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１－１　スタッフ研修の目的と方法
（１） スタッフ研修の目的

　年４回，計10泊14日という長期に渡るキャンプの成否を決定するのは，スタッフの力量と意
欲とも言え，スタッフ研修は必須である。
　スタッフ研修の目的は２つ。１つは，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。２つは，全スタッフ（講師・ボランティア・職員）がキャンプ
に関する様々な事項の共通理解である。特に，キャンプの目的・目標や指導方法の共有は必要
不可欠である。

（２）スタッフ研修の方法
　スタッフ研修を３つの方法で実施した。１つは，既存の企画事業を研修とし参加を促す。２
つは，野外活動とグループワークのスキルアップを図る研修。３つは，共通理解を図る研修で
ある。

１－２　スタッフ研修の内容
　　スタッフ研修の実績は表3-1のとおりである。
（１）事前打ち合わせ

　キャンプにおけるスタッフ間の意識の共通化を図るとともに，スムーズな運営や安全管理の
ために必要なことを確認した。

①事業の目的・目標の確認…「主体性を育む」
②各キャンプにおける目的・目標の確認（子ども・スタッフ）
③子どもに対する指導方針
④スタッフの姿勢…「やる気」「前向気」「元気」等
⑤プログラムの展開及び留意点
⑥キャンプカウンセラーやマネジメントスタッフの役割確認
⑦事前の準備物
⑧参加者の事後指導・連絡状況
⑨ボランティアからの意見や要望

（２）振り返りの方法
　キャンプは，体験学習サイクルの考え方に基づいて（図3-1），１日の最後に「振り返り」の
時間を設定し，目標に対しての自分の学びや翌日の目標などを話し合う。「振り返り」の時間
を充実したものにし，子どもの学びを意義あるものにするために，子どもと活動を共にするキ
ャンプカウンセラーに対して，「振り返り」の方法を指導した。

①「意見を出しやすい」「発言をとがめない」という場の雰囲気・環境を作る。
　→安心して話し合いができる。仲間が考えていることを共有できる。
②「サンクス」：活動の中で仲間に対して「ありがとう」と言うことを見つけて言う。
　→「ありがとう」と思える場面は多くても，その時には言えないこともある。こうした時
　　　間を敢えて設定することで「ありがとう」を言いやすくするとともに，グループ内に
　　　肯定的な雰囲気や互いに認めたり，感謝したりする雰囲気を生み出す。初期の段階で
　　　行う。

１．スタッフ研修
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③「ハイ＆ロー」：一番嬉しかった場面と一番いやだった（悲しかった）場面を言う。
→仲間と過ごした１日の中で，自分の「ハイ」と「ロー」を互いに伝え合うことで，メン
　バー相互の気持ちを共有し，お互いを理解する手立てとする。

④今日１日の目標（ゴール）に対する自分の言動について
⑤グループの中での気づき
⑥翌日の目標（ゴール）設定

（３）キャンプカウンセラーへのカウンセリング
　メインキャンプは，暑い中で困難なことにチャレンジしていく内容の上に，7 泊8 日の長期
日程でもあるので，子ども自身のモチベーションの低下やメンバー内での対立等といった諸問
題が発生する。キャンプカウンセラーには，そうした問題への対処が求められるが，中には，
経験の浅い者もいる。また，子どもへの指導を定型化することは困難であり，その状況に応じ
た臨機応変で，柔軟なかつ適確な対応をすることは経験が豊富な者でも難しく，キャンプカウ
ンセラーにとっても負担が大きい。
　そこで，キャンプカウンセラーへのアドバイザー・カウンセラー的な役割を果たすために，
企画指導専門職がカウンセリングディレクターを務め相談に応じた。
　・グループになじめない子どもの支援の方法
　・グループの意欲を高める支援の方法
　・その他個別ケースでの子どもの支援の方法 等

