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Ⅰ　はじめに

　近年，対人関係能力の未熟さが原因と考え
られるいじめや自殺，不登校などが大きな社

会問題となっている。これらの諸問題を解決
する方策の一つとして，社会的スキルの学習
が注目されている。社会的スキルとは，対人
的な付き合い方のうち，学習され獲得される
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【要旨】

　本研究は，長期継続型デイ・キャンプ参加児童がデイ・キャンプで獲得した社会的ス
キルを日常場面で活かすことが，次回のデイ・キャンプでの社会的スキルの獲得に及ぼ
す効果を検証した。長期継続型デイ・キャンプに参加した児童41名を対象に，嶋田ら(1)

が開発した小学生用社会的スキル尺度を用いて一般的社会的スキルを，山本(2)が作成し
たキャンプ社会的スキル尺度を用いてキャンプ社会的スキル尺度を，筆者が独自に作成
した日常行動チェックを用いて日常社会的スキルを評価した。日常社会的スキル得点，
及びその合計得点に基づき，被験者を高得点群，中得点群，低得点群に三分し，高得点
群と低得点群の区間前後のデイ・キャンプ後，及び事業前後におけるキャンプ社会的ス
キル，一般的社会的スキルの変化について，共分散分析を行った。その結果，日常場面
において，キャンプで学習した社会的スキルを発揮できた参加者は，次のキャンプで
キャンプ社会的スキル，特に向社会的スキル因子が有意に向上した。また，一般的社会
的スキルにおいても同様に，キャンプ全体を通して，特に向社会的スキル因子が向上し
た。以上の結果から長期継続型デイ・キャンプにおいて，キャンプ場面だけではなく，
日常場面への学習成果の一般化を支持する必要性が示唆された。
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スキルに着目したものである。本来，社会的
スキルは他者との関わりの中で，自然に身に
つけていくものであるが，人間関係の希薄な
現代社会では，社会的スキルを学ぶ機会が激
減し，社会的スキルの不足した子どもが増え
てきている。
　我が国では社会心理学の分野などで社会的
スキルトレーニングの試みがなされ，近年で
は藤枝ら(3)などによって，社会的スキルの欠
如児(社会的スキルが学級内で相対的に低い
と自覚し，かつ教師からもそう思われている
児童)のみでなく，学校のクラス単位で行う
トレーニングでは健常児にも効果があること
が検証されている。さらに，佐藤ら(4)は体験
学習理論を用いることによって，その効果が
増大すると主張している。
　一方，キャンプは集団活動を特性の一つと
し，上述した体験学習理論を応用した教育方
法であると言える。よって，社会心理学分野
における社会的スキルトレーニングを導入
し，参加者の社会的スキルの獲得を図ること
ができると考えられる。実際に，キャンプ場
面における社会的スキルトレーニングが実践
され，その効果が検証されている(2)(5)(6)。体
験学習理論とは，学習者が特定の体験をふり
かえり，その意味を概念化し，新たな体験に
活用することによって学習を深める方法であ
る。体験学習におけるふりかえりは，指導者
が介入しなくとも自発的に起こることが知ら
れている。よって，キャンプにおける体験は
キャンプ中，キャンプ後を問わず，学習者が
自ら，ふりかえり，日常場面へと般化してい
ると考えられる。
　本研究では長期継続型デイ・キャンプを研
究対象とした。長期継続型デイ・キャンプと
はデイ・キャンプ（日帰り～１泊２日のキャ
ンプ）の中でも，活動が複数回にわたるもの
で，全活動を通じて参加者が同じキャンプで
ある。長期継続型デイ・キャンプは１つ１つ
の事業は短期間で終了するため，十分なふり

