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Ⅰ　はじめに

　平成１９年１月，中央教育審議会から「次代
を担う自立した青少年の育成に向けて～青少
年の意欲を高め，心と体の相伴なった成長を
促す方策について～」の答申が出された。
　その中で，「すべての青少年の生活に体験
活動を根付かせ，体験を通じた試行錯誤や切
磋琢磨を見守り支えよう」という提言がなさ
れている。
　体験活動協会FEAでは，平成１３年度より，
主催あるいは県の教育委員会との協働事業な
どで，年数回の長期自然体験学校を実施して
いる。対象は小学校，中学校，高等学校の児
童・生徒で，開催期間は６泊７日～１３泊１４日

程度である。
　カリキュラムは，「体験からの学びを促進
する循環過程」を基に，さまざまな自然体験
と野外生活体験を取り入れ，体系化している。
この循環過程に沿った長期自然体験学校を通
して，子どものよりよい自己変容は確認され
ている。（1)この過程の中で，特に重要な点の
一つは，いかに参加者本人の体験への参加意
欲を促進するかであった。
　長期自然体験学校と言っても，ある一定の
季節の活動であり，季節の移り変わりを体感
することは難しく，どうしても身近な自然の
中ではなく遠方に出掛ける事になる。
　また，宿泊になると参加者が限定されるこ
とも考えられ，日帰りで効果的な体系化した
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体験活動の進め方に着手することも必要では
ないかと思われる。
　平成１３年度～平成１５年度の３ヵ年，文部科
学省委託事業の「悩みを抱える青少年を対象
とした体験活動推進事業」を，福岡県教育委
員会と協働で開催した。初年度に，個人観察
記録，グループ観察記録，プログラム記録を
基にして，遊び非行型不登校中学生への援助
のあり方を導き出した。その中で，幼児期か
らの自然体験活動を導入することの大切さが
一つの課題として挙げられた。（2）

　そこで，幼児と小学校の児童の意欲を促進
する方法と，野外での体系化した「体験的教
育活動」の効果的な進め方について，平成１６
年度から実践している活動をもとに，考察す
ることにする。なお，今回の実践報告は，平
成１７年度，平成１８年度に行った活動について
報告する。

Ⅱ　こども創意工夫塾の概要

１．事業の経過

　事業名は「こども創意工夫塾」と言い，平
成１６年度から開始し，今年で４年目を迎えた。
　平成１６年度は，福岡市の都心部にある豊か
な自然が残る公園を主会場に，モデル事業と
して行い，内容に改善と修正を加え，翌年度
からの本格始動に備えた。
　平成１７年度～平成１８年度は，前述の会場と，
太宰府市の史跡と自然に恵まれた広場の２ヶ
所を会場とし，前者を「福岡校（現：大濠校）」，
後者を「太宰府校」として実施した。
　平成１９年度現在は，もう一会場増やし，３
会場で「大濠校」，「太宰府校Ａ」，「太宰府校
Ｂ」，「おど校」の４校で実施している。

２．目的

　目的については今現在，次の６項目である。
項目を選定するに当たって，「Ⅲ保護者と幼
児・児童の期待」で出された意見などにも十
分配慮し，修正を加えながら行った。

（1）野外での活動を通して，「健康」なから
だをつくる

（2）身近な自然から四季を学び，「感性」を
育てる

（3）意欲を引き出し，「思考力」，「創造力」，「自
立心」を養う

（4）楽しく安全に活動するための「技能」と
「知恵」を育てる
（5）小集団活動や野外仲間遊びで，「協調性」，
「社会性」を養う
（6）体験からの学びを深め，秘められた「人
間力」を引き出す

３．対象者

　福岡校，太宰府校とも，年長～小学２年生
の「キッズコース」，小学３年生～６年生の
「ジュニアコース」の２コースとした。希望
者にはまず，両校のどちらかに席を置いても
らった。
　年１０回の活動に全部参加することを原則と
したが，学校行事と重なる月は，もう片方に
参加できるようにした。
　福岡校と太宰府校の毎月１回当たりの参加
者数は，平成１７年度が４２名（男子１９名，女子
２３名），平成１８年度が８０名（男子３９名，女子
４１名）であった。

４．実施期間

　平成１７年度，平成１８年度とも，開催期間は
５月～翌年３月で，８月は休みとした。４月
と８月を休む理由は，４月は前年度の評価と
体験会，８月は普段と違う自然環境のもとで
サマーキャンプを別に開催したためである。
　福岡校は毎月第２日曜日，太宰府校は毎月
第３日曜日で，それぞれ年１０回の活動を行っ
た。集合と解散の場所と時間はすべて同じに
した。雨天決行とし，活動はすべて野外で行っ
た。



