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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

世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。

　平成 20 年度学習指導要領は，約 60 年ぶ

りに改正された教育基本法に基づく教育目標

や理念を具現化する方向性を明確にした。そ

の中で，体験活動の充実をうたい，「子供た

ちの社会性や豊かな人間性をはぐくむため，

その発達の段階に応じ，集団宿泊活動（小学

校），職場体験活動（中学校）を重点的に推

進する」と示されている。

　仙台市教育委員会では平成 20 年度，「健

やかな心と体の育成」「確かな学力の向上」

「自分づくり教育の推進」の 3 点を最重点事

項として，子供たちが主役の教育活動の推進

に取り組んでいる。

　その中の「自分づくり教育」とは，「社会

人として，より充実した生き方を切り拓いて
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【要旨】

　仙台市泉岳少年自然の家（以下「本所」という）では，学校夏休み期間を利用して，主催

事業「泉ヶ岳どきどき体験広場」を 3 泊 4 日で実施し，毎年，ねらいを設定してその検証を

行っている。今年度は，仙台市が進めている「自分づくり教育」に主眼を置いて実施し，6
つの視点からその効果的な進め方について考察した。その結果，「冒険」を伴うダイナミッ

クな野外活動体験や異年齢集団による宿泊体験が，子供の「かかわる力」「いかす力」「みと

おす力」「うごく力」を高める上で有効であることが示唆された。また，評価の方法，施設

の整備等が今後の課題として示された。

　【キーワード】

　　自分づくり教育，異年齢集団，冒険，宿泊体験
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図１　仙台市「自分づくり教育」全体構想図
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いくようにするため，確かな学力の向上を図

るとともに，人とのかかわりを大切にしなが

ら，望ましい勤労観・職業観・自立する力を

はぐくむ」教育活動である。「自分づくり教育」

で育てたい能力や態度の小学校高学年及び中

学校における具体的な視点 (1) は表１のとお

りである。

　「自分づくり教育」の推進が唱えられた背

景には，現在の児童生徒の実態があり，コミ

ュニケーション能力の不足，自己肯定感の低

下，また，他者とのかかわりや様々な体験の

不足等があげられる。児童生徒一人一人が，

他者や社会とのかかわりの中で，試行錯誤を

しながらも，達成感や自己有用感を感じると

ともに，自分の目標や将来をも意識していけ

るような教育活動に取り組むことが求められ

ている。（図 1）
　そこで，今年度，本所は，3 泊 4 日の主催

事業「泉ヶ岳どきどき体験広場」の取り組み

を通して，「自分づくり教育」にアプローチし，

宿泊体験活動が及ぼす効果と今後の課題につ

いて検証した。

Ⅱ　企画

1. 事業のねらい

　「泉ヶ岳どきどき体験広場」の実践を通し

て「自分づくり教育」を推進する宿泊体験活

動の効果的な進め方を明らかにし，子供の「か

かわる力」「いかす力」「みとおす力」「うご

く力」を高める体験プログラムを実践・検証

する。

2. 事業構想

　事業のテーマと事業を企画する上での視点

及び基本的な考え方は次のとおりである。

(1) テーマ「さあ，出かけよう！自分の宝物

　　を探す冒険の旅へ !!」

(2) 視点及び基本的な考え方

【視点１】開催時期と活動エリア（いつ，ど

こで）

　期日は学校夏期休業日期間中の３泊４日と

した。

 活動エリアは，昨年，一昨年と本所から半

径 20km 程度を活動エリアにしてきたが，

今年度は，「ふるさとの山」である泉ヶ岳の

魅力をより追求するという理由から，徒歩で

移動が可能な，本所から半径 3km のエリア

に限定して活動することにした。
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【視点２】対象年齢・人数設定（だれが）

