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Ⅰ　問題の所在と研究の目的

　中村ほか（2006）(1)が「『生きる力』や『社
会的スキル』の変容，『前頭連合野の望まし
い変化』，『有能感，他者受容感，自己決定感
の向上』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。」と述べているよ
うに，近年，集団宿泊活動の教育効果につい
ては数多くの研究がなされている。ただし，
研究の対象となっているのは主として国立少

年自然の家といった独立行政法人，財団法人，
NPO法人，国立大学法人などの機関（以下，
法人等と称する）が主催し，実施している集
団宿泊活動である。なお，本論文においては，
この法人等が実施している集団宿泊活動を
「長期キャンプ」と称する。
　一方，小・中・高等学校など（以下，学校
と称する）においても集団宿泊活動が実施さ
れている。これら学校が主体となって実施し
ている集団宿泊活動は，教育課程の中に位置
付けられているものであり，「長期キャンプ」
とは異なる点が多い。ちなみに，小学校では
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特別活動の学校行事の中の遠足・集団宿泊的
行事に該当し（小学校学習指導要領［平成10
年12月］），中学校及び高等学校では特別活動
の学校行事の中の旅行・集団宿泊的行事に該
当している（中学校学習指導要領［平成10年
12月］・高等学校学習指導要領［平成11年３
月］）。本論文においては，この学校が主体と
なって実施している集団宿泊活動を「集団宿
泊的行事」と称する。
　集団宿泊的行事については首藤（1992）(2)，
中島（1994）(3)，片山・駒田（2004）(4)といっ
た先行研究があるが，研究自体が少ない。そ
こで，筆者らは集団宿泊的行事の教育効果に
ついて研究している。なお，これまでに集団
宿泊的行事の教育効果について性別に着目
し，報告した（佐伯ほか，2007）(5)。
　本論文では，集団宿泊的行事における体験
の状況に着目し，教育効果にどのような影響
を及ぼしているのかを研究した。

Ⅱ　集団宿泊的行事の目的と実践の概要

　浜松市立庄内中学校（以下，庄内中学校と

称する）の2007年度の第１学年の生徒数は
105名（男子53名，女子52名）である。庄内
中学校では，次の①と②の目的をもって2007
年５月30日～６月１日に集団宿泊的行事を実
施した。利用した施設は，浜松市かわな野外
活動センターである。実践の概要については
表１に示す。
① 学級内のかかわり合いを広げ，深めさせる
ことで，友達（他者）を理解する支持的風
土をつくり，学級内の信頼関係を築く。
② 生徒に充実感や達成感を味わわせること
で，自分自身を信じられるようにする。

Ⅲ　質問紙の作成と調査の方法

１．質問紙の作成

　庄内中学校が集団宿泊的行事を実施する目
的に対し，その教育効果を測定するために天
貝（1995）(6)，井上（2003）(7)，CONE・日能研・
日本文理大学共同研究事業（2004）(8)を参考
に質問項目を作成した（表２）。質問紙では「次
の項目（こうもく）について，あなたの思い
を教えてください。」という教示を行い，５

表１　実践の概要

１日目 ２日目 ３日目

時間 内　　容 時間 内　　容 時間 内　　容

８：00
８：30
９：30
９：45
10：15
10：30
11：00
11：30
13：30
14：30
18：30
20：30
20：50
21：30
21：50
22：00

出発式
バス乗車
駐車場到着
徒歩で移動
センター到着
入所式
入室オリエンテーション
昼食
場内自然散策
炊飯活動・夕食
ナイトウォークラリー
入浴
夜食
代表者会議
連絡・就寝準備
消灯

６：00
６：30
７：00
７：30
８：30
９：30
12：00
15：00

17：30
18：30
20：30
20：50
21：30
21：50
22：00

起床
清掃
朝の集い
朝食
炊飯食器返納点検
ウォークラリー
昼食（弁当）
キャンドルセレモニーの
出し物の練習
夕食
キャンドルセレモニー
入浴
夜食
代表者会議
連絡・就寝準備
消灯

