
 

２
 
．運営体制 
（１）プログラム企画・評価協力者会議 

プログラム企画への助言と事業の評価を行うことを目的に，次のメンバーによるプログラ

ム企画・評価協力者会議を設置した。この会議により，目的とプログラムを事前に検討し，

事業評価をおこなった。また，各回実施の前後に，高田氏，神谷氏と詳細の打ち合わせと評

価をおこなっている。 

・野外教育実践者    山口県キャンプ協会理事 高田 和宜 氏 

・ボランティアスタッフ 山口県立大学学生    神谷 亜由美 氏 

    ・保護者代表                  片山 敏郎 氏    

  ・山口徳地青少年自然の家事業推進課長      小林 道正 
     
（２）キャンプ実行組織 
① キャンププロデューサー … キャンプ全体のプログラムを企画し，総括を担う。 

② プログラムディレクター  … プログラムの立案及び調整を行う。子どもたちの現状に応じ

て，プログラムを修正する権限を持つ現場の責任者。 

③ テクニカルディレクター  … ボランティアスタッフ（以下，「スタッフ」という。）及び，

子どもたちに野外活動スキル指導や安全指導を行う。 

④ スタッフディレクター …   スタッフに子どもとの接し方や振り返りの方法，観察のポイ

ントなどを指導するとともに，スタッフの相談に乗る。 

⑤ ボランティアスタッフ …   グループにつき，生活指導や活動支援，振り返りの進行を行

う。 

 

【事業の運営体制】 ①プログラム提案・助言 
③評価 

②結果のフィードバック 

プログラム企画・評価 
協力者会議 キャンプ実行組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護師 

・健康管理，緊急体制 

⑥グループ 
６人 

①グループ 
６人 

⑤グループ 
６人 

④グループ 
６人 

③グループ 
６人 

②グループ 
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名） 

テクニカル・ディレクター 
・ボランティアスタッフ及び
子どもたちへの野外スキル
の指導，安全指導 

スタッフ・ディレクター 
・ボランティアスタッフの指導
と支援 

キャンプ・プロデューサー 
・全体統括 

プログラム・ディレクター 

・プログラム立案・調整 
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３．安全管理と指導 
 

（１）危険因子と対処法 

本事業の活動場所は，所内（野外活動とテント泊）と所外である。所外の活動は，沢登り，

登山を実施した。 

スタッフが，危険に対する心構えを持ち，基本的な対処法を理解するために，活動内容や活

動環境に応じて予測される危険をミーティングで共通理解した。事業実施時に予測された危険

とその対処法は，次の通りである。 
 
 

① 川での活動 

活動名 実施時期 危険因子 対処法 

・気象条件 

（台風や大雨による増

水，落雷等） 

・前日の夜と，当日朝に職員が現場を確認 

・前日までと当日朝の気象情報の確認 

・増水等による沢登り

ルートの喪失 

・職員を中心に，ロープを張りルートを確保 

・実施時は，安全スキルを持った職員および講

師が各班に同行し安全を確保 

・濡れた岩で滑る 

・転倒によるケガ 

・岩による足のケガ 

・危険箇所にロープを張る 

・ヘルメットの着用 

・服装は長袖，長ズボン，靴下，靴（サンダル

不可），軍手を着用 

・溺れる ・ライフジャケットを着用 

・体温低下 ・中間点で，毛布の準備 

・睡眠時間を確保し，体調管理に留意 

・ハチ等の危険な生物

との遭遇 

・職員による先発隊が安全の確認 

・クマよけの鈴，ラジオなどの携行 

・ハチに刺された場合のリムーバーの準備 

沢登り 

【山口市滑川】 

・自然の家 

より 15km 

【夏キャンプ】 

8 月 

 

・緊急事態の発生 ・スタッフ４名が沢沿いの道路に待機 

・救急バック，無線，携帯電話を携行 

・緊急車両 1台を配置 
 
 

② 山での活動 

活動名 実施時期 危険因子 対処法 

・ルート障害 

(大雨，落雷） 

・職員が事前下見，登山道の整備（草刈り）を

実施 

・前日までと当日朝の気象情報の確認 

・防寒着の準備を参加者へ事前連絡 

・職員が本隊よりも先に出発し，安全を確認 

・ハチ等の危険な生物と

の遭遇 

・職員による先発隊が安全の確認 

・クマよけの鈴，ラジオなどの携行 

・ハチに刺された場合のリムーバーの準備 

・転倒によるケガ等 ・服装は長袖，長ズボン，軍手を着用 

日暮ヶ岳 

早朝登山 

【秋キャンプ】 

11 月 

・緊急事態の発生 ・安全スキルを持った職員３名が活動に同行 

・救急バック，無線・携帯電話を携行 

・緊急車両 1台を配置 
 
 

③ テント泊の活動 

活動名 実施時期 危険因子 対処法 

・気象条件 

（天候の急変，強風，大

雨，落雷等） 

・前日までと実施期間中，朝の気象情報の確認

・平坦な設営場所を設定 

テント泊 【夏キャンプ】 

8 月 

・ハチ等の危険な動植物 ・周辺の建物（トイレ・水道）の点検 

・ハチに刺された場合の対応用にリムーバーを

準備 

   16 



・テント設営時の危険 

（ポールの接触等） 

・事業期間中を見通したテント設営の指導（設

営・撤収・管理の仕方等） 

 

④ 野外炊飯の活動 

活動名 実施時期 危険因子 対処法 

・気象条件 

（天候の急変，強風，大

雨，湿気等） 

・前日までと実施期間中，朝の気象情報の確認

・天候に合わせた活動場所の変更 

・ナタ使用時のケガ ・事業期間中を見通した野外炊飯の指導 

・軍手のつけ方，ナタの使い方の徹底 

・動線を考慮し，作業場所の配置 

・火傷 ・安全な服装についての指導 

・軍手の着用の徹底 

・動線を考慮し，作業場所の配置 

・燃えやすいものを火に近づけない道具等の整

理を指導 

野外炊飯 

 

【春，夏，冬３回】 

・食中毒 ・消毒液を用いて，手洗いの徹底 

 

 

⑤ 参加者の健康管理               【 健康個人調査票 】 
 

ア 健康調査票による事前把握                       

18 

参加者の健康状態を把握するために 

「健康調査票」を参加決定通知と併せ 

て送付し，事前に提出を求めた。個人 

情報になるので，取り扱いに充分留意 

する。職員のみならず，講師，ボラン 

ティアスタッフ等全員で，参加者の健 

康状態や食物アレルギーなど，特に， 

常用薬の有無を確認した。 
 

イ 事業期間中の健康管理 

事業期間中は，朝と晩にスタッフによ 

る健康確認を行った。また，判断の難 

しい場合には，看護師による健康観察 

で子どもの健康状態の把握に努めた。 
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１．スタッフ研修 ・・・・・・・・・・・  １８ 
 
２．キャンプの内容 
(1)第１回キャンプ ・・・・・・・・・・  ２０ 
 
(2)第２回キャンプ ・・・・・・・・・・ ２３ 
 
(3)第３回キャンプ ・・・・・・・・・・  ２６ 
 

(4)第４回キャンプ ・・・・・・・・・・ ３０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



１．スタッフ研修 

 

（１） スタッフ研修の目的 

通年 4回の低学年児童キャンプにおいて，子どもの自立の基礎となる成長を目指すために

は，スタッフの指導力と意欲，共通理解が非常に重要となることから，スタッフ研修は重要

である。 

スタッフ研修の内容は，「スタッフに求められる野外活動スキルやコミュニケーションスキ

ルを習得すること」，「全スタッフがキャンプに関する様々な事項の共通理解をすること」の

２つである。 
 

（２）スタッフ研修の方法 

スタッフ研修を２つの方法で実施した。1つは，既存の本所企画事業を利用しての研修，2

つは，共通理解を図るミーティングである。 
 

（３）研修の内容 

① 事前ミーティング 

各回キャンプ前に，本所から送付したキャンプ細案を各スタッフが確認しておき，当日

早朝の事前ミーティングにおいて，参加者の状態と対応，キャンプのねらいや流れをスタ

ッフ間で共通理解を図ったり，スムーズな運営や安全管理のために下記のことをスタッフ

全員で確認したりした。 

  また，第１回終了後には，子どものアンケートや行動観察を整理し，１人ひとりの指導

方法を確認するために，ボランティアスタッフで事前研修を実施した。 
 

・ 各回キャンプの目的・目標の確認 

・ 前回アンケート・スタッフ記録を基に，１人ひとりの子どもへの指導と配慮方法の確認 

・ 保護者事前アンケートを基に，健康上の配慮事項の確認 

・ プログラムの展開及び留意点 

・ スタッフの役割確認 

・ 各スタッフからの意見や要望 

 

② 活動後の反省ミーティング 

低学年児童のキャンプのため，家庭を離れての不安を訴えたり，友だちとコミュニケー

ションがとれなかったりなどの諸問題が発生する。キャンプカウンセラーは，そうした問

題への対処を行うが，状況によっては難しい場面がある。 

そこで，状況や対応方法を記録し，次回の資料にするとともに，スタッフ間で問題を共

有し，指導方法を考える場として，下記の視点で反省ミーティングをおこなった。 

また，内容は記録し，次回のプログラム細案立案と指導方法検討の資料とした。 

 

