「生きる力」とは？－知・徳・体バランスの取れた力
変化の激しいこれからの社会を生きるために，「確かな学力」，「豊かな人間性」，「健
康・体力」の知・徳・体をバランスよく育てることが大切であるとする教育理念です。

第１章

「学校教育における体験活動の意義」

学校教育における体験活動の意義

第１章

「確かな学力」

り，さまざまな問題に積極的に対応し，解決
する力

を理解する。
容

・青少年を取り巻く社会的環境や青少年の現状等を踏まえ，青少年の現代的課題と青少年問
題について理解する。

「健やかな身体」

自らを律しつつ，他人とともに協調し，

たくましく生きるための健康や体力

他人を思いやる心や感動する心など

・発達段階に配慮した体験活動の在り方と指導者に求められる役割や資質を理解する。

１節「青少年の現代的課題」

「生きる力」は，平成８年に旧文部省の中央教育審議会第一次答申「２１世紀を展望した
我が国の教育の在り方について」の中で，教育の新たな目的の一つとして初めて掲げられた

審議会には様々なものがありますが，これらの答申では，これまで，青少年をめぐる代表的な現代

映されています。今回新たに改訂された学習指導要領（平成２３年度から実施）にもこの理

的課題として以下のようなものが具体的数値データなどとともにあげられてきました。

念は受け継がれています。

○基本的生活習慣が身についていない。

青少年期に様々なことを直接体験することがなぜ重要なのでしょうか。ここでは，青少年の体験

○基礎的な体力の低下，運動能力が十分発達していない。

不足がもたらす問題点について，ますます情報化しグローバル化していく現代社会と人間関係性の

○対人関係が希薄で異年齢や異世代との交流がない。

変化という視点から少し考えてみましょう。

第４章

理念です。平成１４年度から実施（平成１０年に告示）された学習指導要領にこの理念が反
自然体験活動の技術

現代を生きる青少年をめぐる課題は多岐にわたっています。国の青少年育成にかかわる会議体や

第３章

プログラムの企画立案

・体験活動の教育的意義や学力との関係について理解する。

「豊かな人間性」

第２章

して，自ら考え，判断し，表現することによ

今日の社会的環境，児童の現状，発達段階を踏まえ，体験活動の意義と必要性，教育的効果
□内

教育課程と体験活動

基礎的な知識・技能を習得し，それらを活用

□ねらい

○自然体験等の直接体験が不足している。
近年のインターネットや携帯電話の普及は，世界中で情報化，グローバル化をさらに押し進めて

この他にも多くの課題や問題点が指摘されています。

に進んでいきます。なぜなら，知識基盤社会とか記号化社会とも呼ばれるデジタルな世界では，ど
こでも通用する共通な記号や数字，言語や知識があればそれを手段にして世界中で同じ情報を共有

急激な勢いで進む我が国の少子高齢化は，人口構造を大きく変えるばかりか，社会のあり方や政

しかし，情報化する社会は，世の中にこれまでなかった全く新しいコミュニケーションの形を生

小規模化するとともに，離婚や再婚家庭の増加，未婚率の上昇なども社会問題となっています。ま

み出す一方で，若者や青少年の集団における人間関係のあり方そのものにも大きな影響を及ぼしは

た，近年の経済不況の影響による，非正規雇用や転職の増加など，労働面における多様化・流動化

じめています。
その影響の一つとして，友達関係ができはじめる青少年期における人間関係の希薄化や友人関係

青少年の非行，不登校，ひきこもり，虐待，犯罪など様々な社会問題を深刻化させるとともに，近

の問題点をあげることができるでしょう。あらゆる物事がデジタル化し，ますますグローバル化し

年の若者の社会的自立の遅れを生じさせる大きな要因であるとされています。

便利になっていく社会は，一方で大きな危険性をもはらんでいます。デジタルでバーチャルな世界

す。中央教育審議会や生涯学習審議会などでは，これらの課題を解決するために必要なこととして
「生きる力」をはぐくむことや，生活体験，社会体験，自然体験の機会を増やすことの必要性を繰
り返し述べています。

が優先されるようになると，実際に体験することによって初めて得られる「経験知」（このような
知は，文字や記号では人には伝えにくいので「暗黙知」とか「知恵」とも呼ばれています。）とか，
各地域の個別性や文化的差異，人と人との感じ方の違いや感性の違い，価値観の違いなど，数値な
どでデジタル化しにくい物事は，時には軽視され排除される方向に進むこともあるからです。仲間
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をも生み出しています。既に多くの答申などで指摘されているように，これら多くの社会的問題が

第６章

治・経済・文化に至るまで，あらゆる分野に大きな影響を及ぼしはじめています。家庭はますます

これらの諸課題のうち，特に強く指摘されているのが直接的な体験の不足と対人関係の希薄さで



することができるからです。

第５章

います。社会全体が情報化されデジタル化されればされるほど，世界は急激にグローバル化の方向

体験活動の指導法

○学習意欲や勤労意欲が低く，コミュニケーション能力が低下している。

「生きる力」とは？－知・徳・体バランスの取れた力
変化の激しいこれからの社会を生きるために，「確かな学力」，「豊かな人間性」，「健
康・体力」の知・徳・体をバランスよく育てることが大切であるとする教育理念です。

第１章

「学校教育における体験活動の意義」

学校教育における体験活動の意義

第１章

「確かな学力」

り，さまざまな問題に積極的に対応し，解決
する力

を理解する。
容

・青少年を取り巻く社会的環境や青少年の現状等を踏まえ，青少年の現代的課題と青少年問
題について理解する。

「健やかな身体」

自らを律しつつ，他人とともに協調し，

たくましく生きるための健康や体力

他人を思いやる心や感動する心など

・発達段階に配慮した体験活動の在り方と指導者に求められる役割や資質を理解する。

１節「青少年の現代的課題」

「生きる力」は，平成８年に旧文部省の中央教育審議会第一次答申「２１世紀を展望した
我が国の教育の在り方について」の中で，教育の新たな目的の一つとして初めて掲げられた