　募集人数は指導スタッフの人数，活動内容

から考えて，40 人程度に設定した。対象学

年については，昨年度まで，小学 5 年～中学

3 年であったが，より年齢の幅を持たせるた

め，今年度は小学 4 年～中学 3 年までに改

めた。ただし，子供の発達段階に大きな差が

あるのでプログラムの内容に配慮することと

した。

【視点３】指導・支援体制（だれと）

　子供たちの指導・支援にあたっては，本所

職員だけで行うのではなく，本所の野外活動

ボランティア及び学生ボランティアをスタッ

フに加えた。例年，講師を招聘していたが，

活動内容，予算的な面から鑑みて，今年度は

講師を招かずに実施した。

【視点４】プログラムの展開（どのように）

　体験プログラムを実践する上での基本的な

展開の仕方は次のとおりとした。

「意欲付け（motivation）～体験（experience）
～振り返り（reflection）」
【視点５】体験の内容（なにをして）

　事業のねらいを達成させるために「期待す

る体験」を次の 4 つのとおりとした。

①異年齢集団による協働体験，生活体験

②普段，体験できないダイナミックな野外活

動体験

③仲間との協力・協働しながら自由に製作・

創作する体験

④作文やグループでの話し合い等，活動を振

り返る体験

【視点６】結果と評価（どうなったか）

　事業構想の検証とねらいの達成度を考察す

るための評価の方法を明確にした。評価の方

法は次のとおりとした。

　(a) 参加者に対するアンケート（事前・事

後）の実施 (b) 保護者に対するアンケート

（事前・事後）の実施 (c) 振り返りの活動で

参加者が書いた作文及び参加者の発言内容の

検証 (d)4 日間の参加者の行動変容の観察　

　

Ⅲ　事業の概要

１．期日 

　　平成 20 年 7 月 31 日（木）～ 8 月 3 日（日）

　　3 泊 4 日　

２．場所

　　仙台市泉岳少年自然の家　と　その周辺

３．参加対象

　　小学 4 年生～中学 3 年生

４．参加人員

　　42 名

表２　参加者内訳

５．スタッフ人員

　　本所職員　　　　　　　　　　１６名

　　本所野外活動ボランティア　　１０名

　　学生ボランティア（大学生）　　４名

　　　　　　　　　　　　　　　計３０名

Ⅳ　実施

1. 事前活動

　下記のような事前活動を実施した。

①活動エリア整備（除草作業　看板の作成と

設置　流木の撤去　アトラクションの設置

等）

②実地踏査及び安全の確保（コースの検証 

危険箇所の確認　倒木等危険物の除去　

等）

③事前研修会（野外活動ボランティア　学生

ボランティアへの説明及び実技研修）

④全参加者とその保護者に対して事前アンケ

ート調査（アンケートを実施）

⑤事前健康調査（健康調査を実施）

2. 当日の活動

　4 日間のプログラムの内容は次のとおりで
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ある。（表 3 ～ 6）

(1) 第１日目【7月 31 日（木）】

　初日のテーマは「出会い，そして冒険の始

まり」。

　であいのつどいで「初めまして」のあいさ

つを済ませると早速，グループタイムで「係

分担」と ｢旗作り ｣に取り組んだ。

写真１　野外協力ゲーム

表３　1日目の内容

　野外協力ゲーム「やってみっぺっちゃー」

（写真 1）と「冒険ゲーム」は「仲間作り」に

うってつけで，活動が終わったとき，子供た

ちは ｢ずっと前からの友達 ｣のようになって

いた。「冒険ゲーム」は，今回の事業で開発

したプログラムで本所の裏にある三角山を活

用・整備してコースを作った。速さは競わず，

シルバコンパスと暗号シートを使ってゴール

を目指す「ウォークラリー」的なゲームであ

る。

　入浴後，次の日の ｢暁登山 ｣の事前指導を

行い，普段よりずっと早い就寝となった。

(2) 第２日目【８月１日（金）】

　2 日目のテーマは「太陽のキャンプ」。

午前 2 時に起床して，旗頭への登山へ出発

した。天候が心配されたが ｢運も実力のうち

｣ とばかりに，見事な「ご来光」を拝むこと

ができ，みんなで万歳をした。（写真 2）

写真２　暁登山

表４　２日目の内容

　午後は羽釜（お釜）を使って野外炊飯に挑

戦した。それぞれ違った味付けの炊き込みご

飯を作った。生まれて初めて使う羽釜（お釜）

であったが，ご飯の味は格別で子供たちは大

喜びであった。暁登山で見た天の川，ご来光，

羽釜（お釜）など，「初めて」づくしの一日

を終え，テントごとに一日を振り返った。
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(3) 第３日目【８月２日（土）】

