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【要旨】

学年が進行するに従い，さらにテント泊経験が多い程，野外体験，調理体験，工作体験はそれ

ぞれ増加し，そして，これらの体験が豊かな程，キャンプ中の積極性やリーダーシップ行動を意

味する「主体的傾向（主体的積極的行動傾向）」は高くなることがわかった。この主体的傾向は

「生きる力」の一部をなす行動傾向であると考えられ，生きる力の育成に自然・生活体験が重要

な役割を果たすことが部分的ながら実証された。また，主体的傾向は学年の増加に伴って増加し

ないことから，集団の中でリーダーシップを発揮したり積極的な行動をとることが困難な状況に

今の青少年が置かれていることが推察された。

工作体験は，小４時点では男子に比べ女子が低かったが，中１ではいったん男女差がなくなっ

た。しかし，中２以降再び男子の工作体験が高くなった。小学校高学年の女子は性役割にとらわ

れずに工作体験を増加させるが，中学生以上になると，キャンプ生活の中で，工作役割を男性の

役割ととらえ，積極的に取り組まなくなる傾向があると考えられた。すなわち，中学１年から２

年にかけて女子の性役割意識の重要な転換点があることが示唆された。
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Ⅰ 問 題

第１５期中央教育審議会（１）は，第一次答申にお

いて，これからの教育の在り方として，「生き

る力」を育成することが重要であると指摘して

おり，この考え方は第１６期中央教育審議会（２）に

も継承されている。この「生きる力」とは，「い

かに社会が変化しようと，自分で課題を見つ

け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，行

動し，よりよく問題を解決する資質や能力であ

り，また，自らを律しつつ，他人とともに協調

し，他人を思いやる心や感動する心など，豊か

な人間性である」としている。一方，このよう

な「生きる力」をはぐくむためには，「自然や

社会の現実に触れる体験が必要で」あり，「子

どもたちに生活体験や自然体験などの体験活動

の機会を豊かにすることは極めて重要な課題と

なっている」としている。

青少年教育活動研究会（代表：斎藤哲郎）（３）

は，自然体験・生活体験が多い子ども程，近所
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の人へのあいさつや，家での洗濯やそうじなど

