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特集 
諸外国の青少年教育施設等調査 平成24年度文部科学省委託事業 

文部科学省・国立青少年教育振興機構合同研究会 
 

日 時 平成25年７月１日（月） 16：00～18：30 

場 所 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区代々木神園町３－１） 

内 容 

挨拶 国立青少年教育振興機構 青少年教育研究センター長 岡島 成行 

文部科学省スポーツ・青少年局青少年課長 川又 竹男 氏 

調査結果報告（発表順） 

イギリス 立石麻衣子 氏 奈良教育大学教育実践開発研究センター特任講師 

アメリカ 藤  公晴 氏 青森大学社会学部准教授 

 関  智子 国立青少年教育振興機構 青少年教育研究センター主任研究員 

ドイツ 長島 啓記 氏 早稲田大学教育・総合科学学術院教授 

中国 楊   帆 氏 安藤百福記念 自然体験活動指導者養成センター 

フランス 中村  督 氏 南山大学外国語学部講師 

※役職は平成25年７月１日時点のものです。 

 

 

挨拶 

岡島青少年教育研究センター長 

 今回は、平成24年度に文部科学省から青少年教育研究センター

が受託しました「諸外国の青少年教育施設等調査」について、発

表会という形をとらせていただきます。 

 世界各国の似たような団体・施設がどのような活動をしている

かということについて、それぞれの国の調査担当者に来ていただ

き御報告いただき、ディスカッションをしたいというのが本日の

ねらいでございます。 

 

 

 

川又青少年課長 

 研究報告書という形で、調査結果はいただいていますけれども、

報告書をじっくり読む時間がなかなかございません。 

 そこで、調査研究を担当された方々から直接お話をいただく機

会があった方が、研究成果がいきてくると思いまして、このよう

な会を開いていただくことを、岡島センター長に提案させていた

だきました。 
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 １．イギリスの事例  立石 麻衣子 氏（奈良教育大学） 
 

ユースワーカー 

 日本に児童館があるように、イギリスには、10代向けのユースセンターが中

学校区に１館ずつあり、そこに専門のワーカーが従事して、地域の若者の自立

支援を行っているという文化がもともとあります。 

 フランスの場合にはアニマトゥールとこの資料で紹介されていますが、イギ

リスではユースワーカーという専門職員が行政職員として、専門職者として若者の自立にかかわ

っています。 

 今回紹介します野外活動センターでも、ユースワーカーと連携しながら、野外活動センターを

活用しながら、あるいは野外活動センターの職員自体もユースワーカー的な役割を担いながら、

若者の自立支援を学校教育と両輪という形でやっているというのがイギリスの大きな特徴です。 

 

青少年野外教育センターの特徴－イングランドとスコットランドの比較から－ 

 イギリスは４つの連合国ですが、このなかで人口が一番大きいイングランド、そして野外教育、

あるいは持続発展教育、環境教育等に先駆的な実践を進めていると言われて世界的にも有名であ

るスコットランドの二つについて報告します。 

 国立施設は四つあり、基本的には青少年の育成というよりも、青少年を育成する指導者、プロ

を育てるための養成機関としてきっちり確立しています。 

 一方、公立、自治体の責任で運営する施設が、日本で言う青少年野外教育センターということ

になるかと思います。センターを管轄する自治体の中にある小中学校の子供たちを対象に、平日

４泊５日ないし週末をまたいでの３泊４日のコースを提供しているのが大きな定番コースになっ

ていました。 

 センターには専門職として、冒険活動に必要な高度のスキルを持っている人たちが配属されて

います。それも専門職として雇われますので、生涯雇用という形になっていて、行政職員であり

ながらも、ほかの部署に回されることはなく、他施設に人事異動もありませんので、地域に根差

して活動していくことができるようになっています。ここ数年の特徴としては、次の二つがあげ

られます。 

 

(1) 心の回復の場としての野外教育 

 学力が低い、あるいはちょっと引きこもり系の子たち、反社会的な行動をとってしまうような

若者の教育の場として非常に有効的に利用されています。活動の種類自体が、自然に出て、体を

動かしながら、仲間とともに達成していく内容になっていますので、そこでコミュニケーション

をとらないといけない状況から、人との関係づくりができていくであるとか、一見難しそうなタ

スクを乗り越えることで自信がつくといったことから、普段の学校生活の中では自尊心も失って

しまっているような子たちの心の回復に使われています。 

 

(2) 教室の外での学習、野外活動が強化 

 学校教育の見直しということで、教室の外での学習を進めていくという、2009年に新しい教育

答申が出されました。学校の教室の外での学習ですので、まさに野外教育センターといったとこ

ろを大いに利用しながら、課外活動をどんどん進めていくという方針が全英的に出ましたので、

今後より野外活動が強化されていくという形になり、それの資源としてセンターが活用されるこ

とになります。 

 

野外教育センターの施設数と民間委託 

 イングランドには235の野外教育センターがありますが、スコットランドには７館しかありませ

ん。イングランドの方が、センターを民間に委託していくという傾向になっており、一方、スコ
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ットランドは運営を委託せず、自治体が予算を出さないと決めたら、その時点で公立のセンター

はなくなっていくという形になり、７つのセンターが残っているということです。このほか、イ

ングランドとスコットランドでは、イングランドの方が広いので、スコットランドにはそもそも

少ないということもあると思います。 

 

野外教育センターでの活動 

 イングランド、スコットランドも大体、５歳から11歳のプライマリースクール、12歳から16歳

のセカンダリースクール、また、15、16歳、日本で言えば高校生の年齢も対象になってきていま

す。 

 主な活動内容は、冒険、自己発達、フィールド

調査、カリキュラム活動、学校での教科活動と抱

き合わせたような形の、総合学習の時間みたいな

勉強の場にもなっています。 

 冒険、自己発達というのがとにかく中心的な活

動になります。図１-１は、イングランドのダーウ

ェント・ヒル野外教育センターの外観です。写真

では分からないと思いますが、このセンターは山

の中にあります。 

 

 人間の背丈の４倍、５倍高いところに登っていき、

例えば、立っている人が入れかわるといったように、

本当に足もとがすくむような活動をインストラクタ

ーの指導のもと、安全管理をしながら行っています

（図１-２）。このほか、ロッククライミング、ある

いは垂直下降と言われている取り組みもあります。

見るからにワイルドな活動を冒険活動と呼んで、積

極的に取り入れています。ちょっとそこ押さえてお

いてねとか、どのようにしたらうまくできるだろう

とか、そういうコミュニケーションをとったり、ペ

アでチームを組んでやっていったりする中で、先程

申し上げたような人間関係、交流の力であるとか、

人を信頼する、できたということで自分を信頼する

といった力を獲得していっているようです。 

 小中学校の利用は４泊５日で、その学校の１学年単位で行い、活動にはセンターの指導者がつ

きます。８人から10人が１グループ、学年が上がるにつれてグループの人数は少なくなって、１

人１人の責任分担が大きくなるような仕掛けをしているようです。 

 学校の先生は丸投げではなくて、実際、どのような活動を通して何を達成させたいのか、この

クラスのこの子たちの教育課題は何なのかといったことを、センターの専門職員とともに話しな

がら、目的を共有してねらいを定めて、あとはプログラムをそのねらいに合わせて提供してくだ

さいという形で託していくようです。 

 