・ 家庭を離れて不安を訴えている子どもの支援の方法 

・ グループ内のコミュニケーションを高めるための支援の方法 

・ その他，個別ケースでの子どもの支援の方法  

・ １人ひとりの子どもの変容について  
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（４）本所企画事業研修会への参加 

月  日 内     容 実施場所 参加人数 

5.19（土） 

～20（日） 

スタッフスキルアップ研修① 

「青少年体験学習活動ボランティア養成研修」 

・自然体験活動の実際と指導方法野外活動 

・救急救命スキルの講習 

山口徳地 14人 

6.16（土） 

～17（日） 

 

スタッフスキルアップ研修② 

「青少年体験学習ボランティアレベルアップ研修」 

・活動する子どもとよりよく関わるための方法を学び，

理解する  

・活動する子どもとのよりよい関わり方を習得する 

 
 

山口徳地 ８人 

6.23（土） 

～24（日） 

スタッフスキルアップ研修③ 

「徳地アドベンチャー教育プログラム体験会」 

・グループワークにより，協調性や信頼感をはぐくむ

「徳地アドベンチャー教育プログラム」の体験と指

導方法の理解 
 

山口徳地 ４人 

8.7（火） 

～ 9（木） 

スタッフスキルアップ研修④ 

「人間関係づくりへのアプローチ講習会」 

・ラボラトリー方式による体験学習法の講義と実習 

・体験学習プログラムの立案とファシリテーションの

実習・相互評価 
 

山口徳地 ２人 

 
※「徳地アドベンチャー教育プログラム」とは，グループワークにより，協調性や信頼感を高める体験学習プログラムで
ある。山口徳地では，このプログラムによる教育実践を進めており，利用団体に対する直接指導や企画事業の指導方法
やプログラムデザインに活用している。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

「青少年体験学習活動ボランティア養成研修」 

・救急救命スキルの講習 
「青少年体験学習ボランティアレベルアップ研修」

・活動する子どもとの関わり方の学び 
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２．キャンプの内容 
 

○ 事業全体の目的  

様々な自然体験活動や生活体験活動をとおして，自然の素晴らしさや不思議さに感        

動したり，仲間と目標を達成する喜びや自己肯定感を味わったりしながら，豊かな心を育む。 
 

○ 事業全体の目標  
 

・ 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を協力しながら取り組み，やり遂げる体験をとおして，達成すること

の喜びや自己肯定感を味わい，自信をもたせ，様々な活動への意欲を高める。    

・ 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。 

・ 児童に共感できるような自然体験 保護者プログラムを実施し，家庭で自然体験活動を振

り返る関わりができるように働きかけ，児童の体験を深め，定着させる。 
 
 
 
 

（１）第１回キャンプ  （平成１９年５月 ２６日（土）～ ２７日（日）・１泊２日）      

   テーマ「出会いのキャンプ」～新しい仲間・徳地の自然との出会い～  
        

① 第１回のねらい 

○ 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 

   初めてのキャンプで，遊び・徳地探険・野イチゴジャム作りなどを通して，春の徳地の

自然に出会い，これからの自然体験活動への期待を持たせる。 
 

○ 達成することの喜びや自己肯定感を味わい，自信をもたせ，活動への意欲を高める 

   食事，入浴，着替え，片づけ，就寝，起床洗面等の方法を体験しながら学び，家庭を離

れ，自分のことが自分でできる自信をつけさせる。 

○ 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 

   異年齢の友だちやスタッフと出会い，自然体験活動を一緒に行う中で，仲間意識 

  と安心感を持たせる。 

○ 保護者プログラムを実施し，振り返る関わりができるように働きかける 

   事業の趣旨を理解するとともに，ネイチャーゲーム体験を通して，自然の中で仲間と活

動する楽しさを体感し，帰ってから子どもの思いに共感できるように働きかける。 
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②プログラム第 1日目 ５月２６日（土） 

 

時間 活動・ねらい 留意点 

8:00 スタッフミーティングﾞ 

・スタッフ間の共通理解 

9:20 会場準備 バス発 

防府駅南口 

※添乗は，保護者から，子どもを手つなぎ

で受ける。 

10:00 

 

 

受付開始 バス到着 

・安心して活動できる雰囲気づくり 

 

 

 

最初のスタッフとの出会いを大切にするた

めに，笑顔で迎える。手つなぎで，会場へ

移動する。涙の見える子の対応は職員スタ

ッフ。 

時間 活動・ねらい 留意点 

11:00 

 

みんなでゲーム 

・始めて出会った班の友だちと，協力

 して課題解決するゲームを楽しむ 

・スタッフで６箇所の課題解決ゲームコ―

ナーを設置し，ゲームを通して仲良くな

れるようにする。 

・不安になっている子どもは，一対一対応。

12:00 徳地の食堂で昼ご飯 

・食堂のバイキング形式の食事の仕方

を学ぶ 

・食事の取り方を，手本を見せながら指導

 する。 

・食事の量が，極端に少ない子どもには，

 声をかけ，おかわりを取りに行かせる。

13:00 

 

 

 

徳地探険～みんなの材料を集めよう～

・地図を見ながら，徳地の施設周辺を

 班でまわり，クラフトの材料をあつ

めながら施設を知る。 

・地図を見るときは，班全員で見るようし，

 探険の中で仲間意識を育てる。 

・班の前後にスタッフが位置し，子どもが

 はぐれないようにする。 

14:00 

 

 

ふくろうバッチを作ろう 

・自然物を利用して物をつくる喜び 

 を体感する。 

・ホットボンドの扱いは，スタッフが手本

を見せる。可能な限り，子どもに工作を

させ，完成の喜びを感じさせる。 

17:00 

 

夕べのつどい・夕食 ・集合時間に間に合うように，時計を見な

がら班で集まることを指導する。 

19:00 

 

入浴 

・入浴の仕方を学ぶ 

・スタッフと一緒に入浴し，入浴のマナー

 を学ぶとともに，仲間意識を深める。 

19:40 絵本読み聞かせ 

・心を落ち着かせる。 

・ふりかえり，就寝の前に，子どもたちの

 心を落ち着かせるために絵本の読み聞か

せをする。 

20:10 ふりかえり・就寝準備 

・１日をふりかえる習慣づくり 

・家庭を離れても寝ることができる 

・ふりかえりカードの気持ちを表す顔に色

を塗り，楽しかった絵をかくことで， １

日のふりかえりをする。 

・就寝前の片づけと布団の敷き方を，手本

を見せながら，子どもに指導する。  
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第２日目 ５月２７日（日） 

時間 活動・ねらい 留意点 

6:45 起床・身支度 

・早起きへの自信 

・健康観察とおねしょのチエックを，子ども

の表情を見ながら安心感を持たせながらお

こなう。 

7:30 朝のつどい・朝食 

・自分のことは，自分でできる自信 

・集合時間，バイキング形式の食事の取り方

について，早目に声をかけながら，指導，

徹底する。  

8:30 

 

宿舎清掃・荷物移動 

・自分のことは，自分でできる自信 

・清掃の手本を見せながら，指導し，みんな

で分担，協力しながら行うようにする。 

9:30 

 

 

 

 

時間 

野イチゴジャムと串パンづくり 

～初夏の恵みをいただこう～（野炊）

・仲間と協力して，野イチゴを集める

・自然の材料を使って，料理して食べ

る喜びを体感する 

活動・ねらい 

・班で１つの採集袋に，協力して野イチゴ 

 を見つけ集める活動をとおして，仲間意識

 を育むとともに，徳地の自然の豊かさを感

じさせる。 

・ツタウルシに触れないように指導する。 

留意点 

 

10:00 

 

 

保護者プログラム 

・１年間の事業・目的の説明 

・子どもに共感～ネイチャーゲーム～

 

 

 

・事業の目的を，保護者に理解してもらい，

家庭での働きかけをお願いする。 

・徳地の自然のよさを体感してもらい，子ど

もへの働きかけが効果的にできるように 

する。 

13:00 

 

 

ふりかえり 

・感動と自信の呼びおこし 

・感動の表現 

・「こんなことしたよカード」に絵，または，

文字で思いを表現する。可能なら，班の中

で発表させ，自信を深めさせる。 

 

13:50 

おわりのつどい 

・次回への期待 

・次回の活動を映像で知らせ，これからの 

 キャンプへの期待を持たせる。 

  
 ③ 第１回キャンプの成果と課題 

  ア 行動観察から（キャンプ後の反省ミーティングより） 

      今回は，安心感が持てる仲間や自然との出会いと，基本的生活習慣ができる自信を持たせ

ることをキャンプのねらいとして，活動プログラムを絞った。この２点については，３６名

中３４名は，活動中の表情とふりかえりシートから，ほぼ達成できたと判断した。特に，家

庭を離れても，「自分のことは自分でできる」という自信をもたせてキャンプを終えることが

できた。２名は，家庭から離れての不安から，涙を見せる場面があり，スタッフが一対一対

応をした。この２名は，活動の見通しが持てるようになるとと安心して，活動に取り組める

ことがわかったので，次回の対応に生かし，より大きな自信が持てるように配慮していくこ

とをスタッフ間で確認した。 
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  イ アンケートから（キャンプ一週間後の参加者，保護者アンケートより） 