審議会には様々なものがありますが，これらの答申では，これまで，青少年をめぐる代表的な現代

映されています。今回新たに改訂された学習指導要領（平成２３年度から実施）にもこの理

的課題として以下のようなものが具体的数値データなどとともにあげられてきました。

念は受け継がれています。

○基本的生活習慣が身についていない。

青少年期に様々なことを直接体験することがなぜ重要なのでしょうか。ここでは，青少年の体験

○基礎的な体力の低下，運動能力が十分発達していない。

不足がもたらす問題点について，ますます情報化しグローバル化していく現代社会と人間関係性の

○対人関係が希薄で異年齢や異世代との交流がない。

変化という視点から少し考えてみましょう。

第４章

理念です。平成１４年度から実施（平成１０年に告示）された学習指導要領にこの理念が反
自然体験活動の技術

現代を生きる青少年をめぐる課題は多岐にわたっています。国の青少年育成にかかわる会議体や

第３章

プログラムの企画立案

・体験活動の教育的意義や学力との関係について理解する。

「豊かな人間性」

第２章

して，自ら考え，判断し，表現することによ

今日の社会的環境，児童の現状，発達段階を踏まえ，体験活動の意義と必要性，教育的効果
□内

教育課程と体験活動

基礎的な知識・技能を習得し，それらを活用

□ねらい

○自然体験等の直接体験が不足している。
近年のインターネットや携帯電話の普及は，世界中で情報化，グローバル化をさらに押し進めて

この他にも多くの課題や問題点が指摘されています。

に進んでいきます。なぜなら，知識基盤社会とか記号化社会とも呼ばれるデジタルな世界では，ど
こでも通用する共通な記号や数字，言語や知識があればそれを手段にして世界中で同じ情報を共有
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しかし，情報化する社会は，世の中にこれまでなかった全く新しいコミュニケーションの形を生

小規模化するとともに，離婚や再婚家庭の増加，未婚率の上昇なども社会問題となっています。ま

み出す一方で，若者や青少年の集団における人間関係のあり方そのものにも大きな影響を及ぼしは

た，近年の経済不況の影響による，非正規雇用や転職の増加など，労働面における多様化・流動化

じめています。
その影響の一つとして，友達関係ができはじめる青少年期における人間関係の希薄化や友人関係

青少年の非行，不登校，ひきこもり，虐待，犯罪など様々な社会問題を深刻化させるとともに，近

の問題点をあげることができるでしょう。あらゆる物事がデジタル化し，ますますグローバル化し

年の若者の社会的自立の遅れを生じさせる大きな要因であるとされています。

便利になっていく社会は，一方で大きな危険性をもはらんでいます。デジタルでバーチャルな世界

す。中央教育審議会や生涯学習審議会などでは，これらの課題を解決するために必要なこととして
「生きる力」をはぐくむことや，生活体験，社会体験，自然体験の機会を増やすことの必要性を繰
り返し述べています。

が優先されるようになると，実際に体験することによって初めて得られる「経験知」（このような
知は，文字や記号では人には伝えにくいので「暗黙知」とか「知恵」とも呼ばれています。）とか，
各地域の個別性や文化的差異，人と人との感じ方の違いや感性の違い，価値観の違いなど，数値な
どでデジタル化しにくい物事は，時には軽視され排除される方向に進むこともあるからです。仲間
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をも生み出しています。既に多くの答申などで指摘されているように，これら多くの社会的問題が

第６章

治・経済・文化に至るまで，あらゆる分野に大きな影響を及ぼしはじめています。家庭はますます

これらの諸課題のうち，特に強く指摘されているのが直接的な体験の不足と対人関係の希薄さで



することができるからです。

第５章

います。社会全体が情報化されデジタル化されればされるほど，世界は急激にグローバル化の方向

体験活動の指導法

○学習意欲や勤労意欲が低く，コミュニケーション能力が低下している。

２節「体験活動の効果と教育的意義」

思いを互いに直接出し合うことを通してはぐくまれていくものですが，今この関係づくりでつまず

す。独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターによる「青少年の自然体験活動等に関

く子どもが出てきています。また，会話中心だった情報のやりとりや友人との対話もお互いに顔を

する実態調査」
（表１－１）では，自然体験に関する９つの質問について，
「何度もある」
「少しある」

合わせることもなく，メールの画面上で行うという青少年も増え続けています。青少年の課題の一

「ほとんどない」で回答を求めたところ，
「ほんどない」という回答が 50 パーセントを超えた体験は，

つでもある友人関係の希薄化やコミュニケーション能力の低下という現象にはこのようなデジタ

平成 10 年度の調査では「ロープウェイやリフトを使わずに高い山に登ったこと」１項目だけだっ

ル化していく現代世界という社会的背景も要因となっているのではないかと推察されます。

たのに対し，平成 17 年度の調査では，
「大きな木に登ったこと」「ロープウェイやリフトを使わず
に高い山に登ったこと」「キャンプをしたこと」の３項目に増えています。また，質問した９項目

