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Ⅰ　はじめに

　キャンプの効果がプログラム(活動内容の
設定とスケジュールの組み方)によるところ
が大きいことは，これまでの実践報告や研究
報告(1)(2)(3)(4)で明らかである。したがって，
企画運営者は，ねらいに向けたプログラムの
作成とその運営に力を尽くす。
　国立花山青少年自然の家においても，昭和
63年に10泊11日のキャンプを実施してから，
宿泊数(日数)，対象，場所，そしてプログラ
ムを試行錯誤しながら「長期キャンプ」を継
続してきた。プログラムも多様で，「花山湖
を手作りいかだで一周」，「宮城から山形まで
を自転車で移動」，「栗駒山縦走登山」が昨今

のものとして挙げられる。実際それらが参加
のきっかけとなる場合も多く，企画運営者が
魅力的なプログラムを提示することで，子ど
もたちの行動を起こす原動力にもなってい
る。
　このような背景があるにもかかわらず，な
ぜ企画運営者側が活動内容，そしてスケ
ジュールを事前に設定しないキャンプを「プ
ログラムのないキャンプ」と称して実施した
のか。その理由としては，「プログラム」が
決まっていることで，参加者はキャンプ中，
その流れに沿い，与えられたものをこなして
いくという印象を受けたというところに端を
発している。その様子から，参加者が受動的
であることから抜け出せないのではないかと
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いう懸念を抱いたからである。もちろん，ね
らいの達成を目指した活動内容やスケジュー
ルを設定するからこそ，受動的な部分はあっ
ても，子どもたちが自分の力を使い，キャン
プを通して成長が望まれるわけである。その
ように，与えられたプログラムにおいて子ど
もたちが行動を起こすことでねらいの達成に
向かう「プログラムのあるキャンプ」に対して，
「プログラムのないキャンプ」は，子どもた
ちが何に向かって行動するかというところか
ら考え，その考えを実行に移すことをねらっ
ている。したがって本事業は，長期の野外生
活や異年齢集団という条件のもと，子どもた
ちが１日１日の生活をつくりあげていく，「プ
ログラムのないキャンプ」の実施に至った。

Ⅱ　企画立案

１．企画協力者会議

　事業の企画立案に際し，以下の詳細に基づ
き企画協力者会議を実施した。
（1）期日　平成19年５月17日（木）
（2）場所　国立花山青少年自然の家
（3）会議出席者
　 研究者(大学教員)１名・国立青少年教育振
興機構ボランティア１名
　 国立花山青少年自然の家事業推進課長及び
事業担当職員計６名

（4）協議内容
　事業のねらいについて，運営について

２．事業のねらい

　本事業は，子どもたちが何に向かって行動
するかというところから考え，その考えを実
行に移すことをねらっている。それには，設
定された活動内容やスケジュールに添った行
動だけでなく，参加者が自分で方向性を見出
し行動へとつなげる「練習」が必要と捉えた。
したがって，事業のねらいを以下のように設
定した。
　「長期にわたる野外生活を通して子どもた

ちが，自己と対話し，他者とかかわりながら，
自ら考え，選択する過程を踏むことで，自立
への意欲を高める土台作りを目指す。」
　そしてねらいをもとに，参加者に対して３
つの目標を掲げた。
（1 ）限られた物資の中で，自分の力や創意工
夫によって，生活を豊かにしようとするこ
とができる。