    キャンプ一週間後に参加者と保護者より提出されたアンケートでは，「キャンプは楽しかっ

たですか」への問いでは，全回答とも「４とても楽しかった」，「３楽しかった」が選択され

ており，「２あまり楽しくなかった」，「１楽しくなかった」の選択はなかった。「安心して活

動できましたか」と，「スタッフはたよりになりましたか」の問いへの回答も，同様であった。 

このことから，安心感を持たせるというねらいは，ほぼ達成できたと判断する。 

    また，「キャンプの前に不安だったことは」の問いでは，「１人でできるか」への選択が子

ども，保護者とも最も多かった。また，「キャンプで自信がついたことは」の問いでは，「１

人でできる」の選択が最も多く，もう一つのねらいである基本的生活習慣への自信について

も，多くの子どもたちはねらいが達成できたと判断する。 

    保護者の自由記述の欄では，「帰ってから，キャンプのことをたくさんしゃっべったので，

驚いた」というような記述が多数見られたことから，保護者プログラムで理解を求めた子ど

もに共感する関わりが，多くの家庭でおこなわれたと考える。 
    
  以上のことから，ねらいとプログラムの設定は，概ねよかったと判断する。  

串焼きパン作 徳地探険 
 

 

 

 

 

（２）第２回キャンプ  （平成１９年８月１０日（金）～１２日（日）・２泊３日）      
   テーマ「おもいっきり夏」～夏の自然を仲間と楽しもう～ 
 

① 第２回のねらい 

○ 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 

   テント泊，沢での活動，野外炊飯，天体観測などを通して，夏の徳地の自然に出会い，

感動体験を広げるとともに，家庭を離れても自分のことや活動ができる自信を深めさせ

る。 

○ 達成することの喜びや自己肯定感を味わい，自信をもたせ，活動への意欲を高める 

   テント設営，野外炊飯，沢登りなど，困難な活動にチャレンジし，仲間とともにやり遂

げる体験をとおして達成感を感じさせ，様々な活動への意欲を高める。 

○ 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 

   仲間と励まし合いながら困難な活動にチャレンジする中で，仲間と一緒に活動するよ

さと喜びを体感させる。 

○ 保護者プログラムを実施し，振り返りの関わりができるように働きかける 

     ネイチャーオリエンテーリングを通して，子どもたちが活動している徳地の自然のよさ

と楽しさを体感し，帰ってから子どもの思いに共感できるように働きかける。 
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②プログラム 

第１日目 8 月１０日（金） 

時間 活動・ねらい 留意点 

10:00 受 付 

・キャンプへの安心感をもつ 

・笑顔で出迎えるとともに，子どもの健康

状態を保護者から聴き，様子を把握する。

10:30 

 

 

再会のつどい・みんなで遊ぼう 

・再会を喜び合う 

・３日間の見通しを持つ 

・映像をとおして，３日間の見通しと期待

 を持たせる。 

・ゲームをとおして，仲間との再会の喜び

を体感させる。 

 12:00 

 

 

昼食・食育学習 

・体と心の健康のために，バランスと

量を考えて食事をとることを学ぶ 

・食事の後，栄養バランスと量について学

び，食事の取り方について意識をさせる。

 13:00 みんなのテントを立てよう 

・班のテント２つを，仲間と協力して

立てる活動をやりとげ，自信を深め

る 

・ポールなど，安全指導をしながら，力 

のいるところも，できるだけ自分たち 

でおこなわせ，立ったときはみんなで 

喜び合うようにする。 

15:30 
 

自分たちでカレーを作ろう 

・自分の役割を，責任をもってやりと

げ，料理する喜びを体感する 

・学年と希望に応じて，役割分担をすると

 ともに，手本を見せて指導した後は，で

 きる限り自分たちで作らせ，料理する喜

びを体感させる。 

19:00 

 

入浴・かたづけ 

・前回の学んだことを生かし，自分の

ことができる自信を深めさせる 

・前回と同様の指導し，生活習慣を定着さ

 せる 

20:00 天体観測 

・流星，天の川，木星を見る 

 

・星を観測し，人工光の反射していない夜

空の美しさを感じさせる。 

時間 活動・ねらい 留意点 

20:45 ふりかえり・テント泊 

・１日をふりかえり，自分のがんばり

や友だちへの感謝を思い返す 

・風の音を聞きながら就寝するテント

泊を体験する  

・テントの中で，ランタンを灯して，振り

返りをすることにより，仲間意識を育む。

・安全確保のため，トイレへのルートには，

投光器を設置するとともに，夜間のトイ

レは，スタッフが同行する。 

第２日目 8 月１１日（土） 

時間 活動・ねらい 留意点 

6:45 

 

起床・準備・朝のつどい 

・早起きし，自分で身支度，片づけ 

をする 

・沢探険の準備物を，現物を見せながら伝

え，時間内に自分で準備できるように指

導する。  

7:30 朝のつどい・朝食・沢への移動 ・前日の食育学習を思い出させ，食事の取

り方を意識させる。 
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10:00 

 

おもいっきり沢 

①沢登りにチャレンジ 

・励まし合いながら，沢を登りきり，

 やりとげる喜びと自信を体感する 

②川魚の串焼き丸かじり 

・夏の沢の自然の恵みを味わい，旬の

 食材のおいしさを体感する 

③沢の生き物探し 

・豊かな沢の生き物を調べ，山と川の

 豊かさを体感する 

・沢登りでは，安全確保のために，班の先

頭と最後尾にスタッフが位置し，先頭は

歩き方の手本を見せながら，最後尾は足

場等の指示を出しながら，子どものチャ

レンジを支える。 

・生きたアマゴ（川魚）を手でつかませた

後，頭がかじれる程度に柔らかく炭火で

串焼きにし，旬の食材のおいしさを体感

させる。 

・水生昆虫の種類，数の多さを感じさせる。

14:00 

 

移動・自分で洗濯 

 

・濡れた衣服を，たらいで洗濯をし，生活

体験を増やす。 

17:00 夕べの集い・夕食・入浴  

19:00 キャンプファイヤー ・仲間とともに，夏の夕暮れと，火のあか

りの美しさを感じる。 

20:20 

 

ふりかえり・就寝 ・テントの中で，仲間との関わりを想起 

させ，仲間と活動するよさを意識させる。

第３日目 8 月１２日（日） 

時間 活動・ねらい 留意点 

6:45 

 

起床・準備・朝のつどい ・時間内に自分の荷物の片づけができるよ 

うに指導する。  

7:30 朝のつどい・朝食 ・前日に続き，食育学習を思い出させ，食 

事の取り方を意識させる。 

9:00 

 

 

テント撤収 

・使ったテントや寝袋を協力して片 

 づける  

・使ったものは，もとどおりにかたづける 

よう指導する。 

 

10:00 

 

 

 

時間 

ストーンアート・かき氷 

・前日に沢で拾った石の形を生かし

て，色やかざりをつけて楽しむ。

 

活動・ねらい 

・石の形や色などに注目させ，その石の特

徴を生かしながら色をつけたりして動物

などを表現させ，石の感触を楽しませる。

 

留意点 
 

10:00 

 

 

保護者プログラム 

ネイチャーオリエンテーリング 

「森の木樹ウオッチング」 

～森と子育て～ 

 

・徳地の森の木を巡りながら，木の強さ，

やさしさ，不思議さを感じてもらい， 

子どもたちの自然の中での感動体験に共

感できるように働きかける。 

12:00 昼食 
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13:00 ふりかえり・一言感想 

・感動と自信の呼びおこし 

・感動の表現 

 

・「がんばつたこと・できたこと」，友だち

に「ありがとうといいたいこと」を中心

にふりかえりをし，自信になったことと，

友だちへの感謝の気持ちを想起させる。

13:50 おわりのつどい 

・次回への期待 

 

 

③ 第２回キャンプの成果と課題 

  ア 行動観察から（キャンプ後の反省ミーティングより） 

     今回は，自然の中でのチャレンジをやり遂げる体験により，達成感を体感させ，活動への

自信をもたせることをキャンプのねらいとして活動プログラムを絞った。この点については，

３５名中３４名は，活動中の様子とふりかえりシートから，ほぼ達成できたと判断した。低

学年児童にとっては，ハードルが高いと思えるプログラムであったが，見本を見せ，方法と

見通しをわかりやすく伝えられれば，子どもたちは勇気をもってチャレンジし，大きな達成

感と自信を味わわせることができる。１名の児童は，寝不足から体調を崩してしまい沢登り

に参加できなかった。次回は，安心して就寝できるような配慮と，登山での達成感がもてる

よう，病気で欠席した１名の児童とともに配慮していく必要がある。 
 

  イ アンケートから（キャンプ一週間後の参加者，保護者アンケートより） 

    キャンプ一週間後に参加者と保護者より提出されたアンケートでは，「キャンプは楽しかっ

たですか」と，「安心して活動できましたか」への問いでは，前回よりも，「４とても楽しか

った」の選択が増えた。しかしながら，「スタッフはたよりになりましたか」の問いでは，平

均値が若干ではあるが下がっている。第１回より，子どもたちに活動を任せる部分が多くし

たことが理由の１つとして考えられるが，まだ２回目なので，より丁寧な指導が必要であっ

た。 

また，「キャンプで自信になったことは」の問いでは，「きついこともがんばれる」の選択

が最も多く，多くの子どもたちはねらいが達成できたと判断する。保護者の自由記述の欄に

おいても，「たくましくなった」，「自信をもったよう」というような記述が多数見られたこと

から，沢登りのようなダイナミックな自然体験活動は，低学年の児童に自信を持たせるのに

効果的であったと考える。 
    
   以上のことから，ねらいとプログラムの設定は，概ねよかったと判断するが，事後アンケー 

トより，活動のハードルが高いと感じた児童がおり，一人ひとりへの丁寧な観察と対応が，必

要であった。次回事前ミーティングでスタッフ間の対応を共通理解した。  

 

