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京都府立るり渓少年自然の家（Rurikei Youth Outodoor Education Center）

Ⅰ　みどりキャンプの実践について

１　キャンプ風景から

「心のバリアフリー」をめざして，平成13

年から始まった「みどりキャンプ」は，吉野

好孝によってすでに報告がなされているよう

に（1），障害のある子どもと障害のない子ども

とが共同生活を行う統合キャンプである。

ここにキャンプ風景を紹介すると，山や木

立に囲まれた当施設キャンプ場の，テントを

張った一角は，参加者・スタッフ併せて80名

ほどが共同生活を行う一つの「村」の如くで

ある。ここには１週間限定の一つの社会がで

き，その中で子どもも大人ものびのびと時間

に縛られずに過ごし，遊び，生活を営む。初

めはぎこちなくやや遠慮がちな子どもたち

は，６泊７日のうちに相互に理解を深め，支

援する心を自然のうちに育む。言語が不明瞭

で聞き取りにくいAくんの言いたいことを，

彼に代わってスタッフや周囲に通訳してくれ

る中学生の男子。食べ物の好き嫌いが多いB

くんに対し，キャンプファイヤーで彼と仲良

くなって以来嫌いなものでも食べるよう注意

してくれるようになった小学５年生の男子…

…。

それだけではない。ナイトハイク途中で眠

ってしまった障害のあるCくんを障害のある

Dくんが起こしにいき，気づいた周囲も必死

で起こしてCくんが目覚め，いざ出発しよう

とすると今度はDくんが眠っていた，など実
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に微笑ましいエピソードがこのキャンプの中

には散りばめられている。

障害のある子どもだけのキャンプは各養護

学校等でも数多く実施されているが，障害の

ない子どもと合同のキャンプを行っている例

は数少なく，ましてや期間が１週間に及ぶ例

は僅少である。本報告では，特に筆者が担当

した平成17～18年度の本事業の報告を通して

統合キャンプの意義と成果の上がる運営方法

について考察することとしたい。

２　開始からの経緯　

本事業は当自然の家から少し離れた「テン

ト場も飲料水もない渓流が流れる奥山川の自

然木立の中」（2）にて当初は実施された。その

ような整備されていない場所で，障害のある

子どもを含むキャンプを１週間行うのは「無

謀では」（3）と専門家から指摘も受け，府や地

元の教育委員会等関係機関の代表者・大学の

研究者等で構成される推進委員会を設置し

て，安全かつ趣旨に即した運営について検討

しながら実施することとなった。本番キャン

プ前には，「スタッフ研修会」及び「親子説

明会」をそれぞれ１泊２日で企画し，学生ボ

ランティアスタッフに事前研修を行い，参加

者と保護者・スタッフのキャンプ前の顔合わ

せ会を持って本番キャンプを迎えるという段

階を設定した。初年度は期間中ナイトハイク

前に大雨洪水警報が発令されたり，カヌー体

験時に雷雨に遭遇するなどハプニングも多か

ったが，参加者や学生スタッフに大きな達成

感や深い感動をもたらすことができた。

以後毎年リピーターの参加者も増え，小学

４年生で初めて参加した児童が高校生となっ

て学生スタッフとして参加するという状況も

生み出し今日に至っている。

３　事業の枠組みと平成17年度の反省点

事業の具体的な枠組みは表１に示すとおり

である。これに基づき，筆者が本事業の担当

となった平成17年度の取組を振り返りながら

事業の全体像について触れていきたい。

（1）場所（主催者）

当初は奥山川という自然の中で，平成15年

表１　みどりキャンプ実施要項
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度からは自然の家敷地内のキャンプ場にて実