６：00
６：30
７：00
７：30
９：00
12：30
13：30
13：50
14：20
15：40
15：50

起床
清掃
朝の集い
朝食
沢登り
昼食
退所式・解散式
徒歩で移動
バス乗車
学校到着
最終確認
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件法で回答を求めた。なお，５件法は「まっ
たくあてはまらない（１点），あまりあては
まらない（２点），どちらともいえない（３点），
だいたいあてはまる（４点），とてもあては
まる（５点）」とした。
　一方，集団宿泊的行事における体験の状況
を測定するために西田ほか（2002）(9)，中村
ほか（2006）(1)を参考に質問項目を作成した
（表４）。質問紙では「集団宿泊活動中にあな
たが思ったことや感じたこと，活動中のあな
たのようすについて教えてください。」とい
う教示を行い，５件法で回答を求めた。なお，
５件法は「まったくあてはまらない（１点），
あまりあてはまらない（２点），どちらとも
いえない（３点），だいたいあてはまる（４点），
とてもあてはまる（５点）」とした。

２．調査の方法

　調査の対象を庄内中学校の第１学年の生徒
105名（男子53名，女子52名）とした。欠席
等があり，回答者数は105名から102名（男子
52名，女子50名）になった。
　調査の方法には質問紙法を用い，学級単位
の一斉調査を学級担任に依頼して実施した。
教育効果を測定するための調査は，集団宿泊
的行事前後の２時点（集団宿泊的行事開始前
時，集団宿泊的行事終了時）で実施した。一
方，体験の状況を測定するための調査は，集
団宿泊的行事後の１時点（集団宿泊的行事終
了時）で実施した。
　反復測定を実施する必要があったため，質
問紙に出席番号を回答してもらった。その他，
性別についても回答してもらった。

Ⅳ　因子分析の方法と結果

１．教育効果を測定する尺度の作成

　因子分析には集団宿泊的行事の影響を受け
ていない開始前時の得点を用いた。因子抽出
法には主因子法を用い，固有値が１以上であ
り，固有値の落ち込みがみられるところまで

を抽出の基準とした。その結果，基準を満た
す因子が３つ得られたので，３因子構造と判
断した。そこで，因子の回転（Promax回転）
を行い，因子負荷量の低い項目（絶対値0.40
未満）を削除し，再度，因子分析を行った。
この手順を因子負荷量の低い項目がなくなる
まで繰り返した。そして，得られた３因子を
「学級内信頼感」，「自己信頼感」，「他者理解」
と命名し，尺度とした（表２・３）。
　さらに各尺度の内的整合性を検討するため
にCronbachのα係数を算出した。その結果，
「学級内信頼感」はα＝0.96，「自己信頼感」
はα＝0.84，「他者理解」はα＝0.78であった。
なお，因子分析には統計解析プログラム
SPSS for Windows 10.0を使用した。

２．体験の状況を測定する尺度の作成

　因子抽出法には主因子法を用い，固有値が
1以上であり，固有値の落ち込みがみられる
ところまでを抽出の基準とした。その結果，
基準を満たす因子が４つ得られたので，４因
子構造と判断した。そこで，因子の回転
（Promax回転）を行い，因子負荷量の低い
項目（絶対値0.40未満）を削除し，再度，因
子分析を行った。この手順を因子負荷量の低
い項目がなくなるまで繰り返した。そして，
得られた４因子を「自然の美しさを感じた体
験」，「自己を開示し，他者とうまくかかわっ
た体験」，「班活動に協力し，円滑に活動した
体験」，「困難なことに挑戦し，達成した体験」
と命名し，尺度とした（表４・５）。
　さらに各尺度の内的整合性を検討するため
にCronbachのα係数を算出した。その結果，
「自然の美しさを感じた体験」はα＝0.89，「自
己を開示し，他者とうまくかかわった体験」
はα＝0.89，「班活動に協力し，円滑に活動
した体験」はα＝0.89，「困難なことに挑戦し，
達成した体験」はα＝0.82であった。
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Ⅴ　分散分析の方法と結果

