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Ⅰ　はじめに

「生きる力」（1）や「社会的スキル」（2）の変

容，「前頭連合野の望ましい変化」（3），「有能

感，他者受容感，自己決定感の向上」（4）等，

キャンプが参加者にもたらす効果についての

研究報告は多数されており，それらはキャン

プの効果を一般化するためにも，有効なデー

タである。それらの効果測定が明らかな変容

を示すと，それがキャンプのもたらす効果と

して謳われるだけでなく，キャンプ等の事業

運営のための指針が得られることもある。実

際，「IKR評定用紙」を用いた長期キャンプ

の比較により，「宿舎泊よりテント泊，施設

提供より自炊，穏やかな天候よりきびしい天

候のように，生活環境・自然環境が日常より

厳しい条件下のキャンプの方が，『生きる力』

の向上により効果的であった」（1）と，事業の

実践者が企画立案や事業改善に直接生かすこ

とができる具体的な研究結果も報告されてい

る。

しかし，事業実践の場の現状として，調査

研究と事業を並行して実施することで，調査

研究と事業評価それぞれの意義を明確に捉え

ずに，調査を実施している場合もある。それ

が得られた調査結果を分析し，次の事業に生

かしていくというつながりを希薄にしている

といっても過言ではない。したがって，岡

村（5）が述べた「研究の目的は，『仮説の検証

や理論構築のため』に行われるのに対し，評
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価の目的は『１つの事業の改善や発展のため』

に行われる」という「研究」と「評価」の違

いを，実践と研究を兼ねるためには念頭に置

かなければならない。さらに，実践者が研究

者も兼任しようとすると，実施した事業への

思い入れからデータを客観視できないのでは

ないかという懸念もあるため，細心の注意が

必要である。

以上を考慮し，本少年自然の家において，

「青少年の社会性を育む長期自然体験活動事

業」を，平成15年度から平成17年度にかけて

３年計画で，事業を試行しながら調査研究を

並行して実施した。その２年次から新たに調

査内容を加え，２年次に得られた結果を３年

次の企画運営につなげ，３年次の事業を実施

した。２年次の事業から生じた仮説，その検

証を目指した３年次の企画，そして３年目の

事業実施までを，調査研究と実践との融合を

目指した過程として報告する。

Ⅱ　事業評価から調査研究へ－花山少年自

然の家が取り組んだこと－

１　事業の流れ

（1）３年間の主なプログラム

１年次

２年次

１日目 プロジェクトアドベンチャー･テント設営
２日目 サバイバルOL（食材ゲットOL）
３日目 沢登り
４日目 いかだ作り
５日目 いかだ作り・試走
６日目 手作りいかだで花山湖一周
７日目 オールにメッセージ･キャンプファイヤー
８日目 ふりかえり

１日目 ウォークラリー・テント設営
２日目 プロジェクトアドベンチャー

（ローエレメント）
３日目 プロジェクトアドベンチャー

（ハイエレメント）
４日目 沢遊び
５日目 選択活動
６日目 栗駒山深夜登山
７日目 さよならパーティー
８日目 ふりかえり

３年次

（2）事業参加者（調査対象者）

長期キャンプ参加者である小学校５年生か

ら中学校３年までの男女を調査対象とした。

１年次の15年度は27名，２年次の16年度は３

１名，３年次の17年度は35名であった。表１

はその内訳である。

２　研究の流れ

（1）１年次の事業時の調査

１年次には，事前調査において，ふだんの

生活の様子，キャンプに対する期待と不安，

属性等，事後調査においては，参加者にキャ

ンプ中の行動の様子，キャンプの感想・評価

等を調査した。それらからキャンプ前後の参

加者の変容を捉えようとしたが，結果的に１

年次は事業評価のみに終始した。

（2）２年次以降の流れ

２年次において，１年次で実施した調査に

加え，「ふりかえり用紙」を用いてキャンプ

中の調査を実施した。また，効果測定の尺度

として「IKR評定用紙」を用い，事前事後で

実施した。得られた結果を分析し，そこから

仮説が生じた。

１日目 テント設営・スプーンフォーク作り
２日目 アドベンチャーOL（食材ゲットOL）
３日目 沢登り
４日目 MTBスタート宮城県花山少年自然の家
５日目 MTBでの活動
６日目 MTBでの活動
７日目 MTBゴール山形県金峰少年自然の家
８日目 フリーデー・パッキング
９日目 縦走登山
10日目 手作りいかだで日本海に船出
11日目「だだ茶豆」収穫
12日目 ふりかえり