かえりの時間はとれないが，１年間を通じて，
キャンプ場面と日常場面を繰り返す特徴があ
る。そこで，キャンプでの学習を日常場面に
自発的に応用し，さらに次の回のキャンプで，
日常での実践から得られた成果を再度フィー
ドバックすることで，新しい体験学習理論の
サイクルが生まれると考えられる。高久(7)は，
PA(プロジェクトアドベンチャーの略。森の
中などに自然の立木や丸太，ロープなどを
使って一見不可能と思われる冒険コースをあ
らかじめ用意しておき，コントロールされた
状況下で冒険プログラムを行う活動。)の基本
にあるものは「体験学習」であり，その活動
は「説明」，「活動」，「ふりかえり」の流れを
繰り返すことによって構成されており，それ
らの活動を段階を追って繰り返すことで，至
高体験(人間の最良の状態，人生の最も幸福
な瞬間，歓喜，最高の喜びなどの経験である。
成功体験や感動体験を含む至高体験は，自己
実現度の向上に有効であるとされている。)
ができるような活動につながると述べてい
る。これは言い換えると，体験学習のサイク
ルを繰り返すことで，学習の般化が強化され，
至高体験につながるようになると言える。つ
まり社会的スキルの学習にも応用することが
でき，体験学習のサイクルを繰り返すことで，
スキルの般化が強化されると考えられる。体
験学習のサイクルは何か新たな体験があれ
ば，キャンプ場面，日常場面を問わず常に起
こりうるもので，上述したようにキャンプで
の学習を促進させたり，日常での成果を
フィードバックしたりすることは，学習効果
を上げるためにはとても効果的である。よっ
て，このようなキャンプ場面，日常場面を連
続的に捉えた体験学習サイクルによる社会的
スキルの変容を明らかにすることは，今後の
長期継続型デイ・キャンプにおける学習目標
の設定やカリキュラムデザイン及び，日常場
面への支援の方策において有意義であると言
える。
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　そこで，本研究の目的は長期継続型デイ・
キャンプに参加した児童がキャンプで学習し
た社会的スキルを日常場面へ般化することが
その後のデイ・キャンプでの社会的スキルの
学習に及ぼす効果を明らかにすることとし，
以下の課題を設定した。

課題１： 一般的社会的スキル，キャンプ社会
的スキルの変容過程を明らかにす
る。

課題２： 日常社会的スキルの発揮がその後の
一般的社会的スキル，キャンプ社会
的スキルの獲得に及ぼす効果を検証
する。

　本研究における一般的社会的スキルとは嶋
田ら(1)の定義を採用し，「ある特定の社会的
場面に受け入れられるための行動であり，そ
れは不適切な行動をしないことも含む」とし，
「向社会的スキル因子」と，不適切な行動で
ある「引っ込み思案行動因子」，「攻撃行動因
子」の３因子からなるものとした。キャンプ
社会的スキルとは，山本(2)が上述した嶋田ら
の定義をキャンプ場面に応用し，「キャンプ
において，円滑な人間関係を営むために必要
であり，かつ人間関係を阻害しないようにす
るスキルを総括したもの」とし，同様に，「向
社会的スキル因子」，「引っ込み思案行動因
子」，「攻撃行動因子」の３因子からなるもの
とした。日常社会的スキルとは，「デイ・キャ
ンプ期間中の日常での学校生活場面におい
て，円滑な人間関係を営み，かつ人間関係を
阻害しないようなスキル」とし，同様に「向
社会的スキル因子」，「引っ込み思案行動因
子」，「攻撃行動因子」の３因子からなるもの
とした。

Ⅱ　研究方法

１．対象

　幼少年キャンプ研究会主催，平成18年度子
どもゆめ基金助成事業「野性の森ゆめキャン
プ」参加児童41名（５年生16名，６年生25名，
男子22名，女子19名）であった。