施されるようになった。統合キャンプは子ど

もが行方不明になる事故も起こりうるので安

全確保の面からこのように変更したのだが，

これによって事務室と連携して，期間中に必

要な様々な物品を即調達でき，怪我や病気で

参加者を病院に搬送する等不測の事態にも円

滑に対応できるようになった。

当所の主催者としての事情を述べると，指

定管理者制度の下での運営が始まろうとして

おり，職員も少人数の体制である。人事異動

等による事業担当者の交替があっても事業内

容のレベルを維持できるよう十分な引継を行

うことは重要課題であると言える。

（2）期間（実施日）

夏季休業中７日間を設定している。長期キ

ャンプとはいえ，７日間という限られた日数

ではそもそも子どもを大きく変えたり成長さ

せたりすることは難しいが，事業のねらいの

達成が努力目標となっても，参加者の心の中

に「種をまく」ことはできる。このキャンプ

で体験したことが参加者の中で何年後かに結

実し，花を咲かせればよいとすることをキャ

ンプ運営の基本姿勢としている。

（3）趣旨

趣旨として「支援する心」・「社会性」・

「自立心」・「主体性」・「自然や環境に対

する豊かな感性」の５点を挙げているが，本

事業のねらいとしては「ノーマライゼーショ

ンの進展」が重要課題である。ノーマライゼ

ーションとは，表１に示すとおり，障害者と

健常者とが互いに区別されることなく社会生

活をともにするのが正常であるとする考え方

を言う。平成17年度は参加者数が過去最高の

47名となったが，スタッフ数が27名と十分確

保できず，参加者の安全確保に務めるのが精

一杯となった。少ないスタッフはほぼ全員が

障害のある子どもの対応に付くこととなり，

それでも状況の厳しい班には他班のスタッフ

が応援に駆けつけることもあった。一方，障

害のない子どもたちは「スタッフにかまって

もらえない」と，班の枠を越えて固まって遊

ぶ場面が多くあり，障害のある子どもが別の

班に入って活動し自班に戻らないことも少な

くなかった。このように班の枠を越えて障害

のない子どもばかりが固まって遊ぶ場面は，

「ノーマライゼーションの進展」の達成には

ほど遠いと言える。参加者には多動の子ども

も多いが，大人数での収拾のつかない動きが

出てくるとこの趣旨は深まらないということ

を平成17年度は課題としてとらえた。

（4）参加者及び学生スタッフ

応募してくる参加者は，障害のある子ども

は中学生が多く，障害のない子どもは小学生

が多いという傾向が見られ，兄弟での参加も

多い。障害のない子どもは，本事業が障害の

ある子どもを含むキャンプであることを承知

した上で応募してきているので，一定理解の

ある子どもたちが多く，キャンプ中に障害の

ある子どもに対して差別的な言動をすること

は殆どない。また，障害のある子どもと障害

のない子どもとの人数比は，両者の関わりを

多く持たせるために１：１を原則としてこれ

まで実施してきた。

参加者及び学生スタッフは学校を卒業する

等で入れ替わりがあり，毎年約半数が初参加

者である。事業の趣旨を広めるためには，リ

ピーターばかりでなく多くの子どもにも参加

の機会を与えねばならないが，約半数が毎年

入れ替わると，その年の事業がどのように展

開するかは，「キャンプを開始してみないと

わからない」と言える。例年より元気すぎる

子どもが多すぎてスタッフが振り回されるキ

ャンプになる，学生スタッフの意識が低くて

子どもの対応に人手が足りなくなる等の状況

が，始まってみないと誰にもわからないので

ある。これは社会教育の事業すべてに言える

ことであるが，本事業は障害のある子ども20

名を含む長期キャンプ故に，実施してみて大

変になる場合，それに対する準備がなければ
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かなり大変な状況になる。