学校の利用の目的 

 ハイボランセンターが調査を行い、学校がどのような目的でセンターを利用しているのかを明

らかにしました。 

 2009年度の時点では、楽しさを体験させたいから、冒険活動を体験させたいから、チームビル

ディング、自宅を離れて過ごすこと、自立の育成等々出てきていますが、わずか３年ではありま

すが、2007年から2010年の変化を見てみますと、自立の育成、関係性の向上というのが上がって

きています。そこをねらいに定める学校、利用団体がふえているということで、日本も同じなの

図１-１ ダーウェント・ヒル野外教育センターの
外観 

図１-２ 冒険活動の様子 
ダーウェント・ヒル野外教育センターのパンフレットからの転載
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でイメージが湧きやすいと思います。自立、他者との関係性は非常に大事なキーワードになって

おり、それを構築するために野外活動センターが大いに利用されています。 

 14歳から16歳を対象として教育から職業への移行を支援する事業として、若者リーダー賞とい

う特別なプログラムを試行的につくり、高校生世代の人たちを対象にした冒険活動が行われてい

ます。このことは、日本でも参考にできるのではないかと思います。 

 スコットランドでは、中学校になじめなくてやめてしまうとか、学校に来なくなってしまうと

いうことが顕在化してきていて、その移行をスムーズにするために、進学する前の時期、日本で

言えば春休みの間に中学生を誘って、中学校の先生と、先に入学している先輩の中学生が小学校

卒業生の面倒を見てあげて、交流して、４月からの入学がスムーズにいけるというような支援の

場としても野外活動センターが利用されていました。 

 

自治体との連携 

 イングランドの場合、学校学習やグループ、月例会議、あるいは年２回の子供サービス運営会

議という形で、野外活動センターの運営者とセンターの職員、学校関係者、日本で言えば社会教

育課の行政職員、ユースサービス、就労支援サービスの行政職員、子供にかかわる担当部局の人

たちが一堂に会して、自分たちが出会った子供たちや若者を通して感じている青少年の課題を話

し合う場を設けています。 

 課題の共有化を図り、そして、年２回の運営会議では、どのような優先課題があって、どう施

策に展開していったらいいのかというような話し合いの場もきちんとつくられていました。これ

はぜひ見習うべきだと思いました。日本でも先駆的な自治体では同様のことを行っているのは知

っていますが、イングランドでは野外活動センターの職員もそのような場に入っているのです。

スコットランドでも同じような事例が見受けられました。 

 

指導者の資格 

 このような活動を支援する専門家の資格についてですが、事故で死亡した事例から法律ができ、

危機管理等に中心を置いた資格があります。具体的には、クライミング、ウオータースポーツ、

トレッキング、ケービング（洞窟探検）など、スポーツの活動領域の専門スキルをつけたことを

認証して、更にその事故に対応する力もあることをあわせて認める資格です。このような資格が

歴史的にあるのですが、一方で教育に視点を当てたときに、確かに技術はあるけれども、青少年

の教育を考えるという視点では、子供たちとかかわる専門家と言えないということもずっと議論

されてきていました。 

 そこで、新しくできたのが「野外教育の専門性に焦点を当てた野外学習機構の認定実践家」

（Accredited Practitioner of the Institution Outdoor Learning）です。通称APIOLと言われ

る資格が新たにつくられました。インストラクターではなくて、教育者として野外活動を青少年

に提供し、自立等々を支援していくという専門家で、スキルの部分と教育者の両方の資格がつく

られています。 

 

代表者協会 

 民間と公立と国立のセンターが多様にあり、そこにかかわる従事者も多様にいるのですが、そ

れらを行政的に縦割りせずに、横でつないで、公立であれ、民間であれ、企業であれ、国立であ

れ、みんなが代表者、野外活動にかかわる者としてネットワークを築いて、情報を共有したり、

政府の今の意向を学んで、また現場で抱えている課題を政府に出していく、全国規模の大きな協

会があります。 

 そこでは、現場の声を政府につないだり、政府が出す答申に対して、現場で検証して異議申し

立てを出したり、さらなるアドバイスをしたりする中で、先ほどの野外活動を生かした学校教育

のあり方という答申が出されたりなど、政策が打ち出されたりしてきているようです。 
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障害のある子たちの野外教育 

 障害のある子たちの野外教

育も積極的に展開している事

例がありました。 

 宿泊施設の中にこういうラ

インが天井に引いてあって、こ

こにありますけれども、つるさ

れるような状態になったら、ト

イレからベッドルームまで、こ

のレールを使って簡単に移動

できるようになっています（図

１-３）。 

 寝室内にシャワーがあります（図１-４）けれども、レールを使ってシャワーにも入れるので、

宿泊も十分できますし、ベッドも、パラマウントベッドみたいに電源がついていて、上げ下げが

簡単にできるような設備が整っています。障害のある子たちもこういう文明の利器を借りて、野

外活動にどんどん参加できるよう設備を整えた、障害のある子どもや若者のための野外活動に特

化した施設も存在していました。 

 車椅子に乗っている子たちも垂直下降の体験ができます。普段の生活の中で弱者の立場にいて、

自信がなかったりするような子たちも、このような活動を通して、自分を信じたり、仲間と協力

してもらって関係性を築いたりしています。 

 

その他の取組 

 野外活動センターでは、主に冒険活動を積極的に行っていますが、中にはフィールド調査活動

も積極的に行っている施設があります。野外活動センター周辺の自然環境を教材に、川の流れが

どうなっているのか、石がどのように磨かれていくのかなど、理科系の勉強ができるような機器

が整っています。 

 また民間のNPOの取組ですが、野外活動を青少年の更生に活用している事例もありました。軽犯

罪を犯した青少年が少年院に入れられて、戻ってきても社会的な復帰はできず、また犯罪に手を

染めることがあります。このような青少年に、少年院収容ではなく冒険活動の機会提供によって

矯正教育を試みる取り組みです。その際提供されるアプローチは、青少年に自分でタスクを考え

させて、あるいは与えられたタスクをどのようにしたらこなせるのかということを自分で考えさ

せる手法です。初めに青少年と支援者がまずは１対１でやり取りを重ねまずは大人と自分との信

頼関係を築き、計画を自分で練り込んで、同じような境遇で集まった仲間とその課題を達成して

いくというようなアプローチを、野外活動センターと連携しながら実施しています。 

 今回の調査を通じて、野外活動センターの果たす役割、機能、可能性が、とりわけ若者の自立

を巡って多様に存在することが示唆されました。 

 

 

 ２．アメリカの事例(1)  藤 公晴 氏（青森大学） 
 

４-Ｈの概観 

 ４-Ｈは、100年以上の歴史があり、当初、オハイオ州の州立大学の農業系の

先生が子供たちを対象に課外活動といいますか、私的な塾みたいなものを始

め、それが支援を受けて一気に広がっていったという歴史があります。位置づ

けとしては、農村及び農業振興の一部ですが、アメリカを代表するノンフォー

マル教育ではないだろうかと思っております。 

 ４-Ｈに関しては、「複合的なパートナーシップによる非営利組織」と表現しましたけれども、

図１-３ 寝室内ベッド 図１-４ 寝室内シャワールーム
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省庁間の連携だとか、地域の高等教育機関がかなり深くかかわっております。企業による寄附も

