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Ⅰ　はじめに

　国立沖縄青少年交流の家（以下「沖縄交

流の家」）は，20 余りの島々が集まる沖縄県

慶良間諸島の中にある渡嘉敷島に位置してい

る。当施設は，本格的な海洋型国立青少年教

育施設として，総合グラウンドや海洋研修場

などの広大なフィールドを有し，自然体験活

動や交流活動の場として多くの人々に利用さ

れている。

　この立地条件や特色を活かして，沖縄交流

の家では，開所（昭和 47 年 5 月）の翌年か

ら「無人島に挑む全国青年の集い」を毎年実

施してきた。この事業は，無人島という非日

常的な空間で繰り広げられる長期の自然体験

活動や集団生活を通して，参加する青年の意

欲を高め，その自立を促すことなどをねらい

として企画実施されている。

　国の中央教育審議会答申などの指摘による

と，現代の日本の若者たちの長所としては，

①伸びやかな創造性に富む，②何事にも物怖

じせずに挑戦する姿勢がある，③感受性が豊

かで瑞々しい感性を持っている，ことなどが

挙げられている。その反面，次のような実態

も指摘されている。①自己中心的で他人の迷

惑や痛みに十分思い至らない，周りに気づか

ない，②基本的な生活のスキルや生きた知恵
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【要旨】

　無人島におけるサバイバルキャンプ体験が，青年の総合的な成長に及ぼす教育効果の測定

を目的とし，参加者に対して「IKR 評定用紙（簡易版）」を用いた調査を事前と事後におい

て実施するとともに，キャンプ期間中に自己を振り返るためのシートである「毎日の記録」

の提出を求め，日々の変化について分析した。その結果，無人島キャンプ体験が参加者の態

度変容などに影響を及ぼし，「生きる力」の向上に有効であることや，非日常的な生活への

環境適応に関する有効な知見を得ることができた。加えて 7 日間にわたる毎日の活動内容と

対応させて全体的に考察を進めることにより，今後の長期の自然体験活動の効果的なプログ

ラム運営に反映できる多くの示唆を得ることができた。

　【キーワード】

　　無人島キャンプ，生きる力，体験活動，青少年教育
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が身に付いていない，③困難な状況に対して

打ち勝つ力，ストレスに対する抵抗力が弱い

ことなどである。

　こうした現代の若者にとって，無人島で

のサバイバル体験は，未知・未体験への挑戦

の機会が数多くあると同時に，若者を虜にす

るような面白さに満ちている。また，成長に

欠かせない様々な「試練の場」が用意されて

いて，青年の社会性を高め，その自立を促す

プログラムとして極めて有効であると思われ

る。

　当所の無人島事業は，昭和 48 年に他に先

駆けて試行的に実施されて以降，昭和 49 年

を第 1 回として，今年で 35 回目となる日本

で最も古い歴史をもつ無人島事業であると

されている。参加者数は，今年で延べ 1,210 
人を数え，平均実施日程は 6 泊 7 日，最長

日程は 10 泊 11 日である (1)。しかしながら

その成果に関する実証的な調査・研究は今ま

であまりなされてこなかった。琉球大学の島

袋恒夫(2)(3)(4)によるイメージ調査が先行研究

として行われているものの，ここ数年，本事

業に関する数量的な調査分析も行われていな

い。そこで今回，無人島事業が今年で 35 回

目を迎えることを契機に，改めて沖縄交流の

家が実施する本事業の教育効果を実証するた

め，参加者に対するアンケートや記録などを

整理・分析することにより，事業に対する評

価と考察を試みた。

　