（2 ）自分で決めたことは，多少の困難があっ
ても乗り越え，主体的に取り組むことがで
きる。

（3 ）「やりたい」と思ったことを可能にする
ために，行動に移すことができる。

３．企画運営者が決めたこと

　「プログラムがないキャンプ」のねらいの
達成を目指し，活動内容やスケジュール以外
の部分で，企画運営者側が以下の４点につい
ては事前に決めた。
（1）ベースキャンプの場所
　「参加者が自分で方向性を見出し行動へと
つなげる練習」のためには，参加者が実行に
移す原動力が必要である。そのために，参加
者が行動に移さなくては参加者自身が不満足
であったり，不安であったり，居心地が悪かっ
たりで，「何に向かってどのような行動を起
こすべきか」が参加者にとってわかりやすい
環境設定にしようと考えた。そこで，予測不
可能な自然環境により近く，より簡素である
ことを選定の基準とし，ベースにするキャン
プ場を電気もガスもなく，水場・トイレ・倉
庫のみのキャンプ場（国立花山青少年自然の
家南蔵王野営場のＤサイト）に決めた。
（2）人数設定
　プログラムがないことや，企画運営者側で
班編成をしないこと，そしてねらいの達成に
向けたスタッフのかかわり方等を考慮し，募
集人数を15名程度とした。
（3）毎日の記録をとる時間
　毎日の記録をとる時間を設けた。この時間
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は，スタッフが介入して実施するふりかえり
活動とは異なり，参加者自身が一人で１日を
ふりかえり，記録用紙に記入する時間とした。
（4）情報提供の方法
　安全性にかかわることや事業のねらい等，
参加者に理解させておかなければならない情
報については，プレキャンプ時に直接提示し
た。本キャンプでは参加者主導で進めていけ
るように，それ以外の情報については，大判
の紙に書いて壁に掲示する，ファイルにまと
めて閲覧できるようにしておく，ホワイト
ボードに記入しておく，という間接的な方法
で情報を提供していった。

Ⅲ　事業の概要

１．期日

（1 ）プレキャンプ：平成19年７月７日(土)～
８日(日)１泊２日

（2 ）本キャンプ：平成19年７月28日(土)～８
月８日(水)11泊12日

２．場所

（1 ）プレキャンプ：国立花山青少年自然の家
（宮城県栗原市）キャンプ場
（2 ）本キャンプ：国立花山青少年自然の家南
蔵王野営場(宮城県白石市)Ｄサイト

３．対象　　　　　

　小学校５年生から中学校３年生

４．募集人員　　　

　15名程度

５．参加者内訳

表１　参加者内訳

小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 合計
男 ３ ３ ２ ０ １ ９
女 １ ７ ０ ０ ０ ８

表２　県別参加者内訳 
県　名 宮城県 岩手県 茨城県 神奈川県 合　計
参加人数 13 ２ １ １ 17

６．スタッフ人員　

　国立花山青少年自然の家職員５名・国立花
山青少年自然の家ボランティア４名（男６名
女３名）

Ⅳ　事業の実際

１．プレキャンプ

　本キャンプに向け，１泊２日という限られ
た日程の中で，本キャンプに必要な野外生活
に必要な実習と本キャンプに向けた話し合い
を行った。実習の内容については，表３にま
とめた通りである。

表３　プレキャンプでの実習内容

活　動 実　習　内　容

沢 登 り
自然を活用した活動の実際，ライ
フジャケットやヘルメットの必要
性や着用方法

テント設営 テントのたて方，片付け方

野外炊飯 かまどの作り方や薪の組み方，ガ
スなどの野外調理道具の使い方

撤収作業

キャンプの鉄則「準備から片付け
まで自分たちでやること」，「自然
の中にあとを残さない」を念頭に
おいて最後まで責任を持たなけれ
ばならないことを確認

　沢登りには，自然の中でおもいっきり遊ぶ
ことだけを目的に，自己紹介もせず，集合し
てからすぐに出かけた。沢の環境がそうさせ
るのか，初めて出会った名前も知らない仲間
たちと，いつの間にかうち解け合う様子が見
られた。
　本キャンプに向けた話し合いは，（1）企画
運営者から伝えること(趣旨説明)（2）事前に
参加者が作成した「本キャンプについての疑
問点・質問したいこと」について（3）保護
者も交えての質問コーナーという３つの場面
で構成した。全ての場面で大判の用紙を共通
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して用いた。参加者から意見を引き出し，そ
れを大判の用紙に記入しながら進めていっ
た。参加者や保護者の質問や疑問についても，
大判の用紙に記入しておき，それに対する回
答（解決方法）を参加者自身や保護者，スタッ
フが記入していくという方法をとった。

写真１ 　質問に対して参加者とスタッフが考
えた回答

写真２　本キャンプに向けた話し合い風景

　参加者の「雨天の場合どうするか」という
質問に対して，「のんびりする日も欲しいな」，
「雨でも外に出て活動しても楽しいのでは」
等思い思いの回答を記入した。そして，その
場で解決するのではなく，何通りもの解決方
法があることをこの場では確認した。