かなり充実しています。連邦政府と州政府と郡の政府のパートナーシップもなかなか目を見張る

ものでした。 

 

４-Ｈの会員 

 大体５歳から19歳までの青少年の会員が大体600万名います。 

 ４-Ｈにはクラブとプログラムの二つがあり、全米ではクラブ数が９万あります。2010年は633

万人の青少年が何らかの形で４-Ｈのプログラムに参加しています。それを3,500名の４-Ｈの専門

家、54万人のボランティアが支援しています。 

 同窓生も多く、例えば、カーター大統領が４-Ｈの同窓生です。モンデール元副大統領、ゴア副

大統領、ジュリア・ロバーツさんも４-Ｈの同窓生いうことで、有名人の方もかかわっています。 

 

組織概要 

 アメリカの農務省（Department of Agriculture）の中のNational Institute of Food and 

Agriculture、国立食品農業研究所という研究所があり、その中のDivision of Youth & 4-Hとい

う、農村部の青少年育成事業を担当している部門が４-Ｈの統括を行っています。要は農村部の青

少年を育成するいろいろな事業を展開していて、その中の１つに４-Ｈが位置づけられているとい

うことで、教育省との連携に関しては、事業ベースで行っています。 

 統括そのものは農務省でありますが、実際、事業を運営する上で不可欠な組織がCooperative 

Extension Programです。エクステンションプログラムとは、各地域の大学の通常のカリキュラム

以外で、その大学が有する専門知識や人材を社会教育や地域振興などの分野に活かす部門で、国

の補助金や、州や群の支援、事業収入、寄付金などで運営されているものです。コーネル大学の

場合は、単独の学部でなく、農学部や人間生態学部、獣医学部、アウトリーチオフィス（地域貢

献活動の担当オフィス）など複数の部署が事業を支えています。 

 ４-Ｈ事業は、基本的に連邦政府のモリル・ラントグラント法という法律で認定された

Land-grant Universitiesのエクステンションプログラムが各州の４-Ｈプログラム、４-Ｈプログ

ラム以外の農村振興の事業も展開しており、コーネル大学の場合「農業と安全な食料供給システ

ム」「コミュニティと経済活性化」「自然環境と天然資源の保全」「栄養と健全な家族のあり方」そ

して「４-Ｈ」の６つの分野で様々な事業を州全域で展開しています。州全域というのは、ニュー

ヨークシティを含め、各群にエクステンションのオフィスがあり、約1,700名のスタッフと教育者

を雇用しており、そこに約４万のボランティアが参画しており、その中の事業の一つが４-Ｈに位

置づけられています。それがCooperative Extension Programです。 

 National 4-H Councilは、四葉のクローバーのロゴなどブランディングの管理だとか、いろい

ろなグッズを制作するとか、法務関係の業務も請け負って行っています。 

 National Association of Extension 4-H Agentsは、各州、各郡でかかわっている４-Ｈの指導

者、職員等の全国協議会という形で活動を展開していて、大体3,500名程度の会員があります。

National Association of Extension 4-H Agentsは『Journal of Youth Development』という、

いわゆる学術雑誌の発行も支援しており、ここが４-Ｈ、あるいは青少年活動の調査研究に関する

支援を行っているという組織になっています。 

 

各州の高等教育機関の役割 

 先ほどお話ししたCooperative Extension Programで、モリル・ラントグラント法という法律に

よって認定を受けた大学が各地域の事業を実施しています。 

 各州のLand-grant Universitiesは、Smith-lever Formula fundという、法律上指定を受けた補

助金がありまして、これを各州の土地付与大学（連邦政府直轄の土地の付与という公的支援を受

けた大学）が申請するという形をとっています。今年度の予算が268億円という巨額になっており

ますが、私が調査したコーネル大学の場合は連邦補助分が約7,000,000ドルで、これに州と群から

の負担金を足した総額が、約１億ドル（約98億円）になります。 
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４-Ｈのクラブとプログラム 

 ４-Ｈに関しては、クラブとプログラムがあり、軍の家族を対象にした４-Ｈクラブ、放課後に

子供たちを集めて行う４-Ｈクラブ、その他コミュニティークラブ、あと、学校教育の中で行うク

ラブも存在しています。各大学で４-Ｈプログラムをサポートするクラブなどもあります。 

 ４-Ｈプログラムと受益者数ですが、大体600万人ぐらいの子供たちが参加しています。いろい

ろなプログラムがあって、今回の調査の対象となったのが、宿泊型キャンプになります。 

 青少年の体験プログラムを体験する宿泊施設、これは４-Ｈのみに限ったものですが、大体、全

米で150ぐらいの宿泊施設があります。これは主にキャンプ施設だとか、研修施設と捉えていただ

いて構わないかと思います。 

 その運営に関しては、各州、各郡などなど、設置目的によって異なっています。例えば、ニュ

ーヨーク州の場合ですと、州立大学のエクステンションプログラム、この場合はコーネル大学で

すけれども、コーネル大学と各郡の政府が共同所有・運営という形をとっています。バージニア

州の場合は、非営利組織を地元の関係者の方々とつくって、それが土地付与大学であるバージニ

アテックと同意書を交わしています。ニュージャージー州の場合は、ラトガース大学が単独所有

しているなど、いろいろな形で４-Ｈの宿泊施設が管理されています。 

 

コーネル大学の事例 

 ニューヨーク州の土地付与大学はコーネル大学で、私立大学ですけれども、公的資金も入って

いる大学です。アメリカの土地付与大学の中ではマサチューセッツ工科大学（MIT）とコーネル大

学のみが私学の大学でエクステンションプログラムを実施している大学です。 

 コーネル大学の場合、５部門のエクステンションプログラムを実施しており、主に環境だとか

農村振興等のプログラムですが、その中の１つが４-Ｈとなっています。エクステンションプログ

ラムそのものの受益者は、ニューヨーク州で180万人の受益者がいます。その中で４-Ｈは16万人

で、６万人のボランティアで支えられているという状況です。 

 ４-Ｈは、いろいろなプログラムを展開していまして、特に近年ではサイエンスキャンプ等に力

を入れており、いろいろな農村振興、例えば、酪農とサイエンスとか、あるいはエネルギーとサ

イエンス、エネルギーもサイエンスも同じようなものですけれども、そういうテーマでキャンプ

を行っています。それ以外のプログラムに関してもコーネル大学が実施しているという状況です。 

 これはニューヨーク州のコーネル大学のエクステンション事務所は、州の中に57か所あり、そ

の中でキャンプ場は９か所になります。有給スタッフが500名、ボランティアが14名、それに8,000

人の利用者数で、その中で6,900人が宿泊プログラムに参加したということです。 

 詳しくは「『諸外国の青少年教育施設等調査』報告書」（国立青少年教育振興機構青少年教育研

究センター、平成25年３月）（以下「25年３月報告書」という。）の207～211ページをご参照くだ

さい。 

 ４-Ｈに関しても、基本的なテーマ、プログラムを企画する上でのテーマがその時代ごとに異な

っており、最近はサイエンス、社会参画、あと、健康的な生活、その三つを基本テーマに、各キ

ャンプ施設だとか、あるいはエクステンション事務所でプログラムが企画されています。 

 