の手伝いといった生活態度がよいことを報告

し，また，青少年教育活動研究会（代表：平野

吉直）（４）によると，自然体験・生活体験が豊富

な子ども程，お手伝いや生活習慣および道徳

観・正義感が身についているとしている。さら

に，子どもの戸外活動研究会（５）は，戸外活動の

好意度の高い子どもは，自尊心・社会的スキル

および学習・知的好奇心が高いとしている。ま

た，安原・藤土・小柳（６）によると，自己教育力

の要素と考えられる自信や精神的強さ，安定

性，意欲，対人関係能力などは，単に過去の生

活経験の多さによるものでなく，その経験が自

主的に行われたかどうかが重要であるとしてい

る。

三浦（７）は，子どもたちの自然接触体験や異年

齢の縦集団体験・自発的活動体験の欠損を指摘

し，それを補うものとして教育キャンプの効用

について述べている。飯田・井村・影山（８）は，

小学４・５年生を対象とした冒険キャンプを実

施し，キャンプ経験は参加児童生徒の自己概念

を向上させる傾向があり，とくに女子の達成動

機に顕著な向上が見られるとしている。また，

リーダーシップ行動について，倉本（９）は，キャ

ンプにおける同一条件のプログラムの中で，小

学５年生より小学６年生で高いリーダーシップ

行動がみられたとし，飯田・遠藤・平野（１０）は

キャンプ中の危機的場面でのリーダーシップ行

動で高学年児童に高いリーダーシップ行動が見

られたと報告している。

このように，自然体験・生活体験およびキャ

ンプ経験と子どもの生活態度・リーダーシップ

行動等の関連に関する知見がこれまで蓄積され

てきたが，十分なものとはいえない。

これら自然体験・生活体験等の性や学年によ

る違い，「生きる力」の一部をなすと考えられ

る行動傾向との関連等について調査し，分析検

討を加えることは意義深いと考える。

Ⅱ 方 法

１ 調査対象

全国青年の家協議会加盟および全国少年自然

の家連絡協議会加盟の４１０の青少年教育施設に

１９９８年の夏休みに行われる主として児童生徒を

対象とする４泊５日以上のキャンプの実施予定

を調査した。回答のあった３９６施設のうち実施

を予定していたのは９１施設（実施率２３．０％）で

あった。２施設は共催であったため一方のみと

し，９０事業を対象に以下に示す調査を実施した

ところ，６６事業（回収率７２．５％）から回答を得

た。そして，これらの事業に参加した小・中学

生のうち有効回答者２，９２８人を分析対象とした。

２ 調査内容および実施方法

調査はキャンプ中の安全に関する基礎データ

を得るため，「けが・病気の発生状況」等の実

態を調べることを主目的として実施されたもの

である。それと同時に限られた内容ではある

が，けがの発生に影響を与えると考えられる自

然・生活体験や参加者にキャンプ経験を通じて

獲得することが期待される行動傾向等を調査

し，それらの関連の検討を行うことにした。調

査票は両面印刷されており，おもて面が調査票

Ａ，うら面が調査票Ｂであり，以下の内容を問

うている。

�１ 調査票Ａ

参加者の属性，テント泊経験，初日の体調，

参加者の生活体験等や行動傾向などからなり，

キャンプの初日に班毎に実施した。生活体験等

はキャンプ生活及び日常生活の中から，野外炊

事場面，調理場面，工作場面，野外活動場面等

のけがが起こりやすいと考えられる場面での体

験を１３項目とりあげ，４件法で問うた。行動傾

向は「生きる力」の一部をなすと考えられる行

動傾向のうち，特にキャンプ等の自然体験活動

や集団活動を通じて獲得することが期待され
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る，集団活動での，リーダーシップ，企画力，

