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はじめに 

 

 今日，子どもの自然体験活動不足は，規範意識の低下や活動意欲の低下となって

大きな影響を与えています。このような状況を踏まえ，国においては，平成 19 年

中教審答申「次代を担う自立した青少年の育成について－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－」を示し，家庭教育の自覚の重要性と教

育効果の高い体験活動の機会充実が提言されています。また，文部科学省は「早ね

早おき朝ごはん」国民運動普及啓発活動の推進を行い，規則正しい生活習慣の定着

を図ることを呼びかけ，青少年教育の課題としています。 

 本所では，平成 16 年度から小学校低学年を主な対象通して，自然体験活動や宿

泊体験活動を通した生活体験の充実を目的としたシリーズキャンプを実施し，活動

プログラムの開発と運営方法を蓄積してきました。 

 本事業では，自然体験活動や宿泊体験を通して，子どもの成長に合わせた段階的

な目標設定を考慮した通年４回のキャンププログラムを開発し，子どもたちが規則

正しい生活習慣を身につけるきっかけづくりと，豊かな心を育成する基盤づくりを

試みました。 

 このたび本事業の報告書を取りまとめましたので，広く皆様にご高覧いただき，

ご指導・ご助言を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお，本事業の実施にあたり，ご指導を賜りました高田和宜先生，企画・評価協

力会議のメンバー及び，活動に協力いただいた多くのボランティアの皆様に感謝い

たします。 

 

平成２０年３月 

                                       国立山口徳地青少年自然の家 

所長  若 松 俊 一 
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１．プログラムについて ※詳しくは（Ⅱ企画１プログラムデザイン） 

体験から自信，活動への意欲へ【低学年児童の４回シリーズキャンプ】   
 

（１）プログラムのポイント 
 
児童の成長に合わせた４回シリーズキャンプ  

 ～体験から，自立，感動，自信，活動の意欲を高める～ 
 

小学校低学年を対象に，自然の美しさや不思議さに出会い，感動するような自然体験活動や，

自立や人間関係づくりの自信につながる宿泊体験活動を，子どもたちの成長に合わせた年４回の

シリーズキャンプを通して行うことにより，豊かな心を育むプログラムを実施するとともに，自

立の基礎となる基本的生活習慣定着のきっかけづくりと，活動への意欲向上を目指した。 

 

家庭との連携  ～キャンプだよりの発行，保護者プログラムの実施～ 
 
キャンプとキャンプの間に，家庭で効果的な関わりが持てるように，キャンプだよりを送付し

たり，保護者対象に，子どもの体験に共感できるような自然体験活動等の保護者プログラムを実

施したりした。 

 

（２）事業の背景             

平成 19 年中教審答申「次代を担う自立した青少年の育成について－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－」で示された 5つの重視すべき視点と方策の中で，家庭

教育の自覚の重要性と教育効果の高い体験活動の機会充実が提言されている。 

本所では，小学校低学年児童を主な対象通して，自然体験や宿泊体験を通して，「感動」，「豊か

な心」，「自立」をテーマに，平成 16 年度からシリーズキャンプに毎年取り組んでおり，プログ

ラムと運営方法を蓄積してきた。本年度は，さらに「自信」をテーマに加え，実施している。 

また，「早ね早おき朝ごはん」国民運動普及啓発活動の推進が青少年教育の課題となっており，

低学年児童の宿泊体験と，保護者プログラム，キャンプだより発行等による家庭との連携は，規

則正しい生活習慣の定着を図るきっかけづくりとなり，子どもたちの自立への自信と，活動への

意欲を高めることにつながると考えた。 

 

（３）プログラムのねらい 

平成 19 年度は，これまでの事業成果を基に，子どもの成長に合わせて段階的な目標を設定し，

通年４回のキャンププログラムを実施した。また，各回に児童の体験活動の成果を家庭で高める

ために，家庭との連携を目的としたプログラムを組み合わせて実施している。 

 シリーズキャンプ共通のねらいを，以下のように設定した。 

 

○ 豊かな心の土台となる自然体験や生活体験，協働体験を通して，自立への自信と感動体験 を

広げる。 
 

○ 困難と思われる活動に仲間と助け合いながらチャレンジし，やり遂げる体験 を通して，達

成の喜びや自己肯定感を味わい，活動への自信と意欲を高める。 

  

    

○ 仲間との協力，協働の活動を通して，友だちとの関わり に喜びを感じ，人間関係づくりの

基礎的な力と自信を持たせる。 
 

○ 児童の感動や自信を家庭で深めるために，活動を振り返る関わりが家庭でもたれるように，

保護者プログラム等により働きかける。 

 ２



（４）プログラムの概略  
 
 