（5）プログラム

参加者全員が等質にプログラムをこなすこ

とよりも，参加者が個々に応じたペースで取

組を進めることを重視している。よってプロ

グラムの時間設定にもゆとりを持たせ，子ど

もたちが自分でできることは自分でするよう

にし，時間がかかっても周囲の支援者はそれ

を待つ姿勢を大事にしている。

事業の山場というべきプログラムは「ナイ

トハイク」，当所近くにある深山（標高791ｍ）

を夜間に班単位で協力しながら登り，山頂に

て日の出を見る取組である。懐中電灯の光し

かない真っ暗な中で山を登るという「非日常」

の取組は，「非日常」故に心の壁を取り除き

やすいのか普段話をしない子ども同士が助け

合い，声を掛け合って登り切る（真っ暗な中

では不思議とほぼ全員が登頂できる）。する

と苦しい経験を共有しあった同士の連帯感が

育まれ，その後の子ども同士の連帯感はぐっ

と高まることになる。

プログラムの多くは，時間に縛られず子ど

もたちに自由にのびのびと活動させるもので

あるから，「班別プログラム」（班ごとに行う

自由時間の活動）も，その場の雰囲気や参加

者の意向で予定を変更してもよい。しかし，

一方で自閉症の児童・生徒は予め活動する内

容が知らされていないと落ち着かなくなると

いう傾向がある。この取組に合ったプログラ

ムの実施方法を追究することが平成17年度の

課題として挙がった。

４　平成18年度における事業運営の試み

これまでに述べた事業の枠組を整理すると

図１のようになる。

上記の「趣旨」及び「プログラム」の項目

で出てきた課題を解消するには，参加者全体

でというより小グループごとで動く形態を主

とすべきであろう。障害のない子どもが障害

のある子どものことを身近に理解し自然と支

援し合う関係となるには，少人数での活動が

妥当である。活動内容も，自閉症の子どもが

いるならその子どもに配慮したものを準備す

る等班の状況に応じたものを実施すればよ

い。班を越えて子ども・スタッフが交流する

場面も必要ではあろうが，度が過ぎると障害

のない子どもばかりが固まって遊んだり，ま

た違う班の子どもへの接し方がわからないこ

とからスタッフ間で不協和音が発生したりす

ることになる。スタッフが40人ものいろんな

図１　みどりキャンプ運営の諸要因
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子どものすべてを７日間のうちに把握するに