ルール遵守，決断力等を含む１０項目をとりあ

げ，「よくあてはまる」「あるていどあてはまる」

「どちらともいえない」「あまりあてはまらな

い」「まったくあてはまらない」の５件法で問

うた。

�２ 調査票Ｂ

キャンプ中のけが・病気の発生状況（種類，

原因，発生日時，参加姿勢，場所，活動プログ

ラム）を問うものであり，救護係にけが・病気

を申し出る度に班リーダーが当該児童生徒に聞

き取り調査した。調査票Ａと調査票Ｂは両面印

刷されており，同一児童生徒が２回以上けが・

病気を申し出た場合は調査票Ｂ予備用紙を用

い，けが．病気１件毎に１枚の用紙に記入する

こととした。調査票Ｂに関する分析結果の一部

は，谷井・井上（１１）によりすでに報告されてい

る。

Ⅲ 結果と考察

１ 性別・校種別・テント泊経験別参加人数

参加者のテント泊の経験を「はじめて」，「２

回目～４回目」，「５回目以上」の３水準にまと

めて，校種別・性別と合わせて人数の内訳をみ

た。４泊以上のキャンプを対象としたためか，

「５回目以上」の参加者が全体の３４．０％を占め

るなどテント泊経験が豊富な参加者が多い。こ

のことは，テント泊や生活体験の青少年に与え

る影響を検討するためという本調査の目的に照

らして有利な条件と考えることができよう（表

１）。

２ 生活体験等に関する因子分析

生活体験等１３項目について，「よくある」を

３点，「ときどきある」を２点，「一度はある」

を１点，「ない」を０点として得点化し，主因

子法・バリマックス回転を用いて因子分析した

ところ，解釈可能な３因子が抽出された。第１

因子は，野外でマキ割りをしたり，マキに火を

つけてご飯を炊いたり，あるいは長時間の山歩

きをしたりという体験であり，「野外体験」と

命名した。第２因子は，包丁や鍋・フライパン

を使った料理や皿洗いなどの体験であり，「調

理体験」と命名し，また，第３因子は，ノミや

ノコギリを用いた工作活動の体験であるため，

「工作体験」と命名した。なお，以下で因子合

成得点を算出する際，表中に＊印をしるした項

目の合計点とした。採用した項目について尺度

の内的整合性を示すα係数を算出したところ，

「野外体験」は０．８１，「調理体験」は０．７３，「工

作体験」は０．６６で，信頼性が確認された（表２）。

３ 行動傾向に関する主成分分析

キャンプを通じて得られると考えられる望ま

しい行動傾向を表す１０項目に関して，主成分分

析を試みた。因子負荷の小さい５項目を削除

し，残りの５項目について再度主成分分析した

ところ，説明率は３９．６％ながら１因子構造をと

ることが確認された。また，項目の信頼性につ

いてもまずまず満足いく結果（α係数が０．６０）

を得た。この因子は，負けず嫌いで，積極的に

班長やリーダーを引き受け，また，何かする時

に，自分が中心になって決定し，計画・準備な

どを進めることを好む傾向を示していることか

表１．性別・校種別・テント泊経験別参加者数
（ ）内は％

は
じ
め
て

２
〜
４

回

目

５
回
目

以

上

小

計

無
回
答

合

計

男

子

小学校 ２４７ ５４９ ３５２ １１４８ ５０ １１９８

中学校 ３７ １２９ １８７ ３５３ １０ ３６３

小 計 ２８４ ６７８ ５３９ １５０１ ６０ １５６１

女

子

小学校 ３００ ４７１ ３０１ １０７２ ４０ １１１２

中学校 ４１ １１６ ８９ ２４６ ９ ２５５

小 計 ３４１ ５８７ ３９０ １３１８ ４９ １３６７

合 計
６２５

（２２．１）

１２６５

（４３．９）

９２９

（３４．０）

２８１９

（１００）

１０９ ２９２８
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ら，「主体的積極的行動傾向」と命名した。な

お，削除した項目は，例えば，ルール遵守など

の項目である。この種の行動傾向は，主催者側

からすれば望ましい行動傾向であり，集団活動

を通じて身につけて欲しいと期待するものであ

るが，自然探究を積極的に行おうと意図して参

加している児童生徒にとっては，行動を抑制す

るアンビバレントな側面をもつ。また，同一人

物でも時と状況によって一貫した回答となりに

くい行動傾向であるといえる（表３）。

４ 生活体験等及び行動傾向の因子合成得点に

よる検討

�１ 統計処理の方法

統計処理の方法について，少し専門的なこと

を以下の十数行に示すが，統計に詳しくない方

はこの部分については読み飛ばしてもわかるよ

うにそれ以後には記述している。まず，生活体

験等に関する３因子および行動傾向の１因子に

ついて性別・学年別・テント泊経験別に因子合

成得点の平均値と標準偏差を算出し，３要因

（性×学年×テント泊経験）分散分析を行った。

ただし，学年が６水準，テント泊経験が３水準

表２ 自然・生活体験の因子分析

項目番号および項目内容 Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ ｈ２

野外体験 ＊ �１０ やがいでマキにじぶんが火をつけたことがある ．７６ ．１１ ．２６ ．６６

＊ �１２ やがいでごはんを炊いたことがある ．６９ ．２１ ．１１ ．５３

＊ �１１ ナタを使ってマキを割ったことがある ．６３ ．０８ ．２９ ．４８

＊ �９ ３時間以上の山歩きをしたことがある ．５６ ．１３ ．２３ ．３８

＊ �７ 知らない場所へ地図を頼りに行ったことがある ．４８ ．２３ ．２５ ．３５

＊ �８ カヌー・手こぎのボートなどをこいだことがある ．４５ ．１２ ．２５ ．２８

�１３ 虫または動物を飼ったことがある ．１８ ．１３ ．１４ ．０７

調理体験 ＊ �１ ほうちょうを使って料理をしたことがある ．１０ ．８１ ．１８ ．６９

＊ �５ なべやフライパンを使って料理を作ることがある ．１６ ．７４ ．１４ ．５９

＊ �６ 皿洗いなどの手伝いをよくする ．１４ ．５０ ．０３ ．２７

工作体験 ＊ �２ ノコギリを使って工作をしたことがある ．３０ ．１３ ．６９ ．５８

＊ �３ ノミなどの道具を使って工作をしたことがある ．３７ ．１２ ．５３ ．４３

�４ マッチで火をつけたことがある ．３３ ．２０ ．３３ ．２６

因子寄与 ２．６２ １．６８ １．２８ ５．５８

寄与率（％） ２３．８ １５．３ １１．６ ５０．７

表３ 行動傾向の主成分分析

項目番号および項目内容 Ｆ１

主体的積極的 ＊ �２ 何でもひとに負けたくないほうだ ．６８

行動傾向 ＊ �１ 何をして遊ぶかを自分がきめる方だ ．６５

＊ �８ 班長やリーダーに選ばれるとうれしい ．６４

＊ �６ 何かする時，自分でケイカクしジュンビすることが好きだ ．６２

＊ �７ 登れそうな木やがけなどがあると登りたくなる ．５３

因子寄与 １．９８

寄与率（％） ３９．６
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で，これらを組み合わせた影響は複雑になりす