これらの弊害をなくすためには，この情報溢れる世界にあって，青少年が自らの目で確かな情報

すべてにおいて，「何度もある」

を見極めることや課題を自ら見つけ解決していく能力，他者を受け入れつつ自己の考えや気持ちを

と「少しある」を合わせた割合

相手に直接伝えるコミュニケーション能力など，すなわち「生きる力」が必要となってきています。

が減少し，中でも「海や川で貝

現代を生きる青少年にはこれらの能力を身につけていく必要性がありますが，そのためには，教育

を取ったり魚を釣ったりしたこ

を育成するような直接体験を通して学んでいく場と機会を子どもたちに意図的に提供する必要が

などの昆虫をつかまえたこと」，

あります。「小学校長期自然体験活動支援プロジェクト」は，このような青少年の体験が不足し問

「海や川で泳いだこと」といっ
た体験の減少率が大きいことが
報告されています。

青少年期は，人格の基礎が形成され，大人となるための準備期間として，きわめて重要な期間

昨今，こうした体験不足の状

次代の担い手として未来への希望を託す貴重な存在である青少年の健全な育成のためには，社会総

きな課題の一つであるという認

がかりで取組を進めることが必要です。しかしながら，青少年に対する教育はそのほとんどが学校中

識が進み，様々な国の答申等に

心となっており，また，教員も授業時数を確保することやその仕事量の多さに，実際には子どもた

おいて体験活動の充実を図るこ

ちの体験活動の充実にまで手が回らない状況が続いています。また，地域では，かつて見られたよ

とが求められるようになってい

うな地域の教育力は落ち込み，その期待される役割と機能を十分に果たしていない状況にあります。

ます。

チョウやトンボ，バッタなど
の昆虫をつかまえたこと

30.9

18.7

H17

35.1

30.0

34.9

海や川で貝を取ったり，魚を
釣ったりしたこと

H10

41.9

36.5

21.6

H17

26.9

32.8

40.3

H10

24.2

32.5

43.3

53.6

H17

19.0

27.4

ロープウェイやリフトを使わ
ずに高い山に登ったこと

H10

14.0

32.9

53.1

H17

9.6

21.7

68.7

太陽が昇るところや沈むとこ
ろを見たこと

H10

23.4

43.1

33.6

H17

19.5

37.3

43.1

夜空いっぱいに輝く星をゆっ
くり見たこと

H10

33.2

44.5

22.2

H17

26.0

38.9

35.1

野鳥を見たり，鳴く声を聞い
たこと

H10

38.6

36.4

25.0

H17

29.6

36.0

34.4

H10

60.1

30.1

9.8

H17

41.8

32.3

26.0

H10

27.4

34.4

38.2

H17

19.6

27.5

52.8

海や川で泳いだこと
キャンプをしたこと

第４章

況は，現代を生きる青少年の大

ほとんどな　 い

50.4

自然体験活動の技術

であり，年齢によって程度や内容は異なるものの，家族や社会の支援が欠かせない時期です。また，

自然体験

題となっているという社会的背景から生まれてきました。

少しある

H10

大きな木に登ったこと

調査年 何度もある

第３章

と」「チョウやトンボ，バッタ

項目

プログラムの企画立案

のあり方も，従来型の知識の伝達や文化規範の継承だけでは不十分であり，課題の探求や解決能力

表１－１ 自然体験の実態「青少年の自然体験活動等に関する実態調査」
Ｈ１７国立オリンピック記念青少年総合センター

第２章

子どもたちの体験の不足，特に自然体験については，調査からもその現状が明らかになっていま

教育課程と体験活動

しまうという弊害も生まれつつあるように思われます。本来であれば，友達関係はお互いの感情や

第１章

性を意図的に保ったり，逆に友人関係を作ることを拒んだり，あるいは，まったく作れなくなって

学校教育における体験活動の意義

との情報の共有化や周りとの共通性を過度に意識するあまりに，表面的であたりさわりのない関係

このような社会的状況の中で，不足している子どもたちの体験活動を充実させるためにも，また，
活動の重要なポイントは，子どもの「学び」の過程を，次のようにとらえられる点にあります。

ているところです。

図１－１

体験活動における「学び」の過程

体験は学びの土台・出発点であり，五感を通して対象を知る体験的な活動は，子どもたちの思考を
活性化させ，学ぶことの喜びや意欲を生み出すことにつながっていくといえます。これを裏付ける
ように「自然に触れる体験をしたあと，勉強に対してやる気が出る子どもが増える」という調査結
果も報告されています（図１－２「学習意欲に関する調査研究」平成 14 年文部科学省）。
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第６章

「どうして？」と考えを深め，実際の生活や社会，自然の在り方について学んでいきます。つまり，

安全管理

具体的な体験や事物との関わりを通して，子どもたちは感動したり，驚いたりしながら，
「なぜ？」

10

第５章

よる自然体験活動の指導者養成事業は，大変有効な取り組みであり，その効果が各方面で期待され

体験活動の充実を図っていくためには，まず，その意義について理解することが大切です。体験

体験活動の指導法

学校や地域の教育力を充実させていくためにも，「小学校長期自然体験活動支援プロジェクト」に

２節「体験活動の効果と教育的意義」

思いを互いに直接出し合うことを通してはぐくまれていくものですが，今この関係づくりでつまず

す。独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターによる「青少年の自然体験活動等に関

く子どもが出てきています。また，会話中心だった情報のやりとりや友人との対話もお互いに顔を

する実態調査」
（表１－１）では，自然体験に関する９つの質問について，
「何度もある」
「少しある」

合わせることもなく，メールの画面上で行うという青少年も増え続けています。青少年の課題の一

「ほとんどない」で回答を求めたところ，
「ほんどない」という回答が 50 パーセントを超えた体験は，

つでもある友人関係の希薄化やコミュニケーション能力の低下という現象にはこのようなデジタ

平成 10 年度の調査では「ロープウェイやリフトを使わずに高い山に登ったこと」１項目だけだっ

ル化していく現代世界という社会的背景も要因となっているのではないかと推察されます。

たのに対し，平成 17 年度の調査では，
「大きな木に登ったこと」「ロープウェイやリフトを使わず
に高い山に登ったこと」「キャンプをしたこと」の３項目に増えています。また，質問した９項目

これらの弊害をなくすためには，この情報溢れる世界にあって，青少年が自らの目で確かな情報

すべてにおいて，「何度もある」

を見極めることや課題を自ら見つけ解決していく能力，他者を受け入れつつ自己の考えや気持ちを

と「少しある」を合わせた割合

相手に直接伝えるコミュニケーション能力など，すなわち「生きる力」が必要となってきています。

が減少し，中でも「海や川で貝

現代を生きる青少年にはこれらの能力を身につけていく必要性がありますが，そのためには，教育

を取ったり魚を釣ったりしたこ

を育成するような直接体験を通して学んでいく場と機会を子どもたちに意図的に提供する必要が

などの昆虫をつかまえたこと」，

あります。「小学校長期自然体験活動支援プロジェクト」は，このような青少年の体験が不足し問

「海や川で泳いだこと」といっ
た体験の減少率が大きいことが
報告されています。

青少年期は，人格の基礎が形成され，大人となるための準備期間として，きわめて重要な期間

昨今，こうした体験不足の状

次代の担い手として未来への希望を託す貴重な存在である青少年の健全な育成のためには，社会総

きな課題の一つであるという認

がかりで取組を進めることが必要です。しかしながら，青少年に対する教育はそのほとんどが学校中

識が進み，様々な国の答申等に

心となっており，また，教員も授業時数を確保することやその仕事量の多さに，実際には子どもた

おいて体験活動の充実を図るこ

ちの体験活動の充実にまで手が回らない状況が続いています。また，地域では，かつて見られたよ

とが求められるようになってい

うな地域の教育力は落ち込み，その期待される役割と機能を十分に果たしていない状況にあります。

ます。

チョウやトンボ，バッタなど
の昆虫をつかまえたこと
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H17

35.1

30.0

34.9

海や川で貝を取ったり，魚を
釣ったりしたこと
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26.9
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40.3
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33.6

H17

19.5
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33.2

44.5

22.2

H17

26.0
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たこと
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キャンプをしたこと
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自然体験活動の技術

であり，年齢によって程度や内容は異なるものの，家族や社会の支援が欠かせない時期です。また，

自然体験

題となっているという社会的背景から生まれてきました。

少しある

H10

大きな木に登ったこと

調査年 何度もある
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と」「チョウやトンボ，バッタ

項目

プログラムの企画立案

のあり方も，従来型の知識の伝達や文化規範の継承だけでは不十分であり，課題の探求や解決能力

表１－１ 自然体験の実態「青少年の自然体験活動等に関する実態調査」
Ｈ１７国立オリンピック記念青少年総合センター

第２章

子どもたちの体験の不足，特に自然体験については，調査からもその現状が明らかになっていま

教育課程と体験活動

しまうという弊害も生まれつつあるように思われます。本来であれば，友達関係はお互いの感情や

第１章

性を意図的に保ったり，逆に友人関係を作ることを拒んだり，あるいは，まったく作れなくなって

学校教育における体験活動の意義

との情報の共有化や周りとの共通性を過度に意識するあまりに，表面的であたりさわりのない関係

このような社会的状況の中で，不足している子どもたちの体験活動を充実させるためにも，また，
活動の重要なポイントは，子どもの「学び」の過程を，次のようにとらえられる点にあります。

