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Ⅰ　はじめに

　

　国立青少年教育施設として，国立青少年交

流の家と国立青少年自然の家が全国で 27 施

設立地している。それらは周囲の自然環境も

様々で，それぞれの立地条件を生かした体験

活動が展開できるように，各施設で指導・支

援方法を工夫している。その際，大きくは「直

接指導」と「間接指導」に分けることで，活

動プログラムを効率的に提供していると捉え

られる。ただし，それぞれの指導形態が表す

内容は曖昧で，各施設によって異なる捉え方

をしている様子が見受けられる。他施設にお

いて活動資料の工夫等，各施設オリジナルの

有効な取り組みを目にする機会も多く，当施

設でも工夫している点がある。以上のような

現状から，国立青少年教育施設において提供

する指導・支援形態の実態を調査し，情報を

共有することは，指導・支援について見直す

機会になると考えた。

　ところで，「直接指導」が「間接指導」よ

り重んじられる傾向にあるが，それも疑問

である。「直接」という文字通り，直に接す

ることで伝わることも多くなるということか

ら，「直接指導」が重要視されているのであ

ろうが，それが全ての教育施設，全ての教育

の場面においてあてはまるわけではない。特

に，直接指導によって施設側が指導を請け負

うことで，引率者の役割が曖昧になることが

懸念される。そして，「指導」として行って

いる内容も，「果たしてこれを指導と謳って
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よいものか」ということを感じる時がある。