表3-1　スタッフ研修の実績

月　日 内　　　　　容 実施場所 参加人数 指導者数

5月27日

～

5月28日

スタッフスキルアップ研修①（企画事業「徳地アドベ

ンチャー教育プログラム体験会」第１回）

・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

本所 2 2

6月10日

～

6月11日

スタッフスキルアップ研修②（企画事業「青少年体験

学習ボランティアレベルアップ研修」第１回）

　・子どもの気持ちのとらえ方の理解と実習

　・コミュニケーションスキルの習得

本所 8 1
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６月17日

～

６月18日

スタッフスキルアップ研修③（企画事業「徳地アドベ

ンチャー教育プログラム体験会」第２回）

・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

本所 4 2

６月24日

～

６月25日

スタッフスキルアップ研修④（企画事業「青少年体験

学習ボランティアレベルアップ研修」第２回）

・野外活動のスキルの習得（テント設営，野外炊飯，

　火を囲むつどいの指導法）

・安全に関する実習（野外における救急法）

本所 8 1

７月18日

スタッフ研修①

・山口県が行う長期キャンプの実践紹介（企画意

　図，運営方法等）

　・仲間づくりのアクティビティ実習

山口県立大学 12 2

８月７日

～

８月９日

スタッフスキルアップ研修⑤（企画事業「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

本所 4 1

８月15日

スタッフ研修②

　・選択プログラム瀬戸内海コースの事前踏査

　（マウンテンバイク移動時の休憩ポイント、佐波川

　　沿いサイクリングロード，陶ヶ岳ロッククライミ

　　ングサイト，山口県立聾学校・美濃ヶ浜テント設

　　営場所，ヨット体験場所等の確認）

　・危険箇所の把握等の安全確認

佐波川サイクリ

ングロード

山口県立聾学校

美濃ヶ浜

5 2

８月16日

スタッフ研修③

・選択プログラム日本海コースの事前踏査

　（マウンテンバイク移動時の休憩ポイント，船方農

　　場・エコロジーキャンプ場でのテント設営場所，

　　カヌー体験場所等の確認）

　・危険箇所の把握等の安全確認

船方農場

エコロジーキャ

ンプ場

7 2

８月19日

スタッフ研修④

　・沢登りの事前踏査

　・沢登りのスキルトレーニング

　・危険箇所の把握等の安全確認

山口市

鳴滝川
14 1
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２－１　目的・目標
（１）子ども

①キャンプに対する期待感を持つ。
②スタッフに対する安心感・信頼感を持つ。
③仲間に対する安心感・信頼感を持つ。
④集団生活を行う上でのルールや生活の仕方を身につける。
⑤「話し合い」活動の仕方を知り，何でも言える雰囲気をつくる。