ているところです。

図１－１

体験活動における「学び」の過程

体験は学びの土台・出発点であり，五感を通して対象を知る体験的な活動は，子どもたちの思考を
活性化させ，学ぶことの喜びや意欲を生み出すことにつながっていくといえます。これを裏付ける
ように「自然に触れる体験をしたあと，勉強に対してやる気が出る子どもが増える」という調査結
果も報告されています（図１－２「学習意欲に関する調査研究」平成 14 年文部科学省）。
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「どうして？」と考えを深め，実際の生活や社会，自然の在り方について学んでいきます。つまり，

安全管理

具体的な体験や事物との関わりを通して，子どもたちは感動したり，驚いたりしながら，
「なぜ？」
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よる自然体験活動の指導者養成事業は，大変有効な取り組みであり，その効果が各方面で期待され

体験活動の充実を図っていくためには，まず，その意義について理解することが大切です。体験

体験活動の指導法

学校や地域の教育力を充実させていくためにも，「小学校長期自然体験活動支援プロジェクト」に

集—体験のススメ—「平成 17，18 年

に，高い教育効果が期待されることなどから，学校の実態や児童の発達の段階を考慮しつつ，一定

度豊かな体験活動推進事業より」』（平

期間（例えば１週間（５日間）程度）にわたって行うことが望まれる」と明記されています。この

成 20 年１月）でも，「体験活動は，豊

ことが，小学校長期自然体験活動支援プロジェクトによる自然体験活動の指導者養成事業の実施に

かな人間性，自ら学び，自ら考える力な

つながってくるのです。
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泊活動においては，望ましい人間関係を築く態度の形成などの教育的な意義が一層深まるととも

学校教育における体験活動の意義

文部科学省がまとめた『体験活動事例

どの生きる力の基盤，子どもの成長の糧
思考や実践の出発点あるいは基盤として，

も必要となります。前述の「体験活動事例集—体験のススメ—」の中では，国立妙高青少年自然の

あるいは，思考や知識を働かせ，実践し

家が「ＩＫＲ評定用紙（簡易版）」を用いて長期集団宿泊活動に参加した児童の「生きる力」の変

て，よりよい生活を創り出していくため

図１－２ 平成 14 年文部科学省委嘱研究「学習意欲に関する調査研究」
自然に触れる体験をしたとき勉強に対してやる気になるか

に体験が必要である」として，体験活動

容を測定した結果を示し，「昨今指摘される子どもの対人関係面や意欲面での課題を考えると，特
に自然の中での長期自然体験活動が効果をあげるのではないか」とした事例を紹介しています。
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長期の集団宿泊活動を推進していくためには，教育的な効果を実証し，関係者に伝えていくこと

教育課程と体験活動

としての役割が期待されている。つまり，

の具体的効果を次のように示しています。
「IKR 評定用紙（簡易版）」とは
生きる力の変容を把握するために開

○思考や理解の基盤作り

発された，２８項目からなるアンケー

○教科等の「知」の総合化と実践化

トです。

○自己との出会いと成就感や自尊感情の獲得

筑波大学の橘直隆教授，信州大学の
平 野 吉 直 教 授 等 が 開 発 し た「 Ｉ Ｋ Ｒ

○豊かな人間性や価値観の形成

（IKiRu） 評 定 用 紙 」（14 下 位 指 標 × ５
項目＝ 70 項目）を基に，事業を運営し

非依存
積極性

交友・協調

（得点範囲）

現実肯定

14～84点

ながらでも簡便にアンケート調査が実
体験活動の充実については，法律に
も規定されています。平成 13 年に学

第二十一条

校教育法と社会教育法が改正され，学
校教育と社会教育が相まって体験活動

二

から，自然体験活動をはじめ，多様な
体験活動の充実を図ることが規定され
ました。
また，平成 18 年に教育基本法が改
正され，新たに「教育の目標」が規定

は「心理的社会的能力」
（１４項目），
「徳

学校内外における自然体験活動を促進し，生命
及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄

項目）の３つの能力で子どもたちの「生

与する態度を養うこと。

きる力」を測定します。回答は，質問
項 目 ご と に「 と て も よ く あ て は ま る 」

学校教育法
第三十一条

育的能力」（８項目），
「身体的能力」（６

小学校においては，前条第一項の規定による目

から「まったくあてはまならない」ま

標の達成に資するよう，教育指導を行うに当た

での６段階（１～６点）で○を付ける

り，児童の体験的な学習活動，特にボランティア
活動など社会奉仕活動，自然体験活動その他の体
験活動の充実に努めるものとする。この場合にお
いて，社会教育関係団体その他の関係団体及び関
係機関との連携に十分配慮しなければならない。

つに，学校内外における自然体験活動の促進が規定されました。
平成 20 年 3 月に公示された新しい小学校学習指導要領では，集団宿泊活動や自然体験活動，

だけですので，短い時間に簡単に調査
することができます。

自己規制
徳育的
能力
（得点範囲）
8～48点

自然への
関心
まじめ
勤勉
思いやり

身体的
能力
（得点範囲）
6～36点

日常的
行動力
身体的
耐性
野外技能・
生活

また，平成 20 年度に農山漁村で宿泊体験活動を実施した全国１７８の小学校を対象に文部科学
省が実施した調査では，長期の宿泊体験は「人間関係・コミュニケーション能力」「自主性・自立心」
「マナー・モラル・心の成長」のほか，宿泊体験活動との関連が一般にあまり意識されていないい

ボランティア活動などを推進する姿勢が，これまで以上に強く打ち出されています。公示後に示さ

じめや不登校等の問題行動にも効果があることが報告されています。
（「農山漁村での長期宿泊体験

れた小学校学習指導要領解説（特別活動編）には，「特に，児童の発達の段階や人間関係の希薄化

による教育効果の評価結果について」文部科学省・平成 21 年 11 月

や自然体験の減少といった児童を取り巻く状況の変化を踏まえると，小学校段階においては，自然

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/11/_287615.htm）。

の中での集団宿泊活動を重点的に推進することが望まれる」と述べられており，さらに，「集団宿
12
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法が改正され，「義務教育の目標」の一