ワイモコキャンプ場 

 キャンプ施設で行うプログラムには、自閉症を持った子供たちだとか、低所得だとか、いろい

ろと問題を抱えた青少年を対象としたプログラムだとか、あと、軍関係の家族、子供たちを対象

にしたプログラムなどあり、日帰りのキャンプもあります。私が今回行ったワイモコキャンプ場

では、大体、５泊６日のプログラムで250ドルから300ドルぐらいの間でした。 

 ワイモコキャンプ場は、1964年設立です。同州西部、本当に農村部にある、ワイオミング郡と

いうところにあるキャンプ施設ですけれども、ニューヨーク州の４-Ｈのキャンプ施設では中心的

な役割を担っています。 

 

 稼働期間は４月から11月１日までで、収容者数は大体190名です。昨年度は1,300名が４-Ｈのサ
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マーキャンプに参加しました。その中で、会員が

４割ぐらい、あとはいわゆる一見様といいますか

一般の方々が参加しているということです。あと

は、外部へも貸し出しを行っており、12団体が利

用したということです。 

 ワイオミング郡の４-Ｈには、918名の会員がお

ります。その中で、大人のボランティアの方々は

230名です。キャンプワイモコには、いろいろなと

ころから参加者が来ているようですが、大体が近

隣の郡に住む子供たちが参加しているということ

です。 

 

評価システム 

 ４-Ｈは全国規模で行っており、高等教育機関もかかわっているという巨大な組織で、その評価

システムもかなり多様な形で実施しています。 

 1993年だったと思いますけれども、クリントン政権のときに出た事業評価法、新しい法律がで

きて、その後、野外活動に関する法律もかなり大きく変わったようです。それで、事細かく、郡

のエクステンション事務所の職員の方々が、子供たちの参加状況だとか、子供たちに対するアン

ケートを集め、評価を行っています。 

 例えば、このようにしてデータを集め、４-Ｈに参加した青少年は、参加したことのない青少年

と比較して２倍の確率で大学へ進学するだとか、地域貢献活動に参加する可能性も３倍だという

ような、示し方をしています。 

 

４-Ｈとは 

 改めて、４-Ｈとは一体何なのかということを考えますと、アメリカの文化の一部になっている

のではないでしょうか。省庁連携あり、すごく豊かな支援組織があり、各州の高等教育機関が非

常に重要な役割を果たしています。 

 日本の場合ですと、県庁が農業技術や研究、人材育成、地域振興の役割を大きく担っているわ

けですけれども、アメリカの場合は、高等教育機関である州立大学なり、Land-grant Universities

が担っています。また、アメリカの場合は、参加型評価システムといいますか、全員が事業を評

価するというような、現場の方々もトップレベルも事業評価に参加しているということが非常に

参考になりました。 

 ４-Ｈとは地域貢献や、それを支える仕組みを再考する材料も与えてくれているのではないかと

思いました。 

 

 

 ３．アメリカの事例(2)  関 智子（青少年教育研究センター） 
 

アメリカの特色 

 先ほど４-Ｈのお話がありましたけれども、青少年教育は、アメリカにおい

ては各省庁がやっているのだなということがよくわかりました。特定の青少年

教育の部門ということでなく、大体どこの省庁も青少年教育に力を入れている

ことが特徴としてわかりました。 

 そして、これは、25年３月報告書の89ページにも掲載していますが、アメリカの青少年教育に

当たる英語表記を探しますと、「Positive Youth Development」というキーワードをよく目にしま

す。このキーワードの考え方として、若者の潜在的な能力を引き出すことは、この時期に青少年

が危険な行為に従事することを防止するための最善の方法であるという考え方が根底にありま

図２ ワイモコキャンプ場 
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す。このことが、アメリカの特色の一つではないかと考えております。 

 

国立公園レンジャー行政指導者養成プログラム 

 University of California Mercedでは、全米初の試みとして、大学において国立公園レンジャ

ー養成プログラム（行政職の指導者）を展開しています。当然のことですが、このレンジャー養

成には青少年教育が非常に重要項目として考えられているということで、政府機関が関与した大

学による指導者養成の実践について、ヒアリングをすることができました。 

 

国立の指導者養成センター 

 Stephen.T Mother Training Centerは、内務省

が管轄する国立の指導者養成センターで、国立公

園局の、主に上級指導者プログラムを担う、古く

からあるトレーニングセンターです。ウエストバ

ージニア州にあり、国立公園局職員専用の研修セ

ンターと言っていいと思います。 

 こちらの所長さんから２回にわたってお話をう

かがうことができました。近年は予算削減で大変

苦しい状況だとおっしゃっていました。 

 例えば、昔は、現場指導者の指導法はフィール

ドを使ってトレーニングをしていたのだけれど

も、今は全米から人を呼び寄せてトレーニングするのは非常にお金がかかるため、どうしようか

ということになり、オンラインでコンピューターを使って行うようになったそうです。IT上で授

業をするらしいのですけれども、所長さんがおっしゃるには、以前のように皆が集まり、実習を

含めた方法で行った方がよかったということをおっしゃっていました。その一方で、全米の職員

に効率的に講座を提供することができ、この方法による効果も確かに評価できるということもお

っしゃっていました。 

 

 次に、こちらも内務省の、魚類・野生動物局の管轄であるNational Conservation Training 

Centerです。主に自然保護に関する研修を行っているセンターです。比較的新しいセンターでし

て、大学キャンパスのような敷地内にすばらしい研修施設や宿泊施設が完備されています。セン

ターには自然保護活動に関係している人々が全米から来訪し、リーダーシップをとれる人材の育

成、幼児・青少年のプログラムの実施を含め、幅広く事業が展開されています。 

 

 次にアリゾナ州に位置する同じ国立公園局のHorce Albright Training Centerです。 

 こちらはグランドキャニオン国立公園内に設置

されていまして、宿泊施設を持っています。ここ

では新任職員研修が必ず行われていて、印象的な

プログラムとして職員のみなさんにも高く評価さ

れているのだそうです。新任の人同士が寝食を共

にして、ここで何泊かの研修を受けます。国立公

園局が独自に作成したテキストを使って、トレー

ニングが行われています。 

 ここは一年を通して宿泊施設の運営を行ってい

ますので、基本的には国立公園局のトレーニング

センターではありますが、閑散期には他団体の利

用も受け入れて施設を運営しています。 

 

 本研究での私の役割は、青少年教育を支える思想・哲学の担当でした。先ほど「４-Ｈは文化の

図３-１ Stephen.T Mother Training Center 

図３-２ Horce Albright Training Center 
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一部になっている」というお話がありましたけれども、アメリカを訪問するとすぐに、自然体験

や野外活動の浸透の具合が日本とは何か違う、そして非常に深いものがあることを感じることが

できます。この発端は何なのだろうということを追求し始めると、最終的には自然と人間の関係

に代表される哲学性までも読み解く必要があることに気づきます。 

 