は限界があるし，第一自班以外の子どもに関

する情報を互いに交流する時間もとれないの

である。

また，本事業は上記「参加者及び学生スタ

ッフ」で述べたとおり「キャンプを開始して

みないとどうなるかわからない」，不確定要

素の多い事業であるが，だからといって始ま

るまで何もしないのでは事業の成否は「賭け」

になる。不確定要素をいかに事前に除去・軽

減できるかが安定した事業の成果をもたらす

鍵となるのである。しかし，不確定要素であ

る「人」の要因（担当職員の交替もまた不確

定要素に入っていると言える）のうち，府内

より募集する参加者は，実際に事業が始まっ

てみなければ様子がつかめない。

唯一事前に手が打てるのはボランティアス

タッフであり，事前に意欲のある学生を必要

数確保し，その上でスタッフ研修会を充実さ

せ，十分な指導援助体制を整えておくことが

必要であるという結論に達した。

以上を踏まえて，18年度は学生スタッフの

確保・充実に努め，何よりも事業の原点であ

る「ノーマライゼーションの進展」というね

らいの達成を軸に据え，班活動を重視する取

組を行うこととした。

特に新たに取り組んだ点を具体的に挙げて

みる。

（1）班編制

活動の最小単位として班編成を行っている

が，事業の趣旨として参加者に多様な立場を

理解させるためには，参加者の所属校・障害

の程度・学年・事業参加経験の有無等を配慮

し，偏りのない班編制を組むべきである。17

年度はその偏りが著しく，状況の厳しい班ほ

ど子どもが班を離れて行動していた。障害の

ある子どもの状況は所属校を通じて簡潔に報

告がなされているが，平成18年度はそれに加

えて事業担当者が直接所属校を訪問し子ども

の状況を予め十分に把握し，均等な班編制と

なるようにした。これは「キャンプを開始し

てみないとどうなるかわからない」という不

確定要素を少しでも減らしておくためでもあ

る。

（2）学生スタッフの確保

学生スタッフは，これまで教員志望者が多

かったが，事前研修で学ぶとはいえ，障害の

ある子どもへの対応は初めての者が多く期間

中は試行錯誤の連続である。しかし，子ども

と寝食を共にすることで大きな感動や達成感

を得てキャンプを終了することができるの

で，平成18年度は大学のインターンシップ研

修生を多く受け入れることとし，インターン

シップ研修生11名を含む学生スタッフ33名を

早期に確保して本番に備えることができた。

（3）指導援助体制の再編成

いくら均等に班編制をしたつもりでも，事

業が始まらなければ子どもの状況はわからな

いので，予想より状況が大変な班があっても

そのフォローができる体制がなければならな

い。平成17年度の反省を踏まえ，18年度は表

２・図２の体制を設定した。

各班の参加者は，障害のある子どもと障害

のない子どもが１：１で３名（班によっては

障害のない子どもが４名）ずつ，合計６～７

名が基本である。スタッフは障害のある子ど

もにマンツーマンで付く「リーダー」が３名，

それと，障害のない子どもが置き去りになる

のを避けるため「サブリーダー」を１名，班

表２　スタッフとその役割
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全体を統括する「班リーダー」１名の合計５

