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Ⅱ　学校教育における集団宿泊活動の意義

１ 学習指導要領の改訂と体験活動の充実

子供は、身近な存在である友だちや地域社会などとかかわり合い、様々な体験を通して、自己と

向き合い、人間関係能力や社会性などを身に付け成長する。また、自然と触れることで、自然への

畏敬の念を育み、自然の仕組みを理解し、豊かな感性が育まれていく。

しかし、今、子供たちの生活体験、社会体験、自然体験などが不足しているために、学習意欲の

低下やねばり強く課題に取り組むことが難しくなっていたり、自分に自信が持てず、将来や人間関

係に不安を感じたりする現状があり、体験活動の充実が大きな教育課題となっている。

（１）　豊かな体験が子供を育てる

国立青少年教育振興機構（以下「機構」という。）が行った「子どもの体験活動の実態に関する

調査研究」（平成22年10月）においては、「子供の頃の体験が豊富な人ほど、大人になってからのや

る気や生きがい、モラルや人間関係能力などの資質・能力が高い傾向にある」ことが明らかになっ

ている。

国立青少年教育振興機構「子どもの体験活動の実態に関する調査研究」（平成22年10月）

図2-1-1：体験と資質・能力の関係
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また、機構の別の調査「青少年の体験活動等と自立に関する実態調査」においては、自然体験や

生活体験が豊富な小中学生ほど、道徳観・正義感が強く、さらに他者への思いやりや積極性などの

自立的行動習慣が身に付いており、自己肯定感も高い傾向にあることが明らかになっている。

国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等と自立に関する実態調査（平成21年度調査）」（平成22年10月）

自然体験と自立的行動習慣の関係
困ったときでも前向きに取り組む

生活体験と自己肯定感の関係
自分には自分らしさがある

国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等と自立に関する実態調査（平成22年度調査）」（平成23年11月）

図2-1-2：体験と道徳観・正義感、自立的行動習慣、自己肯定感の関係

＜機構の調査結果＞

　調査の詳細は、機構のホームページに掲載されている。

◆「子どもの体験活動の実態に関する調査研究」（平成22年10月）、中間発表（平成22年５月）
◆「青少年の体験活動等と自立に関する実態調査」平成21年度調査（平成22年10月）、平成22年
度調査（平成23年11月）

　また、機構では、「子どもの読書活動の実態とその影響・効果に関する調査研究」も実施して

おり、読書活動が多い高校生・中学生は、体験活動が多いことなどを報告している。

（２）　「体験」と「体験活動」

「体験活動」について論じる際、「経験」や「体験」、「体験的な学習」や「体験教育」など、様々

な用語が用いられており、その用語の意味は一義的とは言えない。

平成19年の中央教育審議会答申「次代を担う自立した青少年の育成に向けて」では、「体験活動」

を、｢体験を通じて何らかの学習が行われることを目的として、体験する者に対して意図的・計画

的に提供される体験｣と定義しており、「体験活動」という語句自体が、教育的な意味を内包して

いるものと言える。

また、平成25年の中央教育審議会答申「今後の青少年の体験活動の推進について」でも、この定

義を念頭に提言している。
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＜「経験」と「体験」＞

　平成19年の中央教育審議会答申「次代を担う自立した青少年の育成に向けて」では、以下の
ように使用している。

◆経験：人間が実際に見たり、聞いたり、行ったりすることを広く指す。

◆体験：経験のうち、経験する者の能動性や経験の内容の具体性に着目して、能動的な経験や

具体的な経験を指す。

（３）　学習指導要領の改訂と体験活動の充実

平成20年３月に告示された学習指導要領では、教育内容に関する主な改善事項として、「言語活

動の充実」など７つの事項を掲げ、その一つに｢体験活動の充実｣を挙げている。

特別活動や総合的な学習の時間などにおいて行われている様々な体験活動の一層の充実を図るこ

とが必要であるとし、発達段階に応じて、小学校では自然の偉大さや美しさに出会ったり、身近な

学校の仲間とのかかわりを深めたりする自然の中での集団宿泊活動、中学校では勤労観・職業観を

はぐくむ職場体験活動、高等学校では奉仕体験活動や就業体験活動を重点的に推進するとしてい

る。

小学校学習指導要領の「総則・教育課程編成の一般方針」の中で、「道徳教育を進めるに当たっ

ては、教師と児童及び児童相互の人間関係を深めるとともに、児童が自己の生き方についての考え

を深め、家庭や社会との連携を図りながら、集団宿泊活動やボランティア活動、自然体験活動など

の豊かな体験を通して児童の内面に根ざした道徳性の育成が図られるように配慮しなければならな

い｣と提示されている。

また、文部科学省のホームページの「学習指導要領改訂の基本的な考え方に関するQ&A」では、

宿泊体験活動については、そのねらいに応じ、教育課程上の位置付けを考える必要があるとし、農

作業体験（社会）、自然観察（理科）、野外炊事（家庭）など、教科の内容にかかわる活動が含まれ

る場合、当該活動について教科の学習として位置付けることが可能と提示しており、学校教育にお

いて体験活動を教育課程に計画的・効果的に位置付けていくことが必要である。

＜学校教育法の改正と体験活動＞

　学校教育における体験活動の促進については、平成13年に学校教育法を改正し、次のように
規定している。

　｢教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体

験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会

教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない｣（第31条）

（４）　長期集団宿泊活動の推進施策

集団宿泊活動の期間については、学習指導要領改訂の際に、学期中や長期休業期間中に一定期間

（例えば、１週間（５日間）程度）にわたって行うことにより、一層意義が深まるとしている。

これを受け、小学校学習指導要領解説特別活動編（平成20年８月）で、「集団宿泊活動については、

望ましい人間関係を築く態度の形成などの教育的な意義が一層深まるとともに、高い教育効果が期

待されることなどから、学校の実態や児童の発達段階を考慮しつつ、一定期間（例えば１週間（５

日間）程度）にわたって行うことが望まれる」と提示し、長期間での実施を推奨している。

集団宿泊活動の長期化は、平成20年７月の「教育振興基本計画」でも、「関係府省が連携して、

小学校で自然体験・集団宿泊体験を全国の児童が一定期間（例えば1週間程度）実施できるよう目

指すとともに、そのために必要な体験活動プログラムの開発や指導者の育成を支援する」と提示し
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ている。