155谷・徳永・西：子どもの意欲を促進する野外での「体験的教育活動」の成果と課題

５．服装と持ってくる物

（1）服装について
　暑い，寒いに関わらず，帽子，長袖シャツ，
長ズボン，靴下，そして運動靴は野外での活
動を安全に行うための基本の服装とした。
夏は袖まくり，冬は防寒着を追加するなど，
天候状態を判断して調整するほうが，子ども
も混乱せず，自分のことは自分でするという
視点からも良かった。
（2）持ってくる物について
　携行品も服装と同じ目的で，基本的には毎
回同じものを持ってくるようにした。
具体的には，昼食，水筒，タオル，ティッシュ，
軍手，雨具，ビニル袋，筆記用具で，必要な
いものは持ってこないようにした。

Ⅲ　保護者と幼児・児童の期待

　事業の目的を達成するとき，主催者の「思
い」が強過ぎると，「押し付け」となる。参
加者とその保護者が，どのようなことを期待
しているかを事前に把握しておくことは，よ
り良い成果を出す上で，大切なことと言える。

１．本事業に対する保護者の期待

　こども創意工夫塾に参加してもらう前，保
護者に必ず事前アンケートを提出してもらっ
た。アンケートの対象者は，平成１７年度が４２
名，平成１８年度が８０名で，有効回答率は
１００％であった。各設問の回答方法は，自由
記述とした。一つの文章に複数の要素が書か
れている場合は分離し，別の文章とした。そ

表１　参加の動機（保護者アンケート） 単位：件
項　　　目 平成17年 平成18年 計

●学校や家庭で出来ない体験をさせたいので ５ ２２ ２７

●信頼のおける団体なので ７ １８ ２５

●人の輪を広げるため １３ １１ ２４

●のびのび活動させたいので ７ ６ １３

●協調性や社会性を学ばせたいので ５ ８ １３

●子ども本人が興味をもったので ４ ９ １３

●自然に親しませたいので ５ ７ １２

●いろいろな体験をさせたいので ６ ４ １０

●生きる力を養わせたいので ３ ３

●興味・関心があるので ２ １ ３

●工夫しながら活動させるため １ １ ２

●集中力を高めるため １ １

●自ら行動できるようになるため １ １

●子どもの居場所を見つけるため １ １

●いろいろな事に興味をもたせるため １ １

●親が子どもと遊ぶ時間がないので １ １

●主体性を身につけさせるため １ １

●自然な中で心身を成長させるため １ １
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の結果，平成１７年度は２３７件，平成１８年度は
４１３件の意見となった。それを，文章の意味
合いが同じもの同士で集め，参加者やその保
護者との会話から得た情報も参考にしなが
ら，そのかたまりを象徴する見出しをつけて
整理した。件数が多いものが必ずしも優位と
は限らないが，参加者の自由な意見をそのま
ままとめたので，期待感を知る上では参考に
なると言える。

　まず，参加の動機（表１）から伺えること
は，学校や家庭などでは体験することが難し
い様々な体験活動を，野外でのびのびと行わ
せたいということがあげられる。子どもを参
加させるにあたっては，安心して預けられる
団体，組織や，任せることのできる指導者な
どが存在することも大切なようだ。活動に参
加する子ども達，指導や援助にかかわる大人
や学生との交流にも関心が寄せられている。