第１回「春，出会いのキャンプ」（5/26～27） 

～仲間，徳地の自然と安心な出会い～ 

 低学年児童にとっては，家庭を離れての宿泊は不安でい 

っぱい。安心できる人，場所があってこそ，活動に積極的 

になれる。最初の人，場，自然との出会いを，時間をかけ 

ておこなった。片づけ，食事，入浴などの基本的な生活習 

慣の指導に時間をかけ，徳地の生活への安心感を持たせた。 

自然と仲間を感じる，安心

徳地探険。仲間，徳地の自然との初め

ての出会い。大切にしたのは，安心。

春 ～出会い～

＜1日目＞ 

10:00     12:00 13:00  15:00  17:00  20:00    21:00  

出会い  あそぼう   昼食   徳地探険   バッジ作り  夕食・入浴  絵本・ふりかえり  就寝    

＜2 日目＞ 

6:45 7:30   7:50   10:00        12:30  13:30  14:00 

起床 朝のつどい 朝食・片づけ 野イチゴ摘み・パン作り  昼食   ふりかえり  解散 

 
困難克服，自信  

 
 

第２回 ｢おもいっきり夏｣（8/10～12） 

夏 ～チャレンジ～ 

沢登りに挑戦。仲間と励まし合いなが

ら上流をめざす。 

～夏の自然を仲間と楽しもう～ 
 夏休みは長い時間がとれ（２泊３日），テント泊や沢遊び 
など，自然体験のチャンス。事前踏査，スタッフ研修などを 
十分に行い，低学年児童にはハードルが高いと思われる活動 
にチャレンジした。子どもたちは達成感を味わい，活動への 
自信を深めていった。困難な活動へのチャレンジの中で，友 
だちとのつながりを意識させた。 
＜1日目＞ 

10:00     12:00 13:00   15:00  17:00  20:00     21:00   

再 会  あそぼう   昼食   テント設営   カレー作り  夕食・入浴  天体観測・ふりかえり テント泊     

＜2 日目＞ 

6:45 7:30   7:50   10:00     12:30 13:30 17:00  19:00   21:00 

起床 朝のつどい 朝食・片づけ 沢登り・野外炊飯  昼食  沢遊び  夕食  ｷｬﾝﾌﾟﾌｱｨﾔｰ   テント泊  

＜3 日目＞ 

6:45 7:30   7:50     10:00      12:00    13:30     14:00 

起床 朝のつどい 朝食・テント撤収 ｽﾄｰﾝｱｰﾄ･かき氷  昼食・食育学習 ふりかえり  解散 

 
 

チャレンジ，感動 
 
秋 ～ 感 動 ～ 

第３回 ｢秋を感じる｣（11/10～11） 
    ～仲間と秋の自然にどっぷり～ 
第３回目では，子どもたちは，仲間や徳地の自然にも安 
心して関われるようになり，活動への意欲がさらに高まる。 
暗闇の中，早朝登山に出かけ，日の出を見つめながら，自 
然の美しさや不思議さを感じた。森の恵みを少し分けても 
らい，木の実のクラフトや芋煮会も楽しむ。この回は，仲 
間同士の関わり合いがさらに深まるプログラムに。 
＜1日目＞ 

日の出を見に早朝登山。朝４時に起き

て，仲間と出発。太陽の美しさと温か

さに感動。 
10:00    12:00 13:00 14:00  17:00  19:00  20:00

再 会 秋の恵み集め 昼食  食育学習 森のクラフト 芋煮会・入浴  秋の音楽会   山小屋泊

＜2日目＞ 

4:00 4:30  7:40   9:00    12:00  13:00  14:00 

起床 早朝登山  日の出･朝食 下山・遊ぼう  昼食  ふりかえり  解散 

 

   ３



 
 

  

 
 

 

 

 
第４回 ｢旅立ちのキャンプ｣（1/10～11）
～みんなはすごい｡次へチャレンジ～ 

冬 ～ 仲間・自信・旅立ち ～ 自信，旅立ち，次のチャレンジへ

  
最終回は，仲間とのつながりを深めるプログラム。餅 
つきパーティ，七草集め，キャンドルナイトなどの活動 
後，最後に一人ひとり，自信になったこと，次にチャレ 
ンジすることを仲間に伝え，このキャンプを旅立った。 
最終回キャンプでは，自分の思いを相手に伝える，相手 

友だちに感謝のメッセージカード。そして，

自信になったことと，次への目標を一人ひ

とり発表。手をつないで，次へのチャレン

ジを仲間に誓う。 

の思いを受け取るという活動を，書く，話す，聴くとい 
う方法でプログラムに組み込んだ。活動の意欲，豊かな 
人間関係，強い自信を持って日常生活を送り，さらなる 
成長を願って，子どもたちを見送った。 
 
＜1日目＞ 

10:00     12:00 13:00  15:00   17:00  19:00   20:00   21:00 

再会 冬の草木集め  昼食  ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞ   どんど焼き･石風呂   夕食・入浴  ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ      ふりかえり   就寝      