これを受け、文部科学省は、集団宿泊活動における体験活動の指導や宿泊学習プログラムの企画

を支援する指導者を養成する「自然体験活動指導者養成研修」事業と宿泊学習モデルプログラムを

開発する「小学校自然体験活動モデルプログラム開発」事業を、平成20年度から実施した。

＜自然体験活動指導者養成研修・小学校自然体験活動モデルプログラム開発＞

　機構は、文部科学省の委託を受け、小学校の自然体験活動を支援する指導者の養成とモデル

プログラムの開発を行った。指導者養成では、研修テキストや教員や保護者に意義を理解して

もらうための普及啓発パンフレットを作成した。モデルプログラム開発では、小学校の協力を

得て、長期集団宿泊活動を試行し、その教育効果や企画・運営における課題等を踏まえ、モデ

ルプログラムを開発し、報告書にとりまとめている。

　これらは、機構のホームページ（調査研究報告書検索）からダウンロードできる。

＜平成25年の「教育振興基本計画」＞
　「学校における体験活動及び読書活動の充実」として、「生命や自然を大切にする心や他人を思

いやる優しさ、社会性、規範意識などを育てるため、学校における自然体験活動や集団宿泊活

動の充実に関係府省が連携して取り組む」とあるが、期間についての記述はない。

２ 集団宿泊活動で育てる力

集団宿泊活動は、これまでにも多くの学校で実施されており、その教育的効果は大きい。ここで

は、集団宿泊活動の教育効果について説明する。

（１）　確かな学力を身に付ける

①　学力の基盤となる体験

集団宿泊活動が確かな学力に結びつく理由は、活動を通じて、「直接体験」を通じた学習

が成立しやすいからである。ペスタロッチ以来、「学びの過程（認識の過程）」は、【体験（直

観、感覚的認識）→概念化（思考・知性）→実践（行動化、活用・応用）】といった流れで

説明されてきた。これは、「百聞は一見にしかず」「体験なくして学びなし」といわれるよう

に、思考や知性が、単に知識を得ればよいのではなく、実際の体験に基づいて理解され、さ

らに次なる活動の中で活用・応用される中でこそ、意味を持つものであることを示している。

こうした学びの土台となる「体験」としては、テレビや映像を使った二次情報による「間

接体験」よりも、実際の物や行動を通した「直接体験」の方が有効であることが知られてい

る。こうした「直接体験」の機会が豊かであるほど、思考力や活用力、応用力が育成される

機会が増え、より充実した学びにつながると考えられる。充実した「直接体験」を提供する

ためには、学校の教室の中だけで行う学習活動では限界があろう。教科学習においても、青

少年教育施設などを活用し、実際に活動しながら学習活動を展開できれば、子供たちは様々

な知識を具体的な体験に基づいて理解することができる。

近年、こうした体験活動の重要性が広く知られるようになってきたが、一方で単に「体験

だけさせておけばよい」という認識も少なからず見られるようである。もちろん体験を積み

重ねることは重要であるが、教師の立場として重要になるのは、単に子供たちに自由に活動

させるだけではなく、子供たちの体験を「学びの過程」の中にきちんと位置付くように指導

していくことである。

例えば、学習指導要領で取り上げている「問題解決型の学習活動」については、その過程
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を【課題の意識化→予測→体験→分かった・できた→理解→活用・応用（理屈付け）】といっ

た流れで捉えることができる。教師は、子供の年齢段階に応じた「学びの過程」を意識し、

学習活動を展開することが求められる。こうした学習活動を展開することにより、教科等の

学習を、体験に裏打ちされた「生きた学習」として提供することが可能となる。

②　集団宿泊活動に教科学習を取り入れた実践事例

学校の教室で行われる体験的な授業と青少年教育施設で行う体験活動を伴った教科等の学

習活動では、体験の質に大きな違いがある。集団宿泊活動で教科等の学習活動を取り入れる

と、実体験を伴う学習が成立し、体験に裏打ちされた生きた学習の場となる。例えば、集団

宿泊活動中のできごとを、取材手帳にメモをとったり、日記に記録したりすることで、集団

宿泊活動を国語科の紀行作文を書く学習と関連させて指導することが可能である。また、実

際に農業体験をしてみることや、農業や漁業に従事する方々との出会いは、社会科の農林水

産業についての学習と関連させることもできる。

学習指導要領の総則においても、｢各教科等の指導に当たっては、体験的な学習や基礎的・

基本的な知識及び技能を活用した問題解決的な学習を重視するとともに、児童の興味・関心

を生かし、自主的、自発的な学習が促されるよう工夫すること｣と体験活動を通じた学びの

重要性が明記されている。集団宿泊活動に教科や総合的な学習の時間を積極的に組み込み、

効果的な指導をすることが大切である。

ここでは、理科の学習を取り入れた実践事例として、岩国市米川小学校の実践事例を紹介

して説明する。

岩国市米川小学校の実践事例

１．実施状況とプログラム

（１）　学年　　　４年生と５年生の２学級（約40名）
（２）　利用施設　国立山口徳地青少年自然の家（山口県山口市徳地町）

（３）　日程　　　１日目：オリエンテーション、理科｢流れる水のはたらき｣、理科｢星空観察｣

　　　　　　　　　２日目：野外炊事　（以上、１泊２日）

２．プログラムの特長

このプログラムの特長は、宿泊施設周辺の自然環境の｢渓流｣と教育施設の｢天体望遠鏡｣を理

科の学習に活かしていることである。

水の中に入って実験 51㎝の反射望遠鏡で観察
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３．児童の様子