アメリカの自然観 

 ロデリック・ナッシュ博士がお書きになったWilderness and the American Mindという本があ

ります。ヨーロッパの人々がアメリカに渡り、荒野を目の前にどのような苦労があったかなどの

歴史や、キリスト教徒の自然観をどのように読み解けばいいのかということが記されており、ア

メリカの、特にキリスト教徒の自然観を知る入り口になるのではないかと思っています。 

 博士は、「アメリカ人（キリスト教徒）は人間と自然を別の物としてとらえているんですよ。だ

けれども、仏教はそのような分け方はしないですよね。初めから人間と自然は一緒（一体）とい

う考え方ですよね」とコメントくださいました。 

 その違いが、例えば、教育の方法にもさまざまな違いを生じさせる一つの要因になっているの

かもしれません。私たちはよくアメリカの教育プログラムを使うことがありますが、背景にある

考え方の部分を理解しないで利用すると、何となく違和感があったりするということも指摘され

ています。それらを考える上でも、同書は一つの貴重な突破口となるはずだと考えています。 

 リチャード・ルーブ氏の著書、Last Child in the woodsなども大学生の教科書として読まれて

いるようで、私たちにとっても参考になります。これは翻訳版『あなたの子どもには自然が足り

ない』というタイトルで出版されています。 

 各研修センターを訪問すると、自然と人間の関係について考察されている文学ジャンルである

ネイチャーライテンィングをテキストとして利用しているようで、それらの文献を紹介してくれ

ました。アメリカに浸透している名著を使って職員トレーニングがなされていることがわかりま

した。 

 

結びにかえて 

 2011年に、オバマ政権からAmericas a Great Outdoors Reportが発表されています。この報告

書をもとに、若者のアウトドアへの雇用や教育を強化しようというYouth in the Great Outdoors

という事業が政府の関連部署で行われています。実際に調査させていただいた訪問先の方々にそ

の成果がどのようなものだったかについて質問をしてみたところ、立場、立場で異なっており、

いろいろなお答えを聞くことができました。野外教育や環境教育への市民の理解が深まったとい

うお答えや、いくら指導者を育成しても、よく頑張ったと評価はされるが予算にはなかなか反映

されない状況だ、などのご指摘です。しかしながら、共通して感じたことは、訪問先のみなさん

が高い志を持って青少年教育に関与しているということでした。教育事情に関する調査を通じて

アメリカの歴史と文化に触れることができ、大変光栄でした。 

 

  

 発表会場（発表者は藤氏） 質疑応答の様子（左手前：岡島センター長） 

  (写真右から藤氏､関主任研究員､長島氏､立石氏､楊氏) 
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 ４．ドイツの事例  長島 啓記 氏（早稲田大学） 
 

青少年援助 

 生田先生の報告（25年３月報告書の36ページ）に、児童・青年援助法につい

て説明があります。児童・青年援助法、あるいは児童・青少年援助法、子ども・

青少年援助法とか、いろいろな訳があります。この法律は連邦法で、青少年援

助に関する基本的な枠組を定めています。 

 ドイツには、青少年援助とか、青少年教育という分野があります。日本では、学校教育、家庭

教育、社会教育という分け方がありますが、ドイツの場合には、学校教育と青少年教育、そして

成人教育という分野になりますか。日本における社会教育という分野とぴったり対応する分野は

多分ないのだと思います。社会教育と訳せるような言葉があるのですけれども、どちらかという

と社会福祉に重点が置かれたものになっています。 

 

学校田園宿舎（Schullandheim） 

 20世紀の初めに世界各国で「新教育運動」というのがありました。簡単に言いますと、上から

いろいろ詰め込むといった教育ではなくて、子どもの自主的活動、自発的活動を重んじる教育運

動です。ドイツでは、それに、ワンダーフォーゲルのもとになったドイツ青年運動なども絡み合

うということもあったかと思います。そのような流れの中で、学校田園宿舎をとらえることもで

きます。 

 学校田園宿舎は、自然豊かな、あるいは気候が良好な地域に設けられた校外教育施設で、一定

期間滞在することで、普段学校ではなかなかできないこと、芸術活動、スポーツ、ハイキングと

いったことが可能になります。 

 ドイツは16の州に分かれていて、各州に文部省が設けられています。連邦には教育研究省があ

りますが、ごく限られた権限しか有しておりません。各州の文部大臣が集まる会議で協定などが

結ばれ、共通性が確保されていますが、その文部大臣会議の1983年の勧告、その後、改定されて

いないと思うのですけれども、「学校田園宿舎滞在の教育的意義及び実施について」という勧告が

あります。 

 学校田園宿舎には、学校設置者である市とか郡、あるいは地方の協会が設置したものがありま

す。個別の学校がつくっているものもあります。各州の法令で、滞在期間や活動について、例え

ば、小学校レベルでしたら５日までとか、高校レベルだと10日ぐらいまでとか、規定している州

もあります。 

 

 ドイツ学校田園宿舎連盟のホームページ

によりますと、ドイツ全土にはおよそ350の

施設があるとのことです。施設の一覧を見ま

すと、ベッド数20というのが一番小規模の施

設です。ベッド数が500を超える大規模な施

設もあります。年間利用者は100万人以上と

いうことです。 

 その中でベッド数が760と一番多いのがヴ

ェークシャイデ（Wegscheide）という学校田

園宿舎です。森があり、いろいろな建物があ

り、スポーツができる場所もあります。 

 バイエルン州の学校田園宿舎は、州内に36

設けられています。バイエルン州は人口が

1,200万人、面積が７万平方キロくらいのと

ころですけれども、そこに36施設あって、設

図４-１ 学校田園宿舎ヴェークシャイデ 
出典：http://www.schullandheim-wegscheide.de/ 

 



 
Ⅰ 特集 諸外国の青少年教育施設等調査／文部科学省・国立青少年教育振興機構合同研究会 15

置者は郡とか市、地方協会、学校（ギムナジウム）などです。そのほか、障害児学校の財団がつ

くっているもの、ボーイスカウトがつくっているものがあります。障害児学校の財団がつくって

いるものが多分、一番小規模で15ベッドとなっています。先程、ドイツ学校田園宿舎連盟の一覧

では20ベッドの施設が一番小規模と申しましたけれども、それとは違っています。 

 学校田園宿舎における活動ですが、環境教育、スポーツ、演劇、音楽、交通教育、歴史教育、

平和教育、地理教育、障害を有する人とそうでない人の交流など、いろいろな活動ができるよう

になっています。各施設には、生徒用宿泊室、教員用宿泊室、食堂、シャワー室、グラウンドな

どが用意されています。 

 