２．本キャンプ

（1）生活について
　参加者の生活の中心には食事作りがあっ
た。食事の時間が決まっているわけではない
ので，食べ損ねた時もあったようだが，基本
的に３食摂っていた。買い出しは２～３日に
１回で，事前の計画で決めた時間に，スタッ
フと代表者が買い出しに出かけていた。ただ
し，無計画に使って食材がなくなり，計画が
うまくいかずに買い出しにも行けず，小麦粉
と片栗粉と砂糖だけで調理している時もあっ
た。食事の形態は，朝食，昼食，夕食によっ
て異なり，朝食よりは昼食，昼食よりは夕食
の方が比較的人数が多いグループを形成して
いた。
　その他，洗濯やトイレ掃除は自分たちで必
要な時に行っていた。入浴については，歩い
て行ける所にシャワー棟があるが，お風呂に
入るためには，一番近いところでも片道５
kmあった。それら周辺の温泉情報を参加者
に提供したが，計画の甘さから４日間お風呂
に入れなかった時もあった。

写真３　洗濯風景

（2）活動について
　ベースキャンプ場がある南蔵王野営場内
は，活動前後の報告をすれば，参加者同士で
出かけてもよいことにしていた。出かける際
には，場所やメンバーの確認と，安全対策の
確認，非常時にどうするかの確認を欠かさな
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かった。参加者は，つりや魚つかみ，沢登り
の目的でベースキャンプ場近くを流れる沢に
よく出かけていた。

写真４　近くの沢で獲物を手に

（3）毎日の記録をとる時間について
　記録用紙を用いて，参加者が決めた時間に
行った。また，キャンプ中の場面に即したふ
りかえりの視点を持たせるために，記録用紙
を使わずに９日目には，「自分でできること，
みんなでできること」，そして最終日12日目
には，「このキャンプでできたこと，できな
かったこと」，「これからの生活につなげたい
こと」というテーマについて参加者の考えを
記録した。

写真５　暗闇で毎日の記録

（4）計画について
　最初は「その日暮らし」の子どもたちであっ
たが，キャンプ中盤ぐらいから徐々に話し

合って計画を立てるようになっていった。し
かし，翌日の日程を決めるぐらいで，先を見
通して，蔵王の雄大な自然を活用した活動計
画をまとめるまでにはなかなか至らなかっ
た。参加者は，個別に「(蔵王の)お釜に行き
たい。」と話しているのにもかかわらず，な
かなか実行に移すことができずにいた。
　終盤にさしかかり，登山やパーティーの計
画が話し合いの場にようやく出されたが，
「（日程的に）無理だよ。」という否定的な意
見に遮られ，登山計画については進まなかっ
た。そのため，スタッフが，どうすればでき
るかを考え工夫すれば不可能なことではない
ことを伝えたところ，１泊２日で蔵王の「お
釜」を目指す縦走ルートと日帰りで「水引入
道」までのルートという，２グループに分か
れての登山計画，そしてお別れパーティーの
計画がまとまり，実行に移すことができた。

写真６　計画風景

（5）12日間の実施内容
　12日間の実施内容として，参加者の一人が
まとめた記録を例として次ページに提示し
た。料理名も参加者が記入したまま示してい
る。この参加者は日帰り登山計画を選択した。
また，自由時間と記入されているところは，
小グループでの活動や洗濯等に充てていた。

３．事業評価

　事業評価の材料として，事業後の満足度ア
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ンケート，事前事後のIKR評定用紙（簡易版），
キャンプ中の記録が挙げられる。
（1）満足度アンケートの結果から
　事業後に参加者を対象に満足度を調べた結
果を図１～２と表５～６に示す。「満足度ア
ンケート」は，国立青少年教育振興機構の「企
画事業」において用いられているものを使用

した。ここでの「事業のプログラム」は，「ス
ケジュールや活動内容の設定がなく，参加者
が自分たちでプログラムを決めていったこ
と」を指している。
　図１と図２から，事業全体に対しては，お
おむね満足しているという結果が出たのに対
し，プログラムへの満足度にはばらつきが見

表４　参加者による12日間の記録
午　　　前 午　　　後 夜

１日目
７/28

到着，スタッフからの説明，テント設営，
夕食作り，夕食（パスタ），片付け，自由
時間

反省会（ふりかえり，記
録をとる時間)