規定する目的を実現するため，次に掲げる目標を

適応行動

第６章

されました。平成 19 年には学校教育

目に絞り込んだアンケートです。質問

第５章

性や豊かな人間性などをはぐくむ観点

施できるように，表１－２に示す 28 項

法（平成18年法律第120号）第５条第２項に
達成するよう行われるものとする。（略）

視野・判断

体験活動の指導法

を促進し，児童生徒及び青少年の社会

義務教育として行われる普通教育は，教育基本

明朗性

心理的
社会的
能力

調査項目
いやなことは，いやとはっきり言える
小さな失敗をおそれない
自分からすすんで何でもやる
前むきに，物事を考えられる
だれにでも話しかけることができる
失敗しても，立ち直るのがはやい
多くの人に好かれている
だれとでも仲よくできる
自分のことが大好きである
だれにでも，あいさつができる
先を見通して，自分で計画が立てられる
自分で問題点や課題を見つけることがで
きる
人の話しをきちんと聞くことができる
その場にふさわしい行動ができる
自分勝手な，わがままを言わない
お金やモノのむだ使いをしない
花や風景などの美しいものに，感動できる
季節の変化を感じることができる
いやがらずに，よく働く
自分に割り当てられた仕事は，しっかりとやる
人のために何かをしてあげるのが好きだ
人の心の痛みがわかる
早寝早起きである
からだを動かしても，疲れにくい
暑さや寒さに，まけない
とても痛いケガをしても，がまんできる
ナイフ・包丁などの刃物を，上手に使える
洗濯機がなくても，手で洗濯できる
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○基礎的な体力や心身の健康の保持増進

下位能力

自然体験活動の技術

○社会性や共に生きる力の育成

上位能力
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○問題発見や問題解決能力の育成

表１－２ 「IKR 評定用紙（簡易版）」の項目
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法が改正され，「義務教育の目標」の一

規定する目的を実現するため，次に掲げる目標を

適応行動

第６章

されました。平成 19 年には学校教育

目に絞り込んだアンケートです。質問

第５章

性や豊かな人間性などをはぐくむ観点

施できるように，表１－２に示す 28 項

法（平成18年法律第120号）第５条第２項に
達成するよう行われるものとする。（略）

視野・判断

体験活動の指導法

を促進し，児童生徒及び青少年の社会

義務教育として行われる普通教育は，教育基本

明朗性

心理的
社会的
能力
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自分で問題点や課題を見つけることがで
きる
人の話しをきちんと聞くことができる
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自分勝手な，わがままを言わない
お金やモノのむだ使いをしない
花や風景などの美しいものに，感動できる
季節の変化を感じることができる
いやがらずに，よく働く
自分に割り当てられた仕事は，しっかりとやる
人のために何かをしてあげるのが好きだ
人の心の痛みがわかる
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とても痛いケガをしても，がまんできる
ナイフ・包丁などの刃物を，上手に使える
洗濯機がなくても，手で洗濯できる

第４章

○基礎的な体力や心身の健康の保持増進

下位能力

自然体験活動の技術

○社会性や共に生きる力の育成

上位能力

第３章

○問題発見や問題解決能力の育成

表１－２ 「IKR 評定用紙（簡易版）」の項目

プログラムの企画立案

○現実の世界や生活などへの興味・関心，意欲の向上

動を充実させることが求められていることを受け，文部科学省では平成１４年度から，小・中・
高等学校等における豊かな体験活動の円滑に展開させることを目的に，「豊かな体験活動推進
事業」（初等中等教育局児童生徒課主管）を実施し，体験活動を実施する地域や学校で他校の
モデルとなるような取り組みを行なっています。

のあり方について述べていきます。

（１）精神的発達の特徴と指導上の留意点
①精神的発達の特徴
この時期の子どもに見られる精神的行動特性として以下の点が挙げられます。

校」が新設され，小学校における農山漁村での農林漁業体験や自然体験，地域の人との交流を
ａ．自己意識の発達

行う１週間程度の宿泊体験活動を推進しています。

自分自身が他人からどのように見られているかということを意識するため，「他の人と同じ

第２章

「子ども農山漁村交流プロジェクト」の一環として「農山漁村におけるふるさと生活体験推進

本節では 10 歳から 12 歳の子どもの発達の特徴を概説し，その発達段階を踏まえた体験活動

教育課程と体験活動

同事業では平成２０年度から，文部科学省，総務省，農林水産省の三省が連携して実施する

３節「発達段階に応じた体験活動のあり方」

第１章

子どもたちが豊かな人間性や社会性などをはぐくむために，学校教育における様々な体験活

学校教育における体験活動の意義

文部科学省「豊かな体験活動推進事業」

は嫌だ」という顕示性や「目立ちたくない」という羞恥心が強くなります。顔や体型，服装に
敏感になり，他人と同じ服装や持ち物を持つことを拒むことがあります。また，グループや学

ソシオメトリックテスト（「誰と一緒に遊びたいか３人挙げよ」というような質問により集
団構造を明らかにする検査法）による研究では，小学校３，４年生頃から仲の良いものどうし

第３章

ｂ．他者，友人への認識の変化

プログラムの企画立案

級を代表して大勢の前で発表をすることをストレス（負担）に感じる子どももいます。

でグループが固定化する傾向になると言われています。思春期に近づく 10 歳前後あたりか

ます。しかし，思春期になると同年齢で同じ性であることが優位であった関係が，自分と共通
する興味や関心を持つ類似性を重視する仲間関係へと徐々に変化を見せ，さらに年齢が進むと
その類似性の中で互いの相違を認め合う関係に発展していくようになります。（井森澄江，
「子
文部科学省ホームページ「平成 22 年度予算（案）主要事項の説明－豊かな体験活動推進事業」より

第３章『仲間関係と発達』」，東京大学出版，1997，pp63）

ここ数年の全国調査等では，青少年の精神的発達に関わる傾向として次の点が指摘されてい
ます。
○学習や努力することに希望や価値を見いだせず意欲を持てない。

第５章

2008

体験活動の指導法

ｃ．精神的発達に関わる現代的課題

＜参考文献＞
「体験を通して学ぶ教科学習のすすめ」 国立青少年教育振興機構

どもの社会的発達

第４章

言葉やルールを用いて仲間同士の結束を高めたり，他のグループと対抗したりするようになり

自然体験活動の技術

ら，子どもたちは同年齢・同姓の少人数グループを作るようになり，仲間の中だけで通用する

○自分が傷つくことを恐れ，他人とのコミュニケーションを回避する。
○親が干渉しすぎであることや，失敗を恐れ自分自身で決定することをせず，他人任せで
安全管理

②指導上の留意点
体験活動を指導する際は，これら小学校高学年以降に見られる精神的発達の特徴を踏まえ，現
代の子どもに不足している部分を補うような体験を用意するとともに，以下の点に留意して指導
していくことが重要です。
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あり，言われたことだけに取り組む。
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体験活動を指導する際は，これら小学校高学年以降に見られる精神的発達の特徴を踏まえ，現
代の子どもに不足している部分を補うような体験を用意するとともに，以下の点に留意して指導
していくことが重要です。