２．事業概要

(1）目的
　本事業は学校週５日制に対応して，子ども
たちに地域社会での自然体験の機会を提供す
ることによって，自然体験活動に興味を深め
るとともに，集団生活を通して「生きる力」
を育み，子どもたちの健全な人間性の発達に
資することをねらいとして2001年に始まっ
た。本年度は「つながるぼくら～人と自然と
地域と自分～」をスローガンに，自然体験を
通して，自己，他者，自然，地域との関係に
新たな発見や行動の改善が見られるようにな
ることや，参加者に社会・教育的効果を及ぼ
すことを目的として活動が行われた。
(2）プログラム
　平成18年４月29日～11月12日の間，夏休み
を除く隔週の土曜日に半日～１泊２日にかけ
て行われたデイ・キャンプであった。本プロ
グラムは，前期１～５回，後期６～10回の２
期に分かれており，参加対象が同一であるこ
と以外は，班編成，事業の目的を達成するた
めのプログラムデザイン，指導体制は別々の
プログラムとして計画した。キャンプ全体の
プログラムを表１に示した。
(3）班編成及び指導体制
　前期１～５回，後期６～10回に分けて夏休
みを区切りとして班編成が変わった。班編成
は６～７人からなる６グループで，小学校や
前期の参加者等がバラバラになるように留意
して行われた。指導体制は各班に１名のカウ
ンセラーが付き，前期・後期ごとに同一のカ
ウンセラーが指導を行った。
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(4）調査内容
ⅰ　一般的社会的スキル
　一般的社会的スキルを測定するために嶋田
ら(1)が作成した15項目からなる「小学生用社
会的スキル尺度」を用いた。一般的社会的ス
キルは「向社会的スキル因子」，「引っ込み思
案行動因子」，「攻撃行動因子」から構成され
ており，小学生の対人関係の能力を測定する
ものである。本研究では後述の日常社会的ス
キルと区別するために，一般的社会的スキル
は長期的な社会的スキルの発現を問うものと
し，４件法（全然当てはまらない：１点～よ
くあてはまる：４点）で評定を求めるもので
あり，得点の範囲は向社会的スキル因子：７
点～28点，引っ込み思案行動因子：４点～16
点，攻撃行動因子：４点～16点であった。
ⅱ　キャンプ社会的スキル
　キャンプ社会的スキルを測定するために山
本(2)が作成した10項目からなる「キャンプ社
会的スキル尺度」を採用した。キャンプ社会
的スキルは，キャンプ場面における対人関係

の能力を測定するものである。この尺度は嶋
田ら(1)，石川ら(8)，藤枝ら(3)の児童用社会的
スキル尺度から，同内容の項目を省いたもの
を，実際に指導にあたるカウンセラー10名や，
キャンプ指導歴が５年以上ある大学院生３名
の意見を参考に，項目を精選した。さらに，
１回の調査をもとに検証的因子分析による修
正を行い，因子負荷量の高い項目を選定した。
この尺度の信頼性はクローンバックのα係数
によって内的整合性が検討され，カウンセ
ラー評価ではα=.75～.94，自己評価では
α=.62～.70となった。また，ピアソンの相
関係数によって安定性が検討され，カウンセ
ラー評価ではr=.75～.83，自己評価では
r=.39～.59となった。一般的社会的スキル同
様，「向社会的スキル因子」，「引っ込み思案
行動因子」，「攻撃行動因子」から構成されて
おり，４件法（全然当てはまらない：１点～
よくあてはまる：４点）で評定を求めるもの
であり，得点の範囲は向社会的スキル因子：
４点～16点，引っ込み思案行動因子：３点～