＜2 日目＞ 

6:45 7:30    7:45 9:00         12:30   13:00     13:30  14:00 

起床 つどい・朝食  朝食  七草集め・もちつきパーティ 食育学習  メッセージカード 旅立ち式   解散 

 
 

 

 

各回最終日に実施 

｢子どもに共感｣ ～あなたは，すごいよ。～ 
家庭において，保護者が児童の体験に共感し，自信を深めさせ 
る関わりを持ってもらえるようにするために，保護者プログラム 
を実施した。これは，児童の迎えに合わせて，各回の最終日に計 
画し，自然体験プログラムや，人間関係づくりを目的とした活動 

子どもに共感保護者プログラム 

ネイチャーゲーム。子どもたちの
活動の場を，ゲームをしながら歩
く。 

を体験してもらった。最終回には，家庭教育に関わる講演とキャ 
ンプ報告会を行った。また，家庭で話題にあがるように，班ごと 
にキャンプだより作成し，各家庭に送付した。 

   
  ・第１回 ネイチャーゲーム体験 
 
  ・第２回 ネイチャーオリエンテーリング体験 
 
  ・第３回 食育学習について 
       「徳地アドベンチャー教育プログラム」体験 
 
  ・第４回 講演「自然体験のすすめ」 
       キャンプ報告・食育学習結果報告 

徳地アドベンチャープログラム。
人間関係づくりのゲームを体験。       旅立ち式参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４



２．事業成果の概略  ※詳しくは（Ⅳ評価） 
 

（１）体験から自信。そして，次の活動意欲へ。 
 

・ 基本的生活習慣の定着 … 家庭から離れても，自分でできる。自信と安心。 
 

・ 活動への自信 … 友だちづくり，チャレンジに自信。そして次の活動意欲へ。 
           
 

参加児童の変容を測る方法通して，次の２つの方法を用いた。 
 

・ 参加者と保護者に対する各回キャンプ後のアンケート調査 

・ ボランティアスタッフと職員による各回の行動観察 
 

この２つの結果を基に，以下のように子どもの変容とプログラム効果を考察した。 
 

① アンケートから 
 

キャンプの内容，スタッフに関する満足度では，参加者，保護者とも，全ての項目において，

平均が最高点に近いもので，キャンプへの満足度は非常に高いものだった（表１）。 

自信がついたと思う項目の選択では，初回では，家庭を離れても自分のことができるなどの

基本的生活習慣や自立に関する項目の選択が多かったのが，終わりの回になるにつれ，人間関

係づくりや，困難な活動にチャレンジする自信に関する項目の選択が増えていった（Ⅳ評価）。

このことは，最初に，家庭を離れても自分と仲間で生活できる自信をつける段階を経て，まわ

りに興味が向き，人や環境に働きかけて活動する自信と意欲を持っていったと考える。このよ

うに，４回のシリーズキャンプは，低学年児童の成長に合わせて，段階的に基本的生活習慣と

自立への自信をもたせ，自信を深めることのできる様々な体験をさせることができるという点

から，この年代の児童には大変有効なプログラムであると考える。また，全日程終了後の保護

者アンケートからは，日常生活での変容が多数書かれており，シリーズキャンプでつけた自信

と意欲が，日常生活でも継続していることが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

質問項目 キャンプは楽しかったか キャンプは安心して活動できたか スタッフは頼りになったか 

回答者 参加者 保護者観察 参加者 保護者観察 参加者 保護者観察 
第１回 3.8 4 3.8 3.9 3.9 3.8 
第２回 3.9 4 3.9 3.9 3.8 3.9 
第３回 4 4 3.9 3.9 3.9 3.9 
第４回 4 4 3.9 3.9 3.9 3.9 

表 1 参加者・保護者アンケート結果 ※数値は全回答者の平均，最高４点～最低１点 

 

② スタッフによる行動観察から 
 

各回後のスタッフによる行動観察記録を順にみていくと，アンケート結果と同様に，基本的

生活習慣に関する内容から，人間関係づくりや困難克服に関する内容に変化している。初回で

は，「自分のことが自分でできる」や，「安心してキャンプを過ごせる」等，個人の生活に関

することと，スタッフとの１対１の関わりに関することが観察記録の中心だったが，回が進む

につれ，子ども同士の関わりに関することに記録の内容が変化している。行動観察からも，自

立や安心の段階を経て，まわりに働きかけることに子どもたちの関心と意欲が移っていき，自

立への自信と安心を基として，仲間と様々な活動へ取り組む意欲が高まったと考える。 

これらのことは，シリーズキャンプのよさを生かし，初回の基本的生活習慣の丁寧な指導か

ら，２回目以降の仲間との様々な自然体験活動や，困難を克服する活動へと，内容をステップ

アップしていった結果だと考える。 

 ５  



 

（２）低学年児童自然体験・宿泊体験プログラムの蓄積 

本所では，「感性」「感動」をテーマに，小学校低学年児童の自然体験・宿泊体験プログラ

ムを，平成 16 年度から毎年取り組んできた。今回のプログラムは，これまでのノウハウの蓄

積を基に，評価・企画協力者会議で検討した上，次の視点を加えて実施した。 
 
 