１　分散分析の方法

（1）教育効果を測定する尺度の得点
　教育効果を測定する尺度の得点は，最低得
点を０とするために，各項目の合計得点から
項目数を引いて算出した。つまり，「学級内

信頼感」の場合，14項目・５件法であるため，
最低得点が０点，最高得点が56点となる。「自
己信頼感」の場合，６項目・５件法であるた
め，最低得点が０点，最高得点が24点となる。
「他者理解」の場合，３項目・５件法である
ため，最低得点が０点，最高得点が12点とな
る。
(2）体験の状況を測定する尺度の得点
　体験の状況を測定する尺度の得点は，最低
得点を０とするために，各項目の合計得点か
ら項目数を引いて算出した。つまり，「自然
の美しさを感じた体験」の場合，６項目・５
件法であるため，最低得点が０点，最高得点

表２　因子分析の結果（教育効果について）

項　　　　　目
因子負荷量

第１因子 第２因子 第３因子

この学級の中で私は安心してすごすことができると思う。
この学級の人は話しやすい。
この学級の人は仲が良いと思う。
今後，私はこの学級の人と楽しく活動できると思う。
この学級の人と気軽（きがる）に話をすることができる。
この学級の人と活動するのは楽しいと感じる。
この学級の人は人を大切にしていると思う。
この学級の人は困っている人がいたら助けようとすると思う。
この学級の人は私に親切（しんせつ）にしてくれている。
私は，この学級の人を信じている。
この学級の人は正直（しょうじき）にかかわり合っていると思う。
この学級の中に仲の良い友達がいる。
私は，この学級の人と正直にかかわり合っていると思う。
私は，この学級内に信じることのできる人がいる。
私は自分自身が信頼（しんらい）できる人間だと思う。
私は自分自身を信じることができる。
今はできなくとも，たいていのことはうまくできるようになると
思う。
私は自分自身の行動をコントロールすることができる。
私は自分に自信がある。
私は私で，決して他の人にはとってかわることのできない存在（そ
んざい）であると思う。
私は他の人の気持ちがわかると思う。
私は，この学級の人の良い部分が見える。
私は，この学級の人の考えていることが分かる。

0.96
0.96
0.88
0.86
0.82
0.78
0.76
0.72
0.71
0.70
0.67
0.61
0.60
0.48
－0.05
0.01
0.03

－0.03
0.11
－0.02

－0.09
0.23
－0.02

0.10
－0.11
0.16
0.07
0.09
－0.03
－0.11
0.00
0.02
－0.09
0.00
－0.16
0.12
0.05
0.78
0.78
0.68

0.60
0.58
0.50

0.26
－0.08
0.16

－0.27
－0.10
－0.23
－0.08
－0.08
0.18
0.14
0.08
0.12
0.33
0.27
0.17
0.10
0.30
0.07
－0.02
0.03

0.07
0.09
0.07

0.70
0.66
0.60

寄与率（％） 48.87 8.26 3.34

（主因子法・Promax回転）

表３　因子相関行列（教育効果について）

因子 第１因子 第２因子 第３因子

第１因子
第２因子
第３因子

1.00
0.51
0.65

0.51
1.00
0.50

0.65
0.50
1.00

（主因子法・Promax回転）
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が24点となる。「自己を開示し，他者とうま
くかかわった体験」及び「班活動に協力し，
円滑に活動した体験」の場合，それぞれ５項
目・５件法であるため，最低得点が０点，最
高得点が20点となる。「困難なことに挑戦し，
達成した体験」の場合，３項目・５件法であ
るため，最低得点が０点，最高得点が12点と
なる。
(3）各体験の頻度別のグループ分け
　体験の状況を測定する尺度の得点は，先に