（３）第３回キャンプ （平成１９年１１月１０日（土） ～ １１日（日）・１泊２日） 

   テーマ「秋の自然にどっぷり」 ～秋の美しさに出会いにいこう～ 

 
 

① 第３回のねらい 

○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 
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   早起きして美しい日の出を見に早朝登山をしたり，秋の木の実と丸太を使ってクラフトをし

たりして，秋の自然の豊かさと美しさを体感させる。 

○達成することの喜びや自己肯定感を味わい，自信をもたせ，活動への意欲を高める 

  早朝に起き，暗闇の中，仲間とはげましあって日暮ヶ岳登山をやり遂げる活動をとおして，

達成感を感じさせ，様々な活動への意欲を高める。 

○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 

仲間と励まし合いながら困難な活動にチャレンジする中で，仲間と一緒に活動する心強さと

共に成長する喜びを体感させる。 

○保護者プログラムを実施し，振り返る関わりができるように働きかける 

     人間関係づくりを目的とする徳地アドベンチャー教育プログラム体験を通して，子どもが友

だちとコミュニケーションを深めていく過程に思いを寄せ，帰ってから子どもの思いに関われ

るように働きかける。 
 

②プログラム 

第１日目 11 月１０日（土） 

時間 活動・ねらい 留意点 

10:00 受 付 

・キャンプへの安心感をもつ 

・笑顔で出迎えるとともに，子どもの健康

状態を保護者から聴き，様子を把握する。

10:30 

 

 

再会のつどい・みんなで遊ぼう 

・再会を喜び合う 

・２日間の見通しをもつ 

・映像をとおして，３日間の見通しと期待

 を持たせる。 

・ゲームをとおして，仲間との再会の喜び

を体感させる。 

 10:50 

 

 

秋の自然を集めよう 

・班の仲間と秋の木の実を集める活 

 動を通して，里山の自然の豊かさ 

 を感じ取る 

・班の仲間みんなで木の実を集めるように

働きかける。 

・「徳地木の実マップ」を渡し，様々な 

種類の木の実と出会えるようにする。 

12:00 

 

昼食・食育学習 

・心と体を育てる食事のとり方につい

て学ぶ 

・自分がとった食事の栄養バランスが視覚

的にわかるように，おぼんにのせるバラ

ンスシートを活用する。 

14:00 徳地秋の森を作ろう 

・集めてきた実などを使って，「小さ

な森」を作り，秋の実りを楽しむ 

 

 

・木の実を使った動物の見本を何種類か提

 示し，クラフトへのイメージを持たせる。

・安全確保のため，刃物類を使うコーナー

 は，席から離れた場所に設置し，スタッ

 フがつく。 

17:00 入浴・かたづけ  

17:30 

 

夕食・いも煮会 

・秋の旬の食材を食べ，実りの季節を

感じる 

・仲間とともにいろりと鍋を囲む夕食を通

して，実りを喜び合う体験をする。 

20:00 ふりかえり・就寝 ・早朝登山に備えて，早めに就寝させる。
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 第２日目 11 月 11 日（日） 

時間 活動・ねらい 留意点 

4:30 

 

起床・準備 

・早起き体験 

・登山の前に，表情や動作からも健康状 

 態を把握する。 

 5:00 日暮ヶ岳早朝登山・日の出との出会い

・登山をやり遂げる。 

・日の出に出会い，自然のすばらしさ

を感じる。 ※日の出時刻 6:38 

・班の全員が登りきれるように，声を掛け

合いながら登山ができるように働きかけ

る。 

・山頂では，全員が登れたことを喜びあい，

仲間と困難を克服して目的を達成する喜 

びを体感させる。 

7:00 

 

山頂朝ごはん 下山 休息 

・すがすがしい空気，美しい景色の中

で温かい朝食のおいしさを感じる。

・急斜面を，助け合いながら下山し，

やり遂げたことを喜びあう。 

・寒い中，あたたかいココアとホットドッ

 グを食べ，朝ごはんのおいしさを体感す

る。 

 

10:00 

 

保護者プログラム 

徳地アドベンチャー教育プログラム体

験 

・体験学習を体験し，子どもへの共

感を深める。 

 
・人間関係づくりを目的とした体験学習プ

ログラムを体験し，人との交流の楽しさ

を感じてもらい，子どもたちの友だちと

仲良くなる喜びに共感できるように働き

かける。 

10:45 
 
思い出の絵を描こう 

・２日間の思い出を絵に描き，気づき

や思いを深める。 

 

・終わりのつどいで，一人ひとり発表で

きるように，がんばったこと，自信に

なった出来事を絵や文字にするように

働きかける。 
11:45 昼食・食育学習 

・栄養バランスのとれた食事を選択す

る 

・前日の食育学習を想起させ，バイキング

形式の昼食で実践するよう働きかける。

13:30 終わりのつどい・発表 

・活動を振り返り，自信を深める 

・みんなの前で思いを伝える 

・自分のがんばりや，なかまとのかかわり

の喜びなど，自分の思いが伝えられるよ

 うに支える。 

 ③ 第３回キャンプの成果と課題 

  ア 行動観察から（キャンプ後の反省ミーティングより） 

今回は，早朝登山をやり遂げる困難克服体験により，達成感を体感させることと，仲間と一

緒に活動する心強さと共に成長する喜びを体感させることをキャンプの中心のねらいとした。

早朝登山では，３回目のキャンプで仲間とのつながりが深まっている段階でもあり，仲間と励

まし合う姿が見られたと全班から観察報告があった。早朝登山は，この事業全体の中で，最も

困難な活動であったが，その分，子どもたちの達成感と仲間意識のつながりも大きいものとな

った。   
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  イ アンケートから（キャンプ一週間後の参加者，保護者アンケートより） 

    満足度に関わる項目では，過去，最も高い平均値であった。 

また，「キャンプで自信になったことは」の問いでは，前回と同様に，「きついこともがん

ばれる」の選択が最も多かったが，ほぼ同数で，「友だちと仲良くなれる」の選択が二番目に

多かった。保護者の自由記述の欄においても，「友だちの話をたくさんした」，「友だちとのか

かわりが楽しそう」というような記述が多かったことから，３回目のキャンプでは，友だち

との関わりを強く意識している。人間関係を学ぶ上でも，シリーズキャンプの効果はあると

考える。   

以上のことから，ねらいとプログラムの設定は，よかったと判断する。 

○ キッズわくわくキャンプだより 速報３号より抜粋 
 

②木のみあつめ 
みんなで力をあわせて， 
秋のめぐみをあつめよう。 

木のみ地図をみて，
アラカシ，どこに
ある？ 

スペシャルコーナー
みんなで問題を解い
て木の実をゲット 

③クラフト
徳地の森作り 
 
すごい集中力! 

あっ，クヌギあった!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④食事について
学ぼう 

バランスよく食べ
ようね。今日の 
昼ごはんをふりか
えろう。  

 
 
 
 

びっくり!みんなすごいよ。 
すばらしい作品ができました。

 
 
 
⑤早朝登山に挑戦！～日の出を見に行こう～ 

なんと1時間ちょ
っとで全員山頂
へ。みんなすごい。

急な登り坂をラン
プをつけて登りま
した。速いペース
でびっくり。 

日の出，見れました。

太陽ってまん丸。あら

ためて感じました。 

真っ暗の中，朝 5 時
に出発。早起きもへ
っちゃらでした。 
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(４) 第４回キャンプ (平成２０年１月１２日（土） ～ １３日（日）・１泊２日) 