① 第１回目の時間をかけた丁寧な生活指導，そして自分でできる自信・安心へ 

低学年児童にとつて，家庭を離れての宿泊体験は，「寂しくならないか」，「１人で寝ら

れるか」「友だちと仲良くできるか」など，たくさんの不安と涙を伴う。そこで，シリーズ

キャンプのよさを生かし，第１回目は，安心し，自信を持って活動できるように生活指導に

時間をかけた。片づけ，食事，入浴，ふとんを敷き，朝の身の回りの準備など，スタッフが

見本を示しながら丁寧に指導していった。その結果，２回目以降，涙を見せる児童はなくな

り，生活への安心と自信を基に，活動そのものに集中していくようになった。また，回を重

ねるごとに準備等の生活に関わる時間が，短くなり，活動に十分な時間が取れるようになっ

ていった。 
 
 

② 四季の自然を探険し，探し，集め，創り出す，活動への自信と意欲へ 

自然の中で，自分たちの力を試しながら，四季それぞれの自然の恵みを集めて，もの作り

のプログラムを実施した。具体的には，第１回「クヌギの小枝を使ったフクロウバッジ作り」

と「野イチゴ集めとジャム作り」，第２回「沢の石を使ってのストーン・アート」，第３回

「木の実を使った徳地の森作り」，第４回「檜・杉の枝を使ったフラワーアレンジメント，

キャンドルスタンド作り」と「春の七草集め」を実施した。採取の段階では，スタッフが徳

地の四季の自然の恵みを探しながら回ごとに製作した「徳地探険マップ（資料３）」を基に，

自然の中を自分たちで探険しながら必要な物を集め，それを基に生活を豊かにしたり，調理

して食べる活動をおこなったりした。この活動により，自然の豊かさを体感させることがで

きたとともに，自然に働きかけて物を創り出す喜びと自信を持たせることができた。回を重

ねるごとに，子どもたちの探求力と創作意欲，集中力は高まっていった。 
 
 

③ 食育学習・四季の旬の食材を味わう，自然の豊かさを感じる 

  本キャンプは，基本的生活習慣の定着を目的の一つにしながら，毎年実施してきた。本年

度はさらに，山口県立大学看護栄養学部栄養学科の指導を受けて，バイキング形式の本所の

食堂を主な学びの場として，食育学習を第２回目から実施した。低学年児童には，内容的に

難しいかと思われたが，わかりやすく，視覚的に興味をひく資料を用意してもらったことも

あり，バランスよく食事を選ぶようになっていった。また，家庭でも，「好きではないけど，

がんばって食べるよ」と，継続している姿が明らかな児童も複数みられた。低学年期からの

食育学習は，日常生活への影響という面から有効である。 

  また，バランスのよい食事の選択だけではなく，旬の食材の美味しさを体感するプログラ

ムも実施した。第１回「野イチゴ集めとジャム作り」，第２回「アマゴのくし焼きと夏野菜

の丸かじり」，第３回「徳地芋煮会」，第４回「七草集めと天ぷら作り」と実施し，食材は

豊かな自然の中から得られること，そして，食材の美味しさを体感させることができた。特

に第２回では，採れたての夏野菜と魚を初めての丸かじりをした子どもが多く，子どもたち

は，旬の食材の美味しさに感動していた。このことも，自然の豊かさを感じさせる大きな要

因となった。 
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（３）施設学生ボランティアスタッフのレベルアップ 

本キャンプは，低学年児童が主な対象なので，心と身体の配慮を十分に行うために，

６人１班に対し，ボランティアスタッフ２名が活動及び，生活支援にあたった。スタッ

フには，コミュニケーションや安全を確保する上での留意点，危険な言動があった場合

の対処の仕方等を習得する事前研修を実施した。班スタッフは，経験の豊かなスタッフ

１名を中心に，経験の浅いスタッフがサブに入るという形で配置し，活動支援の中で，

ノウハウを伝える，学ぶというスタッフ同士の関わりが生まれることを期待している。 

また，多くのスタッフから，シリーズキャンプを通して長期間に渡って子どもに関わ

ることにより，子どもの成長を実感でき，関わりを見直したり，喜びを体感できたりと

いう声が聴かれた。 

 