（２）スタッフ
①子どもとの信頼関係をつくる。
②子どもの言動特性を把握する。
③運営上の課題を見つける。

２－２　内容
平成18年７月21日（金）～ 22日（土）１泊２日

２．プレキャンプ

日時 活動内容 ねらい・活動の様子など

7/21

（金）

11：30 開講式

「IKR（生きる力）評定用

紙」（簡易版）による測定

（以下「IKR評定」という。）

・始まりの儀式

・子どもの実態把握

13：00 「徳地アドベンチャー教育プ

ログラム」（以下，TAP）（緊

張ほぐしゲーム）

・ボランティアスタッフとプログラムディレクター主

　導によるアイスブレイクを行い，緊張を取り除き，

　一緒にキャンプに参加できそうだという思いを持た

　せる。

14：00 グループ発表 ・キャンプで同じグループになるメンバーの紹介

14：20 野外炊飯に向けての話し合い

野外炊飯

・「安全トレーニングシート」を活用し，安全な野外

　炊飯についての話し合いを通して，安全を意識した

　活動ができるようにする。

・「環境」に配慮したカレーライスづくりをすること

　で，グループ内での仲間づくりをめざす。

19：00 火を囲むつどい ・スタッフ１人１人が「キャンプに対する思い」を子

　どもたちに話すことで，スタッフのキャンプに臨む

　思いや意気込みを伝える。

・今回のキャンプのねらいを伝えるとともに，活動の

　見通しを持たせる。

21：00 各グループのルールづくり ・「みんなが楽しく安心して生活する」ために必要な

　ルールを、１人１人が意見を出し合いグループ毎に

　話し合って決める。

7/22

（土）

 9：00 TAP

・ウォーミングアップ

・アイスブレイキング

・ビーイング

・ローエレメント

・白布にグループ全員の手形を書き，片方に「キャン

　プの目標（キャンプに参加した思い）」，もう一方

　に「自分のグループがめざす理想」を，１人１人が

　自分の手形に自分の言葉で書く。

・仲間に対する安心や信頼の気持ちを持つとともに，

　「話し合い」活動の仕方を身につける。
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11：30 選択プログラムの話し合い ①２回目のキャンプの日程説明

②２泊３日の選択プログラムの提示，グループごとに

　話し合う。

・「日本海コース」は，１日目に船方農場泊，２日目

　に萩市須佐湾エコロジーキャンプ場泊，３日目にカ

　ヌーチャレンジ。

・「瀬戸内海コース」は，1日目に山口県立聾学校泊，

　２日目に陶ヶ岳登山とロッククライミングチャレン

　ジで山口市美濃ヶ浜泊，3日目にヨットチャレンジ。

③グループ毎にプログラムを決定する。

14：00 振り返り １泊２日のプレキャンプの感想

２－３　結果
（１）緊張をほぐすゲーム

　ボランティアスタッフの５名が，１人１ゲームずつ全体の活動（「地震・雷・アイスクリーム」
「ラインナップ」「魂で握手」「だるまさんが～した」「ほら逃げろ」），プログラムディレクター
による体ほぐしゲームや鬼ごっこをとおして，スタッフと子どもたちとの心理的な距離が近く
なったことを感じることができた。
　また，活動が屋外（緑に囲まれたわんぱく広場）で自由に動き回れことも，初めての出会い
による緊張感を解きほぐすのに効果があった。

（２）野外炊飯
　「安全トレーニングシート」という具体的に検討できる教材を用いることで，話し合いやすく，
導入段階の活動として効果的であった。

（３）火を囲むつどい
　キャンプの初めに子どもたちに対して，スタッフの思いを伝えることは，子どもたちのスタ
ッフに対する信頼感や安心感をはぐくむとともに，子どもたち自身の意欲を高めることにつな
がった。また，スタッフ自身にとっても目的を自覚し，意欲を高めることになった。

（４）ルールづくり
　「目標」は努力して達成するものであり，「ルール」は集団が安心して生活していくために「守
らなければならないこと」である。この区別をつけること及びルール遵守の気持ち育てること
をねらった。しかしながら，子どもたちの回答を見ると，「目標」と「ルール」の区別がつい
ていないように見受けられる。また，時間が不足し，グループ全体のルール決定までには至ら
なかった。

（５）TAP
　ビーイングで，グループごとの白布に全員の手形と「キャンプの目標」「自分のグループが
こんなだったらいいな」を書き入れたが，数名は名前だけの記入になった。
　ローエレメントでは，一緒に活動するのに効果的な人数を考えて２グループに分けた。どち
らのグループからも，今回のキャンプで初めてであった人と，「仲良くなれた」「友だちになれ
た」という声を聞くことができた。
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（６）選択プログラムの話し合い
　グループの話し合いで，１人だけ意見が異なったことから，話が進まず涙を流す子どももい
た。Ａ班とＣ班が「瀬戸内コース」を，Ｂ班とＤ班，Ｅ班が「日本海コース」を選択した。

３－１　目的・目標
（１）子ども

①話し合いができる。
　・自分の意見を言う。
　・人の意見を聞く。
②グループで正しい合意形成ができる。
　・意見を出し合う。
③スケジュールを考えた行動がとれる。
　・行動開始時間を守る。
④生活の約束を守ることができる。
⑤グループの仲間を励ますことができる。

