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国立江田島青少年交流の家（National Etajima Youth Friendship Center）

はじめに

国立江田島青少年交流の家（以下「交流の

家」という。）では，創立当初から海型の立

地条件を生かし，カッター研修を実施してき

た。カッター研修は，①チームワークの大切

さを知ること，②全力を出し切り達成感を味

わうことを目的としている。その目的を達成

するため，「素早く動くこと」，「私語をしな

いこと」，「笑わないこと」の３つを約束して

研修を行う。「素早い動き」は危険回避，「私

語をしないこと」は，真剣に研修を受けるこ

とと指示を聞くため，「笑わないこと」は緊

張感を持ち，自分の失敗をごまかさない，他

人の失敗を笑わないためのものである。

これらのことは，現代の青年にとって，重

要な課題であるという認識から，交流の家で

はカッター研修の事前に指導している。

また，中央教育審議会答申「青少年の奉仕

活動・体験活動の推進方策について」におい

て，「都市化や核家族化・少子化等の進展に

より，地域の連帯感，人間関係の希薄化が進

み，個人が主体的に地域や社会のために活動

することが少なくなっている。」と述べられ

ている（1）。現代的な課題として良好な人間関

係づくりやそれに基づく集団形成が挙げられ

ており，この意味からも本所のカッター研修

は効果的なものである。これまでカッター研

修後，参加者や教育関係者から「集団にまと

まりができた」などの意見があったが，その
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教育的効果について科学的な調査・分析をし

てこなかった。

本調査は，交流の家でのカッター研修によ

る教育的効果を集約するため実施した。

Ⅰ　カッター研修の現状

平成17年４月１日～９月30日までにカッタ

ー研修を実施した団体は表１に示したように

157団体であった。

この期間の研修生は，12,701人（男性：

6,922人，女性：5,799人），引率者は，697人

であった。研修時間は，通常の半日（午前ま

たは午後）研修で，平均2.1時間である。な

お，研修の内容については，その概略を資料

１に示す。

Ⅱ　調査方法

１　調査用紙の作成

調査用紙の作成のため，交流の家として考

えているカッター研修の目的（①協力するこ

との大切さを知る，②全力を出し切り達成感

を味わう）を踏まえた質問紙を作成し，広島

県立西条農業高等学校の協力を得て，その目

的が達成されているかどうかを把握した。そ

の調査結果を踏まえ，広島大学大学院教育研

究科の神山貴弥先生のご支援のもと調査用紙

を作成し，予備調査を実施した。研修の前後

での意識の変化があるかどうか，その効果が

持続しているかどうかを測定するため，調査

は，研修前，研修後及び１ヶ月後の３回とし

た。

調査結果を分析したところ，研修前と研修

後及び研修前と１ヶ月後の比較で，「自己開

示」に関する質問ついて１％水準で有意な向

上が見られ，「他者への思いやり」に関する質

問について５％水準で有意な向上が見られ

た。

これらの結果から，カッター研修により，

自己を開示しやすくなり，他者への配慮も増

したことが伺え，カッター研修が「良好な仲

間づくり」に有効であるという仮説を想定し

た。

その仮説を検証するための調査用紙を表２

のように作成した。

回答は，「１よくあてはまる（４点），２やや

あてはまる（３点），３あまりあてはまらな

い（２点），４まったくあてはまらない（１

点）」の４段階で回答してもらうこととした。

２　調査及び手続き

（1）調査対象（30団体）

本所でカッター研修を実施した①小学校，

表１　カッター研修を実施した団体

団体の分類 団体数
小学校 32
中学校 52
高等学校 26
大学・専門学校・企業 36
その他（子ども会など） 11

合　　計 157

表２　意識調査の質問内容

・私は人前でもありのままの自分を出せる

・私はみんなで協力しながら何か一つのことをするのが好きだ

・私は自分の行動に責任を持つことができる

・私は集団のなかでは，他人のことを思いやって行動している

・私は集団生活の場でルールを守って過ごすのは苦手だ

・私は充実した日々を過ごしている

・私はたいていのことは人並みにできるという自信がある

・私は物事に挑戦することが好きだ
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②中学校，③高等学校・専修学校，④専門学

