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独立行政法人国立少年自然の家　国立立山少年自然の家（Tateyama National Children's Center）

Ⅰ　はじめに

国立立山少年自然の家では，平成16年度よ

り小学校1年生～3年生対象の標記事業を実施

している。平成16年度は，280余名，平成17

年度は，330余名の応募があり，このような

事業の要望が多いこと，このような低学年の

対象の事業の普及が急務であることが分かっ

た。

このような事業を普及する上で参考になる

であろう，事業の概要，保護者や参加者の意

識・感想等のアンケート結果などについて報

告を行う。

Ⅱ　事業の実際

１　趣旨

小学校の低学年の子どもが，立山山麓の自

然の中で，自然体験，集団生活体験を通して，

たくましい心と体を培い，生きる力を育て

る。

（具体的なねらい）

・冒険的な活動や野外生活体験を通して，

自信を持つ。

・自然の中での体験活動を通して，自然を

身近に感じ，自然のすばらしさ・厳しさ

を体感する。

・様々な共同体験や集団生活体験を通し

て，友情を育む。

小学校低学年の自然体験活動の推進を目指して
―「森の冒険王　わんぱくキッズの大冒険」の実践を通して―

清　水　雅　己

Aiming at Promotion of Natural Experience Activity of the Elementary School Lower

Grades ―Practice of  "mori no boukeno wanpaku kizzu no daibouken"―

SHIMIZU Masaki

【要旨】

国立立山少年自然の家で行われた小学校１年生～３年生対象の３泊４日の自然体験

活動の報告である。

小学校低学年の子どもに適した冒険的活動，人間関係の向上に生きる活動，生活体

験活動，自然との関わりを深める活動の報告，保護者の事業に対する期待・不安の実

態，保護者から見た子どもの変容，子どもの感想等の報告を通して，小学校低学年の

自然体験の推進の資料を提供する。

【キーワード】

小学校低学年，冒険的活動，人間関係向上，自然との関わり，キャンプ
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２　事業の概要

○平成16年度主催事業

「森の冒険王　わんぱくキッズの大冒険」

①実施期日　平成16年８月22日（日）

～８月25日（水）［３泊４日］

②対　　象　小学校１年生～３年生

③日　　程

④プログラム構成の特徴

冒険的な活動を中心としたプログラム構

成とした。内容として，ツリークライミン

グ，高所のロープ渡り，１泊２日のグルー

プビバークと登山を組み合わせた「冒険王

への旅」を実施し，それに向けて，グルー

プでの協力を必要とする林間でのゲームや

イニシアティブゲームを前後に取り入れ

た。

事業として，「冒険的活動を通して，自

信や人間関係能力の向上」を大きなねらい

として実施した。

○平成17年度主催事業　

「森の冒険王　わんぱくキッズの大冒険」

①実施期日　平成17年８月21日（日）

～８月24日（水）［３泊４日］

②対　　象　小学校１年生～３年生

《内訳》

富山県 28人

石川県 4人

新潟県 2人

小1 小2 小3

男 女 男 女 男 女 計

参加者 4 4 5 5 8 6 32

《内訳》

富山県 25人

石川県 4人

新潟県 4人

滋賀県 1人

小1 小2 小3

男 女 男 女 男 女 計

参加者 5 5 5 5 10 5 35



清水：小学校低学年の自然体験活動の推進を目指して 197

④プログラム構成の特徴

２年目の17年度は，「自然は友だちゲー

ム」「森のふしぎ探検」，「ぼく・わたしの

自然探検」など，自然と豊かにかかわる力

を高めることをねらいとして，ゲームや活

動を中心にプログラムを構成した。その活

動の前にイニシアティブゲーム，また，グ

ループでの協力を必要とする要素のあるゲ

ームも活動に取り入れた。

事業として，「自然への豊かなかかわり

を通しての感性の向上」を大きなねらいと

して実施した。

３　ねらいを達成するために取り入れた活動

内容

（1）冒険的な活動や野外生活体験を通し

て，自信を持つ。

○小学校低学年の子どもが自信を持つ体

験として，自然の中での生活力の向上

と困難の克服等の活動を取り入れた。

２年間のプログラムの一部を紹介する。

写真３「一人一人が包丁を使う炊飯活動」写真２「竹わりなたを使ってのまきわり」

写真１「テント設営とテント生活」
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写真５「ツリークライミング」