（２）スタッフ
　　　・自分の目標が達成できる。

３－２　内容
平成18年８月20日（日）～ 27日（土）７泊８日

３．メインキャンプ

日時 活動内容 ねらい・活動の様子など

8/20

（日）

11：30 再会のつどい ・再会を祝したゲーム

・所長から励ましのことば

・プレキャンプに不参加だった参加者の紹介

・全体スケジュールの説明

・キャンプのルール確認「スタッフに断らないで，ス

　タッフの目が届かない所に行かない」

11：45 IKR評定 キャンプ効果の測定

13：00 マウンテンバイク指導 ・２日目プログラムの概略説明

・マウンテンバイクの乗り方・安全指導

・マウンテンバイクの練習

15：30 テント設営 ・テント泊をすることの意味，設営の際の注意点を確

　認する。

・テント設営に向けて，グループごとに目標を設定，

　目標を確認した上でテントを設営する（ビーイング

　を活用）。

・テント設営

・振り返り（テント設営で，仲間の動きのよさについ

　て気づいたことを話す）

17：00 野外炊飯

（炊き込みご飯，みそ汁）

・マネジメントスタッフで準備

・後片づけについての確認

18：30 ２日目のマウンテンバイクツ

ーリングに向けての行動計画

の立案

・「みんなが楽しく安心して生活する」ために必要な

　ルールを、１人１人が意見を出し合いグループ毎に

　話し合って決める。
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・マウンテンバイクツーリングの目標確認（起床時刻，

　出発時刻，隊列，休憩ポイント，所要時間の確認な

　ど）

・ワークシートに記入

21：00 振り返り ・全体の活動を通して，よかった点を紹介する。

・各自，今日の記録を書き，グループごとに今日一日

　を振り返る。

8/21

（月）

 7：00 マウンテンバイクツーリング ・出発のつどいをグループごとに行う。

・出発前の安全確認（グループ目標を意識するととも

　に，安全については十分に気をつける）

・鳴滝公園に到着したグループから休憩し，マウンテ

　ンバイクツーリングを振り返る。

13：00 沢登り ・沢登りの説明（沢登りの意味と服装，ヘルメットの

　着用など安全についての確認）

・沢登りの目標設定（グループごとの順番を考える）

・沢登りに挑戦

・振り返り（沢登りに挑戦する中での，言動を振り返

　る）

16：50 バス移動 （鳴滝→自然の家）

17：50 野外炊飯

（スパゲッティミートソー

ス，パイナップル）

・マネジメントスタッフで準備

・後片づけの確認

・シャワーと夕食を並行

20：00 振り返り ・各自，今日の記録を書き，グループごとに今日一日

　を振り返る。

・グループごとに「ビーイング」に記入する。

8/22

（火）

 7：00 野外炊飯（ホットドッグ） ・ガスバーナーの使い方について確認

 9：00 TAP（ローエレメント） ・小旅行（選択プログラム）のコース別の２グループ

　に分かれて実施

12：20 そーめん流し ・マネジメントスタッフで準備

13：30 小旅行のグループ計画（グル

ープごとに行動計画書の作成）

・全体のコース説明，資料配付，安全についての注意

　事項の確認

・目標設定（出発時刻，走行順，休憩ポイントの確認，

　到着予定時刻など）

・持ち物の確認

・行動計画書の作成は，野外炊飯を挟んで継続する。

16：00 野外炊飯（夏野菜カレー） ・小旅行への意識づけのために，コース別に分かれて

　作る。

19：30 行動計画書の作成 ・グループごとの目標確認

　○４日目～６日目・グループ別選択プログラムで２コースに分かれてマウンテンバイクで移動

瀬戸内海コース

8/23（水） 自然の家→山口市秋穂・山口県立聾学校校庭テント泊・移動距離55㎞

8/24（木） 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

・移動距離13㎞

8/25（金） ヨット→（バス移動）→自然の家・振り返り
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日本海コース