流れる水のはたらきの学習では、事前学習として学校で流水実験を行い、課題をしっかり持

たせてあったので、児童は水の中に足を入れるなり｢冷たい！ ｣｢流れが速い！ ｣と歓声を上げ

ながらも、グループごとに調べる活動を開始していた。

調べた結果は、観察用紙に詳しく記録され、その後の自分の考えをまとめたり、考えたこと

を話し合ったりする場面で活用されていた。

この様子から、児童は、自ら追究し、自ら考え、課題を解決する力を発揮していると言える。

また、写真からも分かるように、ライフジャケットやヘルメットなどの事故防止のための準備

をして、水流の圧力を身体で感じながら水の中を歩いたことや、雨が降り増水したときの様子

を撮影した。写真を観察することによって、災害に対する意識も高めることができた。

星空を観察する学習では、夏の大三角や天の川を見たことに感動し、土星とその環を巨大望

遠鏡で観察したことに興奮していた。そのときに気付いたことや感じたことを、暗やみの中で

懐中電灯を使いながら一生懸命に記録していた。

③　教育効果の実証的な調査研究

このように体験活動を効果的に組み入れることにより、子供たちの学びが深まっていくこ

とは、調査結果からも報告されている。

　

ア．「全国学力・学習状況調査」

平成24年度の調査では、「自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがあると回答し

ている児童生徒の方が理科の正答率が高い傾向が見られる」。また、平成25年度の調査で

は、「自然の中での集団宿泊活動を長い日数行った小学校の方が、国語Ｂ・算数Ｂの平均

正答率が高い傾向が見られる」結果となっている。

「自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがある」

と回答している児童生徒の方が理科の正答率が高い傾向が見られる

自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがありますか

【小学校】

理科

【中学校】

当てはまる

（%）

どちらかといえば，当てはまらない

※縦軸は平均正答率

どちらかといえば，当てはまる
当てはまらない

40

45

50

55

60

65

理科

（%）

40

45

50

55

60

6562.5
60.1 58.7

52.1
55.7

52.1
49.5

42.9

文部科学省「平成24年度　全国学力・学習状況調査」

図2-2-1：理科の平均正答率
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第５学年までに自然の中での集団宿泊活動を行った小学校の方が、

国語・算数の主に「活用」に関する問題の平均正答率が高い傾向が見られる

第６学年の児童に対して，第５学年までの間に自然の中での集団宿泊活動を行いましたか

国語 B

（%）

※縦軸は平均正答率

４泊５日以上 ２泊３日 １泊２日３泊４日 行っていない

40

43

46

49

52

55

算数 B

49.8 50.9
49.5 48.6 47.3

（%）

40

45

50

55

60

65

58.9 60.3 58.6 57.5 56.1

文部科学省「平成25年度　全国学力・学習状況調査」

図2-2-2：国語・算数の活用に関する平均正答率

イ．平成20・21年度「農山漁村での宿泊体験による教育効果」の調査結果

この調査では、自然体験などを通じて、児童の学習意欲や自然への関心が高まったこと

が報告されている。

　「活動期間中の自然体験などを通じて、周囲の事象に興味や好奇心を持ち、児童が『学ぶこと』

の意義を感じるなどして、学校での授業により積極的に取り組むようになった」と感じている

学校は70.6％であった。
　また、自然体験活動の時間が長いほど、その効果を感じている学校が多くなる傾向がある。

　「児童が自然体験を行ったことで、自然への関心や環境保全に対する意識が向上した」と感じ

ている学校は68.6％であった。
　また、地域の間で効果の違いはあまり見られない。

文部科学省「農山漁村での宿泊体験による教育効果の評価結果について」（平成22年５月）より作成

図2-2-3：宿泊体験による児童の学習意欲や自然への関心等の効果



17

Ⅱ　学校教育における集団宿泊活動の意義

Ⅱ　

学
校
教
育
に
お
け
る

集
団
宿
泊
活
動
の
意
義

＜農山漁村での宿泊体験による教育効果の評価結果＞

　文部科学省は、農山漁村での民泊を取り入れた長期宿泊体験・自然体験活動を推進するため、「農

山漁村におけるふるさと生活体験推進校」として、平成20年度は178校、平成21年度は306校の小学校
を指定し、宿泊体験活動が児童に与える教育効果について調査し、分析・評価結果を公表している。