Ⅱ　研究目的

　本研究は，「第 35 回無人島に挑む全国青

年の集い」に参加する青年の態度変容などの

教育効果として，「IKR 評定用紙（簡易版）」

を用いた測定，ならびに「毎日の記録」アン

ケートによる調査を実施し，本事業が参加者

の「生きる力」の獲得や自己の成長に寄与す

ることができるかなどについて検証すること

で，今後の効果的な事業運営に役立つ資料を

得ることを目的とした。

Ⅲ　研究方法

1. 調査対象者

　本研究は，沖縄交流の家企画事業「第 35

回無人島における全国青年の集い」に参加し

た高校生以上の男女 20人を調査対象とした。

　調査対象者計 20 人の内訳は，男性 13 人

(65.0%)，女性 7 人 (35.0%) である。

　都道府県別では，沖縄県 9 人，石川県 2 人，

茨城県 2 人，東京都 2 人，長崎県 1 人，愛

媛県 1 人，福島県 1 人，長野県 1 人，神奈

川県 1 人で，約半数 (55.0%) が沖縄県外の

参加者であった。

　参加者は全て自らの意志によって申し込ん

だ者であり，その応募動機については「自分

自身の成長」が 9 人（45.0％）で半数近くを

占め，以下「自然から学びたい」7 人（35.0
％），「スキルアップ」が 3 人 (15.0%)，「思

い出づくり」1 人（5.0%）であった。

2. 調査対象事業

　第 35 回となる本事業の目的は，「無人島

における長期自然体験や集団生活を通して，

青年の意欲を高め，自立を促す」ことである。

また，今年のサブテーマとして「あなたは無

人島の『不便・不足・不自由』に耐えられる

か」を掲げ，儀志布島という無人島において

平成 20 年 8 月 1 日～ 8 月 7 日にわたる 6 泊

7 日間の日程で実施した。

　本無人島キャンプの事業日程は，表 1 に示

すとおりである。なお宿泊形態は，全日程を

通して野営・ビバーグで行われた。例年は台

風の影響による日程変更も珍しくはないが，

今回は天候条件に恵まれて計画通りの日程を

遂行することができた。

　運営指導体制としては，カウンセラー 6 人，

看護師 1 人，スタッフ職員 16 人（延べ），

合計 23 人であった。
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3. 調査内容および分析手順

(1) 「IKR評定用紙（簡易版）」を用いた調査

　独立行政法人国立青少年教育振興機構が主

体となって作成した「IKR 評定用紙（簡易

版）」は，橘ら (5) が作成した「IKR 評定用紙」

をもとに作成されており，「生きる力」を「心

理的社会的能力」，「徳育的能力」，「身体的能

力」の 3 つの能力（上位尺度）に分け，さ

らに 14 の下位尺度に分化したものと定義さ

れている。この「生きる力」の測定のために

各下位尺度に 2 項目の質問が用意され，全

体では 14 下位尺度× 2 項目＝ 28 項目の質

問が設けられている（図１参照）。これらの

質問項目に対して「とてもよくあてはまる」

から「まったくあてはまらない」を両端と

した 6 段階評定尺度法（6 ～ 1 点）をとって

いる。この「IKR 評定用紙（簡易版）」を用

いて，初日のオリエンテーション時に事前調

査（Pre），最終日の閉講式において事後調

査（Post）として共に室内において実施して，

無人島事業参加者の「生きる力」の変容を調

査し，無人島事業の教育効果を検証した。

　なお分析にあたっては，記述統計による

得点の単純集計を行い，「生きる力」の事業

前後での向上効果を明らかにするため，対応

のあるｔ検定を行った。統計処理には，主に

SPSS 11.0J for Windows を用いた。

(2) 「毎日の記録」シートを用いた調査

　7 項目 4 段階尺度と自由記述からなる「毎

日の記録」シートについては，日々のまとめ

を行う班別ミーティング時に用紙を配付し，

参加者の毎日の健康チェックと自己の振り返