表２　子どもへの期待（保護者アンケート）　 単位：件
項　　　目 平成17年 平成18年 計

●協調性や社会性を学んでほしい １５ ３２ ４７

●自ら行動できるようになってほしい １４ ２０ ３４

●人の輪を広げてほしい ７ ９ １６

●体験からいろいろと学んでほしい ５ １０ １５

●自信をつけてほしい ３ ８ １１

●体を動かす楽しさを知ってほしい １ １０ １１

●視野を広げてほしい １ ６ ７

●活動自体を楽しんでほしい ６ ６

●学校や家庭で学べないことを体験してほしい ２ ２ ４

●野外活動の知識や技術を身につけてほしい １ ３ ４

●自分の事は自分でできるようになってほしい ３ ３

●思いやる心を育んでほしい ３ ３

●元気な子になってほしい ３ ３

●自然に親しんでほしい ３ ３

●安全と危険を理解してほしい ３ ３

●感性を磨いてほしい ３ ３

●思いやる心を育んでほしい ３ ３

●判断力を身につけてほしい ２ ２

●創造力を向上させてほしい ２ ２

●生きる力を養ってほしい ２ ２

●創造力を向上させてほしい ２ ２

●感性を磨いてほしい ２ ２

●集中力を高めてほしい １ １

●長所を伸ばしてほしい １ １

●優しさを身につけてほしい １ １
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また，異年齢集団での活動をとおして，協調
性や社会性を学ぶとともに，子どもが秘めて
いる能力の向上も期待している。
　子どもへの期待（表２）では，野外で行う
体験活動を通して，協調性や社会性を学ぶと
ともに，子ども自らが考え，行動できるよう
になってもらいたいというのが，保護者の一
番期待することであると言える。子ども一人
一人がもつ能力の向上については，要望が多
岐に及んでいる。保護者に満足感を与えるに
は，体験する活動の要素を十分把握し，体験
からの学びを深めて行く必要性がある。
　主催者への期待（表３）を見ると，野外で

の体験活動の楽しさ，体験からの学びを深め
る中において，子ども一人一人の特徴をよく
掴み，本人のもつ個性を伸ばしてもらいたい
という願いが感じ取れる。また，活動中にひ
どい事故や怪我がないよう心がけてもらいた
いという意見も多く，活動内容の正しい理解
や，傷病者が発生した場合の救命応急処置な
ど，危機管理を十分行った上で，野外での活
動に取り組む必要がある。

２．本事業に対する幼児・児童の期待

　子どもが楽しみにしていること（表４）か
ら読み取れることは，「作る」，「遊ぶ」，「食

表３　主催者への期待（保護者アンケート） 単位：件
項　　　目 平成17年 平成18年 計

●子どもの長所への配慮 １１ ８ １９

●野外での体験活動の楽しさ ８ ９ １７

●野外での体験からの学びが深まること ６ ９ １５

●ひどい事故やけががないこと ５ ９ １４

●学校や家庭で学べないことを体験する １４ １４

●子ども自ら行動できるようになること ４ ９ １３

●毎回の活動が充実すること ５ ５ １０

●本事業の目的が果たせること ２ ３ ５

●人と人とのよりよい関係を築くこと ５ ５

●のびのびとした活動 ５ ５

●協調性や社会性を学べるようにすること １ ３ ４

●叱る時には叱ってもらうこと ４ ４

●スタッフ・リーダーが身近な存在であること ４ ４

●意欲を引き出すこと ２ １ ３

●興味や関心を高めること １ ２ ３

●根気をつけること ２ ２

●人の輪を広げること ２ ２

●感性を育てること １ １

●思いやる心を育てること １ １

●生きる力を養うこと １ １

●自信をつけさせること １ １
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べる」，「探す」という要素を，カリキュラム
の中に組み込むことが大切であるということ
である。スタッフとリーダーや，新しい友だ
ちとの出会いも楽しみにしており，人と人を
いかに上手くつないでいくかにも配慮が求め
られる。

Ⅳ　体験からの学びを深める循環過程につ
いて

　平成11年夏，文部省委嘱こども長期自然体
験村事業で総合コーディネーターを務めた
際，その中で，参加体験型学習システムにつ
いて実践研究を行い，その効果を確認し

表４　子どもが楽しみにしていること（保護者アンケート） 単位：件
項　　　目 平成17年 平成18年 計

●ものをつくること ２０ ２８ ４８

●水で遊ぶこと ６ １２ １８

●生きものを探すこと ５ １２ １７

●外で遊ぶこと ７ ８ １５

●みんなで活動すること ４ １１ １５

●食べること ４ ８ １２

●スタッフとリーダーに会えること ４ ５ ９

●新しい体験をすること １ ８ ９

●新しい友達と出会えること １ ６ ７

●探検すること １ ５ ６

●活動のすべてが楽しみ ３ ３

●目標を決めて挑戦すること ３ ３

●知識と技術を身につけること ２ ２

●親から離れて活動すること １ １ ２

関 心

意 欲

体 験

学びの深化

具 現

行 動

図１　体験からの学びを深める循環過程（ファシリテーション学習サイクル）
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た。（３）