名を各班ごとに設定した。

フリースタッフは，子どもと接するよりは

担当者と共に全体運営や，対応の厳しい班の

サポートに携わる等いわば運営の支援業務も

行うので，本事業の運営経験豊かな学生を３

名起用した。

（4）班活動の目標モデルの設定

班活動を重視するといっても，具体的な達

成イメージがなければスタッフ全体の取組へ

の共通認識を図ることは難しい。よって図

３・表３を示し，ねらい達成の過程を予めイ

メージさせることにした。

子どもたちは，「親子説明会」で出会って

いるとはいえ，キャンプ当初はスタッフとし

か接点を持とうとせず，ばらばらな動きをす

ることが多い。中にはテント生活が初めてで，

ホームシックにかかる子どももいる。２日目

の「班別プログラム」で班の枠を越えて遊ぶ

子どもが出てもこの時期ではやむを得ないこ

ととした。

恒例の「カヌー体験」（京丹波町内カヌー

場）が諸事情により実施不可能となったため，

18年度は兵庫県篠山市の体験活動施設「チル

ドレンズミュージアム」での活動を取り入れ

た。ここでも午後は１時間程度班ごとに活動

させ，徐々に班を意識させることとした。

事業の山場である「ナイトハイク」のあと，

キャンプファイヤー・体験発表の出し物つく

りと班活動が続くので，その中で班の凝集力

を一気に深めていくことをスタッフに意識さ

せた。

また，炊飯活動は毎日班で必ず取り組む活

動（３食のうち１～２食は自炊）であり，参

加者に様々な役割を与えることが出来る。そ

の活動状況から子どもや子ども間の変容を知図２　スタッフの指導援助体制　

図３　班活動の目標モデル
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ることもスタッフに示唆した。

Ⅱ　事業の成果及び意義

１個人の変容－アンケート調査結果より－

このようにして実施した18年度の事業の成

果について，まず参加者を対象として実施し

たアンケート調査を基に考察する。これは，

本事業の趣旨である「社会性」・「支援する

心」・「主体性・自立心」・「自然や環境に

対する豊かな感性」・「野外活動の知識技能」

という５観点の変容を見るため，橘（5）らの

質問紙項目を参考に作成したものである。キ

ャンプ初日及び最終日に同じ項目のアンケー

トを実施し，「よくあてはまる」＝５点・

「あてはまる」＝４点・「どちらともいえな

い」＝３点・「あまりあてはまらない」＝２

点・「あてはまらない」＝１点で計算し，事

前事後の平均点を比較した（表４）。

表３　キャンプ中の班活動の見通し

表４　参加者アンケートの事前事後の比較



国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第７号，2007年138

有効回答は26名で，うち16名は本事業への

参加経験がある。また，うち18名は障害のな

い子どもであり，先述のとおり一定障害のあ

る子どもへの理解のある子ども，特に18年度

はやや落ち着きのある子どもが多かったの

で，事前・事後においてさほど大きい変化は

見られないであろうと思われた。検定の結果

「相手の立場になって考えることができる」

及び「いろいろな動物や虫を手でさわること

ができない（逆転項目であり，実際は事後に

おいて，動物や虫をさわることができた参加

者が増えたことを意味している）」において

やや差が見られた。特に前者については「支

援する心」＝「ノーマライゼーションの進展」

に貢献する項目であり，大きくはないが成果

が認められたと言える。しかし，本調査は標

本数が少なく，また，キャンプ後の追跡調査

が未実施でその後の定着度が明らかとなって

いないため，本表の分析については今度も検

討が必要であろう。

２　班の変容－班日誌より－

次に，班リーダーに課した「班日誌」（毎

日の子ども及び班の状況の記録）の内容から，

班内の子どもの変容を見る。この課題は班リ

ーダーの班運営意識を高めることとなり，実

際子どもたちが班を一つの家族のように行動

を共にする場面が多く見られた。17年度には，

班別プログラムで一つの班が水を入れたゴム

風船で遊び出すと，関係のない他班の子ども

までも一緒に遊び出し本来のプログラムがで

きなくなり，班活動が崩壊するという事態も

起こった。18年度はその反省を踏まえ，他班

が渓流散策など予定プログラムに出払った後

にゴム風船遊びを始めさせる等の配慮も行っ

て班活動の枠を保障した。そしてやはり山場

であるナイトハイクを契機に班の親密度がぐ

んと深まっていく様子がどの班にも伺えた。

子どもの全般的変化としては，まずは互い

を名前で呼び合えるようになることから始ま

る（図４）。無口な子どもも自分の意見が言

えるようになり，体験発表などで役割分担を

する際にも積極的に仕事を引き受けたりする

という動きが多くの班で共通して見られる。

障害のない子どもは，障害のある子どもに

対して一定理解のある子どもたちが多いと先

に述べたが，その理解はたとえば，「障害の

ある子どもへは健常児と分け隔てなく優しく

接しなければならない」というような表面的

なものである。兄弟に障害のある子どもがい

なければ，多くの子どもは障害のある子ども

と長い時間一緒に過ごしたことがないからで

ある。しかし本事業で１週間も寝食を共にす

ると相互の人間関係は徐々に深まってくる。

最初は障害のある子が大声を出すのを怖がる

子どもも，共に生活する中で彼への距離を縮

めていく。障害のある子どもに対してスタッ

フは炊飯の薪割りや火熾し，山登りの先頭を

歩かせる等どんなことでもいいので役割を与

えるが，活躍の場を与えられた子どもは頑張

ったことをほめられると大変喜び，その後も

予想以上に皆のために力を発揮するという場

図４　期間中の子どもの変化
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面も多い。周囲の子どももそれを見て頑張り