述べた方法でそれぞれ算出した。そして，そ
の得点を基に頻度別のグループ（低群，中群，
高群）に分けた。その結果，「自然の美しさ
を感じた体験」の場合，低群は０点～18点の
27人，中群は19点～22点の40人，高群は23～
24点の35人になった。「自己を開示し，他者
とうまくかかわった体験」の場合，低群は０
点～13点の33人，中群は14点～16点の37人，
高群は17～20点の32人になった。「班活動に
協力し，円滑に活動した体験」の場合，低群

表５　因子相関行列（体験の状況について）

因子 第１因子 第２因子 第３因子 第４因子

第１因子
第２因子
第３因子
第４因子

1.00
0.57
0.61
0.46

0.57
1.00
0.69
0.50

0.61
0.69
1.00
0.49

0.46
0.50
0.49
1.00

（主因子法・Promax回転）

表４　因子分析の結果（体験の状況について）

項　　　　　目
因子負荷量

第１因子 第２因子 第３因子 第４因子

緑や花などを見てきれいだと思った
山がきれいだと感じた
自然の中で活動することは気持ちがいいと感じた
空気がきれいだと感じた
水がきれいだと感じた
自然の音を聞くために耳をすまして聞いた
誰（だれ）かがいつも話を聞いてくれた
人に自分の気持ちを伝えることができた
自分が思っていることを人につたえた
自分の気持ちを素直（すなお）に表現することができた
誰（だれ）かに分からないことをどうしたら良いのか聞いた
グループ（班）の人の考えを聞き，一緒（いっしょ）に考えよ
うとした
グループ（班）の人となかよく活動した
グループ（班）の人の考えを聞き，理解しようとした
グループ（班）でまとまって活動した
グループ（班）の人に自分の考えを話すことができた
むずかしそうと思っていたことができた
自分にはできないだろうとおもっていたことができた
これまでにやったことの無いことに挑戦（ちょうせん）した

0.92
0.90
0.74
0.74
0.70
0.42
－0.08
0.09
0.07
－0.01
－0.02
0.09

－0.01
0.06
－0.06
－0.12
0.08
－0.07
0.03

0.14
－0.05
－0.08
－0.01
－0.07
0.21
0.86
0.81
0.79
0.78
0.56
－0.07

0.00
－0.07
0.05
0.36
0.00
0.04
0.02

－0.13
0.06
0.01
－0.05
0.07
0.22
－0.07
0.02
0.11
－0.01
0.01
0.83

0.78
0.78
0.77
0.56
－0.06
0.04
－0.03

－0.12
－.003
0.06
0.09
0.11
－0.06
－0.01
－0.06
－0.10
0.14
0.23
0.02

－0.01
0.14
－0.15
0.04
0.91
0.78
0.64

寄与率（％） 45.61 7.41 6.00 4.12

（主因子法・Promax回転）
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は０点～14点の32人，中群は15点～17点の36
人，高群は18～20点の34人になった。「困難
なことに挑戦し，達成した体験」の場合，低
群は０点～８点の29人，中群は９点～11点の
36人，高群は12点の37人になった。
(4) 分散分析の方法
　各体験の頻度別グループと調査時を要因と
する３（低群，中群，高群）×２（集団宿泊
的行事開始前時，集団宿泊的行事終了時）の
２要因分散分析を行った。なお，この２要因
分散分析は教育効果を測定する尺度（「学級
内信頼感」，「自己信頼感」，「他者理解」）ご
とに行った。分散分析には統計解析プログラ
ムSPSS for Windows 10.0を使用した。

２　分散分析の結果

(1）「自然の美しさを感じた体験」の頻度別
グループによる分散分析の結果
　教育効果を測定する尺度（「学級内信頼感」，
「自己信頼感」，「他者理解」）ごとに先に述べ
た２要因分散分析を行った。その結果は次の
とおりである。表６は「自然の美しさを感じ
た体験」の頻度別グループ（低群，中群，高
群）の平均値と標準偏差である。
　「学級内信頼感」では「自然の美しさを感
じた体験」の頻度別グループと調査時による
交互作用効果はみられなかった（F(２，96)
＝0.14，n.s.）。しかし，「自然の美しさを感