ぎるので，性，学年，テント泊経験それぞれの

主効果と，「性×学年」，「性×テント泊経験」

の交互作用のみを扱うことにした。サンプル数

が多い点を考慮して有意水準を０．１％に設定し，

有意差が見られた場合には，Tukey法・t検定

等を用いて下位検定を行った（表４）。

検定結果については表４にまとめて示したの

で，以下の本文中にはこれらの数値は示さずで

きるだけ平易に論じることにした。なお，「野

外体験」得点は，４件法で３～０点と得点化し

た項目が６項目あるため１８点満点，「調理体験」

得点は同様に３項目の合計点のため９点満点，

「工作体験」得点は同じく２項目のため６点満

点である。また，「主体的積極的行動傾向（以

下では主体的傾向と略記する）」得点は，５件

法で４～０点と得点化した項目が５項目あるた

め２０点満点であり，最低点はすべて０点であ

る。

�２ 野外体験の比較

「野外体験」について，性，学年，テント泊

経験の主効果と性×テント泊経験の交互作用が

有意であった。ここで性（学年）の主効果が有

意であるとは，性（学年）の違いで平均値に有

意な違いが見られることであり，交互作用が有

意であるとは，例えば，男女と学年（テント泊

経験）を組み合わせたときに数値的に異なる変

動が見られるという意味である。図１を用いて

学年の主効果について説明すると，小５（５．８９

点）から小６（７．２３点），小６から中１（８．６８

点）にかけて有意な増加があり，中１以降につ

いては微増しているように見えるが統計的には

有意な差ではなかった。性×テント泊経験の交

互作用（性とテント泊を組み合わせた影響）に

ついて図２を用いて説明すると，テント泊経験

が今回「はじめて」の参加者では，男女の野外

表４ 自然・生活体験及び行動傾向の３要因分散分析（F値）

性 学年 テント泊経験 性×学年
性×テント

泊経験

（自由度） １ ５ ２ ５ ２

野外体験 １１２．５＊＊＊ ２９．７＊＊＊ １９８．７＊＊＊ n.s. ７．７＊＊＊

調理体験 ２８４．９＊＊＊ ５．７＊＊＊ ２７．２＊＊＊ n.s. n.s.

工作体験 １３６．２＊＊＊ ２３．４＊＊＊ ２８．６＊＊＊ ３．１５＊＊＊ n.s.

主体的積極的

行動傾向
１２．７＊＊＊ n.s. １５．３＊＊＊ n.s. n.s.

＊＊＊p＜．００１

図１ 学年別「野外体験」 図２ 性別・テント泊経験別「野外体験」

谷井：小・中学生の生活体験やキャンプ経験が主体的積極的行動傾向に与える影響 ２５
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体験に有意差は見られない（男子４．７９点と女子