校・大学及び企業等の研修生を調査対象とし

た。

（2）調査手順

①　調査用紙の配布

ア 入所前に事前に連絡を取り，依頼文と

調査用紙を郵送した。

イ 入所時に調査依頼の確認及び１ヶ月後

の調査の協力依頼を行った。

ウ １ヶ月後の調査については，後日，調

査用紙を返信用封筒とともに郵送した。

②　調査用紙の回収

１ヶ月後の調査用紙の回収率は82.4％であっ

た。

同一群の変化を比較するため，調査用紙に

クラス及び出席番号等を記入させ，個人を特

定できるようにした。調査用紙回収後，事前，

事後及び１ヶ月後の調査用紙を個人毎に整理

した。

（3）データの抽出

整理した調査用紙から，学校種等毎に200

人分を無作為に抽出し，個人の変化が分かる

ようにデータを入力した。なお，データの抽

出については，法人ボランティアの協力を得

た。

（4）分析方法

回収されたデータをコンピュータ入力後，

事前と事後，事前と１ヶ月後及び事後と１ヶ

月後で比較した。データの分析については，

Webページ上にあるANOVA４（http://www．

hju．ac．jp/^kiriki/anova４/）により分散分

析を行った。さらに，分散分析で「有意な差」

があった場合，どの水準で差があるのかにつ

いての下位検定（多重比較）を行った。

Ⅲ　結果および考察

１　小学生について

カッター研修の前後及び研修１ヶ月後の

「意識調査」の比較において，分散分析の結

果，表３に示したように，５％水準で有意な

向上はみられず，カッター研修による集団と

しての意識変化は認められなかった。カッタ

ー研修後の感想には，図１に示したように，

肯定的なものが多かった。なかでも「達成感

を感じた」，「真剣に取り組んだ」，「自分の力

を出し切ることができた」，「チームワークが

大切だと思った」という質問については，

90％以上の小学生が肯定的に回答しており，

「カッター研修」を精一杯全力で体験し，そ

の結果，「集団の力」の素晴らしさを体感で

きたことが分かる。

「意識変化」が認められなかったのは，質

問内容が小学生には理解しにくいものであっ

た可能性もあり，再度調査する必要もあるの

表３　小学生における意識調査の分散分析結果

質問項目

※　事前，事後及び１ヶ月後の数値は平均値
※　ｐ<0.05の場合，有意差あり

事前 事後 １ヶ月後 Ｆ値 Ｐ値 有意差

私は人前でもありのままの自分を
出せる 2.80±0.87 2.87±0.80 2.84±0.77 0.29 0.75 なし

私はみんなで協力しながら何か一
つのことをするのが好きだ 2.05±0.99 2.19±0.89 2.05±0.91 1.22 0.30 なし

私は自分の行動に責任を持つこと
ができる 3.12±0.91 3.19±0.75 3.20±0.79 0.52 0.59 なし

私は集団のなかでは，他人のこと
を思いやって行動している 2.95±0.91 3.07±0.88 3.15±0.72 2.73 0.07 なし

私は充実した日々を過ごしている 2.93±0.88 3.11±0.82 3.02±0.83 2.53 0.08 なし
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ではないかと考える。また，交流の家では，