表１　３年間の参加者内訳

中学生 小学生 男女別合計 合計
2003 男子 5 6 11

（1年次）女子 6 10 16
27

2004 男子 2 10 12
（2年次）女子 4 15 19

31

2005 男子 6 14 20
（3年次）女子 0 15 15

35
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３年次には２年次の結果を受けて，「ふり

かえり用紙」における質問項目を増やした。

「IKR評定用紙」については，１年次同様の

期間で実施した事前事後調査に加え，４ヶ月

後にも事後調査を実施した。３年次に得られ

た結果と，２年次に得られた結果をあわせて

分析を進めている。

３　調査研究に向けての試み

（1）「ふりかえり用紙」の作成―キャンプ中

に調査するために―

現在，質的研究にも焦点が当てられ，キャ

ンプ体験がもたらす効果の解明に向けて調査

研究方法も多岐にわたっている。それについ

て，堀出ら（6）が不登校児を対象とした長期

キャンプにおいて，14日間の日程中９日間

「ソシオメトリックテスト」を実施したこと

は記憶に新しい。しかし依然，キャンプ前後

に調査を実施する方法が主力である。それに

対して筆者らは，事前事後の効果測定に反映

されない変容があるのではないかと考えた。

そこで作成したのが，「ふりかえり用紙」で

ある。それは，１日をふりかえって記入する

日誌というイメージで，A4版１枚（文末に

３年次に使用したものを資料として提示）に，

参加者が１日を省みて，質問に対して自分を

評価し，記入する項目（表２）と，「今日の

活動をふりかえって自分の気持ちを表す言

葉」を自由に記入する欄を設けた。

自己評価項目について，２年次は６項目を

設けた。３年次には，表現を変えたところも

あるが，２年次同様の内容を質問する６項目

を含めた。さらに２年次の結果を受けて，

「自然」というカテゴリーを増やすため，自

然との関わりについて質問するという考えで

作成した２項目を加え，８項目とした。

一方の，「今日の活動をふりかえって自分

の気持ちを表す言葉」については，「今日の

どの活動が強く関係しているか」，「活動をふ

りかえってなぜそう感じたか」，「その時だれ

と一緒だったか」についても合わせて記入す

る欄を設けた。

以上を毎日（縦走登山で山頂泊した時のみ

翌朝記入），全ての活動の終了時（就寝前）

に参加者が日誌として記入した。

表２　自己評価項目

年度 項目
2004 1

（2年次） 2
3―①
3―②
4
5

2005 1
（3年次） 2

3
4
5
6

7
8

自分の考えや思いを表現したと思う。
仲間の考えを聞いたり，仲間の気持ちをわかろうとしたと思う。
グループ目標を立ててそれに向かって活動できたと思う。
自分の目標を立ててそれに向かって活動できたと思う。
グループの考えをまとまるため協力できたと思う。
昨日までの活動でふりかえったことを，今日の活動でいかすことができた
と思う。
グループの仲間に自分の考えを話すことができたと思う。
グループの仲間の考えを聞き，理解したり，一緒に考えようとしたと思う。
グループで目標がはっきりしていて，そこに向かって活動できたと思う。
今日一日の活動で，自然の中で活動することは怖いと感じた時がある。
グループの考えをまとめるために協力できたと思う。
昨日までの活動で自分が気づいたり，考えたりしたことを今日の活動で生
かすことができたと思う。
自然の中で活動することは気持ちがいいと思った時がある。
自分の目標がはっきりしていてそこに向かって活動できたと思う。

カテゴリー

自己
他者
他者
自然
他者
自己

自然
自己

写真　キャンプ中のふりかえり用紙記入の風景
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（2）「IKR評定用紙」を用いて―客観性を高

