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⑴　本事業に参加した子どもたちの「生きる力」「主体性」が向上した。その要因として次
　のことをあげることができる。

①第１回のキャンプでは「徳地アドベンチャー教育プログラム」を用いて仲間づくりを
　中心に実施したこと
②第２回のキャンプでは参加者グループによる選択プログラムをメインに実施したこと
③第２回事業後半において「自主計画プログラム」を立案し，その計画に従って第３回
　事業が実施されたこと

⑵　通年で，長期を含み４回のキャンプを行うことは，集団としての育ちの見通しが捉え
　やすく，回を重ねるごとに子どもたちに委ねることや役割の質を上げていく流れを作る
　のに必要かつ有効であった。

⑶　事業の教育目標を絞り込み，そのためのカリキュラムや指導方法を定め，その目標が
　達成されたかどうかを検証・評価するという一連の取り組み自体に価値がある。

⑷　プログラムデザインのポイント
①グループの成長段階に応じて，段階的に目標を設定する。
②通年型事業や長期キャンプは，期間を長くするだけでなく，子どもにつけたい力とア
　クティビティとを対応させて，総合的な流れをつくる。
③各段階で適切な振り返りを行う。
④子どもたちの「仲間関係の育ち」と「自分たちで取り組むことが出来る範囲」のバラ
　ンスをとる。
⑤子どもたちの体験が次に活かされ，積み上げてられていくような手順・段階を踏むよ
　うにする。
⑥「自分たちで相談し，考え，実行した」という意識を高めるため，話し合う時間を十
　分に取る。
⑦「自分たちがすること」の見通しが持て，意欲を高めるために，自分たちがやった体
　験を次に活かすことが出来る積み上げ型とする。
⑧体験学習法による指導を行うプログラムとする。

１．事業の成果
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主体性をはぐくむ長期自然体験主体性をはぐくむ長期自然体験

日　程 目　的 内　容 指導法

初　期

・グループやスタッフに
　対する安心感を生む
・ルールや規範、活動の
　仕方を身につける

・目標やルール
　を決める話し
　合い

体験学習法
・体験学習サイクル
目標設定→体験→振り返り→次の活動
への応用

・プロセスに着目
結果ばかりでなく「なぜ」，「何がお
こったのか」というプロセスを大事に
した指導を行う

・指導者の役割は支援者
「答え」を教えるのではなく，子ども
たちが「気づく」ように助言したり，
環境を整えたりする支援者としての役
割を果たす

中　期

・葛藤を乗り越え達成感
　を得るとともに，グル
　ープとしての力が高ま
　る

・選択プログラ
　ムの決定など
　答えを選ぶ話
　し合い

後　期

・グループメンバーの相
　互信頼のもと，課題に
　チャレンジする意欲を
　もつ

・自主プログラ
　ムの決定など
　答えを見つけ
　出す話し合い

２．主体性をはぐくむモデルプログラムの提案
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３－１　事業の趣旨
（１）事業の位置付け

○文部科学省スポーツ・青少年局青少年課「青少年の自立支援委託事業」として実施
①趣旨：青少年が自立した人間として成長することを支援するため，地域における経験豊かな

人材や施設の協力を得て，社会体験や宿泊を伴った共同生活を通じた体験活動等の機
会を提供するモデルプログラムを開発することにより，青少年の主体性・社会性をは
ぐくむ体験活動を推進する。　　　　　　　「青少年の自立支援事業委託要綱」より

②内容：「子どもの主体性をはぐくむ体験活動」
子どもたちが主体的に考え，子どもどうしで協力しながら解決策を見出す過程を重視
した体験活動の実施。　　　　　　　　　　「青少年の自立支援事業委託要領」より

（２）目的・目標
①目的
　主体的に考え，課題を解決し，実行する力を子どもたちにはぐくむ。
②目標
　事業プログラムや指導体制・方法，成果と課題等を報告書に取りまとめ，モデル事業プログ
ラムとして普及・啓発を図る。

（３）方法
　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」（以下，「TAP」という。）
に基づいてプログラムを企画立案するとともに指導する。