表１　「野性の森ゆめキャンプ」プログラム表

〈回〉 〈日程〉 〈期間〉 〈テーマ〉 〈内容〉 〈活動場所〉 〈目的〉

前　

期

第１回 ４/29 午前中 仲間作りゲーム
アイスブレイク・
ASE

野性の森 仲間を知る

第２回 ５/13 午前中 ネイチャーゲーム
ネイチャーゲーム・
コンポスト作り

野性の森 自然を感じる

第３回 ５/27 午前中 農業プログラム 大豆の畑作り 野性の森
自然を感じ、農業
体験

第４回 ６/10 １日
つくば道ウォーキ
ング

歴差探索オリエン
テーリング

つくば市北条周辺 地元を知る

第５回 ７/１～７/２ １泊２日 デイ・キャンプ
テント設営・野外
炊飯等

野性の森 まとめ

後　

期

第６回 ９/９～10 １泊２日
霞ヶ浦水のプログ
ラム

地引き網体験・野
外炊飯等

霞ヶ浦・陸平貝塚
自然を感じ、仲間
を知る

第７回 ９/30 午前中 クライミング
ツリークライミン
グ等

筑波大学構内 自然を感じる

第８回 10/14 午前中 焼き板作り 焼き板作り 野性の森 お土産作り

第９回 10/28 １日 裏筑波山登山 裏筑波山登山 筑波山
地元・自然・仲間
を知る

第10回 11/11～12 １泊２日
まとめデイ・キャ
ンプ

野外炊飯・キャン
プファイヤー等

野性の森 まとめ
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12点，攻撃行動因子：３点～12点であった。
キャンパー自身の自己評価と担当カウンセ
ラーによる他者評価を行い，２者の合計得点
で評価を行った。
ⅲ　日常社会的スキル
　日常社会的スキルを測定するために，筆者
が独自に作成した「日常行動チェック」を使
用した。この尺度は上述した，キャンプ社会
的スキル尺度の質問項目の「キャンプ」，「班」
という表現を，日常生活で最も社会的スキル
を使用すると考えられる「学校」に置き換え
たものである。質問紙の中で，“前回のゆめ
キャンプでの友だちとのかかわりが，学校の
友だちとのかかわりに，どのくらい活かせま
したか？”という教示を行った。キャンプ社
会的スキル同様，10項目からなり，「向社会
的スキル因子」，「引っ込み思案行動因子」，「攻
撃行動因子」から構成されており，４件法（全
然当てはまらない：１点～よくあてはまる：
４点）で評定を求めるものであり，得点の範
囲は向社会的スキル因子：４点～16点，引っ
込み思案行動因子：３点～12点，攻撃行動因
子：３点～12点であった。
ⅳ 　担当カウンセラーによるキャンパー行動
観察記録
　各グループの担当カウンセラーによって，
第１回プログラム終了時にグループの中から
選ばれた社会的スキルの高そうな参加者，低
そうな参加者の２名から，１名を選択し，向

社会的スキルの高い行動／低い行動，引っ込
み思案行動／非引っ込み思案行動，攻撃行動
／非攻撃行動について該当する行動を記録し
た。１名の決定方法は第１回目のキャンプ社
会的スキル合計得点において全体と比較し
て，より社会的スキルが高い／低いと判断し
た被験者を観察対象児とした。
（5）検査の手続き
　調査の時期は表２に示した。表２に示した
キャンプ社会的スキル分析区間とは，１回の
デイ・キャンプ後・日常場面・次のデイ・キャ
ンプ後を１分析区間とし，全４回のキャンプ
社会的スキルの変容を調査したことを示して
いる。
(6）統計処理
　本研究で対象とした事業は，前期１回～５
回と後期６回～10回の２期に分かれており，
事業の目的を達成するプログラムデザインや
指導体制は一貫していたが，班編成が異なっ
ていたので，それぞれ独立した一つの事業と
考え，前期・後期の同一の参加者を別の被験
者とみなし，合計82名の被験者として統計処
理を行った。課題1を明らかにするために，
３つの変数に対して測定時期の１要因分散分
析を行った。多重比較にはBoneferroni法を
用いた。課題２を明らかにするために，日常
社会的スキル得点に基づき各区間ごとに被験
者を高得点群・中得点群･低得点群に三分し，
高得点群と低得点群について前回のキャンプ

表２　検査等の測定時期

１・６回目 ２・７回目 ３・８回目 ４・９回目 ５・10回目

事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後

社 会 的 ス キ ル ○ ○ 

キャンプ社会的スキル ○ ○ ○ ○ ○ 

日常社会的スキル ○ ○ ○ ○ 

：キャンプ社会的スキル分析区間
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事後のキャンプ社会的スキル得点を共変量と
した共分散分析を用いた。また，日常社会的
スキルの合計得点に基づき，同様に被験者を
高得点群，低得点群に二分し，一般的社会的
スキルに対して初回の得点を共変量とした共
分散分析を行った。有意水準は全て５%に固
定した。欠損値には，全て系列平均を当ては
めた。なお，データの分析にはSPSS for 
Windows及 びSPSS for Windows Advance 
Modelsを用いた。