めるために―

効果を客観的に表す尺度は，調査研究に限

らず，事業評価においても必要不可欠である。

この事業においては，既成の尺度である

「IKR評定用紙」（7）を用いた。橘らによって

開発されたこの調査票は，生きる力を構成す

る14の下位尺度からなり，各下位尺度は５項

目で，合計で70項目である。14の下位尺度の

うち，７尺度（「非依存」，「積極性」，「明朗

性」，「交友・協調」，「現実肯定」，「視野・判

断」，「適応行動」）は中位の指標とされてい

る「心理的社会的能力」を構成している。そ

れが，本事業の「社会性を育む」というねら

いに合致したものであると判断し，使用し

た。

「IKR評定用紙」は６段階の間隔尺度で，

「１」を「とてもよくあてはまる」，「６」を

「まったくあてはまらない」としてそれぞれ

あてはまる数字に○をつけることを依頼し

た。これを参加者に事前（キャンプ２週間前

～１週間前）とキャンプ終了後（１週間～10

日後，３年次のみ４ヶ月後も）に配布して調

査を実施した。

（3）分析の方法

主に分析の対象となったのは，ふりかえり

用紙における「自己評価項目」の得点と，

「今日の活動をふりかえって自分の気持ちを

表す言葉」，そして，「IKR評定用紙」におけ

る得点である。

そのうち，「今日の活動をふりかえって自

分の気持ちを表す言葉」の分析には，参加者

が毎日，自然，自己，他者のどこに向けた気

持ちを表した言葉を記入したのか，３つのカ

テゴリーに分けることを試みた。「自然」，

「自己」，「他者」は野外活動場面において，

それらのうちどこに比重を置いたことで参加

者にどのような効果がみられたのかをふりか

えることができるキーワードである。松村（8）

はそれを，①自己の成長②自然認識③他者と

交わる能力と表現し，参加者自身が体験した

活動に対して判定する方法をとっている。そ

れに対して本研究では，「今日の活動をふり

かえって自分の気持ちを表す言葉」を３つの

カテゴリーに分けるにあたり，２年次には３

名（内２名は本事業に関わったスタッフ，１

名は関わっていない），３年次には，10名

（内１名は本事業に関わったスタッフ，１名

はこの事業の内容がある程度わかるスタッ

フ，無作為に依頼した８名）で判定を行った。

その際，「自然」は人工と対比させた広範的

な意味を持つ自然とした。

判定の対象としたのは「今日の活動をふり

かえって自分の気持ちを表す言葉」のみで，

その下の「今日のどの活動が強く関係してい

るか」，「活動をふりかえってなぜそう感じた

か」，「その時だれと一緒だったか」の欄に記

述された内容を判定の材料とした。どのカテ

ゴリーに属するか判定された結果を度数で示

し，比重を検討した。

Ⅲ　研究と事業の実施

１　３年次の企画につなげた２年次の結果

（1）「今日の活動をふりかえって自分の気持

ちを表す言葉」について

図１は「自然」，「自己」，「他者」の３つの

カテゴリーを日にちごと度数で表し，８日間

の推移を図に表したものである。

図１　「今日の活動をふりかえって自分の気
持ちを表す言葉」を３つのカテゴリー
に分けたそれぞれの度数８日間の推移
（２年次）
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「自己」，「他者」の度数は８日間類似した