３．事業開催要項 

（１）事業名 

平成１９年度文部科学省委託事業 

青少年の意欲を育む体験活動に関する調査研究 幼少期における自然体験 

 低学年児童の自然体験・生活体験活動プログラムの開発 

「キッズわくわくキャンプ」（体験活動事業） 
 
（２）対象（対象学年・年齢，人数，募集地域等） 

・ 対象学年 小学１年生 ～ 小学３年生 

・ 年  齢  ６才 ～ ９才 

・ 人  数 ３６名 

・ 募集地域 山口県，福岡県，広島県，島根県 
 

（３）事業のねらい 

小学校 1 年生～3 年生までの児童を対象にした，自然の美しさや不思議さに気づき感動

するような自然体験活動や，自立につながる生活体験活動プログラムを開発し，豊かな心

をはぐくむ体験活動事業の普及振興に資する。 
 

（４）事業の概要 

宿泊を伴う体験活動事業を年４回，通年で実施する。また，子どもが体験を通じて得た

気づきや学びを深化・定着させるために，参加児童の保護者を対象に，子どもの体験を共

有できるような体験活動や体験学習法に関するプログラムを併せて実施する。 

想定している主な事業内容は，次のとおりである。 

 

① 自然の美しさや不思議さに感動する活動 

② 共同生活をしていく上でのルールを身につける活動 

③ 体力，精神的に困難な自然体験や生活体験を仲間と協力しやり遂げる活動 

④ 自分の思いや感動を表現し，仲間に伝えたり受けとめたりする活動 

⑤ 一年の活動を振り返り，成長を親子で共感する活動 

⑥ 保護者の自然体験活動と体験学習法の学び 
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（５）運営体制概略     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）体験活動の実施 

内 容 
月 日 

子どもプログラム 保護者プログラム 
実施場所 

参加

人数 

予定指

導者数

第１回（１泊２日） 

5.26（土） 

 

①出会いのつどい 

②みんなでゲーム 

③徳地自然探険 

④フクロウバッジ作り 

⑤絵本読み 

 

        27（日） ⑥野イチゴ集め 

⑦野イチゴジャムと 
竹串パンでパーティ 

○子どもに共感するた

めの自然体験 

「ネイチャーゲーム」

 

 

山 口徳地及

び，周辺 

 

 

 

36人 

講師２人

ボランテ

ィアスタ

ッフ16人

第２回（2泊3日） 

8.10（金） 

 

 

①再会のつどい 

②テント設営 

③みんなでカレーづくり

④星のかんさつ 

 

 

 

 

11（土） 

 

 

 

⑤チャレンジ沢登り 

⑥沢の生き物探し 

⑦自分で洗濯 

⑧キャンプファイヤー 

 

 

 

 

12（日） 

 

⑨テントの片づけ 

⑩ストーンアート 

⑪ふりかえり 

○子どもに共感するた

めの自然体験 

「ネイチャー 

オリエンテーリング」

 

 

 

山 口徳地及

び，周辺 
35人 

講師2人

ボランテ

ィアスタ

ッフ16人

６班６人 ３班６人２班６人１班６人 ５班６人４班６人

ボランティア・スタッフ 

・グループの指導・支援（1グループ 2人→14 人） 

スタッフ・ディレクター 
・キャンプ・スタッフの指導・支援 

テクニカル・ディレクター 
・キャンプ・カウンセラー及び子どもたち
への野外スキルや安全に関する指導 

プログラム・ディレクター
・プログラム立案・調整 

看護師
・健康管理，緊急対応 

①プログラム提案・助言 

③評価 

プログラム企画・評価協力者会議 

キャンプ・プロデューサー

・全体統括 

②結果のフィードバック

キャンプ実行組織 
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内 容 
月 日 

子どもプログラム 保護者プログラム 
実施場所 

参加

人数 

予定指

導者数

第３回（1泊2日） 

11.10（土） 

 

 

 

①再会のつどい 

②「秋の恵み」集め 

③「徳地秋の森づくり」

④いも煮会 

⑤野外音楽会 

 

11（日） 

 

⑥日の出を見に早朝登山

⑦食育学習 

⑧ふりかえり 

①「徳地ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ教育

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」の体験 

②食育学習の説明  

山口徳地 

及び，周辺 
33人 

講師3人

ボランテ

ィアスタ

ッフ15人

第４回（1泊2日） 

 H20.1.12（土） 

 

 

 

①再会のつどい 

②「森のろうそくスタン

ド」づくり 

③どんど焼きと石風呂 

④キャンドルナイト 

 

 

 

 

 