りに役立てるために記入・提出を求めた。

　具体的には，1．今日一日の疲労度，2．今

日一日の食欲，3．昨夜の睡眠状況，4．今日

一日の満足度，5．自分自身に対する評価，

6．明日に対する期待，7．明日に対する不安，

の各項目について，それぞれ 4 段階評価で

回答を得た。



136 国立青少年教育振興機構研究紀要，第９号，2009 年



137黒島・服部・吉田・林：無人島キャンプ体験が青年に及ぼす教育効果について

　それらの結果を基にしつつ，サバイバル生

活という非日常的な環境に対する適応の状況

やキャンプにおける参加者の意識の変化，体

験活動を通した青年たちの気づきや学習の深

まりについて考察を進めた。

(3) 自由記述の内容についての試行的考察

　「毎日の記録」シートに「8．今日一日の中

で最も印象的だった出来事は？」という項目

を設けて自由記述による回答を得た。

　そして，自由記述より自然体験活動が参加

者に及ぼす影響を明らかにするため，自由記

述の内容を「情意的側面（意欲・成就感）」，「認

知的側面（自然・人間に対する気づき）」，「技

能的側面（やり方を身につける・できる）」，「知

識的側面（分かる・知っている）」の 4 つの

側面に便宜的に整理・分類し，その記述数を

数量化することで，自由記述による参加者の

内面的な変容の検証を試みた。

Ⅳ　結果および考察

1.「IKR評定用紙」に基づく「生きる力」

　の変化

(1) 「生きる力」の総合評価　

　「IKR 評定用紙（簡易版）」を用いて，事

業前後における各質問項目の総和から得点平

均値を求めた。その総合評価である「生きる

力」の変化結果を表 2-1 で示す。無人島キ

ャンプ前後の得点平均値の差は統計的に有意

となる結果が得られた。このことから，無人

島キャンプは，参加者の「生きる力」の向上

を促す効果的な事業であったといえる。

(2) 上位尺度の変化 

　心理的社会的能力，徳育的能力，身体的能

力のそれぞれの得点平均結果が表 2-1 であ

る。全ての能力において，無人島キャンプ実

施後の得点が向上した。その値は統計的に有

意であった。

(3) 下位尺度の変化

　今後のプログラム運営に資する資料収集の

ために，下位尺度のどの項目が向上している

のかを調べた。その結果，視野・判断，自己

規制，日常的行動，野外技能・生活の 4 つの

下位尺度で統計的な有意差が認められた（図

1）。各項目ごとの平均値の変化量において

も，変化量なしの 2 項目を除く 26 項目で上

昇が認められた。その内の8項目においては，

有意な差となって現れた（表 2-2）。
　以上の結果から，不便・不足・不自由の無

人島生活を成し遂げたことによって，日常的

な行動能力や生活技能に対する自信に加え，

今までの生活を省みて，わがままやむだ遣い

をしないといった自己規制や，計画を立てて

行動しようとする積極的な態度への変容が読

み取れる。

2.「毎日の記録」シートに基づく参加者の

　変容

(1) 各項目に関する結果と考察

　各項目について，日ごとの平均値を求め，

これらの結果について，各項目を身体的側面

である疲労度・食欲・睡眠（図 2-1）と，心

理的側面である満足度・評価・期待・不安（図

2-2）の 2 グループに分けて，プログラム内

容（日程）や自由記述を踏まえた上で，その

内容を検討した。

① 疲労度

　キャンプ生活開始の 1 日日は，無人島に渡

らずに渡嘉敷島での活動であった。よって最

小値の 2.58 である。無人島初日の 2 日目は，

疲労度が最大値となり，その値は翌日まで横

ばい傾向にある。無人島という不慣れな環境

に身を置いたことが影響したと考えられる。

しかし，全日程の中で一番ハードであった儀

志布島一周探検実施の 4 日目，更にオーバー

ナイトソロの 5 日目まで減少傾向であり，6
日目には，追い込み漁やニワトリの解体，わ



138 国立青少年教育振興機構研究紀要，第９号，2009 年

度
数