（４）事業に対するポテンシャル
①TAP による豊富な教育実践を有する

　山口徳地はＴＡＰによる指導を重点に進めており，研修支援事業では指導系の職員が団体
を直接指導，企画事業においては，プログラムデザインや指導に活用している。

②長期自然体験活動事業の企画・運営ノウハウを有する
　山口徳地では，長期自然体験活動事業を長年にわたり企画・運営してきたノウハウを有し
ている。平成16年度には，自然の家を拠点に近隣への小旅行を組み合わせた「ベース型キャ
ンプ」に移行するとともに，秋にフォローアップキャンプとして１泊２日のキャンプを実施
し，グループで活動を選択・決定する選択プログラムを取り入れた。

３－２　事業の内容
（１）プログラム概要

①プログラム仮説
・「主体性」は，グループ活動のなかで発揮されてこそ意味がある。
・活動をともにするグループに対して「安心感」が生まれたときに，「主体性」が発揮され
　る。
・「主体性」を発揮するためには，「生活の仕方」や「話し合いの仕方」など，基本的な事柄
　を習得していることが必要である。
・「主体性」は，グループに課す負荷を，段階を経て高くすることで確かなものとなる。
・「キャンプ」と「キャンプ」の間に，事後指導を加えることで事業効果が高まる。
・「徳地アドベンチャー教育プログラム」は，本事業の趣旨に適したプログラムである。
・「話し合い」を重視する。１つは，自主企画プログラムの立案。１つは，毎日のふりかえ
　り。

３．事業の概要
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主体性をはぐくむ長期自然体験主体性をはぐくむ長期自然体験

②対象・募集人数・応募人数・参加者数
・対象：小学５年生～中学生
・募集人数：30人
・応募人数：32人
・参加者数：31人
　　＜内訳＞

小５ 小６ 中１ 中２ 計
男 5 12 4 1 22
女 7 1 1 0 9
計 12 13 5 1 31

（２）プログラム内容
①プレキャンプ

・ねらい：グループに安心感を持たせるとともに，ルール・規範を遵守する気持ちを育てる。
　　　　　また，自主企画プログラムの立案（「話し合ってプログラムを決める」）の導入
　　　　　段階として，「選択プログラム」を選ぶ話し合いを行う。
・日程：平成18年７月21日（金）～22日（土）１泊２日

②メインキャンプ
・ねらい：冒険的な自然体験活動を仲間と励まし合いながらなし遂げることで達成感を得る
　　　　　とともに，信頼感が深まる。
　　　　　また，自主企画プログラムの立案（「話し合ってプログラムを決める」）の発展
　　　　　段階として，３回目のキャンププログラムを決める話し合いを行う。
・日程：平成18年８月20日（日）～27日（日）７泊８日



�

国立山口徳地青少年自然の家

Ⅰ

概

要

＜４～６日目＞２コースに分かれ，MTBで移動

○瀬戸内海コース

４日目　自然の家→山口市秋穂・山口県立聾学校校庭・テント泊（55㎞）

５日目　山口県立聾学校→陶ヶ岳登山→ロッククライミング→山口市秋穂・美濃ヶ浜・テント泊（13㎞）

６日目 ヨット→（バス移動）→自然の家

○日本海コース

　４日目　自然の家→阿東町・船方農場・テント泊（33㎞）

　５日目　船方農場→萩市須佐・エコロジーキャンプ場・テント泊（42㎞）

　６日目　カヌー→（バス移動）→自然の家

③フォローアップキャンプ
・ねらい：主体性を発揮する段階として，自主計画プログラムの体験とアドバンストキャン
　　　　　プを実施するかどうかを決定する話し合いを行う。
・日　程：平成18年10月28日（土）～29日（日）１泊２日

④アドバンスドキャンプ
・ねらい：主体性を発揮する発展段階として，アドバンスドキャンプを行う
・日　程：平成18年12月25日（土）～26日（日）１泊２日

（３）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「プログラム企画・評価協力者会議」を設置
した。

・野外教育学識経験者　信州大学教育学部教授　　　平野　吉直氏
・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大学学生　　　　　　　横山　　彩氏
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主体性をはぐくむ長期自然体験主体性をはぐくむ長期自然体験

②キャンプ実行組織
・キャンププロデューサー：キャンプ全体のプログラムデザイン
・プログラムディレクター：プログラムの立案及び調整
・テクニカルディレクター：野外活動の指導や安全指導
・カウンセリングディレクター：キャンプカウンセラーの指導と支援
・マネジメントディレクター：物品や食品の調達，食事の準備，予算管理
・キャンプカウンセラー：グループにつき，生活指導や活動支援，振り返りの進行