13（日） ⑤一年のふりかえり 

⑥春の七草探し 

⑦もちつきパーティ 

⑧さよならミーティン

グ・旅立ち式 

①家庭，地域での体験

活動のすすめ（講演）

②キャンプ報告 

③食育の成果報告 

山口徳地 34人 

講師3人

ボランテ

ィアスタ

ッフ15人

（７）安全への配慮    

① スタッフの配置と研修 

ア 低学年児童が対象なので，心と身体の配慮を十分に行うために，６人１班に対し，研修

を積んだ２人のボランティアスタッフが活動および生活支援にあたる。 

イ 「コミュニケーション」をテーマにした事前研修を実施し，子どもたちの心の安全を確

保する上での留意点や，危険な言動があった場合の対処の仕方等を習得する。 

ウ 事前研修通して，「野外活動・救急救命スキル講習」及び「事前踏査」を実施すること

により，危険な行為や危険な箇所の確認及び救命救急に必要なスキルを習得する。 

② プログラム立案の配慮 

ア ゆとりのある日程を組み，活動に追われることのないよう留意する。 

イ 活動前に，お互いの心を解きほぐす活動を仕組んだり，活動自体に大きなリスクが伴っ

たりしないよう留意する。 

③ 緊急事態の発生に備えた体制 

事故やケガの発生などの緊急事態に備え，活動日には事務室に看護師を常駐させたり，病

院に搬送する手順を確認したりするなど，必要な体制を整える。 

（８）広報活動 

① 関係機関に募集要項を送付し，参加者募集を依頼する。 

ア．事業の趣旨や内容をアピールする募集ちらしを作成する。 

イ．山口県内及び近隣の他県市町の小中学校や教育機関，青少年団体・グループに募集ちら

しを送付する。 

② ホームページに募集ちらしを掲載する。 

（９）事業成果や課題の普及・啓発方法 

① 事業の内容や成果・課題等を報告書にとりまとめ，関係機関に配布する。 

② 事業の成果を研究会等で発表する。 
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１．プログラムデザイン 
                             キャンプディレクター 

                               山口県キャンプ協会理事 高田 和宜 
 
（１）プログラムデザインについて 
「キッズわくわくキャンプ」のプログラムを組み立てる際に，中心となるキーワード通して，

「自然との感動的な出会い」，「挑戦しやり遂げることでの自信」，そして対象年齢を考慮して意

識的に丁寧な指導を試みた「基本的生活習慣」があげられる。この 3 つを通して，小学校低学

年の児童期なりの「育ち」を施すことが，この事業の目的である。 

   「自然との感動的な出会い」と，「挑戦し，やり遂げることでの自信」を体験することの出来る 

アクティビティを，「基本的生活習慣」を大事にしながら，小学校低学年の「自然の家での生活」

通して形にすることがこのプログラムの骨組みとなっている。特に，この事業は 1 年を通して

実施することで，次のような成果を期待した。 
 
○ アクティビティの中で，四季を通じた季節感あふれる自然との感動的出会いができる 

○ 体験を積み重ねることで，自信をより実感できる 

○ 繰り返しの指導により，「基本的生活習慣」の定着をはかれる 

○ 個人またはグループの変化・育ちを追えることで，児童理解がしやすく，参加者へのプロ  

グラム効果が捉えやすい 
 
以上のことを，プログラムデザインをする上で，意識していくこととなった。 

それらは，プログラムに以下の５つの特徴（ア～オ）通してあらわれている。 

 

ア 4回のプログラムの「流れ」 

○ １～４回を通じての子どもの心情を考慮したテーマを持って流れをつくる 

1回（ 出会い…仲間や生活に慣れる ） 

2回（ 思いっきり楽しむ…仲間や生活に親しむ ） 

3回（ 感性と表現…仲間との生活を楽しむ ） 

4回 ( 人とのつながり…振り返りと仲間への感謝～新しい出発 ) 

このように，子どもの側に立った心情をテーマに持つことで，アクティビティもその回で

の目的・目標の流れを意識した，ねらい・配慮が明確になる。 

具体的には，第 1 回目の「野イチゴを探し，そのジャムを手作りパンと食べる」のアク

ティビティでは，個々が安心して集団での生活・自然体験を楽しむことに重点を置き，集団

内で言語の交渉をたくさんすることがなくても，個々のペースで見つけたものをみんなと合

わせたり，一緒の場でこねたり，火を囲んで焼いたり，活動をすることで居場所が出来てい

くように仕組んでいる。2回目以降は，次第に仲間と一緒に挑戦するもの（テント設営，沢

登り）～仲間の中で自分を発揮するもの（野外炊事や発表）へというステップを踏んでいる。 

また，子どもの側に立ったテーマを持って流れをつくることは，低学年が無理なく安定し

てみんなと過ごせるためのプログラムの見通しになるだけでなく，その回毎の，スタッフが

共有しておくべき配慮をより意識的にするための手がかりになった。 
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○四季の移り変わりが感じられる流れをつくる 
 
その季節ならではの場所でのアクティビティ（春…野イチゴの収穫，夏…沢遊び，秋…早朝

登山，冬…焚き火･餅つき）が子どもたちの印象に残っているが，四季を通じて同じエリアで自

然物を探しそれをクラフトに使うアクティビティを毎回行った点も評価すべき点である。自然

の移り変わりに目を向けさせるためには，いつも回る同じエリアでも季節が変わればいつも新

しい発見があり，新しい楽しみ方があるのは，アンテナが敏感な低学年にはあっているように

感じられた。「また同じところに行くの？」という声は一切聴かれず，自然探しは意欲的に行わ

れていた。 

 