じた体験」の頻度別グループによる主効果が
み ら れ た（F(２，96)＝13.44，p＜0.001）。
そこで，この主効果に対して多重比較を行っ
た結果，低群と中群，低群と高群の間にそれ
ぞれ有意な差がみられた（p＜0.05；低群＜
中群，低群＜高群）。
　「自己信頼感」では「自然の美しさを感じ
た体験」の頻度別グループと調査時による交
互作用効果はみられなかった（F(２，94)＝
2.10，n.s.）。しかし，「自然の美しさを感じ
た体験」の頻度別グループによる主効果がみ
られた（F(２，94)＝11.70，p＜0.001）。そ
こで，この主効果に対して多重比較を行った
結果，低群と中群，低群と高群の間にそれぞ
れ有意な差がみられた（p＜0.05；低群＜中群，
低群＜高群）。
　「他者理解」では「自然の美しさを感じた
体験」の頻度別グループと調査時による交互
作用効果はみられなかった（F(２，97)＝1.13，
n.s.）。しかし，「自然の美しさを感じた体験」
の頻度別グループによる主効果がみられた
（F(２，97)＝14.92，p＜0.001）。そこで，こ
の主効果に対して多重比較を行った結果，低
群，中群，高群の間にそれぞれ有意な差がみ
られた（p＜0.05；低群＜中群＜高群）。
(2）「自己を開示し，他者とうまくかかわっ
た体験」の頻度別グループによる分散分析
の結果

表６　「自然の美しさを感じた体験」の頻度別グループの平均値と標準偏差

グループ 人数 集団宿泊的行事開始前時 集団宿泊的行事終了時

「学級内信頼感」
min=０，max=56

低群 25 35.60(15.95) 36.04(15.58)
中群 39 45.41(　6.93) 45.23(　6.60)
高群 35 48.71(　8.09) 49.14(　8.32)

「自己信頼感」
min=０，max=24

低群 26 12.34(　4.43) 12.50(　4.82)
中群 37 15.08(　3.35) 15.41(　2.99)
高群 34 16.12(　3.84) 17.59(　3.60)

「他者理解」
min=０，max=12

低群 25 　6.28(　3.05) 　6.04(　2.78)
中群 40 　7.50(　1.88) 　7.60(　2.27)
高群 35 　8.86(　1.75) 　9.31(　1.95)

(　　　)内は標準偏差
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　教育効果を測定する尺度（「学級内信頼感」，
「自己信頼感」，「他者理解」）ごとに先に述べ
た２要因分散分析を行った。その結果は次の
とおりである。表７は「自己を開示し，他者
とうまくかかわった体験」の頻度別グループ
（低群，中群，高群）の平均値と標準偏差で
ある。
　「学級内信頼感」では「自己を開示し，他
者とうまくかかわった体験」の頻度別グルー
プと調査時による交互作用効果はみられな
かった（F(２，95)＝2.97，n.s.）。しかし，「自
己を開示し，他者とうまくかかわった体験」
の頻度別グループによる主効果がみられた
（F(２，95)＝16.25，p＜0.001）。そこで，こ
の主効果に対して多重比較を行った結果，低
群と中群，低群と高群の間にそれぞれ有意な
差がみられた（p＜0.05；低群＜中群，低群
＜高群）。
　「自己信頼感」では「自己を開示し，他者
とうまくかかわった体験」の頻度別グループ
と調査時による交互作用効果はみられなかっ
た（F(２，93)＝2.50，n.s.）。しかし，「自
己を開示し，他者とうまくかかわった体験」
の頻度別グループによる主効果がみられた
（F(２，93)＝11.03，p＜0.001）。そこで，こ
の主効果に対して多重比較を行った結果，低
群と中群，低群と高群の間にそれぞれ有意な
差がみられた（p＜0.05；低群＜中群，低群