8/23（水） 自然の家→阿東町・船方農場・テント泊・移動距離33㎞

8/24（木） 船方農場→萩市須佐・エコロジーキャンプ場・移動距離42㎞

8/25（金） カヌー→（バス移動）→自然の家・振り返り

日時 活動内容 ねらい・活動の様子など

8/26

（土）

 9：00 TAP（ハイエレメント） ・個人のチャレンジをこれまでのキャンプでともに過

　ごしてきた仲間で支える。

11：30 自主プログラム（３回目キャ

ンプ）の計画

・全体説明（ワークシートを活用）

・昼食を挟んで自主プログラムを話し合う。

15：00 テント設営・野外炊飯 ・グループごとに活動

19：30 キャンプファイアー ・ボランティアスタッフが企画・運営

・子どもたちとスタッフがキャンプへの思いを「一言

　感想」として発表する。

21：30 振り返り ・ハイエレメント体験を通して感じたことをグループ

　で共有する。

8/27

（日）

 6：30 野外炊飯（ハンバーガー）

 8：00 使用物品のクリーンアップ ・これまでの活動を思い出しながら，自分たちが使用

　した物品を大切に片づける。

10：30 自主プログラムの行動計画書

の作成

・これまでの成果を振り返り，３回目の１泊２日の　

　キャンプのグループの目標を考え，目標を達成する

　ために必要な活動内容をグループごとに決定する。

13：00 お別れのつどい・IKR 評定 ・キャンプを通した学びを確認する。

３－３　結果
（１）自主プログラム（３回目キャンプ）の行動計画書の作成

　グループごとに目標を決め，目標を達成するための活動内容を話し合った。目標が明確にな
るように助言したものの，目標設定がうまくいかなかったために，「やってみたい活動」が優
先した。

（２）「IKR（生きる力）評定用紙」（簡易版）による測定結果
　メインキャンプの事前と事後の平均得点を比較したところ次の結果を得られた。なお，詳細
は後述する。

①３つの上位指標である「心理的社会的能力」，「徳育的能力」，「身体的能力」の全てが有意
　に向上した。
②「心理的社会的能力」の下位指標として顕著な向上が見られた項目は，「視野・判断」，「交
　友・協調」，「適応行動」（全７項目のうち３項目）である。
③「徳育的能力」の下位能力として顕著な向上が見られた項目は，「思いやり」，「自然への
　関心」，「まじめ勤勉」（全４項目のうち３項目）である。
④ 「身体的能力」の下位能力として顕著な向上が見られた項目は，「身体的耐性」，「野外技能・
　生活」，「日常的行動力」（全３項目）である。

引用：国立オリンピック記念青少年総合センター
　　　「事業プログラム効果測定方法の開発研究」における「生きる力」調査結果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年９月26日
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（３）スタッフミーティングの内容
①カウンセラーの発言

　「振り返り」は，やり方次第で有効な時間になることがキャンプの中で実感することがで
きた。特に，瀬戸内海コースでは小旅行中の夜の振り返りがとても有効だったと思う。時間
を気にすると急ぐだけの「振り返り」になってしまう。自分たちがやった体験の中から，ポ
イントになる点を取り上げて子どもたちに返していくことができるとよいことがわかった。
また，日頃の子どもたちの会話の中から，ポイントになる言葉を取り上げて，子どもに返し
ていくことも大切だと感じた。

②テクニカルディレクターの助言
　人間は疲れるといろんな面で否定的になる傾向がある。疲れた時にカウンセラーが，「い
かに前向きな思考でがんばれるか」が大事。子ども達も前向きになれるようにできたとこ
ろを認めていきたいし，楽しめるように，常に意識しながら工夫することが必要である。
　「話す場が多くて，活動が少なかった」というカウンセラーからの意見があったが，今回
のキャンプのねらいが何かを思い返すことが必要である。ねらいに「話し合いができること」
があがっている。「話し合いが多い」ことは，予想できたことで，そこで何について深める
のか，どんな話し合いの場にしていくのかを考えて対応できるか，できないかで，子ども
たちに与える影響に大きな違いがでてくる。

４－１　目標
（１）子ども

①自分たちで計画したプログラムを意識した行動がとれる。
　・集合時刻を意識する。
　・スタッフの指示の前に行動ができる。
②グループに起こった問題を見過ごさずに，問題化し，解決のための方策がとれる。
　・自分の考えや思いを話せる。
　・人の意見を聞き，自分の意見が言える。