（2）自然の中での体験活動を通して，自

然を身近に感じ，自然の不思議さ・す

ばらしさ・厳しさを体感する。

○「ゲームを通して，今まで知らなかっ

た自然界のしくみに出合い，自然に対

する見方を深める」ことをねらいとし

て「自然は友だちゲーム」を設定した。

内容として，「ミクロハイク」，「森の

つながりさがし」，「落葉樹と広葉樹の

写真４「火起こし」

写真７　「登山」写真６「ロープ渡り」

写真９「森の秘密を見つけよう」写真８　「グループビバーク」

葉っぱ集め」などの活動を行った。

○「自分の周りにある様々な自然の様相

に気付き，より注意深く自然を見る力

を伸ばす」ことをねらいとして，「森

のふしぎ発見」，「森のひみつを見つけ

よう」を行った。各班にデジタルカメ

ラを渡し，とびっきりの秘密や不思議

を見つけ，カメラにとり，発表会を行

う。
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（3）様々な共同体験や集団生活体験を通

して，友情を育む。

○なかま作りのゲームとしてイニシアテ

ィブゲームを行う。この活動は，アイ

スブレーク的位置づけで，プログラム

の最初に実施したり，活動の後半に人

間関係の向上を確かめる位置づけで実

施したりした。種目は，7種目を準備

し，実施した。

○ゲームの中で協力性を高める「カード

さがし」や「金塊さがし」ゲームを実

施した。

○班ごとにメニューを決め調理し，みん

なで食べ合ったり，ゲームコーナーを

準備して，遊び合ったりする「パーテ

ィー」を実施した。子どもたちの創意

が生かされ，協力の場面が生まれ，ね

らいにせまる活動となった。

写真11「昆虫探検」写真10「森のつながりさがしの発表」

写真14「ウォール」

写真13「日本列島」

写真15「パーティー：焼きそばのコーナー」

写真12「森の遊び場作りと遊び」
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Ⅲ　アンケート結果から

１　参加に対する保護者の不安

本事業に対する保護者の期待を調べるため

に，平成16年度参加の保護者による自由記述

形式のアンケートを参考に22項目からなるア

ンケートを作成した。このアンケートを事業

実施前に配布し，22項目の中から最大5つま

で選択してもらった（ｎ＝35）。その結果を

表１に示す。 写真16「パーティー：釣り堀」

○「たくましさ，自立」に関すること，

「集団生活の中での協力，思いやり等」

に関すること，「最後までやりぬく体

験・達成感」に関すること，「自然と

の関わり」に関することなどの期待が

大きいことがわかる。

表１　参加に対する保護者の期待

番号 項　　　　目 人数

1 たくましさの育成 13

2 自信をもつ 6

3 自立心 13

4 自分のことは自分でする 12

5 親元・家族と離れた体験 12

6 新しい友だち 2

7 初めて会う人とも友だちになる力の育成 8

8 集団生活の中での協力・助け合い・思いやりの心や協調性の育成 18

9 グループ活動の楽しさや仲間の大切さ 8

10 集団でのルールなど社会性の育成 9

11 異学年の子どもとの交流 2

12 最後までやり抜く体験・達成感 16

13 我慢する体験 4

14 積極性を育む 3

15 大自然とのふれあい 4

16 自然の中での遊び 2

17 自然のすばらしさ、大切さや厳しさ 10

18 日頃できない様々な自然体験や生活体験 12

19 野外での活動の楽しさ・魅力の体験 9

20 新しい発見・喜び・感動の体験 7

21 体を鍛える 1

22 創造性を育む 1
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２　参加に対する保護者の不安

本事業に対する保護者の不安を調べるため

に，平成16年度参加の保護者による自由記

述形式のアンケートを参考に21項目からなる

アンケートを作成した。このアンケーを事

業実施前に配布し，21項目の中から該当する

項目全てを選択してもらった（ｎ＝35）。

その結果を表２に示す。

○「困ったとき，スタッフに助けを求め

られるか」，「身の回りのことがきちん

とできるか」，「登山で歩ききれるか」

に関することや性格・行動面，健康面

など多様な心配があることがわかる。

表２　参加に対する保護者の不安

番号 項　　　　目 人数

1 友だちを作ることができるか 6

2 知らない人たちの中で生活をしていけるか 8

3 食事を食べるのが遅く、量も少ない 6

4 好き嫌いが多い 4

5 行動、動作が遅い 8

6 体力的に心配 4

7 弱音を吐くのではないか 5

8 困難になった時、自らスタッフに助けを求めることができるか 12

9 夜尿が心配 3

10 ホームシックにならないか 5

11 家族を離れ、一人で泊まったことが一度もないので 5

12 一人で寝たことがない 4

13 調子に乗りやすいので 6

14 人の話を聞かないで勝手な行動を取らないか 9

15 短気な面がある 4

16 車よいしやすい 7

17 虫に刺されやすい 8

18 身の回りのことがきちんとできるか 12

19 毎日着がえをするか 1

20 登山で歩ききれるか 12

21 テントで寝ることができるか 3

３　子どもの変容：保護者アンケートより

本事業による子どもの変容を調べるために

オリンピック記念青少年センター（2）が作成

した調査用紙を使用した。この調査用紙は，

「自然への感性」「自己判断力」「リーダーシ

ップ」「対人関係スキル」「自己成長性」の因

子につて，25項目の質問項目からなり，各質

問項目に対して5件法で回答を求めた。事前，

事後，事業終了後１ヶ月後に保護者対象に調

査用紙を郵送し，実施した。回収数は29通

（16年度），29通（17年度）であった。
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○事前と直後において，保護者は，「対人