　その後も，実践研究を進め改善したのが「体
験からの学びを深める循環過程（ファシリ
テーション学習サイクル）」である。（図１）
　この６つの要素の中でも，特に重要な要素
は「意欲」である。指導者が用意した活動に，
はじめは興味や関心を示したとしても，次の
段階で全員が意欲をもって取り組むとは限ら
ない。「意欲」を促進するには，活動に対し
て本人の考えや意見を取り込んだり，自分で
選んだのだという意識を持たせることが重要
である。「意欲」がない状況で活動を進めると，
ふりかえり，語り合い，わかちあいなど，体
験後の「学びの深化」が不十分になる。
　「具現」，「行動」については，それが日常
の場であったり，体験した活動をさらに深め
ることであったり，別の活動に生かすことで
あったりなどが考えられる。

Ⅴ　毎回の活動パターン

　毎回，基本的な１日の流れは同じにした。
（表５）こうすることで，活動のパターンが，
子どもと保護者，それにボランティアにも明
確となった。
　何より，指導者としては，子どもの言動や
変化に注意を注ぎやすくなった。子どもに

とっても，前回と比べやすくなるなど，自分
で自分の変化に気づく可能性も広げることが
できた。
　それでは，活動の順番に沿って説明を加え
る。

１．道草歩き

　いつも決まった場所に集合した。開始まで
の間，スタッフ，リーダーは，子どもと保護
者とまんべんなく会話を交わした。オリエン
テーションなどが終わり，活動場所までは歩
いて移動した。
　活動場所は，公園や広場など数ヶ所を選定
していたので，テーマ活動を行うにあたり問
題がなければ，子どもに選択させた。活動場
所を自分達で選ぶことで活動への意欲が高
まった。活動場所までの時間はその時々で変
わったが，２０～４０分かけた。
　歩き方は，「道草歩き」とした。五感を使
い自然や町並みにふれたり，テーマ活動の夢
を語ったり，学校の話をしたり，自然なかた
ちでのコミュニケーションが促進される時間
となった。この「道草歩き」で子どもの心を
つかみ，子ども一人一人の活動に対する意欲
を高揚することができた。（写真１）

２．野外仲間遊び

　活動場所に着くと，次は全員で「野外仲間
遊び」を行った。（写真２）ねらいは，人と

表５　基本的な１日の流れ

▽　直前打合せ
▽　受付（保護者と交流）
▽　開会（１０：００開始）・本日の予定
▽　道草歩き（夢を膨らませる）
▽　活動場所到着
▽　野外仲間遊び
▽　昼ごはん（みんなで）
▽　お話し（イメージ誘導）
▽　本日のテーマ活動（班活動）
▽　うれしい休憩
▽　ふりかえり（みんなで）
▽　道草歩き（余韻を楽しむ）
▽　閉会（保護者への報告）
▽　解散（１５：３０） 写真１　活動場所まで道草歩き
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人の交わり，助け合い，ルールを守ることの
大切さなど，遊びを通して実感させることに
した。
　「野外仲間遊び」とは，鬼ごっこなどを頭
に浮かべていただくと雰囲気が掴めると思う
が，昔の遊びにこだわらず，次の要素が含ま
れたものであれば良いことにした。
　①二人以上で行うもの
　②誰でも参加できるもの
　③常に参加できているもの
　④子どもだけでも行えるもの
　⑤何度でもやりたくなるもの
　遊び方を知らない子どももいるので，はじ
めはスタッフやリーダーが手本を示したが，

やり方が分かってくると，子ども達で行わせ
た。ただし，次の点には留意して見守った。
　①みんなが参加しているか
　②ルールは変えてもよいが守っているか
　③最後の１回は，最後の１回で終わる
　また，こども創意工夫塾では，あいさつす
る，人が話しているときは聴く，助け合う，
という３つの掟を決めていた。

３．テーマ活動

　昼ごはんの時間は，人の輪を広げるよい機
会という視点から，みんなで囲んで感謝の念
をもっていただいた。（写真３）昼ごはんの後，
自由活動の時間を少しとり，その日の「テー

写真２　野外仲間遊び（鬼ごっこ） 写真３　みんなで楽しい昼ごはん

表６　テーマ活動の年間テーマ

回 月 平成１７年度テーマ 平成１８年度テーマ

１ ５月 仲間を作る 野原で遊ぶ

２ ６月 遊び場を作る 森を探検する

３ ７月 川で遊ぶ 川で遊ぶ

４ ９月 生きものを探す 生きものを探す

５ １０月 作って遊ぶ 秘密基地を作る

６ １１月 基地を作る 遊び道具を作る

７ １２月 鳥と遊ぶ 冬と友だちになる

８ １月 作って食べる 火をおこす（食べる）

９ ２月 野遊びを試す 目的地を決めて歩く

１０ ３月 ゴールを決めて歩く テーマを決めて挑戦する
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マ活動」に移った。
　平成１７年度，平成１８年度の年間テーマ活動
は，表６の通りである。（表６）テーマ活動
に入る前に，活動へのイメージを膨らませる
ため，お話し（イメージ誘導）を行った。（写
真４）お話しをする時は，“青い空”，“草木
の香り”，“小鳥の囀り”など，視覚，体感覚，
聴覚の３つの感覚を使った表現を用いると，