Ⅲ　結果及び考察

１．一般的社会的スキル，キャンプ社会的ス

キルの変容

(1)　一般的社会的スキルの変容
　一般的社会的スキルの変容について，
pre(第１回プログラム前)と，post(第５回プ
ログラム後)に対して一要因の分散分析を
行った。その結果を因子ごと，および合計の
平均点と標準偏差を表３に，得点の変化を図
１～図４に示した。
　この結果より，長期継続型デイ・キャンプ
に参加した児童の一般的社会的スキルは有意
に向上したことが明らかになった(向社会的
スキル因子得点，F(1，81)=10.30，p<.01；引っ
込み思案行動因子得点，F(1，81)=6.11，
p<.05；攻撃行動因子得点，F(1，81)=0.52，n.s；
合計，F(1，81)=7.83，p<.01)。西田ら(6)はキャ
ンプ経験による社会的スキルの向上効果を調
査したところ，「向社会的スキル因子」のみ

表３　一般的社会的スキル得点の平均点と標準偏差

pre 
 

post 調査時期

因子 Mean  SD Ｍean SD F値 p

一般的社会的
スキル得点

向社会性因子 19.74 2.96 20.88 2.86 10.30 ＊＊

引込み思案行動因子 12.84 2.39 13.50 2.16 　6.11 ＊

攻撃行動因子 13.36 1.92 13.19 2.31 　0.52 n.s. 

合計 45.94 5.19 47.57 4.93 　7.83 ＊＊

＊p<.05 　＊＊p<.01 

図１　一般　向社会的スキル因子
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図２　一般　引込み事案行動因子
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向上したと報告している。しかし，長期継続
型デイ・キャンプが参加者の生きる力に及ぼ
す効果を測定した永井(9)は，長期継続型デイ・
キャンプでは，十分な効果が得られなかった
と報告している。また，長期継続型デイ・キャ
ンプで本研究と同じく，一般的社会的スキル
の変容を検証した，山本(2)も，引っ込み思案
行動因子得点にのみ，自己評価，保護者評価
の両方で，有意な向上が見られたと報告して

いる。これらの研究と本研究との結果の違い
には，班編成の方法の違いが大きく影響して
いると考えられる。永井の研究では全10回の
プログラムで毎回班替えを行った。山本も合
計３回の班替えを行った。それに対し，本研
究では研究計画上，一度も班替えを行わな
かった。このことが，グループダイナミクス
に影響を及ぼし，先行研究との違いとなって
表れたと考えられる。また，プログラム内容
もグループでの活動時間が長い活動が先行研
究よりも多く含まれていた。藤枝ら(3)は，ク
ラス単位の社会的スキルトレーニングを実施
し，実験群と統制群を比較したところ，「社
会的スキルの児童の自己評価尺度」において
は有意差は認められなかったが，「社会的ス
キルの教師用評定尺度」の結果は実験群の方
が有意に高い値を示したとしている。また，
石川ら(8)も学校内で小集団の形で適用した社
会的スキル訓練は「攻撃性」や「引っ込み思
案」傾向の強い児童にとって，その両傾向を
改善し，社会的スキルを向上させることに効
果的であったと報告している。つまり，これ
までの報告と異なり，長期継続型デイ・キャ
ンプにおいても，社会的スキルを獲得するた
めに集団活動の時間を長時間とることや，同
一班で継続的に活動することにより，十分に
目的を達成できると考えられる。
(2)　キャンプ社会的スキルの変容
　キャンプ社会的スキルの変容を第１回プロ
グラム～第５回プログラムのキャンパー自身
の自己評価と担当カウンセラーからの他者評
価の合計評価の因子ごと，および，合計に対
する一要因分散分析を行い，測定時期の効果
が見られたので多重比較を行った。その結果
を表４に，得点の変化を図５～図８に示した。
　この結果より，長期継続型デイ・キャンプ
を経験することで，キャンプ社会的スキルの
合計評価における，向社会的スキル因子得点，
引っ込み思案行動因子得点，合計は第１回と
比較して有意に増加し，攻撃行動は有意に低

図３　一般 攻撃行動因子
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図４　一般　合計
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下したことが明らかになった(分散分析:向社
会的スキル因子得点，F(4，324)=6.28，p<.001，
引 っ 込 み 思 案 行 動 因 子 得 点，F(3.31，
268.34)=7.23，p<.001；攻撃行動因子得点，
F(3.39，274.54)=4.66，p<.01合 計，F(3.59，
290.29)=6.80，p<.001，多重比較；向社会的
スキル因子，Mse=30.96，引っ込み思案行動