　詳細は、文部科学省のホームページ（体験活動の推進）に掲載されている。

ウ．体験活動と言語活動

このたびの学習指導要領は改訂の際、「体験活動の充実」とともに、「言語活動の充実」

を重要課題として提示している。

体験活動を言語活動に連動させることについては、小学校学習指導要領の「特別活動」

で、「自然体験や社会体験などの体験活動を充実するとともに、体験活動を通して気付い

たことなどを振り返り、まとめたり、発表し合ったりするなどの活動を充実するよう工夫

すること」に配慮することとされている。

体験活動を効果的に行うためには、体験したことをそのままにしておかずに、体験活動

で学んだことを整理し、その意味を考察することが大切である。体験は一度きりであるが、

繰り返し時間をかけて、体験の全体を反芻し、意味を考えることを通して、体験活動の価

値はより高いものになっていく。

そのためには、体験活動の折々に自分の体験を言葉として表現したり、記録するなど、

振り返ることを可能にする手立てを工夫することが必要である。また、体験活動の意味を

把握するために、自分なりに整理し、感じたことを文章にすることにより意味を考える働

きを促すことも重要である。

このような活動を通じて、野外での体験を通じた学習は、知識の定着につながるととも

に、言語活動を促進することにつながる。

（２）　豊かな心を育む

①　実践事例にみる教育効果　

集団宿泊活動は、自然体験や生活体験などの体験活動を通して様々なことを学ぶことがで

きる場である。日常の学校生活や家庭生活から離れて、友だちや先生と寝食を共にする活動

を通して、学校の教室の中では体験できないようなことを直接体験したり、雄大な自然や本

物の教材を目の前にしたりして学習することができる。

また、友だちと一緒に生活することで協力し合うこともあれば、気を遣って我慢しなけれ

ばならないこともあり、協調性や忍耐力が養われる。

集団宿泊活動によってどのような力を育むことができるのか、福山市立旭が丘小学校の実

践事例を紹介して説明する。

福山市立旭が丘小学校の実践事例

１．実施状況とプログラム

（１）　学年　　　５年生２学級（約80名）
（２）　利用施設　国立吉備青少年自然の家（岡山県加賀郡吉備中央町）

（３）　日程　　　１日目：オリエンテーション、課題解決ゲーム、野外炊事①

　　　　　　　　　２日目：カッター活動、ウォークラリー、野外炊事②

　　　　　　　　　３日目：大山登山、キャンプファイアー

　　　　　　　　　４日目：クラフト活動（以上、３泊４日）



18

２．プログラムの特長

このプログラムの特長は、｢全員での大山登山｣（３日目）ことに向けて、グループで協力し

合うことやメンバーを思いやることの大切さなどを、体験を通して気付くことができるよう、

ストーリー性を持たせていることである。

みんなで大山登山 みんなで火を囲んで話し合い

３．実施後の児童の姿（集団宿泊活動が終わった２学期の学級の様子）

２学期になってＡくんが登校できなくなった。担任は４月から休みがちであったＡくんのこ

とを心配していた。友だち関係がうまくいかなかったようだ。

ところが、担任が｢すごい｣と驚いたのはその後だった。クラスの児童が話し合いを始めた

のだ。７月の宿泊活動のキャンプファイアーの時と同じように、教室の床に車座になって座り、

真剣に話し合いが続いたのだ。火を囲んで話し合った時のように｢本音で言わなきゃダメ」とい

う空気が流れていた。宿泊活動で課題を一つ一つ解決したことを思い出し、クラスの課題を本

音で話し合って、みんなが自分たちで解決しようという意識になっていた。

そして行動を起こした。それまで遊んでいなかった児童も家へ行ったり連絡をとったりした。

そのうちに、しばらくしてＡくんは登校できるようになった。クラス全体が本気で取り組んだ

結果だった。そしてクラスは平常に戻り、それまで以上にクラス全体の友だち関係は深まって

いった。

担任は、｢児童たちは宿泊活動で話し合いの仕方を学び、心の声で話し合いができるように

なったのではないか｣と話している。

この実践事例から、集団宿泊活動を通して、児童が｢何を｣学んだかを知ることができる。

一人の友だちのことを、自分たちの学級全体のこととして、一人ひとりが考えて話し合うこ

とができたのである。学級の仲間のことを思いやり相手の立場に立って考えることのできる

優しさ。現状から問題点を自覚し解決するための方法について話し合うことのできる問題解

決力と行動を起こす実践力。このような、児童が育つ集団宿泊活動を多くの学校において実

践されることが望まれる。

②　教育効果の実証的な調査研究

ア．平成20・21年度「農山漁村での宿泊体験による教育効果」の調査結果

前述した文部科学省の農山漁村での宿泊体験による教育効果の調査結果では、「勉強や

運動が不得意な児童を助けるなど、優しさや思いやりの気持ちが深まった」ことや、「い

じめの問題や不登校問題の改善に効果が見られた」ことなど、「人間関係・コミュニケー

ション能力」、「自主性・自立心」、「マナー・モラル・心の成長」といった多くの評価項目

で効果が認められたことを報告している。また、これらの効果については、泊数が長いほ

ど、効果が高い傾向が見られた。
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　「勉強や運動が不得意な児童を助けるなど、優しさや思いやりの気持ちが深まった」と感じて

いる学校は、72％であった。
　また、泊数が長いほどその効果を感じている学校が多くなる傾向が見られた。

　「いじめ問題や不登校問題の改善に効果が見られた」と感じている学校は、47％であった。ま
た、２泊よりは３泊以上の方がその効果を感じている学校が多くなる傾向が見られた。

文部科学省「農山漁村での長期宿泊体験による教育効果の評価結果について」（平成21年11月）より作成

図2-2-4：長期宿泊体験による教育効果

なお、文部科学省は、この調査結果をもとに「宿泊体験活動の計画・実施に当たっての留

意事項」を作成し、自治体等の関係機関に周知している。

＜宿泊体験活動の計画・実施に当たっての留意事項＞

（平成21年11月５日　文部科学省初等中等教育局児童生徒課）

＜１．宿泊体験活動の意義等＞（計画・実施に共通した事項）

○　日常の学校生活を離れて実施する宿泊体験活動期間中に、児童生徒に課題や目標を共有さ

せ、集団生活の充実感を感得させることにより、連帯感や仲間意識の向上を図ること。

○　宿泊体験活動を児童生徒の人間形成や社会性涵養のきっかけとして、事前、現地での活動及

び事後の指導を充実させ、他の学校行事などと関連を持たせて継続的に取り組むこと。

＜２．計画に当たっての留意事項＞

○　児童同士が話合いの時間を持てるよう、プログラムに余裕を持たせること。

○　児童が協力し合わなければできないような課題性を持たせたプログラムにすること。

○　特定の児童だけでなく、いろいろな児童にリーダー経験をさせること。

○　自分たちでルールを考えさせ、守らせること。

○　自然体験活動と教科や総合的な学習の時間等の学習との関連を児童に意識させ、自然への関

心を高めるなど児童の好奇心を刺激すること。

＜３．実施に当たっての留意事項＞

○　宿泊体験活動において、児童同士の口論・喧嘩など一時的な感情の衝突が起こった場合にも、

その機会を捉えて相互理解していくための指導を行うこと。

○　何か問題が起こった際にも、まず児童が自分で考え解決できるよう、自発的・自治的な活動

の指導を重視すること。
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イ．平成20・21年度「小学校自然体験活動モデルプログラム開発」の調査結果