２日目
７/29

朝食作り，朝食（サンドイッチ・パンの耳
スクランブル），探検（魚つかみ場へ），昼
食作り

昼食（チャーハン・揚げご飯），買い出し（一
部の人），魚のつかみどり，夕食作り，夕
食（魚の塩焼き・ハンバーグ・鶏肉の炒め
物）

反省会（ふりかえり・記
録をとる時間)，入浴(温
泉へ)

３日目
７/30

朝食作り，朝食（スクランブルエッグ・ベー
コンのしょう油煮・ポテトチップス），話
し合い，昼食作り

昼食（そうめん），自由時間，フルーツ切
り（おやつ作り），夕食作り，夕食（カレー
ライス）

ふりかえり，入浴

４日目
７/31

朝食作り，朝食（ポテトチップス・フライ
ドポテト），自由時間，話し合い，すごろ
く作り，昼食

昼食（そうめん），買い出し（一部の人）
あるいは自由時間，夕食作り，夕食（ハン
バーグカレー）

ふりかえり

５日目
８/１

朝食作り，朝食（フレンチトースト），自
由時間（そろそろ洗濯？），昼食作り

昼食（スープ），自由時間，夕食づくり，
夕食（オムライス） ふりかえり

６日目
８/２

朝食（ココア），話し合い，自由時間，昼
食作り

昼食（そうめん・そば），沢登り，夕食作り，
夕食（パンもどき） ふりかえり

７日目
８/３

朝食作り，朝食（ナンカレー），話し合い，
自由時間，昼食作り

昼食（マカロニオムレツ），買い出し（一
部の人）あるいは自由時間，夕食作り，夕
食（お好み焼き），自由時間

ふりかえり，入浴，大反
省会

８日目
８/４

朝食作り，朝食（フレンチトースト），自
由時間，話し合い，昼食づくり

昼食（から揚げご飯），自由時間，夕食作り，
夕食（おかゆ・フレンチトースト），自由
時間

ふりかえり

９日目
８/５

朝食作り，朝食（フレンチトースト，炊き
込みご飯），話し合い（登山について），昼
食作り

昼食（パンもどき），話し合い（登山につ
いて），夕食作り，夕食（マカロニオムレツ） ふりかえり

10日目
８/６

朝食作り，朝食（そうめん），弁当作り，登山（水引入道），昼食（サンドイッチ），自
由時間，下山，自由時間，夕食作り，夕食（餃子，ご飯，にらハンバーグ）

友情の話し合い（ここま
でくるといろいろあっ
て），ふりかえり

11日目
８/７

朝食作り，朝食（フレンチトースト），話
し合い，シャワー，昼食作り

昼食（炊き込みご飯），パーティー準備，パー
ティー＝夕食（から揚げ，ステーキ，グラ
タン，フルーツポンチ，ホットケーキ，お
好み焼き）

ふりかえり，花火

12日目
８/８

朝食作り，朝食（昨日の残りもの），テン
ト片付け，掃除，ふりかえり

昼食（スタッフの作ったオイシーカレーと
スイカ），集合写真，解散

41%
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4満足

3やや満足

2やや不満

1不満

図１　事業全体に関わる満足
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図２　事業のプログラムに関する満足度
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られた。また，記述された回答からは，プロ
グラムが無かったことに対するとまどいや，
良かった点が率直に述べられている。
　以上のことから，「プログラムがない」と
いうことが事業直後の参加者の満足度に影響
していたことが予測できる。特に記述回答を
みると，「ちょっとだけ不安（なぜだかわか
らない）。」，「少し予定があってもよかった。」
というように，「プログラムがない」ことが
満足のいく内容ではなかった参加者と，「自
分たちで活動を作り上げていくというのがす
ばらしいと思いました。」，「前より自由になっ
た。」というように，「プログラムがない」こ
とが満足度を高めた参加者に分かれた。
（2）事前事後のIKR評定用紙(簡易版)から
　事業開始前(１日目)及び終了直後(12日目)
にIKR評定用紙(簡易版)を用いて調査を行っ