③グループ編成
　男女別の５班編成。
　また，グループワークを基盤に，話し合い活動を重視することから，グループ間の人数に
偏りが生じるというリスクもあるが，リピーター（山口徳地が主催した長期キャンプの参加
経験者）を１グループにした。

（４）評価の方法
　事業の評価は，次に示す３つの方法で事業効果を測定・分析した上で，結果を統合的に判
断した。

①「ＩＫＲ（生きる力）評定用紙」（簡易版）による評価
　信頼性の高い既存の調査票を用いることとし，国立オリンピック記念青少年総合センター
が進めている「事業プログラムの効果測定方法の開発研究」で作成された「IKR（生きる力）
評定用紙」（簡易版）＊（以下，「IKR 評定用紙」（簡易版）という。）で，１回目のキャン
プ前と２回目・３回目のキャンプ後の子どもの変容を測定・比較した。

＊IKR 評定用紙（簡易版）は，筑波大学の橘直隆教授らが中心となって作成した「IKR（生きる力）
　評定用紙」の質問項目を，70項目から28項目に減らしたもの。

②アンケート調査
山口徳地が作成したアンケート調査を事業後に実施した。

③スタッフによる観察結果
　子どもたちと共に生活し，子どもの変化を感じとることができる立場にいるキャンプカウ
ンセラーに加え，山口徳地の職員の観察結果を評価に用いた。

３－３　事業の結果
（１）「ＩＫＲ（生きる力）評定用紙」（簡易版）の結果

①全体
　上位指標である「心理的社会的能力」，「徳育的能力」，「身体的能力」を合計した全体の平
均得点は，１回目，２回目，３回目とキャンプを重ねるごとに向上した。
　また，１回目と２回目，１回目と３回目の平均得点を比較の上，ｔ検定を行ったところ有
意な差が認められた。

②上位指標
　３つの上位指標のうち，１回目と２回目の平均得点の比較では，「心理的社会的能力」，「徳
育的能力」，「身体的能力」が，１回目と３回目の平均得点の比較では，「心理的社会的能力」，

「徳育的能力」が有意に向上した。
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③下位指標
　３つの上位指標のうち，事業目標の「主体性」に関連の深い「心理的社会的能力」の下位
指標である「非依存」，「積極性」，「視野・判断」，「適応行動」の平均得点を比較したところ，
１回目と２回目の比較では，「積極性」と「視野・判断」が，１回目と３回目の比較では，「非
依存」と「積極性」が有意に向上した。

（２）「アンケート調査」の結果
①満足感

　キャンプの満足度は，全体平均得点が5.86（満点は6.00）である。

②信頼感
　「スタッフは信頼できた」が，全体平均得点で5.64であり，グループ別も含めて，他の項
目よりも高い傾向にある。
　「仲間は信頼できた」が，全体平均得点で5.57である。

③ルールの定着
　「ルールが守れるようになった」の全体平均得点は5.21である。

④話し合い
　全体平均得点は，他の項目と比べると低い傾向にある。
　高い項目順に見ると，「人の意見を聞くことができる」が5.25，「話し合いの仕方が身につ
いた」が5.07，「グループの問題を見過ごさない」が4.75，「話し合いで自分の意見が言える」
が4.64，「グループで結論が出せる」が4.61，「人の意見を聞いて自分の意見をなおせる」が
4.21となっている。

⑤自主性
　「活動開始時刻が守れる」が5.04 と一番高く，他と比較すると低い項目は，「グループの目
標を意識して行動できる」が4.96，「指示される前に行動できる」が4.75 となっている。

⑥事後指導
　キャンプ後にスタッフから電話をもらったときの気持ちは，「嬉しかった」が5.28と一番
高く，ついで，「キャンプを思い出した」が5.15，「次のキャンプのやる気が出た」が5.00と
なっている。

（３）スタッフによる観察結果
　参加している子どもの「主体性」や「社会性」の変容と，そのきっかけや要因は何かという
視点で観察したところ，個々の子どもについて，何人かは把握できたが，全体的な傾向を把握
するまでには至らなかった。