因子，Mse=32.71，攻撃行動因子，Mse=16.48，
合計，Mse=78.88，Greenhouse-Geisserによ
る自由度を表示した)。さらに，攻撃行動因
子について，参加者による自己評価と担当カ
ウンセラーによる他者評価で分けて検定を
行ったところ，参加者：F(3.14，253.95)=5.86，
担当カウンセラー：F(4，324)=0.82となり，

表４　キャンプ社会的スキル得点の平均点と標準偏差　（合計評価）
第１回終了時 第２回終了時 第３回終了時 第４回終了時 第５回終了時 調査時期

因子 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD F値 p 多重比較

キャンプ社会的
スキル得点

向社会性因子 18.52 3.22 18.77 3.30 19.10 3.35 19.67 3.27 19.99 3.51 6.27 ＊＊＊ 1<45 2<5

引込み思案因子 19.30 3.01 20.10 2.47 19.81 2.61 20.66 2.36 20.63 2.63 7.23 ＊＊＊ 1<245 3<4

攻 撃 性 因 子 20.30 2.53 20.00 3.01 19.52 2.42 19.94 2.33 19.26 2.75 4.66 ＊＊ 1>35 4>5

合　計 58.12 5.13 58.86 5.09 58.43 4.59 60.27 4.89 59.88 5.26 6.79 ＊＊＊ 1<45 3<4

＊＊p<.01　＊＊＊p<.001 

図５　キャンプ向社会的スキル因子
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図６　キャンプ引込事案行動因子
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図７　キャンプ攻撃行動因子
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図８　キャンプ合計
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参加者の自己評価が攻撃行動因子の低下の主
な要因となっていた。キャンプが始まりグ
ループが形成されて時間が短い内は，あまり
自分の気持ちや行動を素直には表現せず，遠
慮しているが，グループで過ごす時間が長く
なれば，遠慮せずに素直に自分の気持ちを表
現し，行動するようになると考えられる。攻
撃行動因子を形成する質問項目は「キャンプ
で，すぐにおこる」，「キャンプ中，でしゃば
りである」，「班の友だちにらんぼうな話し方
をする」といったもので，素直に自分の気持
ちを表現したことが，これらの項目に該当し
たのではないかと推察される。また，キャン
プにおける社会的スキルの変容を調査した青
木ら(5)はキャンプ初日には，環境や人間関係
の違いから起こる様々な要因によって，参加
者の社会的スキルに大きなバイアスがかかっ
ているという考えから，キャンプ体験２週間
前を測定基準(pre)とし，キャンプ初日を
キャンプ体験の期間中として捉えている。実
際の調査でも，社会的スキルにおいて，キャ
ンプ体験２週間前からキャンプ初日にかけ
て，有意な得点の低下が認められ，初日と最
終日，１ヵ月後の間に有意な得点の向上が認
められた。本研究におけるキャンプ社会的ス
キルは一般的社会的スキルと異なり，キャン
プ場面の人間関係スキルを意味しており，上

述した影響をより強く受けたと推察される。
よって全５回の長期継続型デイ・キャンプで
は，攻撃行動因子以外のキャンプ社会的スキ
ルが２回目以降概ね維持されたと言うことが
できる。

２．日常社会的スキルと一般的社会的スキ

ル，キャンプ社会的スキルの変容の関連

　日常社会的スキル得点によって，各区間ご
とに被験者を高得点群，中得点群，低得点群
に三分し，高得点群と低得点群のキャンプ社
会的スキル得点について，前回のキャンプ事
後のキャンプ社会的スキル得点を共変量とす
る，共分散分析を行った。また，日常社会的
スキル得点の全ての検査の合計得点によっ
て，同様に高得点群・低得点群に分けられた
２群について，preの合計の平均値を共変量
とする，共分散分析を行った。その結果を表
５に示した。
　この結果より，日常場面において，キャン
プで学習した社会的スキルを発揮できた参加
者は，次のキャンプでキャンプ社会的スキル，
特に向社会的スキル因子が概ね有意に向上し
た(第１回～第２回；向社会的スキル因子，
F(1，50)=10.94，p<.01，第２回～第３回；向
社会的スキル因子，F(1，50)=8.53，p<.01，
第３回～第４回；向社会的スキル因子，