機構は、平成20、21年度に行った小学校自然体験活動モデルプログラムの開発の中で教

育効果の検証を行った。児童、保護者、学級担任に対してアンケート調査を実施した結果、

長期集団宿泊活動により児童の生きる力が向上することなどが明らかになっている。

　児童に対して、事前・事後・１か月後にアンケート調査を行った結果、長期集団宿泊活動は、

参加児童の生きる力を向上させる効果があり、生きる力の向上効果は１か月後の日常生活にお

いても持続していた。

　
※各質問項目の回答に対
して「とてもよくあて
はまる」を６点、「まっ
たくあてはまらない」
を１点として１点刻み
で得点化し、各調査時
期における平均、標準
偏差を算出した。

　実施１か月後に保護者に家庭での様子をアンケート調査した結果、友だちや家との会話といっ

たコミュニケーションの増加や、食事を残さず食べる、使った食器を運ぶといった基本的な生

活習慣に変化が見られた。

　学級担任に実施１ヶ月後の学校生活での様子をアンケートした結果、あきらめずに課題に取

り組むといった前向きな姿勢や人に優しくする、手伝いをするといった協調性、時間を守ると

いった自律的な行動に変化が見られた。

国立青少年教育振興機構「小学校自然体験活動モデルプログラム開発」（平成22年）

図2-2-5：長期集団宿泊活動の効果
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＜「生きる力」（IKR）評定用紙（簡易版）＞

　体験活動の効果を評価するために、体験活動事業や集団宿泊活動に参加した子供たちの事前・事

後の変容を測定する質問紙。筑波大学の橘教授等が開発した「IKR調査票」をもとに、質問項目を

28に絞り込んだもので、「いやなことは、いやとはっきり言える」といった心理的社会的能力（14
項目）、「自分かってな、わがままを言わない」といった徳育的能力（８項目）、「早寝早起きである」

といった身体的能力（6項目）の３つの能力で構成されている。また、機構では簡単にアンケート
調査の結果を集計・分析ができる「『生きる力』の測定・分析ツール」も開発している。

３ 集団宿泊活動の現状と課題―小学校の集団宿泊活動に関する全国的な調査―

機構では、本手引き書の作成に当たり、学校における集団宿泊活動（自然教室や林間学園等）の

実態及び集団宿泊活動を充実させるための取組を進める上で、参考となる基礎的な資料を得ること

を目的に調査を実施した。

○　調査の主な内容：集団宿泊活動の実態や課題、教員の意識等

○　調査実施期日：平成25年３月

○　調査対象：平成24年４月から平成25年２月の間に、全国の国立青少年教育施設（27施設）を

利用した小学校2,069校（回答校1,419校、回収率68.6%、回答者：学年主任）

（１）　集団宿泊活動の日数

集団宿泊活動の日数は１泊２日が46.9%、２泊３日が46.6%であり、両方併せると90%を超える。

また、平成22年度から24年度までの間、日数が変わらない学校は約90%である。

46.6%

46.9%

3.2%
0.2%

0.3%
2.7%

1泊2日
2泊3日
3泊4日
4泊5日
5泊6日以上
不明

2.9%
4.2%

89.4%

3.5%

変わらない
減った
増えた
その他

　図2-3-1：集団宿泊活動の日数 図2-3-2：集団宿泊活動日数の経年変化

＜「平成25年度全国学力・学習状況調査」では＞
学校に対する調査によると、１泊２日の学校が50%以上で、２泊３日の学校が約30%、教育振

興基本計画や学習指導要領で提示された５日程度（４泊５日以上）は約５%程度である。

期間
年度 １泊２日 ２泊３日 ３泊４日 ４泊５日以上 行っていない

平成21年度 53.2% 32.9% 2.5% 4.9% 6.4%
平成24年度 54.3% 29.9% 2.7% 5.1% 7.9%
平成25年度 54.6% 31.3% 2.5% 5.1% 6.4%

「平成25年度全国学力・学習状況調査の結果－調査結果のポイント－」
（平成25年８月）文部科学省・国立教育政策研究所
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（２）　集団宿泊活動の長期化について