これまで小学校からの「カッター研修」の希

望が少なく，その指導方法等について十分な

検討をしてこなかった。近年，小学校からの

希望が増加するなかで，大きなカッターでは

児童の視界に限界があることや，上手く漕げ

ないところから漕げるようになることを分か

りやすく体験させることなどの配慮が不十分

であると感じている。そのため，「できた」，

「やれた」という気持ちになれず，「自分が変

われた」というように感じることができなか

ったとも考えられ，今後，指導方法を改善し，

再度調査したいと考える。

２　中学生について

カッター研修の前後及び研修１ヶ月後の

「意識調査」の比較において，分散分析の結

果，「人前でもありのままの自分を出せる

（自己開示）」（Ｆ（2,362）＝9.42，ｐ<.01），

「協力して何かをすることが好き（協調性）」

（Ｆ（2,362）＝5.23，ｐ<.01）及び「充実し

た日々を過ごしている（充実感）」（Ｆ

（2,362）＝4.04，ｐ<.05）では，５％水準で

有意な向上がみられた。

まず，「人前でもありのままの自分を出せ

る（自己開示）」では，下位検定の結果，表

４及び図２に示したように，事前と事後及び

事前と１ヶ月後の比較において，１％水準で

有意な向上があった。

図１　カッター研修の感想

図２　中学生の「自己開示」平均値の比較

表４　中学生の「自己開示」についての多重比較

ｐ値 有意差

事前－事後 0.0000694 あり

事前－１ヶ月後 0.0006946 あり

事後－１ヶ月後 0.5463896 なし

※　ｐ<0.05の場合，有意差あり



二川：カッター研修に関する教育的効果の検証 93

次に，「協力して何かをすることが好き

（協調性）」では，下位検定の結果，表５及び

図３に示したように，事前と事後及び事前と

１ヶ月後の比較において，１％水準で有意な

向上があった。

これらのことから，カッター研修により，

中学生においては，集団への安心感が増し，

自己を開示しやすくなるとともに協調性が育

まれ，互いに協力できる仲間づくりができた

と考える。

また，「充実した日々を過ごしている（充

実感）」では，下位検定の結果，表６及び図

４に示したように，1％水準で有意な向上が

あり，カッター研修をやり終え達成感を味わ

ったことが分かる。

３　高校生について

カッター研修の前後及び研修１ヶ月後の

「意識調査」の比較において，分散分析の結

果，「人前でもありのままの自分を出せる

（自己開示）」（Ｆ（2,386）＝11.9，p<.01），

「協力して何かをすることが好き（協調性）」，

（Ｆ（2,386）＝6.22,p<.01），「他人のことを

思いやって行動している（他者理解）」（Ｆ

（2,386）＝8.33,p<.01），「自分の行動に責任

を持つことができる（責任感）」（Ｆ

（2,386）＝4.81，p<.01），「たいていのことは

人並みにできるという自信がある（肯定感）」

（Ｆ（2,386）＝4.04，p<.01），及び「物事に

挑戦することが好き（意欲）」（Ｆ（2,386）

＝9.21，p<.01）では５％水準で有意な向上

がみられた。

まず，「人前でもありのままの自分を出せ

る（自己開示）」では，下位検定の結果，表

７及び図５に示したように，事前と事後及び

事前と１ヶ月後の比較において，1％水準で

有意な向上があった。

図３　中学生の「協調性」平均値の比較

表５　中学生の「協調性」についての多重比較

ｐ値 有意差

事前－事後 0.0062658 あり

事前－１ヶ月後 0.0046015 あり

事後－１ヶ月後 0.9189419 なし

※　ｐ<0.05の場合，有意差あり

図４　　中学生の「充実感」平均値の比較

表６　中学生の「充実感」についての多重比較

ｐ値 有意差

事前－事後 0.0056398 あり

事前－１ヶ月後 0.0600429 なし

事後－１ヶ月後 0.3696333 なし

※　ｐ<0.05の場合，有意差あり

表７　高校生の「自己開示」についての多重比較

ｐ値 有意差

事前－事後 0.0002590 あり

事前－１ヶ月後 0.0000055 あり

事後－１ヶ月後 0.3571748 なし

※　ｐ<0.05の場合，有意差あり
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次に，「協力して何かをすることが好き

（協調性）」では，下位検定の結果，表８及び

図６に示したように，事前と事後及び事前と

１ヶ月後の比較において，1％水準で有意な

向上があった。

以上のことから，高校生においても集団へ

の安心感が増し，自己を開示しやすくなると

ともに協調性が育まれ，互いに協力できる仲

間づくりができたと考える。

さらに，「他人のことを思いやって行動し

ている（他者理解）」では，下位検定の結果，

表９及び図７に示したように，事前と事後及

び事前と１ヶ月後の比較において，１％水準

で有意な向上があった。

このことから，カッター研修により，「他

者へ配慮」を意識できるようになり，良好な

人間関係が形成されたことが分かる。

また，「自分の行動に責任を持つことがで

きる（責任感）」では，下位検定の結果，表

10及び図８に示したように，カッター研修の

前後では１％水準で有意な向上がみられ，カ

ッター研修をやり終え，自分の役割を果たす

ことができたと感じ，「行動に責任が持てる」

と答えた研修生が増加したと考える。また，

事前と１ヶ月後の比較においても５％水準で

有意な向上がみられ，その効果が持続してい

ることが分かる。カッター研修の経験により，

役割を果たすことの重要性に気づいたのでは

ないかと考える。

図５　高校生の「自己開示」平均値の比較

図６　高校生の「協調性」平均値の比較

表８　高校生の「協調性」についての多重比較

ｐ値 有意差

事前－事後 0.0010903 あり

事前－１ヶ月後 0.0063817 あり

事後－１ヶ月後 0.5836684 なし

※　ｐ<0.05の場合，有意差あり

図７　高校生の「他者理解」平均値の比較

表９　高校生の「他者理解」についての多重比較

ｐ値 有意差

事前－事後 0.0003126 あり

事前－１ヶ月後 0.0006842 あり

事後－１ヶ月後 0.8306797 なし

※　ｐ<0.05の場合，有意差あり

表10 高校生の「責任感」についての多重比較

ｐ値 有意差

事前－事後 0.0025513 あり

事前－１ヶ月後 0.0399858 あり

事後－１ヶ月後 0.3295782 なし

※　ｐ<0.05の場合，有意差あり
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次に，「たいていのことは人並みにできる