を認め，その子への理解を深めていく。加え

て，スタッフや事業参加経験のある子どもが

障害のある子どもへ上手に接する姿を新規参

加者が見てモデルとして学び，「心の壁」を

取り除いていくという要因も大きいと言える

であろう。

一方，障害のある子どもは，初めは家に帰

りたがったり，周囲の優しさに甘えてややわ

がままに振る舞う行為も目立つが，それをス

タッフや他の子どもたちに注意されたりする

うち日常とは違う人間関係を意識するように

なり，自制して与えられた仕事をしようとし

たり，悪かったことを周囲に謝ったりする場

面も出てくる。自分の頑張りを評価され，支

援を受けるうちに班集団が居心地よいものと

なって帰属意識も高まっていく，というのが

よく見られる変化である。

障害のある子どもと障害のない子どもとが

１：１という比率で共同生活をすると，お互

いが日々意識して関わらざるを得なくなるの

である。その中で相互理解や人権感覚という

ものをいわば自然と体で覚えていくと言える

であろう。

３　教員志望の学生が参加する意義

事業の成果は参加する子どものみならず，

学生スタッフに対しても期待できる。本事業

のボランティアスタッフには教員志望者が多

いが，教員志望の学生の中には「自分は本当

に教員に向いているのか」，「子どもとうまく

接していくことができるのか」といった不安

を抱えている者が少なくない。しかし，長期

キャンプに参加すると，子どもと寝食を共に

し深く関わる中でそれらに対する答えが自ず

から出ることになると言える。加えるに統合

キャンプに参加することには，以下のような

意義があると考えられる。

（1）１対１で子どもに付き，子どもの感性に

試されること

１人の，あるいは小グループの子どもとと

ことん付き合う経験を行うには教育実習や学

校インターンシップでは限界があるが，本事

業では障害のある子どもに対しては24時間目

を離さずにマンツーマンで付くことになる。

障害のある子どもは接する相手に敏感で，た

とえば，言語コミュニケーションの難しい自

閉症の子どもであっても相手が心許せるかど

うか，その人間性をきちんと判断しており，

実際障害のある子どもへの接し方によっては

叩かれたり軽い暴力を受ける学生も出てく

る。子どもは本当に自分を理解し誠実に対応

してくれる相手にしか心を開かないことが多

い。そうした感性や感覚の面で試練にさらさ

れる７日間であると言える。試練は暑さや睡

眠不足など体力面にも及ぶ。しかし，その試

練に打ち勝つ学生は，学校現場でも少々の困

難には音を上げることはないであろう。

（2）組織で動くこと　

他のキャンプと異なり多くのスタッフが運

営にあたるので，学校現場のように指導体制

を意識した活動を経験できる。参加者・スタ

ッフ合わせて80名という大所帯での活動で

は，個々の子どものペースに合わせた対応を

基本としながらも，いろんな場面で班や全体

に合わせなければならない場面が出てくる。

個々の子ども，班，全体の３つをよく観て動

かなければならないのである。また，班の子

どもにどう接し，どうまとめあげていくかに

ついては，班内スタッフ同士で日々相談し，

悩みながらも協調してやり遂げなければなら

ない。

（3）子どもへの対応の幅の広がり

学生スタッフがソフトな入り方で接してく

ると，子どもは安心しそして甘えが出てくる。

特に障害のある子どもへの対応を通して学生

は優しさだけでなく毅然とした対応が必要で

あることを必ず悟っていく。また，自然の中

でのキャンプは天候の変化等予想のつかない

事態も起こる。ましてや参加者・学生スタッ
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フの半数以上が毎年入れ替わる本事業では

様々なドラマが起こる。研修は行うが，すべ

て予定通りに進むとは限らず，しかし子ども

はスタッフを頼ってくるので，学生はその場

その場で柔軟な対応が求められることにな

る。

Ⅲ　統合キャンプの運営に関する考察

統合キャンプの取組は学校教育では困難で

あり，参加費が低額であることからも自然の

家での実施が最も望ましいと言える。最後に，

自然の家での実施を前提にした統合キャンプ

の運営について考察したい。

障害のある子どもは日常生活での対人関係

が狭くなりがちであるので，１週間多くの人

と過ごすだけでも意義は大きいと言える。ま

た，ある参加者が「ナイトハイクのおかげで

暗い夜も怖くなくなった」と感想を述べてい

るように，主催者の意図せぬところで子ども

は子どもなりに学んでいくものである。日数

も限られているので，「子どもにこんな力を

つけさせたい」と余り欲張らない方がよいと

も言える。しかし，これまで述べてきたよう

に運営に関わる「不確定要素」は事前に除

去・軽減しておく必要がある。

不確定要素は図５で示したとおり，「参加

者」・「学生スタッフ」という人の要因であ

る（もちろん，主催者側で信頼の置けるスタ

ッフを一定数確保できるなら，不確定さは軽

減される）。これらを矢印で示した要因によ

って制することで，キャンプを開始してみて

大変な状況となっても動じることのない事業

枠を事前に設定しておくことができる。

事業の趣旨「ノーマライゼーションの進展」

をどれだけ深めるかによって，実施期間及び

プログラムは変わるが，山場となる取組（苦

しいことを仲間とやり切る）を含んだプログ

ラムを設定し，班活動主体という活動形態を

とることでまずは大きな事業の枠を固める。

次に，参加者の人数（年齢等の資格）や，

障害のある子どもと障害のない子どもとの比

率を，これも趣旨をどれだけ深めるかによっ

て決定する。１対１という比率は確かに両者

の関わる機会が最も多くなるが，たとえば，

障害のある子どもとの共同生活を一人でも多

くの障害のない子どもに体験させたいという

ねらいを設定するなら当然この比率は変わっ

てくるはずである。

さらに，参加者数に応じて必要なスタッフ

の人数を決め，募集を行う。指導援助の高い

レベルを維持するためには，新規スタッフ希

望者には事前面接を行うことも視野に入れ，

インターンシップ研修生等教員志望の学生を

中心に確保する。スタッフには女性が多くな

図５　統合キャンプの運営の諸要因
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る傾向があるが，体の大きい障害のある子ど