イ 生活・活動のスタイルについて 
 

○ グループの構成メンバーは 1年間変えない 
 

低学年（特に 1，2年生）は個人差が大きい。アクティビティの持って行き方もあるが，人

とかかわる力は持っていても発揮するためにはかかわりを重ねるより仕方が無いところも大き

い。1回目はグループの差が顕著になるが，4回目ではあまり感じなくなる。個々のつながり

が次第にグループ通してのまとまりを生んでいった事例の多さからも，グループの差はあって

も構成メンバーを変えず 1年を通じて同じメンバーでするほうが良いであろう。 
 
○ いつもグループに担当の施設ボランティアが入り，生活・活動はグループ単位で行う 
 
学校生活で集団生活になれているとは言え，保護者から離れて知らない人と寝ることだけで

も負荷が高い子どもも多い。施設ボランティアが子ども 6 人グループに 2 人という数は，行

き届き過ぎという見方もあろうが，（昨年は 6人グループに１人で担当した回もあった）個人

差が大きい場合や多少配慮を要する子どもが参加することもあり，この数いれば子どもは安定

して活動することが出来ることが実感できた。 

 
○ 生活・活動が一貫性を持って繰り返される 
 
１～４回すべて毎回自然のものを見つけ，それを生活や遊びに活かす活動，旬の食材を食べ

ること，挑戦する活動で構成されている。同じような流れで生活が繰り返されるので，子ども

たちも見通しを待ちやすく，振り返りの際も以前の体験と比べての振り返りが出来やすい。ス

タッフもグループの成長が見えやすくなった。 

 

ウ 基本的生活習慣指導について 
 
自然の家での生活の仕方が具体的に分かり，安定して自分たちで生活を進めていくためにも，

後追いで無い生活指導を心がけた。子どもたちが実際にする前に伝え，施設ボランティアも子

どもと一緒にすることで定着をはかった。指導の場合，全体で伝えることもあるが，基本はグ

ループでの指導である。伝える→一緒にする→確認する（ほめる・励ます）を施設ボランティ

アに徹底する。 
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指導内容は，挨拶，並び方，服装，持ち物の置き方・整理整頓，食事の仕方，入浴の仕方ま

で，共通の指導がそれぞれの班で毎回繰り返し行われた。具体的には，「かばんの口を空けた

ままにしない」「食事でお皿に料理を注ぐときにはお皿をお鍋の上まで持っていく」「入浴後ぬ

れたタオルを絞り，それで体を拭き，最後に足の裏を吹いてから脱衣所をぬらさないように入

る」等，ということまで，施設ボランティアが具体的に指導し，実際に子どもと一緒にする。 

生活の仕方が分かり，自分で自信をもってすることで主体的な生活が送れると考えての取り組

みである。実際に子どもたちの生活は落ち着いていった。 

成果は，落し物が少ない，時間が遅れない，就寝準備の時間が短くなる，注ぎこぼしが少な

い，脱衣所の床は子どもたちが上がった後も濡れていないという現象としてあらわれたので，

子どもたちにも実感できやすかった。 

 

エ 参加者の観察記録をとり，継続的に児童理解をすすめる 

個々の子どもへの対応を必要とする低学年のキャンプでは，特に児童理解が必要である。 

個人差が大きく，言語では十分に表現できない低学年では，スタッフによる個々の子どもへの

まなざしが児童理解に欠かせない。1回目にスタッフが持っていた印象とは変わる子どももい

る。 また，1回目では理由や意味が分からなかったことが，回を重ねて経験することで分か

ることもあった。 

一人のスタッフでは対応の手がかりがつかめないことでも，複数の目で見たその子どもの具

体的な姿をスタッフ同士で考察しあうことでその子らしさが浮かび上がり対応の方向性が見え

る経験を今回いくつもした。子どもの就寝後のミーティングやキャンプ後のミーティングでも

子どもの具体的な姿からの考察で得るものが多かった。 

子どもは通年を通して同じメンバーであるが，スタッフには入れ替わりがあり，その際も観

察記録をもとに子どもへの配慮等が引き継がれた。 

スタッフの負担は大きいが低学年のキャンプではメモ程度でもよいから，観察記録をとるこ

とが有効であると感じた。 

 

オ 保護者プログラム 

今回特に新しい試みとしてプラスされているものが，別メニューでの保護者プログラムであ

る。参加する子どもたちが体験していることの意味や価値について，保護者自身に体験的に共

感的に理解してもらう試みである。このことは，事業の目的・目標への保護者の理解が深まる

と共に，家庭に帰ってからも同じ方向性で話題にすることで，子どもたちの振り返り強化が期

待されていた。 

低学年の場合，アクティビティ後の言語によるグループでの振り返りには，高学年ほどの効

果は望めないことから，家庭に帰ってからも保護者とキャンプのことを振り返ることが出来る

ことは事業のフォローアップする機会として特に有効であったと思われる。それは，保護者か

らの声やアンケートにも現れている。 

 