推移をみせる。そして，「自然」については

主な活動とした，「沢登り」と「いかだで花

山湖一周」を実施した３日目と６日目に高い

度数を示した。それらをふまえて特徴的なの

は，３日目と６日目の次の日である４日目と

７日目に「自己」「他者」それぞれの度数が

急に高くなっていることである。そのことか

ら，「自然」に比重がおかれた活動後，「自己」

「他者」に比重がおかれる傾向がある。

（2）IKR評定用紙を用いた調査について

14の下位尺度ごとにキャンプ前後の得点を

t検定によって比較した結果を表３に示した。

14のうち11の下位尺度において有意に得点が

向上した。

生きる力を構成する指標のうち下位尺度に

あたる「非依存」，「積極性」，「明朗性」，「交

友・協調」，「現実肯定」，「視野・判断」，「適

応行動」の７尺度は，中位の指標とされてい

る心理的社会的能力（6）を構成する。それら

７尺度すべての得点が向上したことは，本事

業がねらうところの「社会性を育む」ことに

関わっており，本事業が社会性を育む事業と

しての役割を果たしていることをこの結果は

示唆している。

（3）２年次の結果のまとめとそこから生じた

仮説

２年次に，以下の２つの結果が得られた。

①「自然」に比重がおかれた３日目（沢登

り）と６日目（いかだで花山湖一周）の

後，「自己」，「他者」に比重がおかれた

結果は，自然から影響を受けることが，

その後の自己との対峙や他者への関わり

に影響を及ぼしたことを示唆する。

②「非依存」，「積極性」，「交友・協調」等

７つの下位尺度で構成される中位の指標

である心理的社会的能力が向上した結果

は，本事業が参加者の社会性を育むこと

に貢献したことを示唆する。

以上の結果を受けて，「自然との関わりが

深い活動は，活動後の自分との対峙，他者と

の関わりを深め，社会性を育む」という仮説

が生じた。

（4）仮説をふまえた企画の観点

２年次で生じた仮説を受けて，以下の観点

をふまえて企画し，３年次の長期キャンプに

おいて仮説を検証することを試みた。

①「自然」に比重がおかれる活動，つまり，

参加者が自然からの影響を受けたと感じ

る活動の実施，増加，そしてそれに伴う

表３　「生きる力」各指標のキャンプ前後の比較（2004）

キャンプ前 キャンプ後
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 ｔ値

非依存 21.08 5.3 23.46 5.1 3.27***
積極性 21.19 5.9 23.65 5.4 3.23***
明朗性 21.73 6.3 23.92 5.3 2.68*
交友・協調 20.15 6.1 23.46 5.5 3.99***
現実肯定 22.58 5.1 24.08 4.9 2.56*
視野・判断 19.38 4.3 21.62 5.0 3.18***
適応行動 20.96 4.8 23.23 4.6 3.82***
自己規制 20.08 4.6 21.85 4.6 2.52*
自然への関心 20.65 5.5 23.54 5.2 3.60***
まじめ勤勉 21.81 4.7 23.15 4.6 2.00
思いやり 21.46 3.9 23.00 4.1 3.29***
日常的行動力 19.15 5.0 22.23 5.6 3.91***
身体的耐性 22.50 4.9 23.62 5.4 1.50
野外生活・技能 21.04 3.9 21.62 4.7 0.74

***p<.001 *p<.05
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期間の延長

②「自然」に比重がおかれる活動，つまり，

参加者が自然からの影響を受けたと感じ

る活動後，他者との関わり，自己との対

話を助長するための活動内容や時間設定

２３年次の実施

仮説を元にした企画の観点をふまえ，以下

の点を３年次の事業及び調査研究において実

施した。それを図示したものが図２である。

（1）事業について

①期間を７泊８日から１１泊１２日に変

更して実施した。

②「自然」に比重がおかれると捉えた活

動を，２年次が２つ（沢登り・いかだ

で花山湖１周）だったところから３つ

（沢登り・MTB・縦走登山）に増やし

た。

③２年次はベースキャンプ型だったとこ

ろを，参加者が自然からの影響を受け

たと感じる機会が増えるのではないか

と考え，３年次は移動キャンプ型に変

更した。

④②で示した主な活動の実施後，活動を

ふりかえり，ゆっくり考える時間とし

て自由時間やフリーデーを設定した。

（2）調査研究について

①「自然」「自己」「他者」というカテゴ

リーで分析を進めるためには，自己評

価項目に自然からの影響について質問

する項目が必要であると考え，作成し

た２項目を加えた（表２）。

図２　２年目から３年目の過程
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②①同様，「自然」「自己」「他者」という