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かちあいの集いといった，精神的・体力的に

疲労するプログラムでやや増加するものの，

全体的には減少傾向を示している。このこと

から，プログラムの内容に関係なく，3 日目

を過ぎると環境への適応がなされてきたこと

が伺える。疲労は長期だから蓄積するという

ものではなく，環境にいかに適応するかどう

かによって決まってくるといえよう。

② 食欲

　1 日目に最小値を示し，4 日目に最大値と

なった。変化量が最も大きかったのは 2 日

目である。2 日目に無人島に渡ると同時に班

別の食材確保を中心とした生活が始まった。

自分達で食材を確保し食するという環境変

化が食欲を高めたといえる。特に前述した疲

労のピークを過ぎた 4 日目から，さらに食

欲が増したものと考えられる。このことは，

3 日目から 4 日目にかけての平均値の上昇か

らもみてとれる。

③ 睡眠

　前夜の睡眠状況は 6 日目まで常に上昇傾向

を示している。7 日目の前夜には，わかちあ

いの集いがあり，最終日ということもあって

就寝時間が少し遅くなったことが平均値の減

少に影響したと考えられる。最も大きく変化

したのはここでもやはり環境に適応してきた

4 日目（つまり 3 日目夜から 4 日目の朝まで

の睡眠）となっている。

④ 満足度

　最小値は 1 日目，最大値は 6 日目であるが，

期間中を通して高い満足度となっている。後

述になるが，1日目は「6．明日に対する期待」

において最大値を示している。このことから，

満足度は低いが，その分明日への期待感が現

れた 1 日目であった。最大値を示した 6 日

目は，追い込み漁やニワトリの解体と，印象

的な活動があったことや，わかちあいの集い

で，自分達が中心となって会を運営し，進行

したことが満足度最大値につながったものと

考えられる。

⑤ 自分自身への評価

　5 日目を除き，全て増加傾向を示し，右肩

上がりのグラフとなった。大きく増加したの

は大型カヌーで無人島へ移動した 2 日目と

最終日の 7 日目である。「無人島の生活は心

配でしたが，カウンセラーの先生たちのおか

げで，無人島で自分なりにやり遂げることが

出来ました」「あんなに大きな魚を釣ること

ができるとは思わなかった。とにかく自信が

ついた。たくましくなれたと思う」と感想に

もあるように，満足感や成就感，そして自己

肯定感が得られたことが伺える。

⑥ 明日に対する期待

　最大値が 1 日目，最小値が 6 日目である。

6 日目にとって明日とは，つまり最終日を指

す。無人島生活の終結を嘆くものと考えられ

る。しかし 7 日目には再び上昇し，自由記

述からも「これから自分自身の日常が豊かに

なる始まりをすごく感じた」「明日からも力

強く生きていきたい」など，無人島キャンプ

で得たスキルや様々な経験を日常生活に活か

そうという強い決意が伺える。「寂しい」と

いう記述も多かったが前日より期待に関する

率は上昇している。そのような記述にも関わ

らず，期待値が高いのは寂しさを乗り越え，

明日に向かって「頑張る」という意志を反映

した結果とも考えられる。

⑦ 明日に対する不安

　初日が最大値，最終日が最小値と，一貫し

て減少傾向を示し，右肩下がりグラフとなっ

た。「6．期待」と「7．不安」は，6 日目には

共に下がっているが，7 日目には「7．不安」

だけが下がっている。不安がなくなり，期待

と自信をもって明日に望めるというのはこの

事業の成果の一つであろう。無人島での生活

に対する不安が徐々に減少し，日常へつなげ

ることができている。6 日目の大幅な減少は

無人島儀志布から渡嘉敷島へ帰る安堵感から

だと考えられる。それだけ強烈な無人島体験

をしてきた証ともいえる。
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(2) 「毎日の記録」シート調査の総括的考察