た。この調査用紙は，「生きる力」構成する
指標をもとに作成された測定尺度(2)である。
そこから，調査のしやすさなどをねらって作
成された簡易版28項目を用いた。事前事後で
得られた参加者17名の平均値を比較したのが
図３である。
　事前と事後の平均値に１％水準で有意な差
が認められた。したがって，統計的に意味の
ある得点の向上が事後にみられた。そこで，
事後に数値が高まり，有意差があった３項目
を表７に示した。
　「自分で問題点や課題を見つけることがで
きる」については，最も高い伸びを示した。
これについては，活動内容やスケジュールが
設定されていなくとも，参加者が自分の問題
点や課題を見つけることができた結果といえ
る。あるいは，「プログラムがない」からこそ，

表５　「事業全体を通してどうでしたか」への回答

記述回答
少し予定があってもよかった。（中１男子）
もめごとが苦しかった。（小６女子）
ちょっとだけ不安（なぜかわからない）。（小５男子）
楽しかった。（小６女子）
友達作りに役立ったし，自分達で活動をつくりあげていくというのがすばらしいと思いました。
（小６女子）
とてもよい企画だったと思います。（小６女子）
前より自由になった。（中３男子）
みんなと協力して楽しかった。（小６女子）
よかったです。（小５女子）

表６　「この事業のプログラムはどうでしたか」への回答

記述回答
買い出しに行けて楽しかった。（小６女子）
ちょっとだけ不安（なぜかわからない）。（小５男子）
少し大変なところもあったけど，楽しかった。（小６女子）
初めてのことが多かったけど楽しかった。（小６女子）
とてもよい活動ができ，楽しかったです。（小６女子）
おもしろくて良いと思います。（小６女子）
開放的だった。（中３男子）よかったです。（小５女子）
みんなといろいろな活動をしたので楽しかったです。（小６女子）
もう少し遠くへ行きたかった。（中１男子）
虫がテントに入ってくる。（小６男子）
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自分で問題点や課題を見つけることができた
という可能性もこの結果から出てきた。「人
の心の痛みがわかる」については，本キャン
プ中盤から，仲間同士のケンカや体調をくず
して苦しむ仲間を目の当たりにしたり，他者
とのかかわりの中でイヤなことがあってもそ
れを我慢するしかなかったり，人とのかかわ
りの中で様々な問題に参加者は直面してき
た。その過程において，自分自身も辛い思い
をして，それによって他者の気持ちが分かる
ような場面が多くあったことが影響している
と推測できる。
（3）参加者の記録から
　一人の記録を追ってみていくと，気持ちの
浮き沈みがあり，毎日自分と向き合っている
様子が感じられる。そのような場面において，
参加者が「突き放された」と感じてしまった
ぐらい，私たちスタッフが解決にあたったこ
とはほとんどない。それでも参加者は，食材

がなければあるもので工夫し，風呂に行けな
ければ沢へ行き，自分で目指すと決めた山頂
はあきらめずにたどり着き，ケンカをすれば
仲直りし，気持ちが沈んだままでは嫌だから
と何とか自分の気持ちを入れ替えていた。
ここでは，最終日の記録を提示する。
　表８の参加者の記録からは，料理の作り方
や皿洗い，電気やガスがないところでの生活
に対しての自信は感じられるが，他者と思い
を伝え合うことや他者とかかわりあうことに
課題があると思っていることが予測できる。
それを日常生活において，「いろいろな活動
をするときには思い切って言う」等，具体的
な方策につなげることができた参加者，「こ
れからの生活につなげたいこと」としては思
いつかなかったけれど自分の課題に気づけた
参加者が，本事業からステップアップしてい
くことが期待できる。

4.19

4.47

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

後事前事

＊ 

*ｐ<.01 

図３　IKR評定用紙得点の変化

表７　事後に得点が高まった項目 

調査項目
事　　前 事　　後

t値
平　均　値 標準偏差 平　均　値 標準偏差

人の心の痛みがわかる 4.41 1.50 5.06 1.48 2.86＊　　 
自分で問題点や課題を
見つけることができる 3.71 1.31 4.59 1.50 3.45＊＊＊ 