４．３０点の差は誤差の範囲の変動）が，テント泊

が「２～４回目」（男子７．３９点，女子５．５４点）

と「５回目以上」（男子１０．５２点，女子８．１２点）

の場合は，男子の野外体験が女子に比べて有意

に高かった。男女ともにテント泊の増加に伴い

野外体験について有意な増加が見られることと

合わせて考えると，男子の体験の増加率が大き

いため，テント泊２回目以上で男女間に有意差

ができたと考えられる。このことは，野外での

マキ割りやマキに火をつけての炊飯，長時間の

山歩き等の「野外体験」に関して，男子の方が

テント泊１回あたりで多くの体験を得ているこ

とを意味する（図１，図２）。

�３ 調理体験の比較

「調理体験」については，性，学年およびテ

ント泊経験の主効果が有意であった。図３は本

来は交互作用を説明する図であるが，この図で

性と学年の主効果を説明する。すなわち，性別

では，男子全体の平均が６．１６点，女子が７．３４点

であり，女子の方が「調理体験」が高い。また，

学年別では，「小４（６．１３点）から小５（６．４９

点）」，「小５から小６（６．８８点）」にかけて有意

な増加が見られ，小６以降は増加が見られな

かった。テント泊経験別のデータは図では示さ

ないが，「はじめて」（６．４８点）および「２～４

回目」（６．５７点）の間では有意差はなく，それ

らと「５回目以上」（７．０６点）の間に有意な差

が見られた。包丁やなべ・フライパンなどを

使っての料理や皿洗いなどの「調理体験」は，

日常的な体験であり，自然の中でしか得られな

い体験ではない。従って，数回のテント泊経験

では大きな体験の増加にはつながらないのであ

ろう。しかし，５回目以上の参加者になるとわ

ずかではあるが調理体験が増加している。テン

ト泊の積み重ねにより調理行動の習熟度が高ま

り，それが体験の増加につながっている可能性

もありうる（図３）。

�４ 工作体験の比較

「工作体験」について，性，学年，テント泊

経験の主効果と性×学年の交互作用が有意で

あった。図４について，性×学年の交互作用が

有意であったので，男女別に学年間（６水準）

の平均値の比較を行い，さらに学年別に男女の

平均値の比較を行った。男子では，「小５から

小６」と「中１から中２」の間で有意な増加が

見られ，その他の連続する学年間の平均値に差

はなかった。女子では，「小４から小５」と「小

６から中１」の間で有意な増加が見られ，その

他の連続する学年間の平均値に差はなかった。

学年別に男女の平均値を比較すると，中学１年

時のみ男女の得点に有意差（男子３．５８点，女子

３．１８点であるがこの差は誤差の範囲の変動）が

なかったが，他の学年ではすべて男子の体験が

女子の体験に比べて高かった。すなわち，これ

らのことをまとめて説明すると，工作体験は，

小４時点で男子が２．４４点，女子が１．２３点と２倍

程度の有意な差がある。しかし，その後女子の

図３ 性別・学年別「調理体験」 図４ 性別・学年別「工作体験」

２６ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，創刊号，２００１年
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得点の増加が大きく，中１では男女差がなく