14
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第６章

あり，言われたことだけに取り組む。

○個人の興味や関心に応じて，体験を広く選択できる機会を設ける。

この時期の身体的発達は，発生時期や変化の大きさに男女差，個人差があるため，一人ひとりの
発達状況に応じた支援が必要です。

○日常と異なる人間関係の中で他人と共同して行う機会を設け，新たな人間関係を構築す
以上のように，10 歳から 12 歳の子どもを対象とした体験活動では，この時期にかけて大きく

る機会をつくる。

発達することを伸ばしつつ，現代の子どもに不足している部分を補うような体験を用意することが

○今までにない体験により，挑戦の機会を作り，意欲的に取り組む支援をする。

大切です。また，発達には個人差があることを念頭に，一人ひとりに配慮した支援が必要になります。
る傾向にあることから，身体と身体が触れ合うような活動や，相手の言動に対して意見を言わせる

（２）身体的発達の特徴と指導上の留意点

ような活動を行う際は，軽微なことから段階を経るなどの配慮が必要です。

①身体的発達の特徴

第２章

また，この年齢期は“自分がどのように他人から見られているか”ということを特に強く意識す

教育課程と体験活動

○集団の状況や一人ひとりの性格に配慮しつつ，人前で自分を表現する機会を設定する。

第１章

○体験活動における自分自身の行動や考えを深くふりかえる機会を設ける。

学校教育における体験活動の意義

導者は子ども一人ひとりの言動に十分に気を配る必要があります。

この時期の子どもに見られる身体的発達の特徴として，以下の点が挙げられます。

10 歳ごろからは，身長や体重が急激な伸びを示します。特に女子の方が発達が早いと言わ
れており，10 歳，11 歳の平均身長は男子より高くなっています。また，女子の第二次性徴
の大きな特徴として脂肪がつきやすいことが挙げられます。これらの変化は個人差があるもの
の，急激な体型の変化を伴うため，外見や体重を必要以上に気にする傾向が特に女子に多く見

第３章

プログラムの企画立案

ａ．身長・体重の発達と成人の身体への変化

られます。また，急激な身体の成長に伴う関節の痛み，いわゆる「成長痛」が生じることもこ
㈶日本学校保健会が小学校５，６年生を対象に行なった調査では，
「やせたいと思う」と回答
した児童が，女子で約 46％，男子で約 26％いることが報告されています（財団法人日本学
校保健会，「平成 18 年度児童生徒の健康状態サーベイランス事業報告書」，2008，pp45）。
また，ベネッセ教育研究所が小学校 4 年生から 6 年生を対象に実施した同様の調査でも，

第４章

自然体験活動の技術

の時期の身体的発達に伴う特徴として挙げられます。

男子の約 40％，女子の約 60％が「やせたい」と回答しており，どちらも女子で高い値を示
しています（ベネッセ教育研究所，
「子どものやせ願望

－見た目を気にする子どもたち」，モ

ｂ．筋肉や循環器系の発達
この時期は，身体内部においても著しい発達を示します。筋肉の長さ・太さが増加し，筋力
が向上します。さらに，心臓の容積が増し，心筋が発達することで循環器系の発達も顕著です。

第５章

体験活動の指導法

ノグラフ・小学生ナウ Vol.21-2，ベネッセコーポレーション，2001）。

これら筋力や循環器系の発達により，自力での移動速度や持久力が増すため，活動の範囲が広
がり，多様な活動が可能となります。

身体的発達に伴うからだの変化は，健全な成長の証として周りの大人にとっては喜ばしいことで
すが，あまりに急激な変化に，心も身体も対応できない子どもがいるということを知っておく必要
があります。特に他の子より早く成長する場合などは，恥ずかしいと感じている子どもがいること
に配慮し，外見や容姿に関する話題には十分な注意が必要です。
また，多様な活動が可能になる半面，自分自身の行動をコントロールする心の発達が未熟な場合
が多く，安全面への配慮が行き届かないことがあります。安全で，無理のない活動となるよう，指
16
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第３章

プログラムの企画立案

ａ．身長・体重の発達と成人の身体への変化

られます。また，急激な身体の成長に伴う関節の痛み，いわゆる「成長痛」が生じることもこ
㈶日本学校保健会が小学校５，６年生を対象に行なった調査では，
「やせたいと思う」と回答
した児童が，女子で約 46％，男子で約 26％いることが報告されています（財団法人日本学
校保健会，「平成 18 年度児童生徒の健康状態サーベイランス事業報告書」，2008，pp45）。
また，ベネッセ教育研究所が小学校 4 年生から 6 年生を対象に実施した同様の調査でも，

第４章

自然体験活動の技術
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第５章

体験活動の指導法

ノグラフ・小学生ナウ Vol.21-2，ベネッセコーポレーション，2001）。
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すが，あまりに急激な変化に，心も身体も対応できない子どもがいるということを知っておく必要
があります。特に他の子より早く成長する場合などは，恥ずかしいと感じている子どもがいること
に配慮し，外見や容姿に関する話題には十分な注意が必要です。
また，多様な活動が可能になる半面，自分自身の行動をコントロールする心の発達が未熟な場合
が多く，安全面への配慮が行き届かないことがあります。安全で，無理のない活動となるよう，指
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第６章

安全管理

②指導上の留意点

（１）学校現場の実情

□豊富な自然体験活動の経験を有していること

学校の集団宿泊活動を効果的に展開していくためには，学校の先生以外に外部から活動をサポー
トする指導者（以下，
「外部指導者」という。）の存在が必要であることは前節までに触れてきました。
しかしながら，集団宿泊活動を実施する主体は，あくまでも学校であることを認識する必要があり

導者が担う部分とを明確にし，上手に役割を分担しておく必要があります。そのためには，事前に
良く話し合い，学校の先生方が苦手とすることを把握した上で，外部指導者に求められていること
を明確にしておくことが重要です。

□活動（プログラム）の企画，運営，評価についての知識・技術があること
□対象者（児童生徒や教職員）やスタッフの健康・安全を管理する（リスクマネジメント）知識・
技術があること
□発達段階に応じた体験活動の持ち方についての知識・技術があること
子ども及び学校の先生と関わるための知識・技術
□個人の成長やグループの成長を促進するカウンセリングやグループワークの方法について