＜高群）。
　「他者理解」では「自己を開示し，他者と
うまくかかわった体験」の頻度別グループと
調査時による交互作用効果はみられなかった
（F(２，96)＝2.07，n.s.）。しかし，「自己を
開示し，他者とうまくかかわった体験」の頻
度別グループによる主効果がみられた
（F(２，96)＝27.81，p＜0.001）。そこで，こ
の主効果に対して多重比較を行った結果，低
群，中群，高群の間にそれぞれ有意な差がみ
られた（p＜0.05；低群＜中群＜高群）。
(3 ）「班活動に協力し，円滑に活動した体験」
の頻度別グループによる分散分析の結果

　教育効果を測定する尺度（「学級内信頼感」，
「自己信頼感」，「他者理解」）ごとに先に述べ
た２要因分散分析を行った。その結果は次の
とおりである。表８は「班活動に協力し，円
滑に活動した体験」の頻度別グループ（低群，
中群，高群）の平均値と標準偏差である。
　「学級内信頼感」では「班活動に協力し，
円滑に活動した体験」の頻度別グループと調
査時による交互作用効果はみられなかった
（F(２，96)＝0.41，n.s.）。しかし，「班活動
に協力し，円滑に活動した体験」の頻度別グ
ループによる主効果がみられた（F(２，96)
＝18.97，p＜0.001）。そこで，この主効果に
対して多重比較を行った結果，低群と中群，
低群と高群の間にそれぞれ有意な差がみられ

表７　「自己を開示し，他者とうまくかかわった体験」の頻度別グループの平均値と標準偏差

グループ 人数 集団宿泊的行事開始前時 集団宿泊的行事終了時

「学級内信頼感」
min=０，max=56

低群 31 36.45(13.50) 36.68(12.80)
中群 36 46.08(　9.96) 44.83(　9.86)
高群 31 49.29(　5.83) 51.29(　4.99)

「自己信頼感」
min=０，max=24

低群 32 12.78(　4.40) 12.78(　4.31)
中群 33 15.18(　3.64) 15.67(　3.22)
高群 31 16.16(　3.57) 17.71(　3.70)

「他者理解」
min=０，max=12

低群 31 　5.87(　2.31) 　5.77(　2.73)
中群 36 　7.97(　2.13) 　7.83(　1.86)
高群 32 　9.00(　1.61) 　9.66(　1.64)

(　　　)内は標準偏差
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た（p＜0.05；低群＜中群，低群＜高群）。
　「自己信頼感」では「班活動に協力し，円
滑に活動した体験」の頻度別グループと調査
時による交互作用効果はみられなかった
（F(２，94)＝1.74，n.s.）。しかし，「班活動
に協力し，円滑に活動した体験」の頻度別グ
ループによる主効果がみられた（F(２，94)
＝14.21，p＜0.001）。そこで，この主効果に
対して多重比較を行った結果，低群，中群，
高群の間にそれぞれ有意な差がみられた（p
＜0.05；低群＜中群＜高群）。
　「他者理解」では「班活動に協力し，円滑
に活動した体験」の頻度別グループと調査時
による交互作用効果はみられなかった
（F(２，97)＝0.73，n.s.）。しかし，「班活動
に協力し，円滑に活動した体験」の頻度別グ
ループによる主効果がみられた（F(２，97)
＝17.66，p＜0.001）。そこで，この主効果に
対して多重比較を行った結果，低群と中群，
低群と高群の間にそれぞれ有意な差がみられ
た（p＜0.05；低群＜中群，低群＜高群）。
(4 ）「困難なことに挑戦し，達成した体験」
の頻度別グループによる分散分析の結果

　教育効果を測定する尺度（「学級内信頼感」，
「自己信頼感」，「他者理解」）ごとに先に述べ
た２要因分散分析を行った。その結果は次の
とおりである。表９は「困難なことに挑戦し，
達成した体験」の頻度別グループ（低群，中