また，「間接指導」については，施設が利用

団体引率者を対象に事前講習会を開催し，引

率者に働きかけを行ったことで，引率者の本

番の活動指導へのモチベーションを高めた例

や，活動資料によって引率者が本番の活動指

導に自信を持つことができたという例を目の

当たりにした経験をふまえると，「間接指導」

が有効であることも実感としてわかる。それ

らについては，利用団体引率者と施設で意識

の差を明らかにしていくことで，利用団体引

率者の求める指導・支援内容に近づけること

ができると考えられる。

　以上のことから本研究では，青少年教育

施設とその利用団体引率者を対象に調査を行

い，両者の指導・支援内容に対する意識の差

を明らかにするとともに，各施設の情報をま

とめることで，より効率的で質の高い指導・

支援を目指すための一資料を得ることを目的

とする。

Ⅱ　調査方法

1. 調査対象

　本調査は，青少年教育施設を対象にしたも

のと，その利用団体引率者を対象にしたもの

の 2 つに分かれる。

(1) 青少年教育施設対象

　国立青少年交流の家と国立青少年自然の家

27 施設を対象とした（回収率 100%）。

(2) 利用団体引率者対象

　上記 27 施設のうちの 5 施設を選び，その

利用団体引率者に回答を依頼した。5施設は，

海型山型等，施設の立地条件が異なる施設や

国立青少年交流の家と国立青少年自然の家が

混在するように選出した。

　5 施設から計 181 件の回答を回収すること

ができ，それを分析の対象とした（Ａ施設か

ら 33 件，Ｂ施設から 23 件，Ｃ施設から 8 件，

Ｄ施設から 48 件，Ｅ施設から 69 件）。　

2. 調査期間

　両調査を平成 20 年 8 月 25 日～ 9 月 25 日

の間に各施設に送付し，質問紙への回答を依

頼した。利用団体引率者を対象とした調査に

ついては，利用開始時に手渡しし，利用終了

時に回収することを，選出した 5 施設に依

頼した。

3. 調査内容

(1) 青少年教育施設を対象とした調査

　質問紙は，利用団体引率者が青少年教育施

設を利用期間中に体験する，「直接指導」と

「間接指導」等，各施設が実施している指導・

支援について，①活動プログラムの種類，②

指導内容，③指導体制を把握するための質問

内容と，それら以外の「研修支援」全般につ

いて把握するための質問内容で構成されてい

る（表 1）。なお，「直接指導」，「間接指導」

という用語がどのように各施設で捉えられ，

使われているかも見ていくために，調査用紙

において用語の定義を示す箇所は設けなかっ

た。
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(2) 利用団体引率者を対象とした調査

　質問紙は，①団体の詳細，②利用の実際，

③利用前後の活動支援，④指導の実際，⑤

要望等を質問する内容で構成されている（表

2）。

4. 統計処理及び分析方法

　名義尺度から得られたデータは，クロス集

計し，χ 2 検定を行った。それによって，デ

ータが表わす傾向を読み取る作業を行った。

その他は，単純集計等によってデータをまと

め，分析を試みた。

Ⅲ　結果及び考察

1. 施設と利用団体引率者の直接指導に対

　する意識について

　利用団体引率者が，「今回取り入れた活動」

と，「取り入れた活動プログラムの中で，施

設の職員（施設で紹介した講師等含む）の指

導を受けたと思う活動」について回答した結

果と，施設が実際直接指導を行っている活動

プログラムについて回答した結果を合わせて

みたところ，表 3 のような結果が得られた。

なお，Ｃ施設については，8 件の回答が得ら

れたものの，8 件すべての利用団体において

直接指導を受ける活動が取り入れられていな

かったため除外した。

　表 3 から，施設が「直接指導した」と思

っていても，利用団体引率者が「指導を受け

た」とは思っていない現状があることが明白

となった。特にＥ施設の結果から，「野外炊

飯」について，施設は 33 団体に直接指導し

たと回答しているが，利用団体引率者は 6団

体のみが指導を受けたと回答しており，大き

く差がある状況がみられた。これについては，

今回の調査のみで把握しきれない，例えば利

用団体の希望によって「直接指導」を行わな

い等の，取り決めがあるということも考えら

れる。しかし，施設側で「直接指導」を行う

と謳っている活動において，そのように大き

く差が出ること自体，「直接指導」という用

語やその内容について，疑問が残る。ちなみ

に，「野外炊飯」の活動はＡ施設においても，

実際には 20 団体に対して直接指導が実施さ

れているが，そのうち指導を受けたと回答し

ているのは 13 団体で，施設と利用団体引率

者の意識のズレが起こりやすい活動プログラ

ムであることが示唆された。

　次に，利用団体引率者対象の調査回答から，

以下の図 1，表 4 に示したような結果が得ら

れた。
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　図 1 に示したように，事前と事後で結果

が大きく異なった。事前では，「活動の事前（事

前学習等）についても施設の職員等の指導・

助言がほしい」という問いに対して，「あて

はまる」，「少しあてはまる」と合計 77％が

回答している。それが事後になると，43％
にまで下がる。その結果から利用団体引率者

は，体験活動の事後については，施設職員の

指導・助言を事前ほど必要としていないこと

が読み取れる。

　一方，利用団体引率者が施設を利用する際

の取り組みについての 7 項目に対し，「はい」・

「いいえ」で回答した結果を施設利用前と利

用中及び利用後に分け，パーセンテージで表

したのが表 4 である。

　まず，利用前の取り組みとしてあげた 5 項