（２）スタッフ
　　　・自分の目標が達成できる。

４－２　内容
平成18年10月28日（土）～ 29日（日）１泊２日

４．フォローアップキャンプ

日時 活動内容 ねらい・活動の様子など

10/28

（土）

11：30 再会のつどい ・グループごとの目標を確認する。

19：00 グループ別活動 別表

10/29

（日）

 6：00 グループ別活動 ・グループ目標を達成するために自分たちが計画した

　日課表に従い，時間を意識しながら活動する。

12：50 振り返り ・活動を振り返り，「グループのよかった点」「グル

　ープに必要な点」について確認する。

・４回目のキャンプ実施について話し合う。

14：45 IKR 評定 ・キャンプ効果の測定
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グループ目標 活　動　内　容

Ａ 言葉，協力，けんかに気を

つける。

１日目 フィールドアスレチックチャレンジ

野外炊飯の買い出し

今日の振り返り，今までのキャンプの振り返り

２日目 朝のつどい，朝食（食堂），野外炊飯

Ｂ ・人の話をきちんと聞き，

　意見をはっきり言う。

・もっとみんなを信じ合う。

１日目 ウォークラリー，TAP（ローエレメント），今日の振り返り，

星空観察

２日目 野外炊飯での朝食と昼食用のお弁当作り，ハイキング（野鳥

の森）

Ｃ ふざけすぎず，けがをせず，

協力し，あきらめないで欠

点を無くす。

１日目 登山（日暮ヶ岳），サバイバルゲーム，ナイトウォーク，ソ

ロ体験，今日の振り返り

２日目 TAP（ハイエレメント），昼食（食堂）

Ｄ ・けじめをつける。

・最後まで協力して思いや

　りの心を持つ。

・納得してゆずり合いの心

　を持つ。

１日目 （車で移動）登山（白石山），夕食（食堂），クラフト（登山

時に見つけてきた物を使ってフォトスタンド作り）

今日の振り返り

２日目 朝のつどい，朝食（食堂），TAP（ローエレメント）

昼食（食堂）

Ｅ やりはじめたことは，責任

を持って最後までやりとげ

る。

１日目 野外炊飯の買い出し（車で移動），野外炊飯，ナイトウォーク，

今日の振り返り

２日目 朝のつどい，朝食（食堂），TAP（ローエレメント）

昼食（食堂）

４－３　結果
（１）子どもの感想

　・初めて，自分たちで活動内容を考えて実施するキャンプを実際にやりきったことに対して，
　　大きな満足感を得た。（キャンプ経験がある子どもから）
　・自分たちで考えたキャンプをやりきったことで自信を持った。

（２）テクニカルディレクターの助言
　・グループに３人もスタッフがいたが，カウンセラー不在で，グループにマネジメントが多
　　くいる状況だった。スタッフが，２回目とは役割が違うことを意識してかかわるべきだが，
　　急にかかわり方を変えるのは難しい。プレキャンプ，メインキャンプからの流れで子ども
　　達の育ちに沿って、カウンセラーの役割が変わることをあらかじめ意識しておくことが大
　　事。
　・キャンプカウンセラーが子どもとの接し方で困っている場面が見られたが，夜の全体ミー
　　ティングでの連絡事項を簡単にし，少人数で職員とキャンプカウンセラーが相談，連絡す
　　る時間を確保することと，カウンセリングのトレーニングを繰り返し行うことの必要性を
　　感じた。

５－１　目標
（１）子ども

①自分の目標を常に意識して行動することができる。
　・個人目標が達成できる。

５．アドバンスドキャンプ
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　・グループ目標が達成できる。
②グループに起こった問題を見過ごさずに，問題化し解決のための方策がとれる。
　・自分の考えや思いを話せる。
　・人の意見を聞き，自分の意見が言える。
　・出された意見をまとめようとする。