という自信がある（肯定感）」では，下位検

定の結果，カッター研修前と後での分析によ

り，表11に示したようにp=0.0595であり，

５％水準で有意差はないものの，肯定感の高

揚の傾向が見られる。事前と１ヶ月後では

１％水準で有意な向上が見られ，肯定感の高

揚にカッター研修の影響も大きいと考える。

これは，研修生のアンケートにもあったよう

に，カッター研修を「辛くともやり遂げた」

という達成感を味わったためと考える。

そして，「物事に挑戦することが好き（意

欲）」では，下位検定の結果，表12及び図10

に示したようにカッター研修の前後において

１％水準で有意な向上が見られた。これは，

カッター研修での達成感もあり，物事に対し

て意欲的になっていると推測できる。しかし，

分析結果にあるように，1ヶ月後にその効果

はなくなっている。意欲を向上させるために

は，カッター研修後の学校での取り組みが必

要であると考える。

４　大学・専門学校・社会人について

カッター研修の前後及び研修１ヶ月後の

「意識調査」の比較において，分散分析の結

果，「人前でもありのままの自分を出せる

（自己開示）」（Ｆ（2,336）＝19.7，p>.01）及

び，「協力して何かをすることが好き（協調

性）」（Ｆ（2,336）＝6.93，p>.01）では，5％

水準で有意な向上がみられた。

まず，「人前でもありのままの自分を出せ

る（自己開示）」では，下位検定の結果，表

13及び図11示したように，事前と事後及び事

図８　高校生の「責任感」平均値の比較

図９　高校生の「肯定感」平均値の比較

表11 高校生の「肯定感」についての多重比較

ｐ値 有意差

事前－事後 0.0595322 なし

事前－１ヶ月後 0.0056168 あり

事後－１ヶ月後 0.3712520 なし

※　ｐ<0.05の場合，有意差あり

図10 高校生の「意欲」平均値の比較

表12 高校生の意欲についての比較

ｐ値 有意差

事前－事後 0.0000260 あり

事前－１ヶ月後 0.0974404 なし

事後－１ヶ月後 0.0097923 あり

※　ｐ<0.05の場合，有意差あり
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前と１ヶ月後の比較において，1％水準で有

意な向上があった。

次に，「協力して何かをすることが好き

（協調性）」では，下位検定の結果，表14及び

図12に示したように，事前と事後及び事前と

１ヶ月後の比較において，1％水準で有意な

向上があった。

以上の結果から，大学生や社会人において

も，集団への安心感が増し，自己を開示しや

すくなるとともに協調性が育まれ，互いに協

力できる仲間づくりができたと考える。

５　全体を通した考察

交流の家でのカッター研修は，規律を重ん

じ，櫂を揃えしっかり漕ぐことを指導してい

る。研修には，「自分勝手な行動ができない」

という雰囲気と「普段とは違う」という張り

つめた緊張感がある。「はじめに」のなかで

記述した３つの約束を守れていない場合は厳

しく指導し，頑張っている事に対しては高く

評価し，指導にメリハリがつくように心がけ

ている。多くの研修生が，研修後「自分は辛

くてもよく頑張った」と自己を評価し，辛く

とも途中で漕ぐことを止めなかった理由を

「友達も頑張っているから」と答えている。

「カッター研修」という危険が伴い，身体的

に厳しい経験を共有することにより，集団で

の連帯感が増し，この経験をきっかけとして

より望ましい人間関係が築けているのではな

いかと考える。

Ⅴ　結論

１　中学生，高校生及び大学・社会人では，

カッター研修により，集団への安心感が増

し自己を開示しやすくなるとともに協調性

が育まれ，互いに協力できる仲間づくりが

できる。

２　高校生では，カッター研修により責任感，

意欲の向上及び自己肯定感の高揚の効果が

期待できる。

３　小学生では，研修後の感想において，肯

定的な意見が多く一定の効果があることが

伺えるものの，カッター研修の前後及び研

修１ヶ月後の「意識調査」の比較において

は，有意な差が見られなかった。今後，小

学生の指導方法やプログラムについて工夫

する必要がある。

図11 大学生など「自己開示」平均値の比較

表13 大学生などの「自己開示」について
の多重比較

ｐ値 有意差

事前－事後 0.0000000 あり

事前－１ヶ月後 0.0000005 あり

事後－１ヶ月後 0.5844427 なし

図12 大学生など「協調性」平均値の比較

表14 大学生などの「協調性」について
の多重比較

ｐ値 有意差

事前－事後 0.0003752 あり

事前－１ヶ月後 0.0086216 あり

事後－１ヶ月後 0.3421850 なし

※　ｐ<0.05の場合，有意差あり
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おわりに

今回の調査により，江田島でのカッター研

修では，研修の前後で自己の開示や協調性の

向上が見られるという事が明らかとなり，仲

間づくりに有効であることが示唆された。こ

のような江田島青少年交流の家での「カッタ

ー研修」を多くの団体が活用されることを期

待する。

最後に，本調査にご支援頂いた広島大学大

学院教育学研究科の神山貴弥先生ならびに調

査にご協いただいた団体に深く感謝申し上げ

る。

【引用・参考文献】
a 文部科学省，中央教育審議会「青少年の奉仕活動・

体験活動の推進方策等について」（答申）2002

s 岩淵千明　編著「あなたもできるデータの処理と解

析」pp143-161
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資料１　研修内容の概略