目に着目すると，「事前の打ち合わせを行っ

た」や「活動場所の下見に来た」については，

肯定している割合が高いのに対し，「本番の

活動を事前に体験した」，「事前説明会に参加

した」，「事前講習会に参加した」の 3 項目

については否定している割合が高かった。そ

の 3 項目のうち，「本番の活動を事前に体験

した」，「事前講習会に参加した」という 2 項

目については否定している割合が特に高く，

つまり，あまり実施していないという回答が

得られた。それら 2 項目は施設利用時の活

動指導にかかわるので，それらを実施してい

ないという割合が高いということは，利用団

体引率者にとって活動の指導に関する内容は

利用前の準備として取り組みにくいことが予

想できる。

　そして，利用中・利用後の取り組みである，

「活動の最後にふりかえりの場を設定した」，

「日常生活に反映させる取り組みを行う予定

である」の両項目については，肯定した割合

が高かった。

　図 1 及び表 4 に表した結果をふまえると，

活動に関する指導・支援について利用団体引

率者は，主体的に事前に準備に取り組もうと

する傾向は見られないが，ふりかえりの場を

設定したり，日常生活に反映させようとした

り，活動したことを事後に生かそうとする場

面では主体的に取り組もうとする傾向が見ら

れるといえる。

図 1　「活動の事前・事後についても所の職員等の指導・助言がほしい」に対する回答

事前 事後
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2. 施設の指導・支援の実態

　それでは実際，各施設の指導・支援はどの

ように行われているのか。それを 27 施設か

ら得られた回答をもとにまとめた（表5～7）。

(1) 指導体制について

　指導の体制として，指導を行っている施設

職員や外部講師等の人数について，得られた

回答をまとめたものが表5である。そこから，

直接指導と間接指導に関わる人数という観点

では，あまり差が見られないことがわかる。

ただし，施設職員のうち，企画・指導が主な

業務である「専門職」以外は各施設の所属人

数にばらつきがある。特に，外部講師及びボ

ランティアについては，最大人数と最少人数

の差が大きく，外部講師が 97 名直接指導を

行っている施設もあれば，直接指導をする外

部講師は 0 名と回答した施設もあり，それ

らについては各施設の特性と捉えられる。

　ところで施設職員に着目すると，少しの

差ではあるが，「専門職」の平均人数は間接

指導より直接指導の方が多く，「係員」の平

均人数がその逆で間接指導の方が多い。そし

て，「専門職」の人数のばらつきが間接指導

においてより見られ，「係員」はその逆で，

直接指導においてより人数にばらつきが見ら

れる。そのことから，「専門職」が指導全般

を中心に行いつつも，「係員」に間接指導を

任せる傾向が見て取れる。

(2) 指導内容について

　それでは以上の体制でどのような指導を行

っているのかについて，表 6 と 7 にまとめた。

　表 6 から，「直接指導」としては，活動中

の実技指導を行うことについては，27 施設

が共通認識していると捉えられる。しかしそ

れ以外の内容については，直接指導として行

っているところと，行っていないところに分

かれた。施設によっては，「指導に直接間接

はなく指導は指導だと思う。当施設では，直

接・間接の言葉は使わず支援として統一して

いる」と回答し，「直接指導として行ってい

る内容」としてあげた項目について実施して

いても，それを「直接指導」と捉えていない

施設もあった。

　表 7 からは，「間接指導」としては，「活

動前の引率者への説明」と「物品貸し出し」

が，主な内容として捉えることができる。た

だし，27 施設すべてが実施しているという

ような内容がなく，「間接指導」についても

各施設で捉え方に違いがあることがわかる。
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3. 利用団体引率者の意識

　それでは，指導・支援を受ける側の利用団

体引率者の意識はどうであるかをデータから

読み取るために，2 つの質問項目から得られ

た回答を用いてクロス集計し，統計処理を行

った。それぞれの質問項目に対し，「はい」

か「いいえ」のいずれかを選んだ回答と，「あ

てはまる」，「すこしあてはまる」，「あまりあ

てはまらない」，「あてはまらない」のいずれ

かを選んだ回答をクロス集計し，χ 2 検定し

た結果，カテゴリー間に有意な差が見られた

のが図 2 と図 3 である。

　まず，図 2 に示したのは，「来所し，事前

の打合せを行った」という問いに対し，「はい」

か「いいえ」のいずれかを選んだ回答と，「講

習会等で事前に学ぶことができれば，自分た

ちで活動の指導を行いたい」という問いに対

し，「あてはまる」，「すこしあてはまる」，「あ

まりあてはまらない」，「あてはまらない」の

いずれかを選んだ回答をクロス集計した結果

である。

　図 2 から述べられることは，講習会後に

自分で指導を行いたいと思っている引率者ほ

ど事前に来所し，打ち合わせを行っていると

いうことである。

　次に，図 3 に示したのは，「事前の講習会

に参加した」という問いに対し，「はい」か

「いいえ」のいずれかを選んだ回答と，「指導

や説明を受けた活動の中で，施設の職員が指

導や説明をする必要がない活動があった」と

図２ 利用団体引率者の意識についてクロス集計した結果（その 1）

図３ 利用団体引率者の意識についてクロス集計した結果（その 2）
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いう問いに対し，「あてはまる」，「すこしあ