学校田園宿舎シャイプパッハ 

 バイエルン州の学校田園宿舎シャイプパッハ（Schaippach）の設置者はgGmbH、これは有限会社

と訳している場合もありますけれども、純粋の公立ではないくらいの意味にとってもらえればと

思います。 

 学校のクラスで言うと、２クラスか３クラ

スは泊まれます。全体で90ベッドの施設で

す。生徒用宿泊室が12室あって、同伴者、つ

まり教員などが泊まれるところが８室、その

ほか食堂などあります。 

 活動については、演劇、音楽ができます。

環境教育については、草原もありますし、ビ

ーバーがいるところがあり、森があります。

近くに交通博物館があって、そこを使って交

通教育の活動ができます。戦没者の埋葬地が

近くにありますので、平和教育を考えている

先生たちは、生徒をそこに連れていって、活

動することも可能になっています。スポーツ

では、サッカー、ハンドボール、バレーボー

ル、バスケットボール、卓球ができます。の

こぎり、やすり、彫刻刀が用意されているの

で、木工も可能です。 

 

 料金ですが、学校の行事として使う場合は、１人１日20ユーロ、ベッド用のシーツが５ユーロ

となります、これは生徒も教員も同じ料金となります。今、１ユーロが120～130円ぐらいでしょ

うか。学校行事以外で使うこともできて、その場合は13歳までが１人１日22ユーロ、14～18歳が

28ユーロ、成人が33ユーロ、ベッド用シーツはすべて５ユーロとなっています。 

 この料金はホームページからのもので、2009年３月現在のしかなかったのですけれども、余り

変わっていないのではないかと思います。 

 

ユースホステル（Jugendherberge） 

 ユースホステルと言うと、料金が安い宿泊施設というイメージですが、いろいろな活動ができ

るようになっています。 

 ドイツ全体でおよそ530の施設があります。ドイツユースホステル協会のホームページによりま

すと、バイエルン州には69施設設けられていて、プロフィールという言葉を使っているのですけ

れども、施設によって特徴があるということです。プロフィールとして、環境、スポーツ、家族、

文化などがあげられています。 

 クラスの生徒が出かけていって使うこともできます。職業準備からチーム精神まで、多様な活

動が可能とされています。 

図４-２ 学校田園宿舎シャイプパッハ 
出典：http://www.schullandheim-bayern.de/ 
schullandheime/unterfranken/schaippach/ 

body_schaippach.html 
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 ５．中国の事例  楊 帆 氏（安藤百福記念 自然体験活動指導者養成センター） 
 

中国福利会少年宮 

 中国には、少年宮が１万5,000か所以上あり、中国の大・中・小都市、県、

区含めて2,600地域に分布しています。 

 

中国福利少年宮（25年３月報告書117ページ） 

 「1949年中華人民共和国が成立した時、ソ連の青少年教育の経験に習い、大連市で

中国初の校外青少年教育施設を設立した。当時の名前は大連児童文化館であり、その

後中国福利少年宮に所属し、今は大連市少年宮となっている。中国福利会少年宮（以下「少年宮」）は1953

年６月１日に元国家名誉主席宋慶齢が成立した。少年宮の迅速な発展は80年代であり、各省、自治区、市、

区などで少年宮の設置ブームになった。1983年の統計データによる少年宮は省、市、県の所属少年の宮の数

は208か所がある。現在少年宮は全国で約15,000か所以上ある。」 

 

 これは北京市の少年宮です。科学、ダンス、美術などを行っている青少年教育施設です。 

 

  
 図５-１ 北京市の少年宮概観 図５-２ 北京市の少年宮の活動する様子 

 

青少年体育クラブ 

 中国の伝統的な武術、バスケット、自転車大会など伝統体育活動を行っており、国の基準に達

成したクラブは中国体育総合局が国家級の「横額」を配る。国家級はレベルのこと、一番高いレ

ベルという「額」であり、また国からお金の支援もあります。 

 現在、青少年体育クラブは、全国で5,000か所以上があります。その中は3,400か所ぐらいが最

高レベルのクラブです。 

 しかし、少年宮と青少年体育クラブは宿泊施設がありません。 

 

  

 図５-３ 中国の伝統的な武術 図５-４ 中国体育総合局が配る「額」 
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青少年戸外体育活動営地 

 青少年戸外体育活動営地は自然が豊かな場所にあります。大体、郊外が多いです。市内から車

で２時間ぐらい離れた距離に設置されておりまして、最小規模でも6,000平方メートル以上ない

と、青少年戸外体育活動営地にはなれないという基準があります。 

 北京青少年戸外体育活動営地について説明します。先程立石先生が紹介されたイングランドの

プログラムのように、地面から高い場所で活動するなかで子供たちのチームワーク作り、社会性、

協力性を育むためのプログラムを提供しています。これは全国的によく使っているプログラムで

す。このほか徒歩とか、登山とかも行っています。キャンプも人気のプログラムです。 

 この青少年教育施設は、敷地自体は20万平方メートルがあります。この施設は300人～400人が

宿泊でき、活動シーズンは５月から11月までです。 

 

 

図５-５ 北京青少年戸外体験活動営地の活動の様子 

 

東方緑舟 

 上海市にある青少年教育施設で、中国語で言うと

東方緑舟（トンファンリイズ）、日本語は「とうほう

りょくしゅう」と読みますが、施設内の配置図は図

５-７のとおりです。 

 約6,000人の宿泊施設があり、自然体験活動、水上

の活動も行っており、人工的な高い岩を使った岩登

りプログラムも行っています。 

 代表的なプログラム（表５-１）は、現在、高校１

年生が使われているプログラムです。このプログラ

ムは４泊５日で、上海市の高校１年生は必ず参加し

なければならないプログラムです。年間で約320万人

の高校１年生が東方緑舟で体験活動を行っていました。 

図５-６ 水上活動の様子 
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 これは上海市の教育委員会がつくったプログラムです。プログラムは月曜日から金曜日まで実

施します。素質テストプログラムとは、（素質は全人教育を意味します。）全人教育のために、山、

岩、谷、森等を利用して子供たちの協力性、社会性等の「素質」をはかるためのプログラムです。 

 その次の日はチームワークづくりとか、テント張り体験、または野外生存講義、ロープの使い

方、野外救急方法などを学びます。 

 

 また、防災訓練、止血、包帯の使い方、それから、映画鑑賞。心肺蘇生方法等救急知識を学び

ます。銃の持ち方や射撃体験の国防体験訓練、中国の伝統的文化の京劇の鑑賞も行います。最後

表彰式と体験感想を行い、一週間のプログラムを終了します。 

 

表５-１ プログラムの例 

 午前 午後 晩 

月曜日 
①生活案内 

②緑舟劇場で入営式開催 

オリエンテーリングと 

素質テストプログラム 
 

火曜日 
チームワーク作りための 

ネイチャーゲーム 
テント張り体験  

水曜日 
野外生存講義、ロープの使用

方法、野外救急方法等 

防災訓練 

止血、包帯の使用方法 
映画鑑賞 

木曜日 心肺蘇生方法等救急知識 
国防体験訓練 

（銃の持ち方法・射撃体験）

伝統文化 

京劇鑑賞 

金曜日 終了式と表彰式 解散  

 