（２）スタッフ
　　　・子どもたちの思いで作りへの支援をする。

５－２　内容
平成18年12月25日（土）～ 26日（日）１泊２日

日時 活動内容 ねらい・活動の様子など

12/25

（土）

10：30 再会のつどい ・個人とグループの目標を確認する。

10：50 日程表作成の話し合い（グル

ープごと）

・午後の活動（グループごと），夜の活動（全体）で

　何をするかを決定する。

・２日目の早朝登山に向けて，行動計画を作成する。

（起床時刻，集合時刻）

13：30 グループ別活動 別表

12/26

（日）

 6：00 早朝登山 ・起床，集合から子ども同士で声をかけ合って行い，

　グループで達成感を得られる活動とする。

 8：30 野外炊飯（ホットドッグ）

 9：30 ＴＡＰ（ハイエレメント） ・これまでのキャンプの成果を活かして，個人のチャ

　レンジを仲間で支え，それぞれの目標に向かってチ

　ャレンジする。

13：30 振り返り ・３回のキャンプで終わらずに，４回目のチャレンジ

　大作戦に参加して良かったことを詳しく書く。

・これまではできなかったことで，４回のキャンプを

　参加して，家や学校でもできるようになったことを

　書く。

・４回のキャンプを通して，できるようになったこと

　で，家や学校でもできるようにしたいことを書く。

・同じグループの仲間，１人１人に対する「ありがと

　う」を書く。

14：20 ファイナルセレモニー ・４回のキャンプのスライドショー

・キャンプの思い出「一言交換」

・チャレンジＴシャツへの寄せ書き交換

午後の活動（活動場所） 夜の活動

Ｂ 室内スポーツ（プレイホール） キャンドルサービス

Ｃ バスケットボール（プレイホール） 野外炊飯とキャンドルサービスに分かれる

Ｄ ドッジビー（プレイホール） キャンドルサービス

Ｅ ケイドロ（鬼ごっこ）（フレンド広場） 野外炊飯とキャンドルサービスに分かれる
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５－３　結果
（１）子どもの声（最後の振り返りから）

①３回目のキャンプで終わらずに，４回目のキャンプに参加して良かったこと
・これまで話をしたことがなかった他のグループの人とも話ができ，いい友だちになれ
　た。
・グループごとに活動内容と時間を考えて日課表を作成した。作るのに時間がかかった
　が，みんなで考えた日課表通りにできた。
・３回目までのキャンプではできなかったことや目標が，４回目のキャンプで意識して行
　動することができ，自分が変わることができた。
・４回目のキャンプをしたことで仲間の絆が深まり，それによって，活動内容がより意味
　あるものになった。
・４回目のキャンプで日暮ヶ岳に登り，ＴＡＰのハイエレメントを挑戦するときに，自分
　の目標である「挑戦する勇気を持つ」を実行できた。
・４回目のキャンプでＴＡＰのハイエレメントに挑戦し，あきらめずにできた。

②これまではできなかったことで，４回のキャンプに参加して，家や学校でもできるようにな
　ったこと

・疲れても「まだがんばろう」と思えるようになった。
・学校でも自分の意見が言えるようになった。
・キャンプに参加する前はキレやすかったが，今は少し我慢できるようになった。
・行動では自分のことは自分でできるようになり，考え方では人の気持ちを考えられるよ
　うになった。
・周りを見るようになり，責任持って取り組めるようになった。
・何事にも積極的に関われるようになり，人の考えを聞いて自分で考えられるようになっ
　た。
・自分のことをやり終えて，まだできていない人がいたら，助けてあげたり手伝ってあげ
　たりすることができるようになった。
・よく話ができるようになった。
・話し合いの時など，人の意見を聞くことができるようになり，他人の気持ちを思うこと
　ができるようになった。

③４回のキャンプをとおしてできるようになったことで，家や学校でもできるようにしたいこと
・みんなと行動を合わせる。
・家でも自分で料理をする。
・誰とでも話ができるようになる。
・学校でもみんなと協力し合う。
・気がついたことを注意できるようになる。
・思いやりを持って行動する。
・人の意見を一生懸命聞く。
・いつも親任せにしていたことが，１つでも自分でできるようにする。
・何事にも恐れずに挑戦する。