  テーマ「徳地冬まつり」～なかまと力を出しあい最終回キャンプを楽しもう～ 

① 第４回のねらい 

○ 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 

・山の冬の草木を使って，フラワーアレンジメントを体験し，ろうそく台を作

り上げる活動をとおして，冬の草木の美しさを感じ取らせる。  

・なかまと協力してきねとうすを使ってもちをつき，おいしく食べる活動をとおして，先人

の知恵と冬の楽しみを体感させる。 

○ 達成することの喜びや自己肯定感を味わい，自信をもたせ，活動への意欲を高める 

    ・これまで，様々な困難な活動を，なかまと共にやり遂げた自分を振り返り，自

然や他者と関わっていくことや，自立への自信を深めさせる。  

・自然の材料を使って，根気よくろうそく台を作り上げる活動を通して，もの作りへの自

信を深め，楽しさを体感させる。 

○ 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 

・キャンドルサービスや，もちつきパーティなど，最後のキャンプを楽しむ活動をとおして，

友だちやスタッフとの心の交流をさらに深め，感謝の思いをもち，自分の言葉でなかまに

伝えることにより，コミュニケーションへの自信を深めさせる。  

○ 保護者プログラムを実施し，振り返る関わりができるように働きかける      

 ②プログラム 第１日目 １月１２日（土） 

時間 活動・ねらい 留意点 

10:30 再会のつどい  

 10:50 みんなであそぼう・冬の草木集め   

12:00 昼食  
13:00 フラワーアレンジメント 

・冬の草木を飾り付けたキャンドル立

て作りをとおして，冬の草木の美し

さを感じる 

・自然の美しさと物づくりの喜びを体感さ

せるために，根気のいる作業で集中力が

続くように励ますとともに，完成を班全

員で喜びあうようにする。 

15:00 徳地冬の火祭り 
・どんど焼きをとおして，火のあたた

かさを感じる 

・班で落ち葉を集めさせ，書き初めや正月

かざりとともに燃やし，昔から伝わる 

 伝統行事を仲間と楽しませるとともに，

火の暖かさを意識させる。 

16:00 
 

「石風呂体験」 

・冷えた体を温めながら石の保温力

と先人の知恵を体感する。 

・石風呂体験を楽しむとともに，囲炉裏を

 囲んでダッヂオーブンで作ったスープを

 楽しみ，冬の楽しみを体感させる。 

17:00 入浴・かたづけ  

17:30 
 
「キャンドルのつどい」 

・ろうそくの灯りの中で，仲間と楽し

み，感謝の気持ちを言葉で表す。 

・仲間とともに午後に作り上げたキャンド

ルスタンドを囲み，夜のほのかな灯りと

ゲームを楽しんだ後，一人ひとり，仲間

への思いを発表させ，コミュニケーショ

ンへの自信を持たせる。 
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20:30 ふりかえり・就寝  

第２日目 １月１３日（日） 

時間 活動・ねらい 留意点 

6:45 起床・準備  

7:30 朝のつどい・朝食  

9:00 
 
ふりかえり 

「成長を振り返って，思いを伝えよう」

・PJ の写真を見てキャンプを振り返 

り，自信になったこと，新年の決意

を色紙カードに書く 

・４回の活動を振り返らせ，自信になった

こと，次への目標を色紙に書かせ，午後

の発表の準備にするとともに，自信を深

めさせ，帰ってからの活動の意欲を高め

るようにする。 

10:00 
 
七草集め・おもちパーティ 

・仲間と協力して，春の七草を集める。

・仲間ともちをつき，仲間との最後の

 昼食を楽しむ 

・集めた七草は鑑定し，不明なものは，取

り除く。 

・もちつきから片づけまで，できるところ

 は，可能な限り児童に任せ，班での達成

感が体感できるようにする。 
 

10:00 

 

保護者プログラム 

①体験活動のすすめ（講演） 

②事業報告 

 

・子どもたちの一年間の活動と成長を詳し

く伝え，子どもの自信と意欲を高める関

わりができるように働きかける。 

13:00 
 
 

さよならミーティング 

「思いを伝えよう」 

旅立ち式 

 

・一人ひとり発表し，仲間の発表を聴き，

あらためて仲間と活動するよさを体感し

て，次への活動の自信と意欲につながる

ようにスタッフ全員で，真剣であたたか

な雰囲気づくりを行う。 

 

③ 第４回キャンプの成果と課題 

ア 行動観察から（キャンプ後の反省ミーティングより） 

最終回キャンプでは，「コミュニケーションへの自信を深めさせる」を中心のねらいとし，，

スタッフは，キャンドルナイトや，もちつきパーティ，メッセージカード等のプログラムにお

いて，仲間との関わりを意識させるように配慮しながら支援をした。その結果，１，２年生で

は，「自分の思いが伝えられるようになった」と，「ありがとうがすぐ言えるようになった」等

のコミュニケーションに関わる観察報告が多くあげられ，３年生では，「友だちを気遣うよう

になった」等のリーダーシップに関わる観察報告が多くあげられた。 

これらのことは，４回のキャンプの中で，徐々に子どもたち同士の人間関係が築かれていき，

人と関わる喜びと自信を体験から学んだ成果と考える。   
 

  イ アンケートから（キャンプ一週間後の参加者，保護者アンケートより） 

    満足度に関わる項目では，児童，保護者とも，どの項目の平均値も 3.8以上（最高 4.0）で

あった。「キャンプで自信になったことは」の問いでは，「友だちと仲良くなれる」の選択が最

も多くなった。また，保護者の自由記述欄においても，「友だちのかかわり」に関する記述が
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増えている。これらのことから，４回目のプログラムのねらいの一つである「コミュニケーシ

ョンへの自信を深めさせる」は，多数の児童において効果があったと考える。 

     
以上のことから，「コミュニケーションへの自信」をねらいとしたプログラムの設定は，よか

ったと判断する。 

 

○ キッズわくわくキャンプだより 速報４号より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

あ っ た

②きのみあつめとゲーム 
みんなで力をあわせて，見つけて集め

て，ゲームをクリアーしよう。  

③フラワーアレンジメント
すごいさくひんが，できたよ!

木の実どこだ!

①さいかいのつどい 
ひさしぶり!元気だった! 
最終回，みんなで楽しもう。 

どんど焼き 
みんな健康に 

ちよっと，ゲーム 

シート風にのっけてゲーム

こんなことするんだあ。 

目をつぶってゴー

 
 
 
 
 
 
 
 

32   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．評価方法と結果  
 
（１）参加者，保護者アンケートより ・・・・・・・ ３３ 
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１．評価方法と結果 
 

参加者の変容とプログラム効果を検証する方法として，次の２つの方法を用いた。 

①参加者と保護者に対する各回キャンプの事後アンケート調査（以下，「アンケート」）

②ボランティアスタッフと職員による行動変容の観察（以下，「観察」）。 

この２つの結果をもとにプログラム企画・評価協力者会議で評価し，プログラムの効果

を判断することとした。 

また，各回毎の評価は，キャンプ終了後のスタッフミーティングでも行い，次回のキャ

ンププログラムに生かしていった。 

 

（１）参加者，保護者事後アンケートより 

①「キャンプの内容」，「活動の安心感」，「スタッフへの信頼」に関する満足度 

参加者への事後アンケートでは，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4-1）。第１回から，各平均値が高くな

っていることから，第１回目の生活指導を丁寧におこなったことで安心できる環境であ

ることを体感させ，家庭を離れても生活できる自信を持たせることができ，以後のキャ

ンプの活動の意欲につながったと考える。 

また，保護者の帰宅後の行動観察アンケートにおいても，「自然体験」，「宿泊体験」， 

「人との関わり」の項目において，第１回から高い平均値となっている（表4-2）。 

 

 
( 表 4－1 ) 参加者事後アンケート結果１ ※数値は全回答者の平均，最高４点～最低１点  

 

 

 

 

 

 

 
 
  

質問項目 キャンプは楽 

しかつたか 

安心して活動で

きたか 

スタッフは頼 

りになったか 

第１回 3.8 3.8 3.9 

第２回 3.9 3.9 3.7 

第３回 4 3.9 3.9 

第４回 4 3.9 3.9 
 

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

第１回 第２回 第３回 第４回

キャンプは
楽
しかつたか

安心して活
動できたか

スタッフは
頼りになっ
たか

 
 
 

質問項目 自然体験は楽

しそうだったか 

宿泊体験は楽し

そうだったか 

人との関わりは楽

しそうだったか 

第１回 4 3.9 3.8 
第２回 4 3.9 3.9 
第３回 4 3.9 3.9 
第４回 4 3.9 3.9 

3.7

3.8

3.9

4

第１回 第２回 第３回 第４回

自然体験は
楽しそうだっ
たか

宿泊体験は
楽しそうだっ
たか

人との関わ
りは楽しそう
だったか　

( 表 4－２ ) 保護者事後アンケート結果１ ※数値は全回答者の平均，最高４点～最低１点 
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② 自信がついたと思う項目の選択 

事後アンケートにより参加者に自信がついたことを問うと，始めのころの回では，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。しかし，終わりの回になるにつれ，困難な活動をやり遂げることや，人間関係

づくりへの自信，自然との関わりへの自信に関する項目の選択が増えていき，自立に関

する項目の選択が減った(表4-3)。このことは，最初に家庭を離れても安心して生活でき

る自信をつけてから，次にまわりに目が向き，次第に人や環境に働きかけて活動する自

信と意欲を持ったと考えられる。このことから，四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を身につけたり，様々な活動への自信を

持たせる体験をさせたりするプロセスが可能である点から，大変有効であると考える。 

また，保護者の帰宅後の行動観察アンケートにおいても，回が進むにつれて，各項目

の選択が増えている。４回目の「困難克服」の項目においては，減少しているが，この

回は，コミュニケーションに重点を置き，第２回，３回と異なり困難克服に直接つなが

る活動がなかったためと考えられる。 

 

(表 4－3 ) 参加者・保護者アンケート結果２ ※数値は（選択者数/全参加者数×100）  

 

 

回答者 参加者 保護者（帰宅後行動観察） 

      回 

選択項目 
２回  ３回 ４回 ２回  ３回 ４回 

自立に関わる項目 74 72 64 31 67 85 

コミュニケーションに

関わる項目 
51 57 68 28 70 82 

困難克服に関わる項目 49 61 62 43 64 47 

自然との関わりに関す

る項目 
48 36 59 26 70 80 
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③ 保護者の自由記述より 