上海普陀青少年戸外体育活動営地の楽しい週末プログラム 

 これは中国全国の小中学校優秀プログラムとして評価されており、この楽しい週末プログラム

です。対象は中学生と小学生で、高校生は参加できません。 

 金曜日の午前中は学校教育を実施して、午後は青少年戸外体育活動営地でいろいろな体験活動

や体育活動を行います。このプログラムは、子供たちの費用負担はありません。 

 上海市の政策でもありますが、子どもたちに体験活動及び体育活動を積極的に参加させること

を推進しています。そのため、小学生は１人大体400元（約7,000円）の予算が市教育機関から学

校に入ります。このお金は体験活動と体育活動しか使えません。学校は、子どもたちを連れて各

営地で活動を行い、活動報告書を作成して市教育機関に提出し、次年度の予算を獲得します。活

動を行わない場合は、次年度の予算はもらえません。 

 この活動の内容は、射撃体験、岩登り、水遊び、ダンスなどがあります。学校の先生によりま

すと、文章作成が苦手だった学生も文章作成が楽しくなったり、成績が上がったり、といったよ

うに、結構評判がよいようです。 
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図５-７ 東方緑舟の施設内の配置（東方緑舟作成資料） 
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青少年戸外体育活動営地の運営の仕組み 

 国が出資して施設を建設し、その後の運営は、各省、自治区、市などの行政所属団体に委託す

る形が多く、省、自治区により管理方法が異なります。 

 省が出資して、子供たちに全然負担がないように、無料で参加できるところもあります。 

 また、行政団体に委託して、コストとして子供たちから一定のお金を徴収することもあります。

このほか、民間事業等に直接委託する方法もあります。先程紹介した普陀戸外活動営地は、民間

企業への委託です。 

 

青少年教育に関する法律と政策 

 中国の場合は、中央政府が発行している宝くじがあり、その宝くじの売り上げの半分は当せん

金になり、発行コストが約15％で、コストと当せん金以外は全部公益基金になります。近年のデ

ータによると、この公益基金の約30％は青少年教育施設に使われています。 

 また、体育宝くじがあり、当せん金とコスト以外には体育専用基金になります。青少年体育ク

ラブや、青少年戸外体育活動営地の支援金として使われています。 

 

中国を支えている青少年教育の思想 

 封建時代の教育背景ですが、文と武の教育です。文は学問です。哲学、地理、医学です。また、

ある意味教養です。武は、中国伝統的な武術とか、体を使って活動をすること。これは封建時代

に求めている教育で、文と武が両方できることは一番レベルが高いです。 

 近代では、女子も学校教育を受けることができるようになりました。 

 その後、中国建国後の青少年教育は、毛沢東の思想です。毛沢東は1950年度と1951年に教育部

長への手紙の中で「健康一番、学習二番」と強調しました。90年代に入り、全人教育の推進が始

まりました。 

 胡錦濤時代に入ると、青少年の健全的な教育は、出発点であり、立脚点でもあり、そのために

青少年の健全教育の一環として体験活動も重要となりました。 

 

指導者制度 

 中国の指導者制度は国家資格です。社会体育指導者という資格があります。この資格は四つの

レベルに分けられています。五級（初級社会体育指導員）、四級（中級社会体育指導員）、三級（高

級社会体育指導員）、二級（社会体育指導師）、一級はまた設置されていないため二級が社会体育

指導員の最高級です。 

 特に、戸外運動は高い危険性があるので、そのために専門の知識が必要となり、国家体育総局

が中国登山協会に養成事業を委託しました。野外活動が指導できる資格は４種類あり、戸外指導

者、岩登り指導者、アウトワード・バウンド指導者、スキー指導者があります。 
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 ６．フランスの事例  中村 督 氏（南山大学） 
※中村氏の報告は、御本人の発表要旨を掲載しております。 

 

 2013年７月１日、青少年教育研究センターにて「諸外国における青少年教育施設調査報告書」

の報告を行った。趣意は「調査報告書」（25年３月報告書）では言及できなかった点を報告するこ

とにあり、それを以下に簡潔に記しておきたい。 

 まず調査を遂行するにあたって利用したデータやそれに関する諸問題の説明を行った。報告者

は主として政府および地方自治体の資料と関連アソシアシオン（※）の資料を用いたが、とりわけ

後者の入手は困難であった。このことはアソシアシオンのデータ不足というよりはむしろ、青少

年教育施設数やその利用者数の多さ、すなわち施設が十分に浸透していることにより生じている

のではないかという仮説を提示した。それと同時に報告書に記した二つの地域に設置されている

教育施設について述べた。一つはトゥールーズで、もう一つはノルマンディー地方である。トゥ

ールーズについては地方自治体に絞って、その野外成長年教育の運営状況を説明した。ここで重

要となるのは、たしかに地方自治体がヴァカンス滞在に直接的に関与してはいるものの、様々な

アソシアシオンとの連携も保ち、青少年教育施設を活かすかたちをとっていることである。他方、

ノルマンディー地方についてはアソシアシオンの活動を中心として概要の把握に努めた。とくに

ノルマンディー地方全域で活動を行う非宗教団体UNCMTをとりあげた。このアソシアシオンは年間

平均29,000人の青少年を受け入れ、地方自治体をはじめ学校、福祉施設、他のアソシアシオンと

連携しながら運営されており、フランスの青少年教育施設の現状を示す一つの事例である。ただ、

日本においてはフランスの青少年教育施設に関する調査が十分でなく、今後、比較検討における

基盤を確立するためにもそれを進めていく必要性があることを述べた。 

 次いでフランスにおける青少年のヴァカンス利用の変遷について簡潔に述べた。とくに20歳以

下のヴァカンス利用率がこの30年で大きく上昇していることに触れ、その社会経済的背景を概説

することに努めた（「ヴァカンス滞在施設」利用の変遷と年齢別「ヴァカンス滞在」青少年人口の

変遷については下記を参照。また滞在先の県別分布図も下記を参照）。さらに青少年教育施設の必

要性を推進するフランス政府の理念についても「民主主義」や「市民」といった概念と照らし合

わせて説明をくわえた。とりわけ、青少年のヴァカンスを管轄する「スポーツ、青少年、民衆教

育、協同生活省」（Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la 

vie associative）（名称がよく変わるので注意）の見解を紹介した。同省によれば、ヴァカンス

時に野外施設することは、生活のリズムに変化をつけたり、未知なる文化に精神を開く契機とな

り得る。家族や学校から離れて生活をする体験は、人が生きるということを理解するのにきわめ

て重要である。その思想を端的にいうなら、青少年集合施設は「民主主義の様式を身につける経

験の場として、自立の獲得を促す参加の場」となることを目的として存在していることになる。 

 最後に調査に選定したノルマンディー地方のアソシアシオンが主催するイベントの概要を費用

の観点から述べ、日本との違いを明らかにした。また、青少年教育施設の運営に対して政府が果

たす役割の程度を考察し、そのうえで補助金制度の仕組みにも言及した。実際に補助金制度を利

用した青少年の90％がヴァカンスに出かけている事実から、フランスの制度的・財政的な支援の

充実していることを付言した。 

 以上が報告要旨であるが、日本とフランスの青少年教育施設の相違には両国の社会的背景が大

きく関わっていることを確認し、とくに労働・ヴァカンスに関してはそれが著しく、そのことか

ら当該問題を検証することの重要性も強調して報告を終えた。 

 

（※）英語でいうアソシエーション 
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図１ シーズン別「ヴァカンス滞在施設」利用の変遷（フランス国立統計経済研究所（INSEE）のHPより作成。
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATSOS05405） 