子どもにも受入れられ易かった。また，直接
的な話より，比喩，物語など，間接的な表現
方法をとることで，より話に耳を傾け，活動
に対する意欲を促進することができた。
「テーマ活動」の利点は，テーマの受け止め
方が人それぞれであり，自分にあった具体的
なテーマを自由に設定できることであった。
自分で自分のテーマを見つけることで，意欲
的な態度となった。
　例えば，「川で遊ぶ」というテーマ活動では，
川の中に入ったり，川の水を利用するものか
ら，河畔の草むらを探検するなど，さまざま
な活動を行っていた。（写真５）「生きものを
探す」というテーマ活動では，昆虫などの生
きているものだけでなく，くもの巣や，セミ
の抜け殻など，生きものの存在を示すものも
テーマとした。（写真６）ある程度，子ども
自身がテーマを決めたら，その後，テーマ別
の班編成を行い，班ごとの活動を開始した。
テーマ活動を行うときに注意したことは，子
ども一人だけでの活動は避けたことである。
異年齢の小集団の中で，協調性や社会性と，
個性を伸ばすことを心がけた。

４．学びの深化

　班ごとの活動のため，再び集まるまでには
時間差が生じた。早目にテーマ活動を終えた
班から「うれしい休憩」の時間とした。（写
真７）この時間だけ，各自で持参したおやつ
を食べても良いことにしていた。昼ごはんの
とき，一緒に食べたいと言う子どもも中には
いるが，食べられる時間はこの時間だけに限
定した。ちなみに，おやつは消費税込み１００
円以下としたが，予算内で自分の好きなおや
つを買うことを楽しみにしている子どももい
たようだ。
　うれしい休憩の後，全員が輪になり，１日
のふりかえりを行った。（写真８）その日の
テーマ活動の班が，みんなの前で，気づいた
こと，発見したこと，学んだこと，作った作

写真４　お話し（イメージ誘導）

写真６　生きものを探す（テーマ活動）

写真５　川で遊ぶ（テーマ活動）
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品などの紹介を行った。時間に余裕がある時
は，一人一人に感想を話してもらった。
最後に，担当のディレクターが，発表の内容
や，その日１日の子どもの様子などを勘案し，
まとめの話しを行った。
　解散場所は，集合場所と同じで，基本的に
は来た道を歩いて戻った。帰り道では，他の
子どもや，スタッフ，リーダーと活動の余韻
を味わったり，次回のテーマ活動に夢を膨ら
ませたりしていた。行きとは異なり，帰りは
軽快な足取りだった。毎回，解散場所では，
保護者の皆さんが暖かく出迎えてくれた。

Ⅵ　保護者とのコミュニケーションについ
て

　保護者との良好なコミュニケーションをと
るため，３つのことを行った。
　１つ目は，毎回，集合したときに，スタッ

フとリーダーが意識して，保護者と会話を交
わしたことである。１ヶ月に１回の活動であ
るため，この間の子どもの状況や，変化など
の情報を収集するなど，その日の活動がより
充実したものになるよう努力した。
　２つ目は，毎回，解散するときに，その日
の状況を分かり易く，簡潔に伝えたことであ
る。時系列に沿って，子どもに問いかけるな
ど，臨場感を醸し出しながら報告した。（写
真９）そうすることで，その日の活動を話し
の種に，家でも会話が弾んだようだ。
　３つ目は，活動の最終回に，子どもとその
家族も含め，１年間の活動をふりかえったこ
とである。最終回は活動を早目に切り上げ，
午後からは公共施設の会場を借りて，スライ
ド写真なども使いながら，子どものよりよい
変化の確認と，１年間の活動のふりかえりを
行った。（写真１０）