また，全日程終了後の保護者アンケートでは，日常生活での変容が多く書かれており，

キャンプでつけた自信を基とした活動意欲が，日常生活でも継続していると考えられる。 

 

ア 企画・評価協力者会議保護者代表委員の感想 
 

「キッズわくわくキャンプ」を振り返って 

企画・評価協力者会議 保護者代表 片山敏郎 
 

｢お母さん，ただいま。キャンプで沢登りをしたよ。歩いても歩いてもなかなか進まなか

ったよ。すごい大変だった。足がつかないところはロープを持って進んだよー。｣と家に帰

ってくるとすぐ，キャンプのことを話し始める息子。目を輝かせて話す様子からは何かを

やり遂げたという充実感と自信が感じられた。今まで見たことのない我が子の姿が見られ

た。普段は，自分から学校の様子など話すことはあまりなく，母親が「今日の授業は何が

楽しかった？」「友だちと何して遊んだ？」などと聞くと，それに対して答えることが多い。

そんな我が子が，「キッズわくわくキャンプ」では，毎回，スタッフのみなさんと「さよな

ら」の挨拶をした後，大駐車場までの道すがら，家までの車の中，家に帰ってからも，自

分からキャンプの話をする子どもの姿を見ることができた。印象的な子どもの姿は，駐車

場近くの道端のクサイチゴを見つけて，「これは食べれるんよ。」と自分で採って口に入れ

ていたことだ。日程が学校行事と重なったために，途中参加となり，スタッフの方にご迷

惑をお掛けすることもあったが，参加させてもらって本当によかったと思った。 

「このキャンプに子どもを参加させたい！」と思ったのは，我が家が街中，マンション

住まいで，日常生活の中で，自然と触れ合う機会が少ないことから，子どもに思いっきり

自然と遊ぶ経験をさせてやりたいと思ったからだ。また，既成のおもちゃや本では得るこ

とができない素敵な体験をして欲しかったということもある。そして何より，友だちづき

あいが苦手な我が子に，友だちとの関わり方を少しでも学んでほしいと思ったからだ。友

だちと遊ぶのは大好き。でも，遊びの中で相手が言われてうれしくない言葉を口にしたり，

すぐすねてしまったりする我が子の姿があった。保育園でも，小学校での学校生活をふり

かえっても，友だちとのけんかは日常茶飯事。このキャンプの目的に書かれていた「自然

体験活動と生活体験活動を通して，豊かな心をはぐくむ」，目標の中にあった「協力しなが

ら行う活動を通して自己肯定感を味わう」を見て，我が子にぜひ参加させたいと考えた。

自然の中で，同学年の仲間と様々な活動をしたり，寝食をともにして過ごしたりしながら，

相手の気持ちを考えた関わり方ができるようになってくれればと思った。そして，大学生

のボランティアを含めたスタッフの方から，基本的生活習慣について，家庭と同じ注意を

受けることで，子ども自身が気づく機会になり，いろいろなアドバイスをしていただく中

で，少しでも成長してくれればと願って参加をさせた。 

４回の活動を終えた子どもをふりかえってみると，うれしいことがたくさんあった。片

付けが苦手な我が子が，持参物をてきぱきと準備したり，帰宅してすぐに自分から荷物を

片付けたりする姿を見たときに基本的生活習慣に対して，適切な指導をしていただいたこ

とが子どもを見てわかった。言われなくても自分から進んでやっている姿を見ていて，頼

もしくもありとてもうれしく感じた。ある時，母親が夕食にカレーを作っていると，「ぼく，

キャンプでやったからできるよ。手伝ってあげる！」と言ったことがあり，母親は感動し

ていた。一番驚いたことは，「ありがとう。いつも大変だね。」と母親を気遣う言葉が増え
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たことだ。キャンプで洗濯をしたからだと思うが，「洗濯って大変だね。いつもきれいにし

てくれてありがとう。」と言った言葉を聞いたときは，涙が出たそうだ。残念なことは，キ

ャンプに参加した友だちのことは話にあまり出てこなかったことだ。親としては，何かを

得てくれたと信じたい。また，このキャンプでは，子どもとは別に保護者プログラムを用

意していただき，幼児と共に参加したこともあったが，参加した年長の我が子もとても喜

び，小さな子でも体験できる自然体験活動があることを知るよい機会になった。ただ，キ

ャンプに参加した子どもと同じプログラムができなかったことは残念だった。 

 最後に，４回のキャンプを通してお世話になったスタッフのみなさんに心よりお礼を申

し上げたい。毎回のキャンプ後，届けていただいたキャンプの様子が分かる写真入りの「キ

ッズわくわくキャンプだより」は，子どもの様子を見る上でも，子どもと語る資料として

も，とても貴重な物になった。本当にありがとうございました。 

   

イ 保護者事後アンケートより抜粋 

 
○ 親の心配とは裏腹に成長して帰ってきた。特に登山は自信がついたよう。見えにくい部

分でも成長している。 

○ １人で準備し，わくわくして出かけていく姿を見て，子育ての参考になった。 

○ 体力的に不安があったが，支えにより，やりぬくことができた。保護者プロも勉強になった。 

○ 本来持っていたたくましさが出てきたように思う。仲間と協力して困難を乗り越えた経験が

自信に。人に習ったりして，自分でやる姿勢がでてきた。 

○ ありがとうがいえるようになった。帰ってから，体力づくりにがんばっている。 

○ 早起きして登山をしたことが自信に。友だちのことをたくさん話すようになった。 

○ 行かないと行ったことがうそのよう。すごい自信に。友だちの話もたくさん出た。 

○ 友だちのことをたくさん話してびっくり。友だちとのつながりが深まったよう。 

○ 沢登りが自信に。帰ってから，カレーをつくってくれた。  

○ 自然に親しむ，困難に挑戦，仲間との関わり，たくさんの経験ができた。 

○ 困難を克服して，自分に自信を持てたよう。 

○ 少しずつ「自分でやろう」とする意欲が感じられるようになった。 

○ 自分でする自信，仲良くなる自信，工作への興味がもてた。 

○ 不慣れな所では，食事がとれなかったが，自信がつき積極性がでてきた。 

○ 自然が大好きになった。新しい友だちとの出会いに喜びを感じている。 

○ 自然はたくさんのことを学べる。始めは不安そうだったが，友だちを作る楽しさを知ったよ

う。 

○ 困難体験が自信になったよう。家庭でも「できるよ」が増えた。 

○ 自分で目標を立てて，達成できるように頑張るようになった。 

○ 自信がつき，自分の思いが少しずつつたえられるようになった。 

○ 本来持っていたたくましさが出てきたように思う。仲間と協力して困難を乗り越えた経験が

自信に。人に習ったりして，自分でやる姿勢がでてきた。 
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（２）スタッフによる行動評価より 

  

 ① ねらいと方法 

参加している一人ひとりの子どもの課題や各回の変容を捉え，次回へのキャンプに生かすた 

め，各回キャンプ後の反省ミーティングで，スタッフによる「行動評価」を記録した（表 4-4）。 

評価の観点として，次のことをスタッフで共通理解した。 

 

・前回の行動評価から，その子どもの課題が明らかになった場合，活動中に，その課題に対

しての支援を心がけるとともに，その変容を記録する。 

・各回キャンプのねらいに即して，活動支援をするとともに，そのねらいを観点として行動

評価を行う。 

（ 表 4-4 スタッフ行動観察例 ） 

№ 第１回 第２回 第３回 第４回 

1 

お風呂からしゃべり始め

た。うれしそうに話をす

る。 

次…時間内に食べられ

るように早めに促す。 

前回よりできることが増え

た。発言も多くなってきた。

一生懸命取り組むように。

（自立） 

次…活動にイメージが持て

るような言葉がけが必要。 

ゆっくり，自分の思いが伝え

られるようになった。 

（人間関係づくり） 

次…待つことが大切。 

ゆっくりと確実に自分のことが

できるようになった。自分の思

いを自分の言葉で伝えられるよ

うになった。友だちと遊んだり，

話したりできる。 

（自立）（人間関係） 

8 

食事の量が少なか

った。意識して食事を取

りづらいということがある

のでは。 

次…最初の食事が大

切。言葉がけを。 

ごはんの量が増えた。この

ことは全ての活動への自信

につながったよう。（自立） 

次…安心と「やりたい」と思

える言葉がけを。 

食事を取ることに自信が持

てたよう。 （自立） 

次…話しやすい雰囲気づく  

りを。 

食事に自信がつき，たくさん食

べられるようになった。 

友だちと楽しそうに話ができる

ようになった。 

（自立）（人間関係） 

22 

 