群，高群）の平均値と標準偏差である。
　「学級内信頼感」では「困難なことに挑戦し，
達成した体験」の頻度別グループと調査時に
よる交互作用効果はみられなかった（F(２，
96)＝2.19，n.s.）。しかし，「困難なことに挑
戦し，達成した体験」の頻度別グループによ
る主効果がみられた（F(２，96)＝9.16，p＜
0.001）。そこで，この主効果に対して多重比
較を行った結果，低群と高群，中群と高群の
間にそれぞれ有意な差がみられた（p＜0.05；
低群＜高群，中群＜高群）。
　「自己信頼感」では「困難なことに挑戦し，
達成した体験」の頻度別グループと調査時に
よる交互作用効果はみられなかった（F(２，
94)＝0.78，n.s.）。しかし，「困難なことに挑
戦し，達成した体験」の頻度別グループによ
る主効果がみられた（F(２，94)＝8.05，p＜
0.01）。そこで，この主効果に対して多重比
較を行った結果，低群と高群の間に有意な差
がみられた（p＜0.05；低群＜高群）。
　「他者理解」では「困難なことに挑戦し，
達成した体験」頻度別グループと調査時によ
る交互作用効果はみられなかった（F(２，
97)＝1.14，n.s.）。しかし，「困難なことに挑
戦し，達成した体験」の頻度別グループによ
る主効果がみられた（F(２，97)＝7.51，p＜
0.01）。そこで，この主効果に対して多重比
較を行った結果，低群と高群の間に有意な差

表８　「班活動に協力し，円滑に活動した体験」の頻度別グループの平均値と標準偏差

グループ 人数 集団宿泊的行事開始前時 集団宿泊的行事終了時

「学級内信頼感」
min=０，max=56

低群 30 35.83(13.34) 36.13(13.37)
中群 36 44.97(　9.36) 45.69(　8.64)
高群 33 50.67(　5.70) 50.18(　6.57)

「自己信頼感」
min=０，max=24

低群 31 12.58(　4.27) 12.81(　4.61)
中群 35 14.89(　3.92) 15.29(　3.26)
高群 31 16.65(　3.00) 18.10(　3.04)

「他者理解」
min=０，max=12

低群 30 　6.03(　2.72) 　6.03(　2.71)
中群 36 　7.97(　1.96) 　7.94(　2.27)
高群 34 　8.79(　1.63) 　9.24(　1.89)

(　　　)内は標準偏差
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がみられた（p＜0.05；低群＜高群）。

Ⅵ　研究のまとめ

１．交互作用効果がみられなかったことにつ

いて

　先に述べた２要因分散分析を行った結果，
「学級内信頼感」，「自己信頼感」，「他者理解」
のいずれにおいても「自然の美しさを感じた
体験」の頻度別グループ（低群，中群，高群）
と調査時による交互作用効果はみられなかっ
た。交互作用効果がみられなかったことは，
「自己を開示し，他者とうまくかかわった体
験」，「班活動に協力し，円滑に活動した体験」，
「困難なことに挑戦し，達成した体験」にお
いても同様の結果であった。
　これらのことは各体験の頻度において「学
級内信頼感」，「自己信頼感」，「他者理解」の
得点の変化の仕方に違いがみられなかったこ
とを意味している。この原因については不明
であるが，可能性として考えられることを記
しておく。
　一つには，体験の頻度は「学級内信頼感」，
「自己信頼感」，「他者理解」の得点の変化の
仕方に影響を及ぼさないと解釈することがで
きる。本研究で作成した体験の状況を測定す
る尺度の中に「学級内信頼感」，「自己信頼感」，
「他者理解」の得点の変化の仕方に影響を及
ぼさないものが含まれていたことは十分に考

えられる。しかし，体験の状況を測定する尺
度のすべてがそうであったのかについては疑
問が残るところである。それは，文部省生涯
学習局青少年教育課（1999）(10)が「『生活体
験や自然体験が豊富な子ども』ほど，『道徳観・
正義観』が身についている傾向が見受けられ
た」と報告しているように，体験の頻度が人
格の形成に影響を及ぼしていることが示され
ているからである。
　もう一つには，集団宿泊的行事を実施した
期間が２泊３日という短い期間であったた
め，得点の変化の仕方に影響を及ぼすまでに
は至らず，明瞭な違いとして表出しなかった
と解釈することができる。
　このことを明らかにするためには，他の事
例を検証していく必要がある。特に２泊３日
よりも長期間，集団宿泊的行事を実施してい
る事例について調査し，検証する必要がある。
今後，明らかにしていきたい。