洗濯機がなくても，手
で洗濯できる 4.71 1.49 5.24 1.30 3.04＊　　 

＊＊＊p<.001　＊p<.05



203中村：「プログラムのないキャンプ」実践報告

表８　キャンプ最終日の記録
ふりかえりのテーマ：

「このキャンプできたこと，できなかったこと，これからの生活につなげたいこと」

できたこと できなかったこと これからの生活につなげたいこと

協力したこと。
計画したことをやり遂げること。
自分で自分の食事を作ること。
自分たちで生活を作り上げていったこと。

時間を毎回守ること。
計画通りに進めること。

自然を大切にし，環境のことを考えるように
したい。
食べ物を粗末にしないようにしたい。
お金の無駄遣いをしないようにしたい。
友だちを大切にして，協力する。
 (小６女子)

飯ごうでご飯がおいしく炊けた。
栄養のある食事が作れた。
困っていた人を手伝うことができた。
家に帰りたい気持ちががまんできた。
初めてのキャンプ＆登山が無事できた。

テントのメンバーと仲良くで
きなかった。
いじめられていた人がいたの
を知ることができなかった。

家の手伝いをもっとがんばりたい。
ふだんの生活でもきちんと計画を立ててすご
そうと思う。
学校とか子ども会でみんなの先に立ってきち
んと計画を立てていこうと思う。
 (小６女子)

協力できたこと。 全体やグループで集まること
がちょっとできなかった。

「自分たちでやる」という力がついたと思う。
元の生活に戻っても自分から進んでやりた
い。
 (小６女子)

楽しく活動する。
全員と仲良くする。
おいしいご飯を作る。
いろいろ挑戦してみる。
最後まで登山。

心で思っていることを伝える
ことができなかった。
ケンカしたときすぐあやまる
ことができなかった。

友達をたくさん作る。
キャンプで作ったご飯を家でもう一度
作ってチャレンジする。
いろいろな活動をするときは思い切って
言う。
 (小６女子)

料理
みんなで協力
楽しくハイキング

話し合いで意見が出せなかっ
た。

茶碗を洗う時なるべく重曹を使う。

 (小５女子)

異性と話すことが今までより多くできるよう
になった。
また一つ自信がついた。
体力，精神面が向上した。

「自分にとってやりたいキャ
ンプ」がはじめからできな
かったこと

このキャンプにおいてできたことに自信を持
ち，できなかったことはできるように日々努
力していくこと。
 (中３男子)

登山できたけど，みんなで同じ場所に向かっ
てしたかった。

協力が少し足りなかった。 自分から進んでやる。
自分に甘くしない。
みんなと協力する。
毎日ちゃんとご飯を食べる。
 (中１男子)

遠くへ旅行
フェアウエルパーティー

団結 さぼらないで協力してすぐ終わらせる。
 (中１男子)

登山
花火
フェアウエルパーティー

不忘山への登山 テントの張り方をお父さんに教える。

 (小６男子)

片づけ
皿洗い

料理をつくる。 料理をつくるのを家でも手伝う。
 (小６男子)

多くの人たちとキャンプなどができるように
なった。
長期のキャンプも大丈夫になった。
電気・ガスとかつながっていない中，２週間
も生きれた。

魚つかみで1匹もつかまえら
れなかった。
全員でけいどろの時おなかが
痛くてできなかった。

 (小５男子)

遠くに行く。
みんなで協力

てきぱき行動する。
 (小５男子)

 （記入量が多くまとめることができなかった参加者の分等を除き，12名分のみ提示）
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Ⅴ　成果と課題

１．事業の趣旨について

（1 ）参加者の計画が甘かったことで，４日間
入浴できなかったり，小麦粉と片栗粉と砂
糖だけで食事を作ったり，という場面も
あっても，参加者がその状況を打破するた
めに自分たちでどうすればよいか，考え，
実行に移すことを促した。それによって，
参加者は我慢したり，自分たちで何とかし
ようと工夫したりする姿が見られ，その様
子はねらいの達成に迫るものであった。

（2 ）決められた活動に流されてしまい，問題
に向き合わずに次に進んでしまうというこ
とがなかったので，参加者が問題や自分と
向き合う時間が多かったことが参加者の記
録や実際の様子，調査結果から感じられた。

（3 ）自分たちで生活や活動を進めていく過程
において，参加者が，考える→判断する→
決断することを繰り返し体験することがで
きた。さらに，共同生活において，他者と
のかかわりの中で意思決定をしなければな
らない機会を多く持ち，対立や妥協，譲歩，
主張と参加者に様々な葛藤があった。その
際，参加者の「自分たちで問題を解決して
いく」という気持ちが生まれた。