よく発言。  

次…夜，少し寂しくなっ

たときに言葉を。 

よく発言するようになつた。

（人間関係） 

次…咳き込みに配慮を。 

友だちに順番をゆずったり，

「ありがとう」が自然に言える

ようになった。食事をバラン

スよくとるようになった。 

（人間関係） 

手伝いなど，人との関わりが優

しく，積極的になった。活動へ

の意欲が上がり，笑顔が増え

た。（人間関係） 

25 

友だちにパンを分けてあ

げた。 

次…シーツはたためない

が，友だちに頼めた。自

分でできるように。 

１日目は涙が見えたが，目

標を決めればしっかり活動

できるように。（自立） 

一度も涙を見せなかった。

弱音をはかずに登山などの

困難な活動をがんばった。 

（自立）（困難克服） 

泣かなくなり，友だちの中で元

気に活動できるようになった。 

（自立）（人間関係）（困難克服）

33 

明るく話をする。 

次…最終日に涙。迎え

に配慮を。 

話がとても上手。体力に不

安があったが，沢を登りきっ

た。（困難克服） 

次…子ども同士の関わりが

増えるよう。 

今回は涙をみせなかった。

体力的に不安を持つが，登

山をやり遂げた。（困難克

服） 

次…体力に不安を見せたと

きの配慮を。  

班の仲間との関わりが増える

につれ，仲間をまとめる意欲が

でてきた。 

（人間関係）  

 
② 行動観察の結果 

      スタッフが行動観察記録をつけることは，次回キャンプで一人ひとりの子どもに応じた支援 

をするための資料にすることが第一の目的であるが，記録を継続してみたり，集計したりする

ことによって，プログラムの効果を計る資料になると考えた。そこで，記録の内容を，キャン

プのねらいに応じて分類・集計した(表 4－5 )。その結果，参加者，保護者アンケートと同様

に，コミュニケーションに関わる内容が回を重ねるごとに増えている。このことは，スタッフ

研修の中で共通理解を図った「人との関わりへの自信を持たせる」というねらいと働きかけが

各回ともスタッフ間で徹底しており，その結果，回が進むにつれ行動変容が多くみられるよう
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なったと考える。他の項目では，回ごとにばらつきがあるが，回によって中心的なねらいが異

なったためだと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特記事項分類 ２回 ３回 ４回

自立に関わる内容 37％ 12％ 35％

コミュニケーションに関

わる内容 
46％ 61％ 88％

困難克服に関わる内容 34％ 24％ 76％

自然との関わりに関する

内容 
11％ 24％ 3％

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
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自立

コミュニケー
ション
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自然との関
わり

スタッフ行動観察特記事項分類グラフ （％）

(表 4－5 ) スタッフ行動観察特記事項分類 ※数値は％（選択者数/全参加者数×100） 

 

 

 

 
 ③ スタッフの感想 

  ボランティアスタッフ代表 神谷亜由美 

 
  私は，キッズわくわくキャンプにボランティアスタッフとして参加して，さまざまな貴重な体

験をすることができました。このキャンプでは，子どもたちの成長，四季折々の自然と関わる子

どもたちの姿，自分自身の成長など，１年間を通したプログラムだからこそ感じることができる

ことばかりでした。 

  スタッフの目を通しての子どもたちの成長という点について。春・夏・秋・冬の年間を通した

プログラムであることから，この点については，子どもたちの変化を十分に見ていくことができ

ました。子どもたちの友だちづくりや人間関係づくり，子ども個人の変化などを感じることがで

きました。初めの頃は，友だちとうまく遊ぶことができず，ひとりでいた子が，回を重ねるごと

に徐々に友だちとの関係をうまく作ることができ，みんなの輪のなかに入れるようになっていた

り，自分の班だけではなく，他の班の子どもたちとも遊ぶようになったりと，子どもたちの人間

関係づくりという点の変化をしていくことができました。そして，スタッフとして班について子

どもたちと接していたことで，特に目についたことが子どもひとりひとりの変化です。親もと，

学校を離れて，初めて出会う友だちとの宿泊という，子どもにとっては大きな試練のなかで，子

どもたちは大きく変化していました。初めの頃は，不安からか今にも泣き出しそうな顔の子，準

備など自分のことをうまくできない子，集中がすぐに途切れてしまう子など，それぞれがさまざ

まな要素を持っているなと感じていました。それが，再会した時の顔つきからも回を重ねるごと

にどんどん変化していることがわかりました。顔つき，行動がどんどんお兄さん，お姉さんへと

変わっていっているなと感じていました。自分のことは自分でできるようになり準備が早くなっ

たり，弱音をはかずに最後まで活動に集中して取り組むことができるようになったりと，子ども

たちの成長を見ることができました。また，年上の子が年下の子の面倒を見るようになったりと，

小学校１年生から３年生までが集まっていたことも，子どもたちをお兄さん，お姉さんへと変化

   
38 



させていったことのひとつの要因だと思います。しかし，すべてが良い成長というわけではあり

ません。うまく人間関係をつくれたことで，スタッフに甘えがでたりしている場面も出てきたり

とあまり良くない変化も見ていくことになりました。このように，一番近い存在として子どもた

ちと接することができたことで，良い面も悪い面も含め，子どもひとりひとりの成長，変化，こ

れからの変わっていってほしいことなどをみていくことができました。 

  ボランティアスタッフとして参加したことで，子どもたちの成長だけでなく，自分自身の変化

も感じられたことが，私にとって貴重な体験になりました。子どもたちと接する時の自分の行動

や言動，子どもたちに対する思いなど，自分自身のことについて考えるいい機会となっていまし

た。また，子どもという存在の大切さ，大きさ，子ども自身の可能性などを感じることができ，

子どもの存在について感じ，考えることができました。私は，このキャンプを通して，子どもの

成長の過程に関わることができることに喜びを感じています。子どもは多くのことを吸収しなが

ら，日々成長しており，関わる回りの人の影響は，彼らにとって大きなものになると思っていま

す。このようななかで，子どもたちの成長に関わる身として，しっかりとした思いを持つことが

必要だと感じています。そして，子どもと接していくには，子どもを好きということだけではな

く，さまざまな視点を持っていることが大切ということがわかりました。これらの気づきも，こ

のキャンプにボランティアスタッフとして参加できたことが大きなきっかけになっています。ス

タッフとして，キッズわくわくキャンプに参加でき，私自身大きな成長をしていくことができま

した。 

  スタッフの目から見た子どもたち，スタッフとしての自分など，このキャンプを通してさまざ

まなことを感じ，考えることができました。子どもたちにとっても，私にとっても貴重な体験の

できたキャンプになったように感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 39   



２．考 察 
（１）プログラム構成とねらいの達成度について 
 

【Ⅳ-１】での結果を基に，キャンプのねらいとプログラムについて，以下，考察する。 

 

①「自立への自信」～初回の生活指導が重要，生活の安心感が次のチャレンジへ～ 
 

アンケート結果から，「自立への自信」の選択（表4-3）は，参加者では，回が進むにつ

れて選択数が少しずつ下がっていくのに対して，保護者では，逆に上がっている。このこ

とは，参加者側の意識では，身の回りのことが自分でできるようになり安心感をもって活

動できるようになるにつれ，参加者の課題意識が，次のステップである「人間関係づくり」

や，「困難な活動をやり遂げる」などへ移っていったと考える。また，保護者では，自分

でできることが増えたとの自由記述が多くあり，キャンプで身につけた自立の基礎となる

生活体験の自信が，日常生活の中で継続していると思われる。 

これらのことは，第１回キャンプのプログラムで，片づけや食事，入浴などの生活指導

に重点を置き，その後のキャンプでもスタッフの共通理解をはかり，自立に関わる継続指

導を続け，生活への自信と安心感を持たせていった成果だと考える。 

 

②「自然体験・感動体験を広げ，自然に働きかけて活動する自信を」 

～シリーズでの探険，採取，もの作りプログラムが活動への自信を深める～ 
 

四回シリーズキャンププログラムのメリットの１つとして，四季それぞれの自然体験・

感動体験ができることがある。例えば，春には野イチゴ，夏は沢の生き物，秋は木の実，

冬は七草というように，探険と採集，採集物を利用したクラフトや調理・食事をとおして，

四季の自然を諸感によって体感できるようにプログラムを構成した。また，各回に自然探

険マップ（資料３）を作成し，子どもたちが班で協力して探しにいけるようにし，採取し

たものを使って作る活動を取り入れた。 

このような活動の継続により，自然を観察し，様々な物を探す楽しさと，自然の中から

自分たちで見つけた物を使って，様々なものを作り出す喜びを体感させることができた。 

子どもたちの中には，森の豊かさを感じ，「徳地はすごいよ」と保護者に感想を話した子

どもや，自然物を使ったクラフトに興味を持ち，「もの作りが大好きになった」と最後の

ミーティングで感想を話した子どもたちがいた。参加者アンケートでも，第１回「バッチ

作り」，第３回「木の実で作る徳地小さな森」，第４回「キャンドルスタンド作り」が，

各回の楽しかったことの上位にあがっている。保護者アンケートでも，「自然との関わり

への自信」の選択（表4-3）が，回ごとに増加している。 

このように，シリーズキャンプの自然体験の継続が，自分で自然や環境に働きかけて活

動する自信を深めさせることに効果があると考える。 

 

③ 困難克服体験が感動，自信へ 

～困難と思われる自然体験活動が，子どもたちの感動を広げ，自信を深める～  

 

第２回の沢登り，第３回の早朝登山は，最後の「さよならミーティング」で子どもたち

の感想発表で最も多くあげられたプログラムである。この２つのプログラムは，体力的に

未発達な１年生の児童が参加している中で，慎重に準備を重ね，重点をおいたプログラム

でもある。この２回のプログラムでは，沢の冷たさと流れの強さ，深さに立ち向かったり，
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闇の中の急斜面をわずかなキャブランプの明かりを頼りに登ったりと，小さな子どもたち