２．主効果がみられたことについて

　先に述べた２要因分散分析を行った結果，
「学級内信頼感」，「自己信頼感」，「他者理解」
のいずれにおいても「自然の美しさを感じた
体験」の頻度別グループ（低群，中群，高群）
による主効果がみられた。頻度別グループに
よる主効果がみられたことは，「自己を開示
し，他者とうまくかかわった体験」，「班活動

表９　「困難なことに挑戦し，達成した体験」の頻度別グループの平均値と標準偏差

グループ 人数 集団宿泊的行事開始前時 集団宿泊的行事終了時

「学級内信頼感」
min=０，max=56

低群 27 39.41(14.22) 37.74(13.14)
中群 36 42.58(11.69) 43.69(11.03)
高群 36 49.14(　5.72) 49.81(　6.28)

「自己信頼感」
min=０，max=24

低群 28 12.86(　4.71) 13.00(　4.98)
中群 34 14.79(　3.40) 15.56(　3.48)
高群 35 16.11(　3.64) 17.14(　3.31)

「他者理解」
min=０，max=12

低群 27 　6.30(　2.78) 　6.81(　2.86)
中群 36 　7.72(　2.19) 　7.56(　1.90)
高群 37 　8.62(　1.75) 　8.78(　2.76)

(　　　)内は標準偏差
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に協力し，円滑に活動した体験」，「困難なこ
とに挑戦し，達成した体験」においても同様
の結果であった。
　そこで，多重比較を行った結果，低群と中
群，低群と高群の間にそれぞれ有意な差がみ
られたり，低群，中群，高群の間にそれぞれ
有意な差がみられたりするなど有意な差の表
出の仕方に違いがみられた。しかし，すべて
の分析で共通していたことは，低群と高群の
間に有意な差がみられたことである。このこ
とを別の言い方をすると次の①～④のように
なる。
① 「自然の美しさを感じた体験」の低群は，「学
級内信頼感」，「自己信頼感」，「他者理解」
の得点が低い。一方，「自然の美しさを感
じた体験」の高群は，「学級内信頼感」，「自
己信頼感」，「他者理解」の得点が高い。
② 「自己を開示し，他者とうまくかかわった
体験」の低群は，「学級内信頼感」，「自己
信頼感」，「他者理解」の得点が低い。一方，
「自己を開示し，他者とうまくかかわった
体験」の高群は「学級内信頼感」，「自己信
頼感」，「他者理解」の得点が高い。
③ 「班活動に協力し，円滑に活動した体験」
の低群は，「学級内信頼感」，「自己信頼感」，
「他者理解」の得点が低い。一方，「班活動
に協力し，円滑に活動した体験」の高群は
「学級内信頼感」，「自己信頼感」，「他者理解」
の得点が高い。
④ 「困難なことに挑戦し，達成した体験」の
低群は，「学級内信頼感」，「自己信頼感」，「他
者理解」の得点が低い。一方，「困難なこ
とに挑戦し，達成した体験」の高群は「学
級内信頼感」，「自己信頼感」，「他者理解」
の得点が高い。
　筆者らは，このことを集団宿泊的行事にお
いてみられた特有の事象ではない可能性があ
ると捉えている。そこで，現在，庄内中学校
では生徒の日常生活において同様のことが起
こっていないかを多面的な視点から見取って

いる。今後も研究を続け，教育活動の改善へ
つないでいく予定である。
　また，本研究は庄内中学校における一事例
であるため，得られた結果が一般的な傾向で
あるのかどうかについては明らかになってい
ない。この点についても，研究の対象を広げ，
明らかにしていきたい。
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