで「中途半

端」，「消極的」が挙げられ，アメリカ人群に

よるアメリカ人らしさで「主導権を握る」が

記された。アイスブレーキングも英語を用い

て進行されたため，日本人学生の発言が少な

かった。このことが影響し，前述した結果が

得られたと推察される。

炊事・食事場面では，日本人群による日本

人らしさにおいて，「食べ残しをしない」と

いうポジティブな記述が記された。アメリカ

人参加者は文化交流食事会の片づけの際に，

食べ残しを簡単に捨てようとして，食べ残し

を食べきろうという態度が見られず，結果日

本人参加者が食べ残しを食べきった。これら

の態度比較から，食べ物に対するありがたみ

の意識である上記の回答が得られたことが伺

える。また，本キャンプの登山中の食事は登

山出発前に配られた食材や調味料を用いて各

班によって調理がなされた。このことから，

調理法や味付けに関する話し合いが行われた

ことが推察される。その結果，「濃い味が好

きである」といった噴好の違いが挙げられた

と考えられる。

以上，両群共に全体を通してポジティブな

意見が多く挙げられた。異質なる他者との交

流経験は児童の受容的態度に肯定的な影響を

与えるという報告がなされており，本研究の

結果もそれと類似するものであった（18）。ま
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た，小集団を用いた冒険キャンプは参加者の

自己概念や友達づきあいをポジティブな方向

に変容させることが知られている（12）（13）。本

研究においても，冒険プログラムである登山

を含む多くの活動が班単位でおこなわれた。

その結果，自己及び他者に対するポジティブ

な回答が多く得られたものと考えられる。一

方，日本人群による日本人らしさでは否定的

な項目が多く得られた。この理由として，日

本を含む東洋文化では内面化された期待に自

分を近づけようと，自らの望ましくない特性

に焦点を当てる自己批判的傾向が強いことが

考えられる（19）。しかしながら，登山場面に

おいては，他の場面とは異なり日本人群によ

る日本人らしさにおいて35項目中22項目とポ

ジティブな回答が多かった。この理由として，

欧米では自己の失敗を運や課題の難しさとい

った外的な要因に帰すことにより，自己への

インパクトを最小限に抑えようとする自己防

衝的バイアスが優勢であることが伺える（19）。

本キャンプにおいても，アメリカ人参加者は

登山において，足の痛みや疲労を頻繁に訴え

たり，雨天時の登山に対して文句を言ったり

していた。日本人参加者は，このようなアメ

リカ人の態度，行動を否定的に捉えており，

前述したアメリカ人参加者の態度，行動との

対比から日本人の特性として「我慢強さ」や

「根性」といったポジティブな記述が得られ

た。また，登山などの冒険プログラムでは心

理的，身体的ストレスを克服することにより，

達成感や自己概念を向上すると報告されてい

る（20）。このことから日本人を対象とする異

文化交流キャンプにおいて，登山のようなス

トレス体験を用いることは欧米人に対する劣

等感から起こる自己批判的な考えを軽減させ

ることが示唆される。

２　国民性に対するイメージ

（1）日本人群による日本人らしさ（図２）

PREでは「規律・侍」，「非自己主張・優し

い（親切）」，「曖昧・恥ずかしがり屋」「集

団・謙虚」の４クラスターが検出された。ま

た，POSTでは「周りを気にする・恥」，「恥

ずかしがり屋・集団」，「優しい（親切）・我

慢」の３クラスターが挙げられた。PREであ

った「侍」，「人混み」など個人の性格や態度

に関係が少ないイメージはPOSTにおいて見

られなかった。また，POSTにおいて登山場

面で不平や疲労感を訴えるアメリカ人参加者

との比較により「内気」から「我慢」という

イメージに変化した。
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図２　キャンプ前後における日本人群による日本人らしさ
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（2）日本人群によるアメリカ人らしさ（図３）

PREでは「大きい・自信」，「陽気・自己主

張」，「大胆・わがまま」の３クラスターが検

出され，POSTでは「表現・感情の起伏が大

きい」，「優しい（親切）・わがまま」，「マイ

ペース・根性がない」の３クラスターが挙げ

られた。このようにクラスターの構造は類似

しているが，PREでは類似度２において３ク

ラスターとなっていたのに対し，POSTでは

類似度１で３クラスターであった。以上から，

キャンプを通して日本人参加者のアメリカ人

らしさに対するイメージの共通性が上がった

といえる。また，POSTにおいて新たに現れ

た「感情の起伏が大きい」，「マイペース」，

「根性がない」は，いずれも登山中にアメリ

カ人参加者が状況ごとに気分や感情が大きく

異なったことや，疲労，痛みを頻繁にうった

える様子が影響したと考えられる。

（3）アメリカ人群による日本人らしさ（図４）

PREでは「団体志向・礼儀正しい」が単一

クラスターとして検出された。一方，POST

では「目標志向的・礼儀正しい」，「面白い・

歩くのが速い」の２クラスターが検出された。

ここでも，PREでは一般的に論じられている

日本人の国民性が挙げられたが，POSTでは

「礼儀正しい」以外は日本人の国民性に関連
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図３　キャンプ前後における日本人群によるアメリカ人らしさ
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図４　キャンプ前後におけるアメリカ人群による日本人らしさ
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の低いものが挙げられた。例えば，「団体志