カテゴリーで分析を進めるにあたり，

その精度を高めるために，「今日の活動

をふりかえって自分の気持ちを表す言

葉」を３つのカテゴリーに判別する判

定者を増やした。

③「IKR評定用紙」については，１年次同様

に実施した事前事後調査に加え，４ヶ月

後にも事後調査を実施し，日常に戻って

からの効果を継続して測定した。

３　調査研究の現実

（1）３年次に得られた結果から

IKR評定用紙での得点から，３年次の結果

では，14の下位尺度すべてにおいて，キャン

プ前とキャンプ後で得点が有意に変化したも

のはみられなかった。それを表４に表した。

さらに，自己評価項目得点と「今日の活動

をふりかえって自分の気持ちを表す言葉」の

度数を「自然」「自己」「他者」のカテゴリー

に分けて表した結果が，図３と図４である。

図３の自己評価項目については８項目を，表

２に示したように「自然」「自己」「他者」の

カテゴリーに分け，それぞれ参加者の得点の

平均値を算出したものである。そして，図４

の「今日の活動をふりかえって自分の気持ち

を表す言葉」についてはすでに述べたように，

得られた参加者の言葉を「自然」「自己」「他

者」のどれにあたるか判定し，その度数を示

したものである。

表４　「生きる力」各指標のキャンプ前後の比較（2005）

キャンプ前 キャンプ後
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 ｔ値

非依 21.97 4.9 22.20 4.6 0.20
積極性 22.12 5.2 22.03 4.5 0.08
明朗性 21.94 5.4 22.03 5.2 0.07
交友・協調 20.55 5.1 21.40 4.8 0.72
現実肯定 23.03 5.1 23.03 4.8 0.00
視野・判断 19.45 5.2 20.26 3.9 0.73
適応行動 21.82 3.6 21.89 4.0 0.07
自己規制 19.73 3.9 20.57 4.2 0.86
自然への関心 21.97 5.0 21.60 4.5 0.32
まじめ勤勉 23.39 3.4 22.37 3.9 1.15
思いやり 20.79 3.7 21.57 4.0 0.83
日常的行動力 20.73 4.1 20.80 4.7 0.07
身体的耐性 22.91 4.8 23.14 4.0 0.22
野外生活・技能 20.30 5.4 20.97 5.2 0.52

図３　８項目を自然・自己・他者に分けて12
日間の推移を示したもの（３年次）

図４　「今日の活動をふりかえって自分の気
持ちを表す言葉」を３つのカテゴリー
それぞれの12日間の推移（３年次）
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３年次には，「自然」「自己」「他者」とい

うカテゴリーを意識して分析をすすめること

で，仮説を検証することができればと考えた。

そのため，すでに述べたように，質問項目を

増やし，精度を高めるために判定者を増やし

たという経緯があった。しかしそのことで得

られたデータが増え，それに分析が追いつい

ておらず，２つをふまえて仮説の検証や新た

な示唆を得ることが困難になった。また，質

問項目の妥当性が明らかではないことも分析

を困難にしている。そこで，２年次と３年次

それぞれにおいて得られた「今日の活動をふ

りかえって自分の気持ちを表す言葉」を，３

つのカテゴリーに分けることにこだわらず，

その意味する内容にも着目して現在分析を進

めている。表５と図５はその結果の１部であ

る。

表５に，２年間の「今日の活動をふりかえ

って自分の気持ちを表す言葉」の度数，上位

10位を示した。２年次，３年次の両方におい

て，「たのしい」，「つかれた」，「がんばる

（った）」が，上位３位にあがっていることが

図５　「たのしい」と「つかれた」に強く関係している活動の度数を円の大きさで表したもの

表５　２年間の「今日の活動をふりかえって

自分の気持ちを表す言葉」上位10位
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興味深い。それについて，２年次には「たの