も（男子）への対応のためにも男性スタッフ

を十分確保する。

ここで，特に重要な意味を持つのがスタッ

フ研修である。図５から少し離れることにな

るがこのことについて述べておきたい。統合

キャンプは規模にもよるが一般のキャンプに

比べて多数のスタッフを必要とすることが特

徴である。ましてや定員40名，障害のある子

どもと障害のない子どもとの比率を１：１と

した本事業は，30名以上の学生スタッフの確

保が必要となる。夏休み中に１週間もの厳し

いキャンプにボランティア参加してくれる学

生は，概して信頼性は高いが，それでも30名

もの集団になると，指導し意思統一を図らな

ければ有機的に活動しなくなる（18年度は多

人数を確保できたが，ゆとりができた分学生

の一部に気の緩みが生じていたことは否めな

い）。また，本事業のように参加者・スタッ

フの約半数が毎年入れ替わるような「不確定

要素が多い」という枠組であれば，事業がど

んな形で展開しようが動じることのない指導

援助体制を事前に整えておく必要がある。つ

まり，スタッフの「量」と「質」とを十分に

確保することが統合キャンプの成否を分ける

と言えるのである。当然，キャンプ前のスタ

ッフ研修会の重要性は高くなるため，表５の

ような内容が求められるであろう。

野外活動の知識技能や障害のある子どもへ

の接し方のノウハウ等は学生が「勉強になっ

た」と感じる部分が大きいが，最も大切なの

は，ソフト面での研修である。炊飯の技術等

は最低子どもの安全確保ができてさえいれば

当日試行錯誤しながらでも何とかなるが，子

どもへの接し方・指導の姿勢等で班のスタッ

フ間の共通認識が形成できなければその影響

は実に大きい。研修会では学生同士も初対面

になることもあるが，アイスブレイクや交流

の時間を多くとり，「このメンバーなら一緒

にやっていける」という明るい展望を持たせ，

かつキャンプに対する思いや考えを伝え合う

ことが極めて大事である。平成18年度の取組

でも，グループのスタッフ交流として楽しく

自己開示させる場と，一転キャンドルを囲ん

で静かに語り合う場とを設け，１泊２日とい

う短い時間ながら互いの信頼関係の構築をは

かるようにした。

キャンプの取組が進むと，障害のある子ど

もに対する疑問が障害のない子どもから出て

くることになる。「○○ちゃんはなぜああい

うことをするの？」このときスタッフの返し

方ひとつで，障害のある子どもに対するその

子どもの理解が変わる。極めて重大な問題で

ある。ロールプレイングなども用いて学生ス

タッフに共通認識をはかる等，こうした班運

営の仕方についても十分に研修しておくこと

表５　スタッフ研修項目
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が望ましいであろう。

さて，図５に戻ってまとめると，スタッフ

数を十分確保し，事前面接等の情報によって

均等な班編制を行い，上記のようなスタッフ

研修会を持つことで，指導体制を固めて本番

キャンプに臨む，これが運営上不可欠なプロ

セスであると考える。そして，これらの実現

には，予算等主催者側の経営上の諸条件が大

きく関わっていることは言うまでもないであ

ろう。

統合キャンプの大きなねらいである「ノー

マライゼーションの進展」は，理屈ではなく，

身をもって会得すべきものである。早期に身

につけることができればその子どもの人生は

大きく変わると言っても過言ではなく，その

機会を多くの子どもたちに与えることは自然

の家の大きな使命であると考える。
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