第２章

指導者の側にもそれなりの心構えや準備が求められます。そして，学校の先生が担う部分と外部指

術があること

教育課程と体験活動

ます。外部指導者が，学校教育の“現場”に入り，様々な教育的な支援を行うわけですから，外部

□基礎的な自然体験活動（野外炊事，登山，キャンプファイアーなど）を指導できる知識・技

第１章

自然体験活動に関する知識・技術

学校教育における体験活動の意義

４節 「指導者に求められる資質」

の知識・技術があること

（２）指導者に求められる資質
しては，以下のような要素を挙げることができます。
さて，いくつの

□生涯学習の視点からレクリエーションの方法についての知識・技術があること
□豊かな人間関係を築くコミュニケーションスキルについての知識・技術があること

をつけることができるでしょうか？

教育に対する興味・関心と幅広い視野
□学校教育の現状と課題，学校教育に関する国の施策（中央教育審議会答申，学習指導要領等）

策大綱等）について関心と理解があること
□青少年の発達など身体的・精神的な特性や，社会的な特性について関心と理解があること
□学校が立地するまたは集団宿泊活動が行われる地域の歴史や文化，固有の実情について関心
と理解があること

□自然の生態系を構成する生物の多様性や，社会生活と自然との関わりを通じた，環境教育等

多くの指導者がチームを組んで物事に取り組む場合，それぞれの持ち味を活かしながら，効率の
よい運営組織を編成し，大きな力を生み出していくことが重要なポイントとなります。上記にある
ような様々な資質を身につけていけるよう，指導者自身が常に自然体験活動に親しみ，自然の中で
学び続ける姿勢を忘れないようにしたいものです。
＜参考文献＞
（社）日本キャンプ協会，「キャンプディレクター必携」，初版，㈲サンエイプレス，2006，
pp33 ‐ 34，pp38 ‐ 42，pp47 ‐ 48

について関心と理解があること
□自然体験活動・環境教育・野外教育等についての基本的な考え方，理論，方向性等について

第５章

□自然体験活動の効果や教育的意義について関心と理解があること

に携わる仲間を増やし，協力関係を築いていくことも大切です。

体験活動の指導法

自然体験活動・環境教育・野外教育等の分野に対する興味・関心と幅広い視野

期の集団宿泊活動も多くの人々との協働によって実施されることになります。ですから，体験活動

第４章

□青少年を取巻く社会状況や青少年の現代的課題，その対応策となる国の施策（青少年育成施

兼ね備えることは至極困難といえそうです。多くの活動がそうであるように，学校で実施される長

自然体験活動の技術

について関心と理解があること

以上，多くの事項を挙げましたが，もちろん一人の指導者がこれら全ての資質や知識・技術を

第３章

学校現場の実情を踏まえると，学校教育に関わっていこうとする外部指導者に求められる資質と

プログラムの企画立案

□障がいのある人に配慮した関わり方についての知識・技術があること

関心と理解があること
□自然体験活動と学校教育における教科との関連性について関心と理解があること
安全管理
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□自然体験活動のルールとマナーについて関心と理解があること
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□障がいのある人に配慮した関わり方についての知識・技術があること

関心と理解があること
□自然体験活動と学校教育における教科との関連性について関心と理解があること
安全管理
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第６章

□自然体験活動のルールとマナーについて関心と理解があること

小学校が実施する自然体験活動・集団宿泊活動を支援する自然体験活動指導者には，どのような
役割が期待されているのでしょうか。文部科学省が提示している，平成 22 年度「青少年体験活動

1

総合プラン委託要項（案）」には，以下のような指導者を養成するとされています。

内

容

指導者

◆オープニング「ようこそ十勝へ」

全）全体進行　 オープニング

・チーズを使ったアイス，サケのチャンチャン焼き

補）漁業組合 ・ 地場産品研修センター

◆レクチャー「菌ってなに？」

教）生活指導　 移動引率

・チーズの食べ比べ，ヨーグルトの実験

第１章

DAY

学校教育における体験活動の意義

５節 「指導者の役割」

◆生活パターンの確認，宿泊についてのレクチャーなど

・小学校等が実施する体験活動に対して助言・調整を行う。

2

・草と牛とチーズ（小・大規模酪農家訪問）

補）酪農従事者 ・ 工場担当者 ・ 畑作従事者　

・全国の子どもたちへ（大規模チーズ工場）

教）生活指導　 教科との整合性

・野菜作りと菌（農場の土づくり）

○補助指導者

◆牛舎の２階で寝てみよう

・「全体指導者」の指示で青少年の体験活動の指導補助を行う。
・教員等の指導補助として，青少年の健康，安全等生活にかかわる指導を行う。
3

学校の集団宿泊活動の事例から見てみましょう。
4

◆深化の時間「大樹町の暮らしを振り返る」

全）各活動の案内　

・民泊先から戻る　 活動のまとめと共有

補）選択プログラム指導　 民泊提供者　

・深化の時間（休息，選択プログラム）

教）まとめ活動や計画づくりの促進

全）子どもたちの計画の実行

・計画に基づき，調理

補）道具の準備，活動サポート

・お世話になった方を招いて，食べて頂く

教）

◆話し合い「大樹町に恩返し」
・自分たちの力で大樹町に貢献できることを考える
教：教員）

上記のプログラムには，当日におけるそれぞれの指導者の役割が記載されています。
学校の先生は，場面に応じて全体指導者と役割を分担しながら，全体の進行や子どもたちの生活指
導を中心に担っています。また，話し合いの場面では子どもたちの話し合いが円滑に進むように働

第５章

（食品加工技術）

補：補助指導者

体験活動の指導法

人間との関わり

第４章

5

◆まとめ「大樹町新メニュー【大樹バーガー】づくり」

（全：全体指導者
目に見え ない菌と

自然体験活動の技術

る

教）話し合い活動促進

・食糧計画や買い出し，作り方の確認

◆プログラムコンセプト：『人の思い通りにならない自然と暮らす』

と生活を 共にす

提供者　

・農場に泊まりこんで働こう

◆新メニューづくりの計画・準備

【平成２０年農山漁村子ども交流プロジェクト（北海道大樹町）での事例】

生き物（ 家畜）

補）地場産品研修センター ・ 各生産者 ・ 民泊

◆宿泊は農家泊（民泊）

「子ども農山漁村交流プロジェクト」の一環として，受け入れモデル地域（農村）で実施された小

◆ ねらい（目的）
普段は目に触れ
ることの少ない農
業や農家の暮らし
を実体験すること
で，人の暮らしと
自然との関わりを
理解する。

・リレーチーズづくり

・「ハネモン食材」を頂こう

では，自然体験活動指導者は実際の集団宿泊活動において，どのような役割を担うのでしょうか。

都市部の学校が農山漁村（酪農地域）で実施した４泊５日の集団宿泊活動

全）各活動の案内　

第３章

青少年体験体験活動総合プラン委託要項（案）より抜粋

◆新メニューのための食材を集める「新メニュー開発に向けて」

プログラムの企画立案

平成 22 年度

子ど もがイ メー
ジし やすく ，わ
かり やすい 自然
体験

全）ツアー案内，紹介

第２章

・青少年の体験活動を指導する。

◆ミニツアー「大樹町・生き物と菌と食品加工ツアー」

教育課程と体験活動

○全体指導者

きかけています。
これに対し，全体指導者は，学校の先生と協力しながらプログラム全体の進行状況を把握すると
ともに，様々な活動の導入や指導，まとめ等を担っています。補助指導者は，個々の活動場面で地