しい」が１位を占め，３年次には「つかれた」

が１位を占めたことから，それぞれを感じた

場面である，「今日のどの活動が強く関係し

ているか」に着目した。

図５は「たのしい」と「つかれた」が「今

日の活動をふりかえって自分の気持ちを表す

言葉」である時の，「今日のどの活動が強く

関係しているか」の欄に記入された活動の度

数を円の大きさで表したものである。図をみ

ると２年間の結果から，設定した主な活動お

いて参加者は「つかれた」と感じており，

「たのしい」と感じている場面や活動は多岐

にわたっていることがいえる。そこをさらに

踏み込んで，「活動をふりかえってなぜそう

感じたか」に着目し，分析を進めているとこ

ろである。

（2）分析の壁

２年次において，「自然」「自己」「他者」

の３つのカテゴリーを用いたことは，得られ

た結果を客観的にまとめることに貢献したと

考えられる。そこから３年次に調査項目や判

定の方法等を変更し，改善を目指したことで，

A４版１枚で得られたデータはさらに膨らん

だ。したがって，それを分析するためには改

めて方法を検討し，膨大な時間をかけ，結果

を丁寧にみていかないことには仮説の検証や

新たな示唆を得るまでには至らない。

一方，効果測定として用いたIKR評定用紙

での得点の分析は，統計の一定の手順を踏む

ことで客観性のある明らかな結果は導き出す

ことができる。しかし，３年次の結果のよう

に，事前事後で得点の平均値に差がみられな

かった場合，その結果にさらに踏み込んで分

析するのは困難である。したがってどちらも

一長一短であり，双方を実施したことは成果

として挙げられるが，分析を進めていくため

にはたくさんの「壁」が立ちはだかってい

る。

Ⅳ　成果と課題

本報告では，長期キャンプの実践者が事業

評価と調査研究を明確にし，実践者の視点を

大事に調査研究を進めた過程を示した。その

過程において得られた成果と課題は以下の通

りである。

（1）「ふりかえり用紙」について

参加者が１日をふりかえり，次につなげる

ために記入する日誌に調査用紙の役目を内包

したことは大きな成果である。しかしその内

容についてはまだ検討の余地がある。

自己評価項目は，簡易で時間をかけずに，

１日をふりかえっての結果を記入できるの

で，参加者への負担が少ないが，その反面妥

当性に乏しいということが挙げられる。

「今日の活動をふりかえって自分の気持ち

を表す言葉」については，端的に気持ちを表

した結果が得られると考えられるが，分析の

方法には改善の余地が多々ある。ここでは

「自然」「自己」「他者」の３つのカテゴリー

を用いて分析を進めることで客観性を持たせ

ようとし，それは成果としてあげられる。し

かし，その方法や手順を再検討する必要があ

る。

（2）調査全般について

尺度を用いての事前事後調査と，キャンプ

中の調査を併せて実施したことは成果に挙げ

られるが，得られた膨大なデータを，客観性

を損なわずに分析していくことが今後の大き

な課題である。

（3）全体的にみて

実践者が混同しやすい，事業評価と調査研

究を明確に捉え，客観性を高めようと新たな

調査を加えたことで，長期キャンプに伴う調

査研究として打ち出したことは成果として捉

えられる。さらに，２年次の事業で得られた

結果から生じた仮説の検証を目指して，３年

次の事業を企画，実施したことは実践と研究

の融合を目指した試みであり，その過程を経
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たことが大きな成果である。しかしその「２

年次の事業で得られた結果から生じた仮説」

については，仮説と謳って報告を進めてきた

ものの，仮説というより「予想」に近い内容

であったことが現時点では否めない。つまり，

裏付けされた事実より得られたものから仮定

した説ではなく，その一歩手前の，事実を裏

付けるためのデータの一つから予想した説に

向かって３年目の調査研究は進められてき

た。そのことから，仮説を立て，それを検証

するという調査研究としての第一原則に向か

うには仮説という土台自体がまだ脆いところ

があった。したがって今後は，事実に基づく

客観的なデータを収集，総合した，しっかり

とした土台となる仮説を元に調査研究の実施

を目指し，事業の実施との融合を図る。

Ⅴ　おわりに

２年次と３年次では対象である参加者も異

なり，実験室での実験のように同じ条件をそ

ろえることはできないことをふまえつつも，

仮説の検証を目指した実践をした。一つの事

業において調査し，それを元に事業評価をし，

次年度につなげていく過程はよりよい事業運

営のためには欠かせない。それをさらに，調

査研究として得られたデータを分析すること

で，仮説や理論を導き出し，それを検証する

ためのプログラムを企画し，それを実践し，

並行して調査研究を進める，それをまた分析

することで，仮説が検証され，新たな知見が

加わる。その道筋ができることによって，事

業の質も，事業によって得られる効果も，螺

旋状に上へ上へと伸びていくように，高まっ

ていくことが期待できる。そのような調査研

究と実践の融合は，実践者が研究者を兼ねる

ことができる青少年教育施設だからこそ実現

しやすいというところがある。そのためには

今後も，実践に関わる者が研究の視点を各々

の事業運営に持ち続け，調査研究と実践内容，

双方の質を高めていくことを目指すべきであ

ると考える。実践者として事業に思い入れが

あるからこそ，客観的なきびしい視点を持っ

て事業を測定評価し，そこから仮説や新たな

知見が得られたときにはそれを一般化すると

ころに向かって調査研究と実践を繰り返すこ

とができる。そこを目指すことで，青少年教

育施設の役割はさらに飛躍したものになるで

あろう。
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