にとって大きなチャレンジとなった。活動中，子どもたちは，口数は少なく，真剣な表情

であった。終わった後は，達成感に溢れた表情で，仲間とやり遂げた喜びを分かち合い，

はしゃいでいた。参加者アンケートでも，「困難克服への自信」に関わる項目の選択（表4

-3）は，回ごとに伸びている。自然の中で，困難と思われる活動をやり遂げる体験は，子

どもに大きな自信と成長をもたらすとあらためて感じた。 

参加者の体力等によって，活動レベルが大きく異なるため，難易度と安全性の検討，非

常時を想定したスタッフの役割分担の確認，一人ひとりの子どもへの対応方法の検討を十

分におこなった。 

 

④ 人間関係づくりへの自信  

～楽しく困難な自然体験活動の中で，人間関係づくりを学ぶ～ 

  子ども，保護者，スタッフとも，自信をつけた項目選択で回を重ねるごとに同じよう

に伸びていったのが，「コミュニケーション」に関わることである。 

初回は，子どもとスタッフの１対１の関係が目立ったが，回を重ねるにつれて，子ど

もたち同士のつながりが深まり，友だちをつくる自信，思いを伝える自信を持たせるこ

とができた。このことは，アンケートや行動観察記録を回を追って見ていくと，まず自

分のことが自分でできる自信を持ち，次に自然と様々な関わりをもつ中で，楽しみ，励

まし，助けてくれる仲間がいる喜び，仲間に感謝されたり，必要とされる喜びをだんだ

んと感じたりしている傾向が見られる。「さよならミーティング」では，最初の回では，

言葉がでなかった子どもが，「友だちづくりに自信がもてた」と発表していた。 

  このように，人間関係づくりの点からも，シリーズキャンプは有効であると考える。 

 

⑤ 家庭教育支援 ～保護者に子どもの成長を伝える・喜び合う～ 

 

 今回のプログラムでは，子どもの体験と自信が家庭に帰ってからも深められ継続され

ることを目的に，保護者から効果的な働きがけがされるよう，次のような方法をとった。 
 

・各回終了後に，班ごとの「キッズわくわくキャンプだより」を発行 

 同時に事後アンケートを添付し，たよりを見ながら親子で振り返りができるようにし

た。※第４回終了後は班ごとに作成した写真データＣＤを添付 

・各回終了後，保護者に子どもを引き渡す時に，スタッフがその子どものがんばりや成

長などの具体的な行動を例にして伝えた。 

・最終日に子どもの発表がある場合，その様子を見学するように働きかけた。 

・保護者プログラムを毎回最終日に実施し，自然体験活動，食育学習，体験学習法の理

解をはかった。 
 

この結果，保護者に対して，子どもを見る視点や，関わり方を考える働きがけができ

たと考える。アンケートの自由記述では，「家庭教育の参考になりました」「子どもの

別の面を見つけ，驚いています」等の記述が多くあった。 
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（２）企画・評価協力者会議より 

    ４回のプログラムを終えて，企画・評価協力者会議において以下のような評価・課題が来年度

に向けてだされた。 
 

評価協力者会議内容概略（平成２０年１月２７日実施） 

   メンバー 講師代表  高田和宜 氏    保護者代表 片山敏郎 氏 41 
         ボランティアスタッフ代表  神谷亜由美 氏 

               事業推進課長 小林道正    企画指導専門職 中村慶治 

  
    ① 目的の達成度について 

ア 宿泊や共同生活を通して，自立の基礎となる体験と自信を深めさせる。 
    

○ 評価点数（１～５） 

・講師代表５ ・スタッフ代表５ ・保護者代表４ ・事業推進課長５ 

 ○ 評価理由 

・ 初回のキャンプでの指導が丁寧にできたので，多くのことが自分でできるようになっ

た。より一層の全スタッフの指導の一貫性が必要。 

・ シリーズキャンプのため，子どもの成長に応じた指導ができた。 

・ 家庭以外で，具体的な生活課題に関して，指導を受けたことは貴重な体験の場になっ 

た。宿泊の場でも家庭で受けるのと同じ指導を受けたことから，何かを学んでくれた 

ことと思う。 

     ・ １回目の動きより，２回，３回と回を増すごとに，動きが素早く，スムーズになって 

きた。自信につながっていると思う。 

 

イ 豊かな心の土台となる自然体験・感動体験を広げる。 

○ 評価点数（１～５） 

・講師代表５ ・スタッフ代表５ ・保護者代表５ ・事業推進課長５ 

○ 評価理由 

・ 各回とも自然との出会わせ方をていねいにするための工夫があり，回を増すごとに自

然に関わる子どもの集中力が増した。 

・四季を通した自然との触れ合いで，子どもたちの自然な笑顔が増えていった。 

・友だちと一緒の体験が，より子どもの感動体験を広げたようだった。 

・子どもの言動，表情から，感動を受けた様子が伝わってきた。友だちとの関わりが，

感動を増幅している。 

 

ウ やり遂げる体験をとおして達成する喜びを味わい，活動への意欲を高める。 

○ 評価点数（１～５） 

・講師代表４ ・スタッフ代表４ ・保護者代表５ ・事業推進課長５ 

○ 評価理由 

・ 困難を伴う活動では，１年生と３年生の個人差がでる部分があった。１年生への配慮

を十分に行うべきだった。 

・ 活動後，無理をしていた子どもへの配慮を十分に行うべきだった。 

・ 課題を達成した喜びが，よく聞けた。 

    ・ グループで協力しながら活動したり，アドベンチャー的な活動をしたり，長時間集中

して取り組むような姿がたくさん見られた。 
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エ 仲間との活動を通して，関わりに喜びを感じ人間関係づくりの基礎的な力を養う。 

 ○ 評価点数（１～５） 

・講師代表５ ・スタッフ代表５ ・保護者代表４ ・事業推進課長５ 

 

○ 評価理由 

・ 四回シリーズのよさ。関わり合いが深まる。 

・ 回ごとに関わり合いが深まっていった。 

・ 他の子の名前がでることが少なく，自己中心的な発達段階にあると感じた。しかし，

対人関係を経験する場として，とても貴重な体験の場となったと思う。 

・ 回を増すごとに，友だちへの声かけが増えてきたとともに，声かけの内容に励ましの

言葉が多くなってきた。 

    

オ その他 来年度の改善に向けて 

・ スタッフ間で，毎回の事前打ち合わせの時間がよりとれると，スタッフが代わっても

意志の統一ができる。 

・ 低学年の特性として思いこみが強い傾向があるので，活動に童話のようなストーリー

性があってもよいと思う。その方が，体験が物語の一部となり，記憶に残りやすい。        

・ 保護者プログラムを，子どもの活動と同じものにしてはどうか。場所的に難しいかと

思うが，その方が，子どもに共感しやすいと思う。 

・ ２回目のキャンプで，プログラムのつながりがスムーズでないところがあった。子ど

もの思考がつながるプログラムの流れになるようにしなくてはならない。 

・ 回が進むにつれて，１，２年生と３年生の児童の発達段階の開きが目立つようになっ

た。対象として，保育園，幼稚園の年長と１，２年生を検討 

・ より具体的に子どもの変容やプログラムの効果が捉えられるような，アンケート

項目の改善と，行動観察の視点が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43 

   



この事業は５月の企画段階から 4 回の事業実施と 2 月の評価,報告書の作成に至るまで

10 ヶ月の期間を要しました。その間に，多くの方が企画・スタッフ研修・実施・評価のた

め,国立山口徳地青少年自然の家まで足を運んでいただき実施することができました。 

最後に，１つのチームとなって 36 人の参加者の笑顔を生み出すためにご協力いただいた

皆様に心より感謝いたします。 

   

【プログラム企画・評価協力者会議スタッフ】 

   

野外教育実践者 

保護者代表 

高田 和宜 

片山 敏郎 

山口県キャンプ協会理事 

 

ボランティアスタッフ 神谷亜由美 山口県立大学学生 

   

【事業運営スタッフ】 
 

 
 

テクニカルディレクター 

 

ボランティアスタッフ 

高田 和宜 

 

法人ボランティア 

 

 

 

 

神谷亜由美 

佐藤 由佳 

横山 彩 

北原 千尋 

小田 友香里 

赤羽 唯 

橋本 美保 

塩見 まゆ 

松村 洋平 

神谷 一香 

田中 美幸 

上村 麻緒 

 納村 幸季子 溝口 秀治 

 藤本 優衣 尾﨑 広大 

 阿部 雄介 本堂 真人 

 京牟禮 友也 髙橋 優希 

 武田 三鈴 高橋 美奈子 

 上村 豪 野間 駿 

 溝口 秀治  

   

事業推進課長 小林 道正 キャンププロデューサー 

企画指導専門職 中村 慶治 プログラムディレクター 

企画指導専門職 牛島 昌哉 スタッフディレクター 

事業推進係 益田 恵美 看護師 

 

 
 

 

   


	19年度キッズわくわくキャンプ報告書
	19/50
	20/50
	21/50
	22/50
	23/50
	24/50
	25/50
	26/50
	27/50
	28/50
	29/50
	30/50
	31/50
	32/50
	33/50
	34/50
	35/50
	36/50
	37/50
	38/50
	39/50
	40/50
	41/50
	42/50
	43/50
	44/50
	45/50
	46/50
	47/50
	48/50
	49/50
	50/50