（２）アクティビティについての考察 
ここでは，目的の３つのキーワード「自然との感動的な出会い」，「挑戦しやり遂げること

での自信」，「基本的生活習慣」がもとになるが，それぞれのキーワードについてアクティビ
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ティがあるのではなく，１つのアクティビティに３つの視点からのねらいをもって構成されて

いるのである。 

      低学年を対象とすることから，「非日常の生活でありながらも，親しみやすい内容」が必要

になる。それには「遊ぶ，食べる，くつろぐ」がアクティビティの内容としてふさわしいと考

えた。アクティビティの傾向通しては，「自然と出会い，それを遊びに活かしたり食べたりす

る」「挑戦するダイナミックな体験」，「読み聞かせや音楽鑑賞」とに大まかに分けられる。 

これら３つを窓口にして，低学年対象のアクティビティのあり方を考察してみたい。 

 

① 「自然と出会い，それを遊びに活かしたり食べたりする」 

「探す→みつける→遊びや生活に取り入れて楽しむ」という流れで 1 年を通して行った。

探して，みつけた素材が，クラフトや料理に活かされることがわかると，子どもの意識の中

で活動が途切れずにつながる。必要感があることで，活動が受身ではなく，主体的，かつ意

欲的になりやすいとの配慮である。 

具体的には，以下のようなアクティビティを行う。 
 

春…野イチゴを探す→グループごとに収穫→ジャムにして自分で作ったパンと一緒に食べる 

夏…沢のぼり→水中の生き物を観察→川魚を食べる 

秋…地図で木の実探しラリー→木の実を使ったクラフト 

冬…七草を探す→グループで集める→七草のてんぷらをついたお餅と食べる 
 

春・秋・冬は，同じ場所で行っているが，季節ごとに特徴的な出会いが組み立てられた。 

また，具体的な配慮事項とその成果通して，以下のことが上げられる。 
 

・ 低学年を対象とする場合，場所も限定し，探すものも絞った方が集中できることが感じ

られた。 

・ 収穫する場合，共有する意識がもて，探すものの見通しがもてるように，グループに 1

つずつ写真で表示してそれぞれ分別して入れられる仕切りのある収穫物入れを用意した。

その結果，グループで全種類を見つけるという意識が見られた。 

・ 見つけた素材で造形をする場合，収穫してきたものだけで作るのではなく造形に必要な

ものはあらかじめ準備し，整理して置かれていた。整理しておかれていることで，素材

を丁寧に使っていた。 

・ 素材を選ぶ場所，グループのつくる場所，特別な道具が置いてある場所，手伝ってもら

う場所等，場を分けて整理することで，子どもがどこで何をするのか視覚的に分かり動

線がスムースになる。混乱しないので集中して活動できていた。 

・ 自分で作る前に，プロ級のものをサンプルとして鑑賞する。そのサンプルを見ても，ほ

とんどの子どもは，サンプルに左右されず自由な発想で作っていた。さらに，サンプル

があることで具体的な素材の使い方や作り方がわかり，充実した作品が出来ていた。 

 

② 「挑戦するダイナミックな体験」 

     子どものアンケートや，最後の発表においても，印象に残っていることや自信になったこと

の上位は，「沢登り」，「早朝登山」であることから分かるように，このキャンプのシンボル的
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な中心のアクティビティとなった。 

「低学年でも意外とできる」という印象を，スタッフも保護者も持った。ただし，それには

入念な下見と安全管理・安全指導，当日の天候判断による調整が欠かせない。指導者だけでな

く，実際に子どもと行動するスタッフも，事前踏査と，安全管理・安全指導の共通理解が必要

であり，事前研修は欠かせないと感じた。 

確かに，低学年でもダイナミックな体験はできるが，アクティビティへの期待や不安で，活

動前後も興奮しがちになる。子どもは自分で見通しを持つことが難しいので，そのアクティビ

ティに向けての前日の過ごし方（ハードなものを避ける），睡眠時間の確保，前後の休息，ふ

さわしい服装・装備の確認，低体温対策，前後最中の水分・栄養補給を子どもの要求のあるな

しにかかわらず，スタッフ全員で徹底する必要がある。 

 

③「読み聞かせや音楽鑑賞等」 

    低学年を対象としていることで活動的なアクティビティが中心になりがちであり，休息時間

であっても，寸暇を惜しんで遊ぶといった状態になることも多い。だからこそ，ゆったりとし

たくつろぎの時間をアクティビティに入れ込み，静・動のバランスをつけることが大事である。

落ち着いて自然や友達と向き合う前後や，就寝前の時間など，言葉での振り返りや話し合いの

時間を効果的に過ごさせるのが難しい低学年対象の場合，このようなアクティビティで指導者

側が伝えたいことを内包させることが効果的であると感じた。 

 
    高学年のキャンプとの違いは，アクティビティが異なるというよりも，アクティビティをす

る際，今までにあげたような，発達段階を考慮した配慮事項が増えるということであろう。 
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