①　集団宿泊活動の適当な日数

集団宿泊活動の適当な日数は、約58%の学校が「２

泊３日」、次いで、「１泊２日」が約31％となってお

り、全体の約89％である。「３泊４日」が約６％で、

「小学校学習指導要領解説特別活動編」で提示されて

いる１週間（５日間）程度となると、約４％である。

②　５日間程度の実施についての意識　

集団宿泊活動を５日間程度実施することについて

は、「是非、実施したい」が約11％、「実施したいが

困難」が約31％であるのに対して、「実施する必要

はない」が約51％となっており、５日間程度実施す

ることには否定的な傾向が見られる。

③　日数を増やすために必要な方策

集団宿泊活動の日数を増やすために必要な方策は、「児童の傷病や体調不良に対応する看

護師等の配置」が約88％、次いで、「外部の指導者やボランティア等の協力」が約87％となっ

ており、児童の活動を直接支援する事項が高くなっている。

また、「児童の交通費や宿泊費等への公的な補助」が84％と、保護者の負担に関する事項

が高い。

52.4%

43.9%

49.1%

28.9%

17.6%

20.1%

19.8%

10.1%

35.7%

43.3%

34.7%

46.3%

53.1%

45.0%

39.5%

39.5%

10.9%

11.8%

13.9%

22.3%

26.7%

31.4%

34.8%

44.2%

2.1%

2.0%

3.2%

5.6%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

児童の傷病や体調不良に対応する看護師等の配置

外部の指導者やボランティア等の協力

児童の交通費や宿泊費等への公的な補助

集団宿泊活動の計画や指導のための手引き書のような資料

先生方の研修の機会

集団宿泊活動の計画や指導の資料となるDVD

保護者等に見せる集団宿泊活動の様子を映したDVD

集団宿泊活動の効果を測定するための資料

とても思う 少し思う あまり思わない 全く思わない 不明

図2-3-5：集団宿泊活動の日数を増やすために必要な方策

（３）　教育課程への位置付け

教育課程への位置付けでは、「特別活動」の「学校行事（４）遠足・集団宿泊的行事」が約73％

と最も多く、次いで、「総合的な学習の時間」の約41％である。

「教科」の中では多い順に、「理科」約14％、「家庭」約15％、「体育」約16％である。

　教育課程への位置付けの組み合わせでは、「教科以外のみ」が約73％と一番多い。教科を位置付

けている学校は、「教科と教科以外の組み合わせ」が約26%、「教科のみ」がわずか0.1％であった。

学校行事・遠足及び総合的な学習の時間への位置付けでは、「学校行事・遠足のみ」が約42％、「総

58.0%

0.4%3.0%
0.7% 0.4%

6.4%

31.1%

1泊2日
2泊3日
3泊4日
4泊5日
5泊6日
6泊7日以上
不明

図2-3-3：集団宿泊活動の適当な日数

31.1%

5.8% 1.0%

50.9%

11.1%
是非，実施したい
実施したいが困難
実施する必要はない
どちらとも言えない
不明

図2-3-4：集団宿泊活動の５日間程度の
実施への意識
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合的な学習の時間のみ」が約７％となっており、集団宿泊活動を、学校行事・遠足のみに位置付け

ている学校が半数近くあることが分かる。

表2-3-1：教育課程への位置付け

No 教科等 度数 全体での割合

1

教　

科

国語 64 4.5%
2 社会 112 7.9%
3 算数 7 0.5%
4 理科 195 13.7%
5 生活 0 0%
6 音楽 64 4.5%
7 図画工作 133 9.4%
8 家庭 216 15.2%
9 体育 224 15.8%
10

教

科

以

外

道徳 124 8.7%
11 外国語 5 0.4%
12 総合 577 40.7%
13

特

別

活

動

学級活動 190 13.4%
14 児童会 3 0.2%
15 クラブ 1 0.1%
16

学
校
行
事

儀式 31 2.2%
17 文化 16 1.1%
18 健康 41 2.9%
19 遠足 1029 72.5%
20 勤労 24 1.7%

73.4%

26.4%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80%

教科以外のみ

教科と教科以外の組み合わせ

教科のみ

図2-3-6：教育課程への位置付けの組み合わせ

 

41.6%

6.9%

0% 20% 40% 60%

学校行事・遠足のみ

総合的な学習の時間のみ

図2-3-7：学校行事・遠足及び総合的な学習の時間への位置付け

（４）　実施上の不安事項

集団宿泊活動を計画・実施する際の不安事項は、「児童の野外活動等における事故」が約91％（と

ても不安＋少し不安）で最も多く、次いで、「児童の身体的な健康（病気や体調不良）」の約87％、「児

童の精神的な不安（参加不安やホームシック）」の約61％と続き、児童に関することが上位となっ

ている。

授業時間数への不安については、「集団宿泊活動を実施することによる授業時間数の不足」は約

30％であるのに対して、「集団宿泊活動の事前準備の時間確保」の方が約58％と高くなっている。
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教員自身に関することでは、「時間外勤務に対する十分な補償」が約30％、「先生ご自身の身体的

な健康」が約24％となっており、他の項目と比べて低い。

47.3%

38.9%

13.2%

11.4%

6.3%

7.3%7.3%

3.8%3.8%

6.3%6.3%

7.3%7.3%

3.6%3.6%

2.0%2.0%

1.1%1.1%

43.3%

47.9%

47.9%

46.2%

43.9%

38.3%

31.4%

23.8%

22.5%

20.1%

14.7%

12.9%

8.5%

12.3%

35.6%

35.6%

44.5%

45.5%

54.1%

53.7%

46.7%

49.2%

61.5%

56.7%

6.4%

4.6%

8.4%

9.9%

15.8%

22.8%

26.6%

21.0%

28.6%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

児童の野外活動等における事故

児童の身体的な健康（病気や体調不良）

児童の精神的な不安（参加不安やホームシック）

集団宿泊活動の事前準備の時間の確保

児童の生活上の指導

先生ご自身の体験活動の指導力

保護者の経済的な負担

集団宿泊活動を実施することによる授業時間数の不足

時間外勤務に対する十分な補償

先生ご自身の身体的な健康

保護者の理解を得ること

集団宿泊活動の教育効果があいまい

とても不安 少し不安 あまり不安でない 全く不安ではない 不明

図2-3-8：実施上の不安事項

（５）　集団宿泊活動の効果

①　高い教育効果

集団宿泊活動の効果を問う14の項目のうち、11の項目が80%（とても思う＋少し思う）を

超えていることから、多くの学校は、集団宿泊活動の教育効果を認識していることがうかが

える。

特に、「共通の目標に向かって協力するようになり、仲間意識が向上した」や「自分に自

信を持つことや自分が学級に役立っていると思うなど、自己を肯定的に捉えるようになっ

た」、「自ら考え行動するようになった」は、90%以上の学校が効果があると答えている。
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　「共通の目標に向かって協力するようになり仲間意識が向上した」は97％以上、「早寝早起きな
ど、規則正しい生活を送るようになった」についても約60％の学校が教育効果があるとしてい
る。