てはまる」，「あまりあてはまらない」，「あて

はまらない」のいずれかを選んだ回答をクロ

ス集計した結果である。

　この図から述べられることは，少数ではあ

るが「指導や説明を受けた活動の中で，施設

の職員等が指導や説明をする必要がない活動

があった」と思っている引率者ほど，事前講

習会に参加しているということができる。

　図 2，3 の結果から，積極的に事前打ち合

わせや事前講習会に参加している引率者は，

「講習会等で事前に学ぶことができれば，自

分たちで活動の指導を行いたい」と思ったり，

「施設の職員が指導や説明をする必要がない

活動があった」と感じたりしている，という

ことができる。

　次に，図 4 と図 5 は，「講習会等で事前に

学ぶことができれば，自分たちで活動の指導

を行いたい」，「的確な活動資料があれば自分

たちで活動の指導を行いたい」それぞれの問

いから得られた回答の割合を表したものであ

る。

　図 4 も図 5 も，「指導を行いたい」という

問いに「あてはまる」，「すこしあてはまる」

と回答した引率者が半数以上であることがわ

かり，事前講習会や活動資料等の支援があれ

ば，引率者が指導を行おうとする意識が高め

られる可能性が示唆された。

図４「講習会等で事前に学ぶことができれば，自分たちで活動の指導を行いたい」の回答

図５「的確な活動資料があれば自分たちで活動の指導を行いたい」の回答
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4. 利用団体引率者の満足度と施設の対策

　5 施設での利用団体引率者対象の調査の回

答から，「職員（施設で紹介した講師等含む）

の指導に満足していますか」という問いに対

して，図 6 のような結果が得られた。70%
が「満足している」，28％が「やや満足して

いる」とあり，ほとんどの利用団体引率者が

指導に満足しているという結果が得られてい

る。また，図 7 に示したのは，「満足してい

る」，「やや満足している」理由として考えら

れる要素を度数順に羅列したものである。度

数が高い要素については今後も継続的に高め

ていく取り組みが必要である。そして，「意図・

ねらい」，「服装」，「指導の一貫性」について

は，改善の余地がある要素であるので，今後

取り組んでいく必要がある。

　これまでのどのような取り組みが以上の

ような満足度に結びついたかを検討するため

に，27 施設から得られた，直接・間接指導

等，団体への支援について工夫している点の

自由記述の回答をまとめた。そこから，「利

用団体引率者の主体性」，「指導・支援の質を

図６ 職員（施設で紹介した講師等含む）の指導への満足度

図 7　「満足している」理由
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高める工夫」，「利用団体との役割分担」とい