　「毎日の記録」による 7 項目の分析結果か

ら，疲労度は 3 日目ぐらいでピークに達す

るものの食欲，睡眠などでバランスをとりな

がら，参加者がサバイバル生活などの非日常

的環境に適応順応しようとしている実態が浮

かび上がった。またキャンプを通じて満足感

や達成感が高まり，自分自身を肯定的に捉え，

評価していく傾向も伺える。「1．今日一日の

疲労度」「5．自分自身に対する評価」「7．明

日に対する不安」から得た結果からは，無人

島生活の終了とともに始まる日常への成果の

転換の流れがよく現れている。

3. 自由記述の分析結果と考察

　4 側面に関する日ごとの総計の推移を図 3
に表してみた。この図と併せて記述内容の時

系列的な変化を追いながら参加者の状況の分

析を試みた。

(1) 情意的側面

　初日は，4 側面中最少の記述である。2 日

目以降は，ほぼ半数近くの参加者において，

何らかの形で意欲・達成感についての記入が

ある。初日は，海の魅力，スノーケリング技

術の獲得など技能習得面に参加者の内面が惹

かれたと考えられる。6 日目には大きな落ち

込みがあるが，このことは，前述のとおりハ

ードな日程と無人島最終日の仲間意識が強く

現れる「わかちあいの集い」があった影響と

考えられる。

(2) 認知的側面   

　無人島最終日の 6 日目を最大値 (17) とし

て全体的に右肩上がりの特徴的な推移であ

る。無人島での環境に徐々に適応し出すと，

自然や他者，そして自分へと意識が向かうこ

とを示している。「わかちあいの集いにて，

全員の感想や現在の考え，気持ちなどが聞け

たこと。当たり前のことですが，共に協力し

合うことが大事なことだと再確認しました」

との自由記述にあるように，無人島最終日の

参加者が仲間の持つ素晴らしさに気づき，他

者理解が進んでいることがグラフの値からも

読み取れる。

(3) 技能的側面

　初日，3 日目を最大値 (17) として，認知

的側面とは逆に，全体的に右肩下がりの特徴

的な推移となった。「やっと料理をするのに

も慣れてきた。料理を作ることと，食材であ

る魚や貝を探しに行く生活のサイクルが出来

てきた。シンプルでとても充実（3 日目の自

由記述）」とあるように，無人島生活前半は，

食材確保というスキル獲得を中心としたサバ

イバル技術を身に付けるために必死になって

いる参加者の内面が伺われる結果となってい

る。ある程度のスキルが身に付き，環境に適

応してくる後半では，技能的側面への関心の

度合いは薄れてくることがわかる。

(4) 知識的側面

　知識的側面は技能的側面と重なる傾向を示

した。自然体験活動では，やり方を身につけ

ることは，それに関連する知識を理解するこ

ととほぼ同意と考えられる。それが反映した

結果が得られた。

(5) 自由記述調査の全体的考察

　キャンプを通じて，はじめは無人島で生活

するスキルに関心があるもののキャンプ生活

を経るにつれ，自然や事物，他者への関心な

どが増し，キャンプ生活を終える時点では，

この事業の自分にとっての意味づけ，美しい

自然・環境をどう守っていくかなどに関心が

変化する傾向がみられる。そこには，体験活

動を通じて技能などが熟達し，体験の中から

様々なものを学び深めていく実態が伺われ，

キャンプを通じた学習の深まりなども垣間見

ることが出来る。
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Ⅴ　結論

　沖縄交流の家企画事業である「第 35 回無

人島に挑む全国青年の集い」の参加者 20 名

を対象として実施した本研究の結論は，以下

のとおりである。

１ 「IKR 評定用紙（簡易版）」を用いた調査

では，無人島キャンプ実施後に総合評価と

して有意な向上があり，今回の無人島キャ

ンプが参加者の「生きる力」を向上させる

ことに大変有効であり，効果的であること

が検証できた。また，上位尺度としての３

つの能力全てに有意な向上が得られた。し

たがって，無人島キャンプは，参加者の「生

きる力」を構成する上での部分的な要素の

伸びではなく，総合的な能力の向上に効果

的であると考えられる。

２ 「毎日の記録」調査用紙の分析により，

無人島キャンプを通じて参加者の満足感や

達成感が変化しつつも日ごとに高まり，自

分自身を肯定的に捉え，自己の成長にプラ

スに影響している傾向が伺えた。また，そ

れらの変化は日々のプログラム内容と密接

に関係していることも明らかとなり，期間

設定と併せて企画段階におけるプログラム

内容の充実に有益な示唆を得ることができ

た。

３　自由記述の内容や試行的な分類に基づ

く考察結果からは，全日程の中間である 4
日目を境に，無人島キャンプ前半では技能・

知識的側面に，後半は認知的・情意的側面

に意識の重点が推移するなど，無人島にお

ける体験の深まりとともに，次第に内面的

な「意欲や態度」，また各自の行動変容に

繋がるような「思考・判断」の側面に発展

する傾向などが認められる。

　以上の結果から，青年の自立を中心とした

総合的な生きる力の育成を図る本事業の成果

について，その教育効果の一端を実証するこ

とができた。また，今後の事業の実施運営上

における数々の有益な示唆が得られた。
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