 

 

 

 
図２ 年齢別「ヴァカンス滞在」青少年人口の変遷（図１と同様のHPより作成） 
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図３ 滞在先の県別分布図：ヴァカンス滞在施設（2010年度）（以下より作成。Bulletin de statistiques et 
d'études, Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, 
n°12, novembre 2012） 
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質疑応答 
 当日は、多数の質疑応答がございましたが、その中から幾つかの応答を紹介します。なお、発言者の敬称は省

略させていただきましたので御容赦ください。 

 

１．イギリスの事例について 

（１）イングランドの野外活動センターの規模について 

川又 イングランドには235の野外活動センターがあるということでしたが、何人ぐらい泊まれ

るのか、１施設当たり職員数など、施設の規模を教えていただきたい。 

立石 イギリスの場合、規模は本当にまちまちですので、平均を出すのが難しいという状況で

す。今回、事例として挙げましたダーウェント・ヒル野外活動センターは、72ベッドあり

ます。また、ロウ・バンク・グラウンド野外教育センター（25年３月報告書の65ページ）

は14部屋で52人宿泊することができます。 

 職員の数も、施設によってまちまちです。ダーウェント・ヒル野外活動センターの職員

数は32人、ロウ・バンク・グラウンド野外教育センターの職員数は11人です。 

 

（２）費用について 

川又 利用の際の費用はどのくらいですか。 

立石 ロウ・バンク・グラウンド野外教育センターの場合ですと、月曜日から金曜日の４泊５

日で220ポンドです。このセンターは自治体が所有しているので、自治体内の小中学生が利

用するときはこの金額です。 

 自治体外から来た人たちには、料金を上乗せして高くするという対応をしている自治体

が多いようです。夏休み中や、一般向けに提供するものは商品として提供しているので、

もっと高い金額のようです。 

岡島 220ポンドということは、日本円にすると３万５千円ぐらいですね。結構いい値段を取り

ますね。 

立石 そうですね。個人負担の場合もありますが、学校が出すことも多いです。 

岡島 補助や補填はあるのですか。その割合は決まっていないのですか。 

立石 補助や補填がありますが、その割合は一律ではありません。施設が奨学金制度をつくっ

ていて、貧しい地域や、貧しい家族には、そのような制度を使ってもらうという対応をし

ていたり、いろいろな工夫がされているようでした。 

 

（３）指導者の国家資格について 

川又 指導者の資格とは、国立施設で養成している国の資格なのですか。 

立石 指導者は最終的には国が定める資格を取ることになります。 

 資格認証を行う野外活動の領域のいろいろな団体が認証、登録されています。当団体で、

このようなプログラムをするので、そのプログラムを受けた人に資格を出すことを認めて

ください、うちを研修団体として承認してくださいという申請を出して、そこが承認を得

たら、種目別の団体が資格の認証を出してよいと認められています。 

 山岳について例を挙げますと、20日間以上、山の中を踏破することができる技術を身に

つけた人が最高ライセンスといった形になっていますが、全員がそこにすぐいくわけでは

ありません。その前段階のレベル、例えば、本人が登山を計画して、メンバーを引率して

連れていく力がある、道しるべが一切ないところで、コンパスと地図だけを見て、スター

トからゴールまで行くことができる、５時間以上継続して歩き続けるという行程を20日間

過ごすことができるといったような厳しい条件を満たした人が１つのライセンスを得るこ

とができるという形になっています。 

 実際、その人が本当にそのことができたのかどうかを検査し、資格を認定する最終的な

組織というのは１つ、国が定めた機関があります。そこが認定した個々の団体が認定資格

を持つということになっていて、2001年の時点でおよそ932団体がそういう個々の資格を認
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定する決定権を持つという形になっています。 

 

 

２．アメリカの事例（土地付与大学と４-Ｈプログラムについて） 

岡島 土地付与大学という概念がわかりにくいのですが。 

藤  土地付与大学は、現在全米で110くらいあります。州に１つというわけではないですが、

ニューヨークの場合は１つです。 

 例えば、コーネル大学は1860年頃に土地付与大学に認定されて、当初はウィスコンシン

州の森も大学の財産として使って構わないという認定を受けて、森林を監視するだとか、

切り売りをして資金を調達というようなこともしていました。ジェニーバという車で３時

間ぐらい走ったところにニューヨーク州を代表する農業試験場がありますが、その土地も

コーネル大学が国から譲り受けて使っているということです。 

岡島 そのような学校が主に

４-Ｈをやっているので

しょうか。 

藤  そうです。土地付与大

学以外では４-Ｈのプロ

グラムを実施していませ

ん。 

岡島 そのような意味では、

もともと国との関係が非

常に強い学校なのです

ね。 

藤  そうです。 

 

 

３．ドイツの事例（学校田園宿舎について） 

岡島 学校田園宿舎は、公立もあれば、私立もあるということですか。 

長島 そうですね。市や郡がつくっているものもあります。 

岡島 国立施設はないのですか。 

長島 ないです。 

岡島 連邦政府がつくっているということ、つまり分権が進んでいるということですね。 

関根 （文部科学省スポーツ・青少年局青少年課課長補佐 関根章文氏） 

 学校田園宿舎は、学校、地域のスポーツクラブ、小規模のグループなどが気軽に宿泊で

きるのでしょうか。 

長島 ドイツでは、平日、学校は午後１時頃に終わりますので、その後は地域のスポーツクラ

ブなどでいろいろな活動ができるようになっています。 

 学校田園宿舎は滞在型のものですので、学校、学年、クラスなどで計画を立て、宿泊し

て、いろいろな活動をします。ある資料には、学校田園宿舎で学校教育以外の活動が行わ

れているという記述がありましたので、スポーツクラブやそのほかの団体が、学校田園宿

舎を使うことができると思います。 

 

 

４．中国の事例について 

（１）青少年戸外体育活動営地について 

川又 青少年戸外体育活動営地は、2004年から始まった比較的新しいものということですが、

一人っ子政策とかで子供が減ってきているにもかかわらずこのようなものが中国で求めら

れてきた背景とはどのようなことがありますか。 

質疑応答の様子 
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楊  一人っ子政策により、家庭の中で子供の溺愛がふえています。このために、子供たちの

体力はとても落ちています。国でもこのことに気づき、自然体験活動などが必要と指摘さ

れ、2004年、全面的に青少年戸外体育活動営地の推進活動を始めることになりました。 

岡島 だとしますと、親の世代についても心配なのではないでしょうか。 

 

（２）宿泊利用、日帰り利用について 

澁谷 (国立青少年教育振興機構理事 澁谷健治氏） 

 少年宮では宿泊を伴った体験ができるのですか。 

楊  夏休みの１週間キャンプ、冬休みの１週間キャンプなどがあります。 

澁谷 学校教育で、高校が４泊

５日利用するといったケー

スはありますか。 

楊  高校１年生は利用します

が、学校教育の一環として

ではありません。 

澁谷 小学生が１泊とか２泊と

いう利用はないのですか。 

楊  宿泊を伴った利用は少な

く、日帰りの利用が多いで

す。 
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