表５　キャンプ社会的スキル得点及び，一般的社会的スキル得点の群間の差
第１回～第２回 第２回～第３回 第３回～第４回

因子 Mean SD Mean SD F値 p Mean SD Mean SD F値 p Mean SD Mean SD F値 p

キャンプ・
一般的
社会的
スキル得点

向社会性
19.30 3.28 20.70 3.55 19.07 3.66 20.71 4.04 19.83 3.45 20.94 3.40
17.93 3.12 17.38 3.18 10.94 ＊＊ 18.01 3.20 17.57 3.33 8.53 ＊＊ 17.84 3.29 18.37 3.82 3.31 †

引込み思案性
19.96 3.24 20.19 2.76 20.40 2.48 19.70 3.23 20.19 2.49 20.54 3.01
18.65 3.18 19.73 3.08 0.27 20.24 2.41 19.55 2.89 0.01 19.68 2.94 20.86 2.06 0.71

攻撃性
20.63 2.69 19.90 3.40 19.53 3.58 19.23 3.18 19.27 2.47 20.06 2.42
19.86 3.08 19.59 3.51 0.35 20.43 2.35 19.83 2.24 0.00 19.35 2.84 19.77 2.85 0.27

合計
59.89 5.28 60.79 5.82 59.01 5.93 59.64 6.36 59.29 5.12 61.54 5.37
56.44 5.20 56.71 5.47 1.85 58.68 4.40 56.95 4.13 5.49 ＊ 58.86 4.34 59.00 5.77 0.74

第４回～第５回 pre-post
因子 Mean SD Mean SD F値 p Mean SD Mean SD F値 p

キャンプ・
一般的
社会的
スキル得点

向社会性
20.36 3.40 21.33 3.56 20.89 3.04 22.32 2.73
19.19 3.93 18.57 3.53 7.29 ＊＊ 18.73 3.13 19.57 2.45 9.47 ＊＊

引込み思案性
21.03 2.56 21.23 2.24 13.38 2.34 14.15 2.19
20.71 1.84 20.67 3.05 0.34 13.10 2.06 13.52 1.80 1.13

攻撃性
20.63 2.37 20.15 2.37 14.01 1.56 13.48 2.65
19.66 2.27 19.13 3.07 0.08 13.29 2.02 13.34 2.09 0.21

合計
62.02 5.27 6.70 5.29 48.28 5.42 49.95 5.16
59.56 5.03 58.36 4.37 7.63 ＊＊ 45.12 4.44 46.43 3.69 4.35 ＊

上段：高得点群　下段：低得点群**p<.01 ＊p<.05　†p<.1
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F(1，56)=3.31，p<.10，第４回～第５回；向
社会的スキル因子，F(1，51)=7.29，p<.01)。
また，一般的社会的スキルにおいても同様に，
キャンプ全体を通して，特に向社会的スキル
因子が向上した（向社会的スキル因子，
F(1，54)=9.47，p<.01）。児童に対する集団社
会的スキル訓練の効果を実証した後藤ら(10)

は，集団社会的スキルトレーニングは向社会
的スキル因子のみに影響を及ぼし，攻撃行動
因子や引っ込み思案行動因子には効果がな
かったと，本研究と同様の報告をしている。
その考察として，向社会的スキルを使用した
結果，周囲からのポジティブな反応がある程
度蓄積されて，はじめてネガティブな行動の
軽減が見られるため，問題行動の改善に先立
ち，向社会的スキルの使用を安定して強化さ
れる環境が必要であるとしている。本研究に
おいてもキャンプ社会的スキル向社会的スキ
ル因子には，「友だちが失敗したら励ます」
や「困っている友だちを助ける」などの項目
が含まれ，キャンプ場面との関係が深く，日
常場面でも発揮する機会の多いスキルであ
る。よって後藤ら(10)の言うように，キャン
プ場面と日常場面にそれらのスキルを安定し
て使用する環境があったと考えられる。
　一方，「引っ込み思案行動因子」において，
補足的に行ったカウンセラーによるキャン
パー行動観察記録では，キャンプ場面では「あ
まり話をしない」「１人でいることが多い」
などの記述が見られたが，これらはすでに集
団が形成されている学校場面では，スキルを
発揮する必要のない行動と考えられる。
　以上の考察より，長期継続型デイ・キャン
プにおいてキャンプ場面と日常場面を連続的
に捉え，社会的スキルの育成を行う場合，い
ずれの状況でも発揮する機会の多い向社会的
スキル因子の育成を全体的なターゲットスキ
ルとし，その上で「攻撃行動因子」，「引っ込
み思案行動因子」などの問題行動の改善を試
みる支援法の有効性が示唆された。