　3 日目のテーマは「シャワークライムと火

の祭」。

写真３　シャワークライム

表５　３日目の内容

写真４ キャンプファイヤー

　午前，子供たちが最も楽しみにしていた内

容の一つ「シャワークライム」（写真 3）に出

発した。事前踏査，エリア整備に最も時間と

労力を裂いた体験プログラムだけに，スタッ

フの気合も入った。背がようやく立つ位の深

い淵や，落差 3 ～ 4 ｍの滝をぐんぐん登った。

子供同士の協力やボランティアの支援も見事

だった。前日の夜に，はき方を教わった「わ

らじ」も強力なグリップ力を発揮し効果的だ

った。夜はキャンプファイヤー（写真 4）を

行い，各班ごとに工夫を凝らしたスタンツを

行いながら最後の夜を惜しんだ。

(4) ４日目【８月３日（日）】

　4 日目のテーマは「冒険の終わり。そして

…」。

写真５　朝の野外炊事

表６　４日目の内容

　心配された天候は 4 日目も晴れた。すっ

かり慣れた泉ヶ岳の澄んだ空気を吸い，4 日

間の活動を振り返りながら，気持ちよく朝の

野外炊事（写真 5）や思い出焼き板作りに取
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り組んだ。グループ内で認め合ったり，協力

し合ったりする姿がすべての班で見られ，4
日間の子供たちの成長を感じた。最後に「自

分の宝物」について作文とフリートークで振

り返った。達成感・充実感が会場に広がり，

迎えに来た保護者も ｢子供の変容 ｣を感じて

いた。

　わかれのつどいをもって冒険の旅が終わっ

た。みんないい顔をしていた。

3. 事後活動

(1) 全参加者とその保護者を対象にした事後

　アンケート調査

　参加者は活動の振り返りにおいて実施し

た。保護者に対しては郵便でアンケート調査

票を送付し，1 か月間程度子供の変化を観察

した後，返送してもらった。

(2) 成果と課題検証

　事業後に本事業を振り返る会議を設け，成

果と課題について検証した。

Ⅴ　評価

1. 結果

(a) 参加者に対するアンケートから

　事後アンケートでは，参加者全員が「とて

も楽しかった」または「楽しかった」と答え

（図 2），特に印象に残っているプログラムと

しては，シャワークライム，キャンプファイ

ヤー，暁登山，の順で多かった。

　今回のテーマの中にある「宝物」について

は自由記述とし，いくつ書いてもよいことと

した。事前調査では「命」「家族」「友達」の

ように自分自身と直接結びつくものや「ペッ

ト，趣味」等，ものに関する物を「宝物」と

している参加者が多かったが，事後調査では

「友達・友情」が激増し，「優しさ」「協力」「勇

気」といった形のない心情的なものや，「自

然」という回答が多かった。また，事前調査

で「宝物は無い」という回答が 9 件あったが，

事後調査ではなくなった。（表 7）

(b) 保護者に対するアンケートから

　事後アンケートで「子供を参加させてよか

ったか」という問いに対して，保護者全員が

「とてもよかった」または「よかった」と回答し，

子供の変容については約 90％の保護者が子

供の成長を感じていた。（図 3・4） 
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　「家で子供がよくしゃべる内容」について

は，シャワークライム，キャンプファイヤー，

暁登山が多く，参加者が特に印象に残ってい

るプログラムと一致した。また，友達との交

流についても多かった。

　事前アンケートで保護者が今回の事業に期

待することとしてあげていたのは，友達との

交流，自然体験，自主性，協調性に関するこ

とが多かった。（表 8）事後アンケートで，保

護者が今回の事業を終えた子供の様子から感

じたこととしてあげていたのは，子供の「自

信」「積極性」「達成感・満足感」であった。

ほぼすべての保護者が子供の確かな「成長」

「変容」を感じていた。（表 9）

(c) 振り返りの活動で参加者が書いた作文及

　び参加者の発言内容の検証　

　4 日目に行った「振り返り」で，参加者が

感じたこと，学んだこと，感想等を自由に書

いてもらい，発表の場を与えた。参加者が書

いた作文と参加者の発言の主なものは表 10
のとおりである。

(d) ４日間の参加者の行動変容の観察　　

　職員及びボランティアは 4 日間，あらか

じめ決められたすべての活動に帯同し，視点

5 の「期待する体験」に基づいて，子供たち

の様子を観察し記録した。主に表 11 のよう

なものが多かった。

2. 成果と課題

　Ⅱ－２の視点について，Ⅴ－１(a) ～ (d)