の事例では，事前の準備段階から事後の評価にいたるまで，全体指導者が多くの役割を担っていま
す。以下の表は，それぞれの段階における全体指導者の役割を示したものです。

20

21

第６章

ただし，指導者の役割は上記のようにプログラム当日の目に見える部分だけではありません。こ

安全管理
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学校教育における体験活動の意義

５節 「指導者の役割」

◆生活パターンの確認，宿泊についてのレクチャーなど

・小学校等が実施する体験活動に対して助言・調整を行う。

2
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◆牛舎の２階で寝てみよう

・「全体指導者」の指示で青少年の体験活動の指導補助を行う。
・教員等の指導補助として，青少年の健康，安全等生活にかかわる指導を行う。
3

学校の集団宿泊活動の事例から見てみましょう。
4

◆深化の時間「大樹町の暮らしを振り返る」

全）各活動の案内　
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◆話し合い「大樹町に恩返し」
・自分たちの力で大樹町に貢献できることを考える
教：教員）

上記のプログラムには，当日におけるそれぞれの指導者の役割が記載されています。
学校の先生は，場面に応じて全体指導者と役割を分担しながら，全体の進行や子どもたちの生活指
導を中心に担っています。また，話し合いの場面では子どもたちの話し合いが円滑に進むように働
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（食品加工技術）

補：補助指導者

体験活動の指導法

人間との関わり
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5

◆まとめ「大樹町新メニュー【大樹バーガー】づくり」

（全：全体指導者
目に見え ない菌と

自然体験活動の技術

る

教）話し合い活動促進

・食糧計画や買い出し，作り方の確認

◆プログラムコンセプト：『人の思い通りにならない自然と暮らす』

と生活を 共にす

提供者　

・農場に泊まりこんで働こう

◆新メニューづくりの計画・準備

【平成２０年農山漁村子ども交流プロジェクト（北海道大樹町）での事例】

生き物（ 家畜）

補）地場産品研修センター ・ 各生産者 ・ 民泊

◆宿泊は農家泊（民泊）

「子ども農山漁村交流プロジェクト」の一環として，受け入れモデル地域（農村）で実施された小

◆ ねらい（目的）
普段は目に触れ
ることの少ない農
業や農家の暮らし
を実体験すること
で，人の暮らしと
自然との関わりを
理解する。

・リレーチーズづくり

・「ハネモン食材」を頂こう

では，自然体験活動指導者は実際の集団宿泊活動において，どのような役割を担うのでしょうか。

都市部の学校が農山漁村（酪農地域）で実施した４泊５日の集団宿泊活動

全）各活動の案内　
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青少年体験体験活動総合プラン委託要項（案）より抜粋

◆新メニューのための食材を集める「新メニュー開発に向けて」

プログラムの企画立案

平成 22 年度

子ど もがイ メー
ジし やすく ，わ
かり やすい 自然
体験

全）ツアー案内，紹介
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・青少年の体験活動を指導する。

◆ミニツアー「大樹町・生き物と菌と食品加工ツアー」

教育課程と体験活動

○全体指導者

きかけています。
これに対し，全体指導者は，学校の先生と協力しながらプログラム全体の進行状況を把握すると
ともに，様々な活動の導入や指導，まとめ等を担っています。補助指導者は，個々の活動場面で地

の事例では，事前の準備段階から事後の評価にいたるまで，全体指導者が多くの役割を担っていま
す。以下の表は，それぞれの段階における全体指導者の役割を示したものです。
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ただし，指導者の役割は上記のようにプログラム当日の目に見える部分だけではありません。こ

安全管理

域の達人としてインストラクター的な役割を担っています。

指導者
□受け入れ先に関する情報提供 （ 実施できる活
動 ， 宿泊先等 ）

□ねらいの設定 （ 教育課程上の目標 ， 学級目標 ， □学校のねらいに沿ったプログラム （ 案 ） の作
児童の実態に即したねらい等 ）

成 ・ 提案

第１章

学校教育における体験活動の意義

事前

学　 校
□実施場所に関する情報収集

□プログラムの決定 ・ 全体計画の作成
助言 ）

泊活動の準備に関わる事前学習 （ 児童の係分
担等 ）〕
□保護者説明会の開催 （ ねらい ， 日程 ， 教育的意
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学習の効果を高めるための事前学習 ， 集団宿

教育課程と体験活動

□事前学習 〔集団宿泊活動に取り入れる教科 □事前学習への協力 （ 活動に関する情報提供 ・

義 ， 家庭での協力事項 ， 持ち物 ・ 準備物等 ）
□受け入れ先との連絡 ・ 調整 （ 活動 ・ 宿泊の申 □受け入れ先との連絡 ・ 調整 （ 宿泊先担当者へ
のねらい説明 ， 協力事項の確認 ）

□しおり ， 名簿 ， 教材等の作成
□運営会議 （ スタッフミーティング ） の開催

□指導者間での情報共有 （ ねらい ・ 役割の確認 ・

当日

明確化 ， 活動の提供方法の工夫等 ）
□児童の引率　

第３章

プログラムの企画立案

し込み ）

□生活指導
□配慮の必要な子どもへの支援
□活動の導入やまとめ （ 担当部分 ）

□各活動の導入やまとめ （ 担当部分 ）
□学校の先生との進捗状況の確認
□活動の指導又は指導補助
□生活面の指導補助

□安全管理
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□プログラムの進行状況の把握

自然体験活動の技術

□プログラム全体の進行 （ 担当部分 ）

□安全管理 （ 主に活動場面 ）

□評価に向けての観察や記録

□評価 （ 児童の評価 ， 活動の評価 ）

□活動の評価への協力
□受け入れ先へのフォローアップ

第５章

□事後学習への協力

体験活動の指導法

事後

□出納管理
□事後学習　

（ 情報提供 ・ 助言 ）

ここでとり挙げた事例は，一例に過ぎません。小学校の集団宿泊活動の実施場所や活動の目的や
内容は多様であり，かつ指導者のスキルも様々であることから，「求められる役割」と「指導でき
言い換えれば，自然体験活動指導者は事前に学校とよく相談・打合せを行い，役割分担を明確に
しておくことが必要ということです。
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安全管理

ること」が，一致しないことも想定されます。
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