関係スキル」について向上があった

（16年度：ｐ＜.01，17年度：ｐ＜.05）

というように子どもたちの変容を捉えて

いる。また，「自然への感性」（ｐ＜.05）

についても変容を捉えている。

16年度は，事前と1ヵ月後においては，

「自己判断力」（ｐ＜.05），「リーダーシ

ップ」，「対人関係スキル」，「自己成長性」

（ｐ＜.01）において向上があったと捉え

ている。17年度は，「自然への感性」

（ｐ＜.05），「自己判断力」（ｐ＜.01），

「リーダーシップ」（ｐ＜.05），「対人関

係スキル」（ｐ＜.01）に向上があったと

捉えている。

実施直後より，１ヵ月後の方が，子ど

もの変容を認識する時間があるためだと

思われるが，子どもたちの行動が，よい

方向に変容していることはうかがえる。

また，16年度は，「ツリークライミン

グ」や「ロープ渡り」，「ビバークプログ

ラム」など冒険的要素が強いプログラム

を実施し，17年度は自然との関わりを豊

かにするプログラムを実施した。その違

いが16年度の「自己成長性」と17年度の

「自然への感性」の違いに表れたともい

えるが，今後の検証が必要であると考え

られる。

４　子どものふりかえりから　　　　　　　　

低学年の個人評価は，字を書くことに難し

い面があり，シールや○での記入が適してい

ると考える。16年度は，最終日のアンケート

の時間に同様な項目について記入するように

したが，時間がかかるとともに，3日前のこ

とを思い出せない場面もあった。そこで17年

度は，毎日のふりかえりのカードで「楽しか

った」「新しいことを知った」「協力できた」

「自分ががんばった」「苦労した」の5項目に

ついて◎，○で記入し，班のふりかえりで感

想を出し合うという方法をとった。

「包丁で切る」，「薪をわる」，「火のせわを

表３　保護者が見た子どもの変容　平成16年度

事前 直後 １ヶ月後 事前と直後 事前と１ヶ月後

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 統計的な差 統計的な差標準偏差

自然への感性 3.49 3.15 3.62 3.30 3.75 なし なし3.51

自己判断力 3.06 3.85 3.06 3.46 3.26 なし あり（p<.05）3.63

リーダーシップ 1.98 2.62 2.10 2.54 2.34 なし あり（p<.01）2.85

対人関係スキル 2.95 3.15 3.34 2.50 3.56 あり（p<.01） あり（p<.01）2.48

自己成長性 2.95 3.30 3.21 2.61 3.43 なし あり（p<.01）3.12

表４　保護者が見た子どもの変容　平成17年度

事前 直後 １ヶ月後 事前と直後 事前と１ヶ月後

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 統計的な差 統計的な差標準偏差

自然への感性 3.54 2.88 3.81 2.86 3.81 あり（p<.05） あり（p<.05）2.77

自己判断力 2.93 3.68 3.16 4.42 3.30 なし あり（p<.01）4.24

リーダーシップ 2.51 3.02 2.75 3.02 2.90 なし あり（p<.05）3.15

対人関係スキル 3.16 3.16 3.52 2.98 3.64 あり（p<.05） あり（p<.01）3.07

自己成長性 3.01 3.16 3.21 3.85 3.23 なし なし3.17
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する」などの生活体験は，一つ一つの活動が