で得られた結果に基づいて，その成果と課題

を考察する。

【視点１】については「ふるさとの山」泉ヶ

岳の魅力を十分に味わうことができたことが

成果である。Ⅴ－１(c) の子供たちが書いた

作文にも「泉ヶ岳が好きになった」という記

述が多かった。課題としては今後，「長期宿

泊体験」を充実させていく上で，ランドリー

の機能がないなど，現状では施設的な不備が

多いということがあげられる。

【視点２】について対象年齢幅を広げたこと

で，異年齢間の協力，役割分担の場面が多く

見られたことが成果である。また，教員経験

のある社会教育主事がいるため，児童生徒の

発達段階に応じた指導・支援，及び，参加者

の生徒指導が適切に行われた。Ⅴ－１(b) の

保護者の事後アンケート（表 9）においても

「教員経験のある先生方が指導にあたられて
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いたので安心だった」という声が多く寄せら

れた。今後は参加者の年齢やスキルに応じて

選択できるプログラムの開発と事前アンケー

ト調査の工夫など，指導者側の更なる児童生

徒理解が求められる。

【視点３】については，本所職員，本所の野

外活動ボランティア及び学生ボランティアが

適切な役割分担とチームワークで指導支援に

あたることができ，参加者が安全に安心して

活動できたという点で大きな成果をあげた。

Ⅴ－１(a)(b)(c) においても参加者や保護者

から職員やボランティアに対する好意的な

声や意見が多く見られた。予算が大幅に削減

されている今日，外部講師を招いてプログラ

ムを実施することが困難になってきているた

め，社会教育主事のより一層のスキルの高さ

が求められるという点が課題である。また，

野外活動ボランティアの事前研修方法につい

てもさらに検討していく必要がある。

【視点４】については，「意欲付け（motivation）
～体験（experience）～振り返り（reflection）」
の流れを徹底したことで，一つ一つのプログ