（4 ）プレキャンプにおける趣旨説明で生活の
基盤をしっかりさせることを強調しすぎた
ためか，食事作りに時間を多くとられすぎ
ているようにも感じられた。工夫次第で生
活が合理的になることについても，状況に
応じて気づかせる手だてが必要である。

２．参加対象の条件について

（1 ）対象年齢に幅を持たせたことで，異年齢
の共同生活が実現し，縦横のつながりがで
きた。しかし話し合いの場面になると年齢
の差が支障をきたすこともあった。どこに
重点を置くかを明確にしたうえで，改めて
対象年齢を検討する必要がある。

（2 ）12日間という日程の中で，自分たちで「共
同体」をつくっていくためには，適当な人
数だったのではないかと思われる。話し合
いの方法やスタッフの体制等，課題はある
が，事業の趣旨には合致した人数設定だっ
たと思われる。

３．スタッフの体制について

（1 ）本事業では班編成も特になく，スタッフ
が活動補助や生じた問題の解決についてど
こからどこまでかかわるか，その判断が難
しかった。それまでに参加者が作り上げて
きたことをスタッフがイニシアティブをと
ることで壊してしまう可能性を懸念し，ス
タッフが問題の解決に直接かかわることは
ほとんどなかった。しかし，スタッフや仲
間への不満を解消できる参加者と解消でき
ずに最終日を迎えてしまい，キャンプ終了
後の日常までひきずってしまった参加者が
いた。それについては，スタッフの体制作
りをさらに検討しなければならない。

（2 ）「家計簿」の掲示やホワイトボードへの
車両運行計画を記入したこと等スタッフか
ら参加者への情報提供の仕方を工夫したこ
とで，参加者が自分で考え，判断し，決断
する過程を多く持つことを助長できた。

（3 ）スタッフ側にも，参加者と同様の「何を
すればよいか」「何をすべきか」を考え，判
断し，決断する過程が多くあり，スタッフ
としての成長にも効果があったと感じた。

４．成果と課題を受けた検討事項

（1 ）「プログラムのないキャンプ」における
参加者の対象年齢

（2）12日間という日程
（3）スタッフの参加者へのかかわり方

Ⅵ　考察

　「プログラムのないキャンプ」において，
事前に企画運営者によって決められていたこ
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とは，ベースキャンプの場所，人数設定，毎
日記録をとる時間，情報提供の方法の４点の
みである。それらを事前に検討し，必要最低
限にしたことが，本事業の要点である。
　本事業企画の背景でもある，子どもたちが
与えられたものを受動的にこなしていくとい
う印象は，家庭生活や学校生活，そして事業
のプログラムにおいて，大人側が与えすぎて
いるのではないかという懸念につながった。
子どもたちのために万全にしようとする方向
性を間違えて，「至れり尽くせり」に与えす
ぎてしまうと，満腹状態のところに食事を与
えているように，食欲も生じず，食べる行動
にも至らない。周囲が与えすぎて，満たしす
ぎている状況では，欲求が向く先も定まらず，
欲求を生じても実行に移すこともできず，人
間として（動物として）当たり前の，欲求を
生じて行動に移すという過程も練習できてい
ない状況に陥ってしまうように思う。それで
は自立へ向かう意欲も起きないのではなかろ
うか。
　本事業では，活動内容やスケジュールを大
人が提示しなくとも，子どもたち自身が自分
の方向性を定め，実行に移すという場面をつ
くることができた。内容は大人の案に劣った
かもしれないが，子どもたちが強い意思を持
ち，判断する材料があり，決断に至る過程を
踏める，そのような場として，「プログラム
のないキャンプ」が今後有効なのではないか
ということが，本事業の試行によって得られ
た成果から示唆できる。

Ⅶ　おわりに

　これまでの実践を踏まえ，国立花山青少年
自然の家のような青少年教育施設だからこそ
できる長期キャンプを模索しようという考え
から，「プログラムのないキャンプ」に至っ
たということもある。今回のキャンプは，改
めてプログラムや長期キャンプの意義を考え
る機会となり，今後の長期キャンプやその他

の事業におけるプログラム設定にも活用でき
る資料を得ることができた。検討事項を踏ま
え，今後の事業につなげていく。
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