うキーワードごと，表にまとめることができ

た（表 8）。
　「指導・支援の質を高める工夫」については，

利用団体引率者の満足度を高めるためにも継

続的に考えていかなければならないが，その

際，「直接指導」や「間接指導」という枠に

とらわれずに視点を変え，「利用団体引率者

の主体性」や「利用団体との役割分担」とい

う側面からも工夫できる点を考えていくこと

で，現在青少年教育施設が持つ問題の解決に

つながっていくのではないかと考えられる。

　以上のことから結果をまとめると，以下の

とおりになる。

(1) 施設が「指導した」と思っていても，利

用団体引率者が「指導を受けた」とは思っ

ていない，施設と利用団体引率者の意識の

ズレがある状況が見られる。そしてそれは，

「野外炊飯」の活動において顕著である。

(2) 活動に関する指導・支援について利用団

体引率者は，主体的に事前に準備に取り組

もうとする傾向は見られないが，ふりかえ

りの場を設定したり，日常生活に反映させ

ようとしたり，活動したことを事後に活か

そうとする場面では主体的に取り組もうと

する傾向が見られる。

(3) 指導の体制として，外部講師及びボラン

ティアについては，各施設によって所属す

る人数の差が大きく，各施設の特性によっ

て異なると捉えられる。施設職員について

は，「専門職」が指導全般を中心に行いつ

つも，「係員」に間接指導を任せる傾向が

見られる。

(4) 「直接指導」として，「活動中の実技指導」

については，27 施設同一回答となってい

るが，その他の内容については，特に統一

されていないことがわかる。また，「間接

指導」として行っている内容では，27 施

設すべてが実施している項目がなく，「間

接指導」の捉え方についても，各施設で違

いがあり，やはり統一されていないことが

わかる。

(5) 積極的に事前打合せや事前講習会に参加

している引率者は，「自分たちで活動の指

導を行いたい」と思ったり，「施設の職員
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が指導や説明をする必要がない活動があっ

た」と感じたりしている。さらに，「指導

を行いたい」という問いに，「あてはまる」，

「すこしあてはまる」と回答した引率者が

半数以上であることから，事前講習会や活

動資料等の支援があり，それらを活用する

ことによって，引率者が指導を行おうとす

る意識が高まる可能性がある。

(6) ほとんどの利用団体引率者は，職員の指

導に満足していると回答している。その理

由として，「専門的知識」，「説明技術」，「安

全配慮」，「段取り」等があげられる。それ

に対して，「意図・ねらい」，「服装」，「指

導の一貫性」については，度数が低く，満

足度を高める要素にはならなかった。

(7) 27 施設が直接・間接指導等，団体への

支援について工夫している点から，「指導・

支援の質を高める工夫」，「利用団体引率者

の主体性」，「利用団体との役割分担」がキ

ーワードとして導き出された。

Ⅳ　おわりに～今後に向けて～

　今回の調査によって，全国に立地する 27

施設から有益な情報を得ることができた。し

かしそれに対し，利用団体引率者対象の調査

については，調査内容，サンプル数を見直す

必要があることは否めない。ただしそれをふ

まえても，筆者自身の指導方法や当施設の指

導・支援形態を見直すためには十分な結果が

得られたことが実感としてある。

　そもそも青少年教育施設が，民間野外教育

団体等と同じことができるわけではないし，

する必要もない。今回は活動プログラムの指

導・支援に焦点を当てたが，実際には生活場

面の指導・支援についてもさらに重要視して

いきたいところである。そこにはやはり，青

少年教育施設が実施すべき，青少年教育施設

オリジナルの，指導・支援形態があるのでは

ないかと思う。それを示唆していることの一

つは，今回あがった「利用団体引率者の主体

性」というキーワードである。青少年教育施

設として，何を指導・支援していくかを考え

た時に，カヌーの技術だけではないことは確

かである。カヌー等の活動があり，集団での

宿泊体験がある中で，子どもたちに何を伝え

るか，学ばせるかを考えた時に，各利用団体

引率者の力を借りずしてそれを達成すること

はできない。実際，直接指導を受けた団体の

引率者から，「施設が指導する部分と引率者

が指導する部分の境がよくわからない」とい

う自由記述の回答もあった。そこで，いくつ

かの施設がすでに手がけているように，利用

団体引率者が事前に取り組もうと思えるよう

な講習会や体験会，実地踏査の場を提供した

り，わかりやすい活動資料の提示をしたり，

施設職員と利用団体引率者が協力し合えるよ

うな体制をつくったり等，利用団体引率者が

主体的に指導・支援を行えるように工夫して

いくことが，今後の青少年教育施設の重要な

任務ではないかと思われる。

　今回の調査結果から，27 施設それぞれに

工夫があり，多岐にわたる指導・支援形態が

あるのに，それを無理矢理「直接指導」と「間

接指導」という区分に当てはめなければなら

ないように感じた。それが必要な時もあるだ

ろうが，その枠組みに縛られてもっと表面に

出るべき内容が埋もれてしまっていることに

気づかされた。したがって，指導方法をもう

少し細分化してまとめ，国立青少年教育施設

が提供できる指導・支援内容として明確に打

ち出していければよいのではないかと思う。

そうすることで，さらに利用団体引率者側の

ニーズと施設側のねらいが合致していくはず

である。