ラムを「やりっぱなし」にすることなく，よ

り，ねらいに即して実践することができた事

が大きな成果である。その中でも「振り返り」

は，子供たちが仲間同士で喜びや感動を分か

ち合ったり，一人一人が活動で学んだことを

自分なりに意味付けさせる場となっていた。

参加者の作文（表 10）には「友達との協力の

大切さ」「挑戦した後の達成感」「自然のすば

らしさ」についての記述が多く見られた。ま

た，参加者を迎えに来ていて振り返りの活動

を見ていた保護者からも「その場面を見ただ

けで今回の事業がいかにすばらしいものであ

ったのかが伺えた」等，振り返りの時間の様

子を絶賛する声が多く寄せられた。課題とし

ては，各プログラムの構成と指導・支援方針

について指導者同士が更なる共通理解を図る

必要があるということである。そのためには，

企画・準備の段階から，ねらいと事業構成を

練り合い，指導の方向について確認し合う場

の確保が重要となる。

【視点５】については，4 つの「期待する体験」

について，確かな効果が確認できた点が成果

である。4 日間の日程におけるプログラムの

配置も適切であった。課題としては，安全確

保を目的とした，エリア整備，事前踏査の更

なる充実があげられる。

【視点６】では，昨年まで保護者に対しては

事前アンケートしか実施してこなかったが，

事後のアンケートを実施したことで，事業評

価の重要な資料となったことが大きな成果で

ある。事後アンケートの回収率は 85.7％で，

保護者の関心の高さも証明された。

　また，振り返りの活動で作文を書かせたり，

仲間の発言を聞き合う場面を設定したことは

子供の変容をつかむ上で大変有効であった。

今後は事業に生きるアンケートの内容，方法

について更に研究していく必要がある。

Ⅵ　ねらいの達成度

　Ⅴ－１の結果をもとに，ねらいの達成度に

ついて考察する。

(1) 葛藤と協働体験が『かかわる力』を高

　める

　～子供が「不自由だ」「苦しい」と感じる

シーンもあえて設定する～

　活動そのものは楽しくても少年自然の家の

生活は，普段の生活と比べて制約や決まりが

多く，「不自由」や「我慢」が伴った。しかも，

グループ内は異年齢集団で，学校のように同

学年ではない。そのため，時にはトラブルも

発生し，涙を浮かべる子供もいた。しかし，

異年齢集団での生活で生じた様々な苦しみを

伴う葛藤こそ，子供たちに真の「自主性」と「協

調性」を生み出す重要な要素であったと考え

る。

　事前アンケートの「自分の気持ちがうまく

伝えられるか」という質問に対して約 35％



125伏見：「自分づくり教育」を推進する宿泊体験活動の効果的な進め方

は「できない」または「できないかもしれない」

と回答し，人との関わり方に対して自信が持

てていない参加者が多かったが，グループ活

動や４日目の振り返りの場面では自分の考え

や気持ちを伝え合い協力し合おうとする姿が

全員に見られた。また，Ⅴ－１(b)のとおり，

多くの保護者も参加者の「かかわる力」の伸

びを認めている。

　異年齢集団での生活で生じる「不自由さ」

や「苦しみ」を仲間と克服していく過程にお

ける協働体験が「自分づくり教育」の目指す

「かかわる力」の育成に結びついたと考える。

　

(2) 冒険が生み出す『うごく力』

　～大自然と向き合える場と挑戦できる環境

を整える～　

　「宝物は何か」という問いに対しての答え

は，表 7 のとおり，活動前と後で激変した。

また，子供たちの中には 1 日目，いらいら

したり，相手を中傷する発言をしたりするな

ど，やや荒れた行動が見られる児童・生徒も

見られたが，最終日にはほとんどなくなった。

　ご来光，雲海，満天の星，昆虫，森の動植

物といった大自然と向き合ったり，「どきど

き感」や「冒険」を伴う体験をしたりしたこ

とは，子供たちに「うごく力」をもたらした

と考える。

　Ⅴ－１(a)(c) で，子供たちが特に印象深

い活動としてあげた「暁登山」と「シャワー

クライム」は，どちらも，「厳しさ」「つらさ」

を伴うが達成感も大きく，初めてのことにも

自ら歩み出し積極的に挑戦する態度を育てる

場となった。

(3) 創造体験が『みとおす力』を育む

　～子供の興味・関心を尊重し，自由な活動

も保障する～

　登山や沢登りといった体をダイナミックに

使った野外活動だけでなく「思い出焼き板作

り」などの創作活動は，「興味や関心をもち

学ぶ意味を理解できる力」を高める場となっ

た。「思い出焼き板作り」は 4 日間の活動を

振り返りながら製作に当たったが，Ⅴ－１

(c) でも述べたとおり，今回の事業の内容が

濃く，行った中身が参加者にとって新鮮だっ

たことが，より子供たちの興味関心を高めた

ものと考える。また，自分たちで自由に内容

を考えたキャンプファイヤーは，子供たちの

創造性を高めただけでなく，「自分の役割が

分かる」といった「みとおす力」を高めるこ

とができたと考える。

(4) 『いかす力』を高めた振り返りの活動

　～じっくり考え，仲間と話し合う時間があ

ってこそ「体験」が生きる～

　作文やグループでの話し合い等，活動を振

り返る体験を通して，自らを省み，そのこと

をこれからの生活に生かそうとする意欲と態

度が育ったことがⅤ－１(c)(d)からわかる。

特に，最終日の振り返りの活動では自ら手を

挙げて発言しようとする子供が目立った。発

言の内容も今回の「どきどき体験広場」をこ

れからの学校生活にも生かしていきたいとい

った前向きなものが多かった。

　体験活動を「やりっぱなし」にするのでは

なく，じっくり考え，仲間と話し合う時間を

保障し，一人一人がしっかりと活動のリフレ

クションを行えたことが子供の「いかす力」

を高め，また，今回の事業成功に結びついた

ものと考える。

Ⅶ　おわりに

　今回の実践を通してわかったことは次のよ

うにまとめられる。

　少年自然の家での宿泊体験で必ず伴う「不

自由さ」や「我慢」，異年齢集団でのかかわ

りから発生する「トラブル」は，参加者の心

の中に様々な葛藤を生むことにつながった。

しかし，教員経験のある社会教育主事を中心
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とした指導者による，参加者の一人一人の実

態に応じた適切な指導と，参加者がこれまで

の人生で経験したことのない「どきどき感」

を伴う「冒険」によって，参加者の「葛藤」

は「自主性」「協調性」へと自然に昇華され，「自

分づくり教育」の推進に結びついたというこ

とである。

　今後は，参加者の年齢，スキルに応じたプ

ログラムの開発や指導法の工夫，さらに，参

加者や保護者に対する事前アンケート調査の

改善など，指導者側のより一層の努力が求め

られる。
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