53.6%

23.0%

24.1%

30.7%

30.9%

17.8%

17.8%

16.6%

20.4%

14.8%

14.1%

9.6%

4.8%4.8%

6.4%6.4%

44.1%

70.0%

68.4%

59.1%

58.1%

70.3%

69.7%

70.0%

63.6%

66.9%

65.9%

62.4%

60.5%

53.3%

1.8%

6.3%

6.8%

9.4%

10.4%

10.4%

11.8%

12.8%

15.4%

17.6%

19.0%

27.4%

33.5%

38.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

共通の目標に向かって協力するようになり仲間意識が向上した

自分に自信を持つことや自分が学級に役立っていると思うなど，
自己を肯定的にとらえるようになった

自ら考え行動するようになった

今まで交友関係がなかった児童同士に新しい交友関係が
芽生えるなど，よりよい人間関係が育まれた

自然に親しみを感じるようになった

相手の言うことをよく聞き，理解し合い，
相手のことを思いやるようになった

マナーやルールを守るようになった

責任のある行動がとれるようになった

自然への関心や環境保全に対する意識が向上した

進んで係活動や清掃に取り組むようになった

諦めずに粘り強く取り組むようになった

学級で発生した問題を，自分達で話し合うなどして
解決しようとするようになった

進んで学習に取り組むようになった

早寝早起きなど，規則正しい生活を送るようになった

とても思う 少し思う あまり思わない 全く思わない 不明

図2-3-9：集団宿泊活動の効果

②　学力との関係

学力に関連する項目を下表のとおり抜き出すと、学習意欲が高まったことがうかがえる。

また、「諦めずに粘り強く取り組むようになった」などの項目は、宿泊日数が長い学校ほど、

効果を感じている学校が多い傾向にあった。

　「自ら考え行動するようになった」は90％以上、「進んで学習に取り組むようになった」につい
ても65％以上の学校が教育効果があるとしている。

24.1%

20.4%

14.1%

4.8%4.8%

68.4%

63.6%

65.9%

60.5%

6.8%

15.4%

19.0%

33.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自ら考え行動するようになった

自然への関心や環境保全に対する意識が向上した

諦めずに粘り強く取り組むようになった

進んで学習に取り組むようになった

とても思う 少し思う あまり思わない 全く思わない 不明

図2-3-10：学力に関係する集団宿泊活動の効果
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　泊数が長いほど、「諦めずに粘り強く取り組むようになった」と感じている学校が多い。

12.1%

15.3%

21.3%

65.5%

67.5%

66.3%

22.4%

16.8%

12.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1泊2日
(n=664)

2泊3日
(n=656)

3泊4日以上
(n=88)

とても思う 少し思う あまり思わない 全く思わない

図2-3-11：「集団宿泊活動の日数」と「諦めずに粘り強く取り組むようになった」の関係

③　教育効果を高める関係要因　

ア．教育効果を高める活動

文部科学省が提示した「宿泊体験活動の計画・実施に当たっての留意事項の中の「計画

に当たっての留意事項」で示されている活動（表2-3-2）を取り入れている状況と教育効

果の関係をみたところ、この活動を取り入れた学校ほど、教育効果が高いと回答している

傾向にある。

表2-3-2：効果を高める活動
1 児童一人一人に役割を持たせ、それを果たす活動

2 児童が協力しないとできないような課題性を持たせた活動

3 活動をふりかえり話し合ったり、まとめたりする活動

4 活動を通して気付いたり、学んだりしたことを発表する活動

5 児童が問題を解決するような話し合いの活動

6 児童が話し合ってプログラムなどを決める活動

　「児童一人一人に役割を持たせ、それを果たす活動」などの活動を取り入れた学校ほど、教育

効果が高い。

5.1%

14.4%

34.0%

33.3%

28.2%

44.5%

42.1%

66.7%

66.7%

41.1%

24.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取り入れていない

少しは取り入れた

ある程度取り入れた

十分に取り入れた

高位群 中位群 低位群

図2-3-12：児童一人一人に役割を持たせ、それを果たす活動と教育効果の関係

イ．集団宿泊活動の日数と教育効果

教育効果と集団宿泊活動の日数との関係については、１泊より２泊や３泊以上の方が、

高い効果を感じている学校が多い。
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　「相手の言うことをよく聞き、理解し合い、相手のことを思いやるようになった」について、

１泊より２泊・３泊以上の方が、教育効果が高い傾向が見られる。

16.7%

18.5%

23.7%

71.9%

70.9%

69.7%

11.4%

10.3%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1泊2日
（n=664）

2泊3日
（n=656）

3泊4日以上
（n=88）

とても思う 少し思う あまり思わない 全く思わない

図2-3-13：「集団宿泊活動の日数」と「相手の言うことをよく聞き、理解し合い、相手のことを思
いやるようになった」の関係

ウ．指導者の配置と教育効果

教員以外の指導者を配置した学校が、配置しない学校より、教育効果が高いと感じてい

る。

　教員以外の指導者を配置した方が、教育効果が高い傾向が見られる。

29.8%

24.7%

41.0%

42.3%

29.3%

33.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる
(n=410)

いない
(n=567)