向」はその反対の「目標志向」に変化した。

日本人の特性として集団協調的であると認識

されていたが，登山で目標時間に向けて急い

で歩いたことなど，目標志向的な行動が見ら

れた結果，このような変化が現れたと推察さ

れる。また，POSTにおいて「面白い・歩く

のが速い」で１クラスターを構成した。本キ

ャンプの日本人参加者は社交性が高く，アメ

リカ人参加者に日本のジョークを教える場面

も見られた。さらに，保健体育専攻の学生と

いうこともあり，体力面でも優れていたこと

から，「面白い・歩くのが早い」が特に今回

の日本人参加者固有のイメージとしてグルー

プ化されたと推察される。

（4）アメリカ人群によるアメリカ人らしさ

（図５）

PREでは「わがまま・違い」，「脂肪」の２

クラスターであった。POSTでは「自意識過

剰・頑固」が単一クラスターとして検出され

た。PREでは一般的なアメリカ人の国民性が

挙げられたが，POSTでは「わがまま」に関

連するイメージのみ残り，その概念も拡大し

た。その原因として，登山場面でアメリカ人

参加者が日本人参加者に比べ自分の意見を変

えないことや，マイペースで歩いていたこと

を自己認識したと考えられる。

（5）国民性に対するイメージの総合的考察　

以上より，キャンプを通じて国民性に対す

るイメージは，特にキャンプ中の冒険教育プ

ログラムである登山場面での参加者の行動，

態度から印象づけられたことが明らかとなっ

た。その変化の傾向として，自国の国民性に

対してはPREの内容がキャンプを通じて強

化，拡大する傾向が伺えた。これは異文化と

の対比によって自文化の理解がより強まると

いった報告（6）と類似した結果となった。こ

のことより，冒険教育プログラムを導入した

異文化交流キャンプは参加者の自国の国民性

を強化，拡大させることが明らかとなった。

一方，他国の国民性に対しては，日本人の場

合はアメリカ人に対し，ステレオタイプの国

民性理解が，体験を通してより具体化する結

果となった。逆に，アメリカ人の場合は，日

本人の国民性に対し，新たなイメージを加え

たことや，今回の参加者固有のイメージを追

加する結果となった。これは，アメリカ人は

自己概念が集団ではなく個人に根ざしている

という報告（21）と一致するものであった。ま

た，新たな国民性のイメージの拡大や変化に

は，異文化間による他者認識の方略の影響に

より異なった成果が得られることが示唆され

た。

３　国民性に対する態度

国民性得点の変化は日本人群，アメリカ人

群ともに見られなかった。（表４）

この理由として，アメリカは多民族，多人

種，多文化の国であることから（14），日常的

に異文化を経験していることが考えられる。

また，欧米においては自らの内にある属性が
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違い 

脂肪 

項目 
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頑固 
怠け者 
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項目 
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類似度 
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5

図５　キャンプ前後におけるアメリカ人群によるアメリカ人らしさ
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自己を規定する中心的特性であることから，

自己をふりかえる心理プロセスがすでに成立

しているであろう（19）。このことから，国民

性に関する気づきやイメージの変化は見られ

たものの，それが自己の態度変容にまで至ら

なかったと考えられる。また，日本人参加者

に変化が見られなかった理由として，本キャ

ンプの日本人参加者は英会話がスムーズにで

きるほど語学力に長けているわけではなかっ

たことから，行動や態度といった外的な観察

及び認識はできたものの価値観などの内的特

性にまで至らなかったとが考えられる。よっ

て，久米（6）の主張する異文化交流を通した

自文化の理解についてキャンプが自国の国民

性を強化するのであるか十分な結論は得られ

なかった。

Ⅳ　結論

本研究は，冒険教育プログラムを導入した

異文化交流キャンプが参加者の国民性に関す

る気づき，イメージ，及び態度に及ぼす効果

を明らかにすることが目的であった。その結

果，国民性に関する気づきでは，他文化に対

しては肯定的であったが，日本人の場合，自

国に対しては否定的であった。しかしながら，

ストレス場面である登山ではアメリカ人に対

し否定的な気づきを得，肯定的な日本人の国

民性に気づくことができた。次に，国民性に

対するイメージでは，自国の国民性はキャン

プを通じて一般的な国民性が強化，拡大され

た。しかし，他国の国民性に対してはアメリ

カ人の場合，日本人参加者に対する固有のイ

メージに変化させ，日本人の場合，アメリカ

人に対するステレオタイプの国民性から具体

的なイメージへと変化した。最後に，国民性

に対する態度は，両国とも変容は見られなか

った。

以上の結果から，冒険教育プログラムを導

入した異文化交流キャンプは自国及び他国の

国民性に対するイメージと気づきに効果を及

ぼした。さらに日本人の場合は，英会話を手

段とするコミュニケーションに比べ，登山の

ようなストレス体験を共有することによっ

て，自国の国民性の肯定的な一面に気づくこ

とができた。さらに，他国の国民性に対する

イメージは，それぞれの文化の他者認知方略

により，異なった成果が得られることから，

文化的背景を考慮したグループ支援が必要で

ある。
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