写真８　学びの深化（１日のふりかえり）

写真９　解散時に保護者への報告

写真10　みんなで１年間のふりかえり

写真７　うれしい休憩
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Ⅶ　成果と課題

１．成果について

（1）明快な体験活動の進め方が大切だ。
　集合，解散の場所と時間，活動日の１日の
流れ，そして，服装と持ってくる物は，基本
的には毎回同じにした。実際，年間を通じて
これらに関する保護者からの問い合わせはほ
とんど無かった。活動をパターン化すること
で，テーマ活動に意識が注がれ，「次はこん
なことをしたいな」という期待や思いが高ま
り，参加意欲が高揚したように感じられる。
（2）歩きながらの会話で，子どもの期待が膨
らんだ。
　集合，解散場所まで歩いて移動した。この
間，自然にふれたり，仲間やスタッフなどと
の会話を通じ，良好なコミュニケーションが
とれた。行き道はその日の活動に胸を躍らせ，
帰り道は活動の余韻を楽しみ，次回の活動に
夢を膨らませることができた。この移動時間
が，雰囲気づくり（アイスブレーキング）に
なり，歩きながらの子どもへの「言葉かけ」
の大切さが改めて実感できた。
（3）自分で活動を選択することが，意欲の向
上につながった
　自分でやりたい活動を見つけ，それに取組
んで行くのを見守るのが理想である。今の子
どもは，一般的に体験や経験が乏しいため，
判断に悩むことも少ないとは言えない。指導
者が目的に即した活動を体験させる必要もあ
る。ただ，誰もが関心をもち，意欲をもって
取組める万能な活動が無いのも確かだ。違っ
た要素の活動を用意し，その中から選択でき
るようにすることも大切だろう。
（4）野外仲間遊びを通して，協調性や社会性
を育むことができた。
　ルールを守らないと遊びが成立せず，遊び
が楽しくない。鬼につかまっても誰かが助け
に来てくれる。危険を冒しても仲間を助けに
行く。遊び方もよく分からないのにお兄ちゃ

ん，お姉ちゃんの後をついて走り回る幼児が
いる。そして，全員が遊びの輪の中で存在感
を示している。毎回行っている野外仲間遊び
を通して，協調性，社会性などが育まれた。
（5）場所を変えず活動することで，日本の四
季が体感できた。
　毎回，目にする池のハス。新緑の葉から，
可憐な花が咲き実を結ぶ。冬には枯れ葉が刈
られ，ガンカモ科の鳥達が水面を賑わすよう
になる。一年間同じ場所で活動することで，
季節感を取り戻すことができる。これはほん
の一例だが，子ども達には，身近な自然の中
で，郷土愛を育むことも大切である。

２．課題について

　今回の実践研究を通して，年間を通じた日
帰り型の，野外での「体験的教育活動」を行
う上で，これからの課題をあげるとすれば，
次の通りである。
（1 ）子どもは活動だけでなく，指導者との何
気ない会話の中からも学んでいた。指導者
自身も日頃から，体験からの学びを深め，
意欲的な生き方を心がける。

（2 ）効果のある活動を行うには，ボランティ
アの育成が一つの鍵であった。事前研修は
もとより，実際の活動を通して，ボランティ
ア自身の資質を高める体制を整える。

（3 ）野外仲間遊びに該当する遊びは，身近な
地域に存在した。それらを収集，分類，整
理するとともに，野外仲間遊びの要件を満
たした遊びを開発する。

（4 ）雨天や寒い時期になると，とくに幼児の
参加が少し低下した。自然から学ぶという
視点に立ち，これらの気象を生かした魅力
ある活動の研究と開発を行う。

（5 ）本事業には，発達障がい児も参加してい
た。健常児とは活動のペースが異なること
もあり，どのような接し方が意欲の向上に
つながるか，実践を通して明かにする。
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Ⅷ　おわりに

　目標や問題意識を明確に持っている子ども
にとって，意欲とは，自然に湧き上がってく
るものかもしれない。最初は意欲的でない子
どもでも，目標を見つけ，自分から進んで活
動できるように支援することで，活動への意
欲は高まって行く。
　今回の実践研究を通して分かったことは，
体系化した体験活動が，意欲を高めるための
一つの方法に成り得るということである。
　現代社会は，情報と物が溢れており，価値
観も多様化しているため，何事にも選択肢が
多くなっている。この点，自然体験活動だけ
でなく，芸術体験活動，文化体験活動など，
子どもが関心を持って選択できる，さまざま
な体系化した体験活動の整備も必要となる。
次代を担う青少年が，心身ともに健全に育つ
ため，意欲を高める体験活動の普及促進が，
今早急に求められている。
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