高位群 中位群 低位群

図2-3-14：教員以外の指導者の配置による教育効果

（６）　集団宿泊活動を充実させるための課題

①　「目的」「内容」「方法」を合致させた計画の立案

今回実施した調査では、図2-3-14のように表2-3-3の各活動を取り入れた方が、教育効果が

高い結果が見られた。これらの活動は、野外炊事や登山といった、集団宿泊活動で行う自然

体験活動そのものではなく（活動内容）、どうやるかという指導方法や、あるいは目的に関

するものである。

例えば、「野外炊事」（活動内容）を、「児童一人一人に役割を持たせ、それを果たす活動」

と捉えると（つまり、「児童一人一人に役割を持たせ、それを果たさせる」という目的を達

成するために野外炊事を行うということ）、野外炊事に必要な役割（作業）を分担すること

自体が、重要となる。また、「オリエンテーリング」を、「児童が協力しないとできないよう

な課題性を持たせた活動」と位置付けることで、オリエンテーリングを通じて協調性を育む

という目的を設定することができる。

さらに、それぞれの活動中に問題が生じた場合、この機会を「児童が問題を解決するよう

な話し合いの活動」と捉え、学習指導要領で提示されている「学級活動の内容」の「学級や

学校における生活上の諸問題の解決」や「望ましい人間関係の形成」とすることができる。

あるいは、「道徳の時間」で同様なテーマを扱った後であれば、道徳的実践力を育む機会と
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なる。

集団宿泊活動を計画する際、何をやるかという内容から考えるのではなく、目的を明確に

し、次いで、内容・方法を合わせて考えることが大切である。

表2-3-3：教育効果を高める活動と想定できる場面

№ 取り入れた活動
想定できる場面

事前 活動中 事後

１ 児童一人一人に役割を持たせ、それを果たす活動 ○ ○

２ 児童が協力しないとできないような課題性を持たせた活動 ○

３ 活動をふりかえり話し合ったり、まとめたりする活動 ○ ○

４ 活動を通して気付いたり、学んだりしたことを発表する活動 ○ ○

５ 児童が問題を解決するような話し合いの活動 ○ ○ ○

６ 児童が話し合ってプログラムなどを決める活動 ○ ○

※「事前」とは、集団宿泊活動に行く前の学校での授業　

※「活動中」とは、集団宿泊活動の期間中　　　　　　　

※「事後」とは、集団宿泊活動に行った後の学校での授業

②　各教科等のねらいに応じた教育課程への位置付け

集団宿泊活動は、特別活動の学校行事だけでなく、総合的な学習の時間や各教科などの複

数の教育課程に位置付けることができる。しかしながら、今回の調査では、「教科以外のみ」

が約73%、このうち「学校行事・遠足のみ」が約41%となっている。「教科と教科以外の組

み合わせ」が約26%となっており、教科に位置付けている学校が少ない。

「登山」を「体育」、「野外炊事」を「家庭」と安易に位置付けることは避けなければなら

ないが、学校を離れた豊かな自然環境の中で、寝食を共にしながら長い時間を共有できる特

質を生かし、日常では実施できない活動を教科等に位置付けて実施することで、学習指導

要領で提示されている教科等の目標や

内容をより一層達成できると考えられ

る。

その際、学校の教室で行われている

学習進度に合わせるばかりでなく、時

に、学習内容の順番を入れ替えるな

ど、ダイナミックな編成も必要であ

る。

③　集団宿泊活動の適当な日数の再考

平成20年の教育振興基本計画や学習指導要領（小学校学習指導要領解説特別活動編）では、

集団宿泊活動の１週間程度の実施を推奨している。しかしながら現状は「全国学力・学習状

況調査」や今回の調査によると１泊２日や２泊３日の学校が中心であり、４泊５日以上の学

校は５%前後（学力・学習状況調査）である。また、今回の調査では、学校は集団宿泊活動

の実施に当たり、適当な日数を１泊２日（約31%）や２泊３日（約58%）としており、教育

施策との隔たりがある。

しかし、「全国学力・学習状況調査」では、長い日数を行った小学校の方が、国語B・算

数Bの正答率が高い傾向にあることや、前述した「農山漁村での長期宿泊体験による教育効

果の調査」や今回の調査では、３泊４日で実施した学校が高い教育効果を認めていることが

報告されている。

総合的な学習

各教科

特別活動

外国語活動

道徳
集団宿
泊活動
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学校が、集団宿泊活動の日数を増やすこと

をためらうことの要因として、今回の調査

から、児童の野外活動等における事故や身体

的な健康といった児童に直接的にかかる問

題、保護者の経済的な負担といった保護者の

問題、教科の授業時間数の増と行事の精選と

いった授業時間数の問題、そして教員の指導

力や身体的・精神的な負担といった教員の問

題を挙げることができ、これらの解決が課題

となる。

そのための方策として、学校の意識や思考

の転換が求められるのではないだろうか。「現

状思考から目的思考へ」、「できない思考から、

どうすればできるか思考へ」の転換である。

集団宿泊活動の日数が１泊２日や２泊３日の

学校の多くは、これまでと同じ日数が（で）

いい、授業時数を確保するためには日数を増

やすことは無理だというように固定的に考えてはいないだろうか。

本来、集団宿泊活動の計画は、集団宿泊活動で児童にどんな力をつけさせるのかといった

目的を設定し、その目的を達成するための効果的な活動内容と指導方法を考えるという手順

で行われる。その結果、何日間必要となるとはならないだろうか。その上で、支障となるこ

とを、どうすれば解決できるのかを考えるのである。

児童の事故が不安であれば、安全指導を入念に行うことや外部の指導者を依頼することが

挙げられる。外部に指導者を依頼すれば、教員の負担の軽減につながり、教員は普段とは

違った児童たちの様子を注視することができる（機構の調査では、教員以外の指導者を配置

した学校の方が、教育効果が高い傾向にある）。授業時数の確保については、複数の教育課

程に位置付けることで対処できないだろうか。固定観念で計画するのではなく、目的志向に

転換することが望まれる。

現状思考

目的思考

できない思考

どうすれば
できるか思考

思考の転換

内容・方法

目的

目的

日数

内容

現状 理想

日数