Ⅳ　結論

　本研究は長期継続型デイ・キャンプ参加児
童がキャンプで学習した社会的スキルの日常
場面への般化が，その後のキャンプでの社会
的スキルの学習に及ぼす効果を明らかにする
ことを目的とした。その結果，長期継続型デ
イ・キャンプ参加児童の社会的スキルは，キャ
ンプ終了後，有意に向上した。また，長期継
続型デイ・キャンプ参加者のキャンプ社会的
スキルは，第１回と比較して第２回目以降，
有意に向上し維持された。さらに，日常社会
的スキルの高い参加者のキャンプ社会的スキ
ル，特に向社会的スキルは，同スキルの低い
参加者と比べて，次のキャンプで有意に向上
した。以上の結果から，長期継続型デイ・キャ
ンプでは，参加者の一般的社会的スキル，キャ
ンプ社会的スキルに効果を及ぼしたことが明
らかになった。また，デイ・キャンプで学習
した社会的スキル，特に向社会的スキル因子
を日常場面で般化できた者は，その後のデイ・
キャンプにおいて，より社会的スキルの学習，
特に向社会的スキル因子に効果があることが
明らかになった。これらの結果から，長期継
続型デイ・キャンプにおいて，キャンプ体験
のみではなく，日常の学習成果の般化の支援
を行うことは，キャンプのより高い学習効果
に貢献すると言えよう。

参考文献
⑴　嶋田洋徳,戸ヶ崎泰子，岡安孝弘，坂野雄二，
児童の社会的スキル獲得による心理的ストレ
ス軽減効果，行動療法研究，22(2)，1996, 
pp.1-9
⑵　山本亮一，長期継続型デイ・キャンプが参
加児童の社会的スキルに及ぼす影響，筑波大
学大学院体育研究科研究論文集，26，2004，
pp.309-312
⑶　藤枝静暁，相川充,小学校における学級単
位の社会的スキル訓練の効果に関する実験的
検 討， 教 育 心 理 学 研 究，49(3)，2001，



75小山・岡村・井村：長期継続型デイ・キャンプが参加児童の社会的スキルに及ぼす効果

pp.371-381
⑷　佐藤正二，佐藤容子，高山巌，引っ込み思
案児の社会的スキル訓練―自然場面でのコー
チングによる長期的維持―，宮崎大学教育文
化学部紀要教育科学，2，2000，pp.147-156
⑸　青木康太朗，永吉宏英，長期キャンプ体験
における参加者の対人関係能力の変容に関す
る研究―参加者の特性による社会的スキルの
変容過程の違いに着目して―，日本野外教育
学会第五回大会プログラム研究発表抄録集，
2002，pp.20-21
⑹　西田順一，橋本公雄，徳永幹雄，柳敏晴，
組織キャンプ体験による児童の社会的スキル
向上効果，野外教育研究，5(2)，2002，
pp.45-54
⑺　高久啓吾．楽しみながら信頼関係を築く
ゲーム集，初版，学事出版，1998，pp8-27
⑻　石川芳子，小林正幸，小学校における社会
的スキル訓練の適用について　小集団による
適用効果の検討，カウンセリング研究，31，
1998，pp300-309
⑼　永井将史，長期継続型自然体験プログラム
の評価に関する事例研究，筑波大学大学院体
育研究科研究論文集，25，2003，pp125-128
⑽　後藤吉道，佐藤正二，高山巌，児童に対す
る集団社会的スキル訓練の効果,カウンセリ
ング研究，34(2)，2001，pp127-135