初めての経験であり，「楽しさ」，「新しいこ

とを知る」，「がんばり」の点で評価している。

「登山」は，5つの項目のすべてに高い評価が

あり，低学年の事業によい活動といえる。

「自然とかかわりを深めるゲーム」などは，

「新しいことを知った」ことより「楽しさ」

の点で評価している。自然についての評価方

法は，今後工夫が必要であると思われる。

Ⅳ　成果と課題

（1）参加者が１年生～３年生のため，事業の

趣旨，内容，持ち物の説明等を行う事前説

明会を実施した。説明会では，細かいとこ

ろまで質問があり，保護者の不安解消にも

良い機会となっている。

（2）各班のリーダーを2名体制とした。安全

指導の面や自然体験，生活体験の活動の中

で，一人一人に対応した指導の展開，ホー

ムシックやトラブルの対応等の面で有効で

あった。また，事前にリーダーに対して火

おこし，テント設営等の野外技術の研修，

登山の実地踏査等を行う事前研修を行っ

た。これも，当日の運営において効果的で

あった。

（3）低学年の事業の場合，ストーリー性を持

たせることが有効である。今年度は，冒険

王を目指して，テント設営，炊飯，登山，

自然との関わりの活動などに挑戦し，一つ

一つの活動について，その日の夜のふりか

えりで，ふりかえりカードにシールを貼っ

ていき，まとめの集いで，達成証と冒険王

毎日のふりかえりカードから　　とてもそうである◎・・・２　そうである○・・・１

テントをたてる　１日目

楽しかった

1.78

新しいこと
を知った

1.59

協力できた

1.58

自分が
頑張った

1.59

苦労した

1.29

来拝山登山　３日目

楽しかった

1.82

新しいこと
を知った

1.80

協力できた

1.77

自分が
頑張った

1.90

苦労した

1.86

包丁で切る　１日目

楽しかった

1.75

新しいこと
を知った

1.85

協力できた

1.74

自分が
頑張った

1.75

苦労した

1.64

自然との関わりを深める活動

見れば見るほどな～るほど　２日目

楽しかった

1.71

新しいこと
を知った

1.61

協力できた

1.58

自分が
頑張った

1.58

苦労した

1.57

薪をわる　１日目

楽しかった

1.87

新しいこと
を知った

1.82

協力できた

1.67

自分が
頑張った

1.72

苦労した

1.64

森のつながりさがし　２日目

楽しかった

1.73

新しいこと
を知った

1.65

協力できた

1.50

自分が
頑張った

1.64

苦労した

1.62

火の世話をする　１日目

楽しかった

1.73

新しいこと
を知った

1.57

協力できた

1.81

自分が
頑張った

1.93

苦労した

1.55

落ちる葉っぱと落ちない葉っぱ　２日目

楽しかった

1.73

新しいこと
を知った

1.74

協力できた

1.59

自分が
頑張った

1.67

苦労した

1.73

食事の片付けをする　１日目

楽しかった

1.46

新しいこと
を知った

1.38

協力できた

1.73

自分が
頑張った

1.40

苦労した

1.55

森の不思議発見　２日目

楽しかった

1.76

新しいこと
を知った

1.63

協力できた

1.57

自分が
頑張った

1.53

苦労した

1.46

森の秘密をみつけよう　２日目

楽しかった

1.65

新しいこと
を知った

1.59

協力できた

1.44

自分が
頑張った

1.53

苦労した

1.36

表５　子どものふりかえり　　　　＊一部抜粋
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バッジをもらうことができるという流れを

もたせ，実施した。このことは，子どもた

ちに意欲的に活動させる上で有効であっ

た。

（4）低学年の子どもの活動においては，行動

の手際よさの個人差やホームシック，人間

関係のトラブル等で班毎に大きな時間差が

できる場合が多い。そのため，プログラム

の進行においてはゆとりと柔軟性が必要で

ある。特に夜の活動には時間的なゆとりを

持たせるとよい。

（5）低学年の子どもが安全に炊飯活動を行う

ために子ども用革手袋（大人用80％ほどの

大きさのもの）を開発し，準備した。この

他にも，子ども用軍手（Ｓ，Ｍ，Ｌ），子

ども用包丁や皮むき器，低年齢の子どもが

安全で使いやすい竹わり用のナタ等を準備

した。用具に関する見直しや配慮も運営上，

重要である。

Ⅴ　終わりに

16年度のキャンプは，「冒険的活動を通し

ての自信や人間関係能力の向上」，17年度の

キャンプは，「自然への豊かなかかわりを通

しての感性の向上」をそれぞれねらいとして

プログラムを構成した。保護者から見た子ど

もの変容において，２つの事業を比較すると

「冒険的活動」をテーマにした場合，「自己成

長性」において変容があり，「自然への豊か

なかかわり」をテーマにした場合は，「自然

への感性」について変容があると出ている。

このことは，小学校低学年，幼児対象の自然

体験のプログラムの内容により，効果の違い

が現れているように捉えられる。今後，より

多くの実践を通して検証を進めていきたい。

また，保護者の目を通しての現在の変容の

評価方法から，子どもたち自身の評価による

方法の開発も課題である。また，このような

成果を踏まえ，より低年齢からの自然体験の

プログラムの展開方法や評価方法について普

及，推進を図っていきたい。
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