なっている。しかし，中２以降再び男子の工作

体験が高くなり，男女の体験の差が開いている

（図４）。

このことは小学高学年で積極的に工作体験を

重ねていた女子が，中学生になるとキャンプ生

活の中で工作役割を男性の役割ととらえ，積極

的に取り組まなくなる傾向の表れと考えられ

た。すなわち，中学１年から２年にかけて女子

の性役割意識の重要な転換点があることが示唆

された。東・小倉（１２）は，間宮（１３），Smith, S（１４），

遠藤・内藤（１５）らの研究を例にあげ，中学２年の

時期に性役割観の転換期があると述べている。

すなわち，間宮（１６）は，能力の評価に関して，小

学４年から中学１年までの段階では，男女はい

ずれも同性のほうが優位であると評価している

が，中学２年の段階では男性のほうが勝るとい

うふうに，評価に転換がみられるとしている。

また，Smith, S（１７）は社会的望ましさの評価につ

いて，８歳から１５歳までの児童生徒が，最初は

同性を高く評価するが年齢の増加とともに男子

をポジティウ゛に女子をネガティウ゛に評価す

るようになるが，その転換点はやはり１４歳（中

学２年）であるとしている。キャンプ経験との

関係を扱った研究においても，関・飯田・橘（１８）

では，小学５年から中学１年にかけて，男女と

もにキャンプ経験により両性役割志向へと変化

しており，関・飯田・岡村（１９）は女子高校生の場

合は逆にキャンプ経験が性差意識を強めたこと

を報告している。キャンプ経験の性役割意識に

果たす影響が学校種・学年により異なるという

これらの結果は本研究と合致した結果だと言え

る。

ところで，このことは，中学２年以降の女子

に工作役割を男性役割としてとらえる傾向があ

るぶん，工作体験の豊富さがこの時期以降の女

子にとって性役割意識をこえた積極性の指標と

しての意味を持つことを示唆している。

一方，テント泊経験別では，図は省略する

が，「はじめて」の参加者の平均値が２．４２点，

「２～４回目」が２．７６点，「５回目以上」が３．３０

点で，テント泊経験が多くなるほど「工作体験」

が増加している。工作体験も調理体験と同様，

日常生活の中でも得られる体験ではあるが，こ

の結果は工作体験がテント泊といく分結びつき

の大きい体験であることを意味しているのだろ

う。

�５ 主体的傾向の比較

「主体的傾向」については，性とテント泊経

験の主効果が有意であったが，学年の主効果は

有意ではなかった。図５にて性と学年の主効果

の説明を行う。すなわち，性別では，男子が

１２．２９点，女子が１１．６８点であり，男子の方が

「主体的傾向」が有意に高いが，数値的にはそ

れ程大きな差ではない。また，この傾向につい

ては，男女ともに学年差が見られず，小学校４

年生から中学校３年生まで，発達的変化がな

かった。図６に示すように，テント泊経験別で

図５ 性別・学年別「主体的積極的行動傾向」 図６ テント泊経験別「主体的積極的行動傾向」

谷井：小・中学生の生活体験やキャンプ経験が主体的積極的行動傾向に与える影響 ２７
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は，「はじめて」（１１．５６点）と「２～４回目」

（１１．７６点）では有意な差がなかったが，これ

らと「５回目以上」（１２．６３点）では有意な差が

みられた。すなわち，テント泊経験が一定程度

多い場合に，主体的傾向は高くなっている。こ

のことは学年の増加は何らかの抑制作用から必

ずしも主体的傾向をストレートに増加させない

が，テント泊経験はこの抑制作用を緩和し，主

体的傾向を育成する働きをする可能性を示唆し

ている。学年差については，倉本（２０）や飯田

ら（２１）の研究では高学年の方がリーダーシップ行

動が高かったのに対し，本研究では学年差が見

られないという異なる結果となった。これは本

研究の主体的傾向は自己評定による行動傾向で

あり，リーダーシップ行動を含む積極的行動に

対する一般的な構えを意味するのに対し，倉本

や飯田らの研究は，異なる学年が同一のキャン

プに参加したときの観察された具体的なリー

ダーシップ行動であるという違いからくると考

えられる。また，倉本も述べているが，同じ学

校からの参加者が多く，学校生活での傾向がそ

のまま現れ，上級生がリーダーシップをとって

いたことが考えられる。キャンプにおけるリー

ダーシップ行動の発現に関して，発達的な学年

差があるのか，状況依存的な要素が強いのかの

検討は今後の課題となろう。

５ パス解析による検討

「主体的傾向（主体的積極的行動傾向）」は，

キャンプ生活を通じて身につけて欲しいと考え

られる行動傾向であり，同じくキャンプを通じ

て体験が増加すると考えられる「野外体験」「調

理体験」「工作体験」等の生活体験を基礎とし

て身につく行動傾向と考えられる。また，これ

らの生活体験の増加には，「学年」や「テント

泊経験」も影響すると考えてよかろう。以上の

ような考え方にもとづき探索的にパス解析を

行った。また，谷井ら（２２）によると，男子のけが

の発生率はテント泊経験に伴い増加するのに対

し，女子のけがの発生率はテント泊経験に伴い

減少する。このことは，テント泊経験や自然体

験のもつ意味が男女によっていくぶん異なるこ

とを意味している。そのため，パス解析につい

ては男女別に行うことにした。

図７に示すように，主体的傾向に対して，野

外体験（．３１），調理体験（．２１），工作体験（．１０）

がそれぞれ直接の正のパスをもち，学年

（－．１３）は負のパスをもっている。これは，

図７ 男子の主体的積極的行動傾向に影響を与える変数モデル

２８ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，創刊号，２００１年



野外体験，調理体験，工作体験がこの数字の示

す順の大きさで主体的傾向を高めていることを

意味している。学年のパス係数がマイナスに

なっていることについては（各種経験の増加を

伴わずに）学年のみが増加するとそれは主体的

傾向を低める働きをすることを意味する。一

方，学年は，野外体験（．２４），調理体験（．１１），

工作体験（．２３）に正のパスをもち，これら３

つの生活体験を高めることにより間接的に主体

的傾向に正の影響を与えている。テント泊経験

も同様に，野外体験（．３７），調理体験（．１３），

工作体験（．１７）に正のパスをもち，間接的に

主体的傾向に正の影響を与えている。

これらのことを総合するとこのパス図は次の

ように解釈できる。学年が進行するに従い，さ

らにテント泊経験が多い程，野外体験，調理体

験，工作体験はそれぞれ増加する。そして，と

くにこれらの体験（とりわけ野外体験）が豊か

な程，「負けずぎらいで，積極的に班長やリー

ダーを引き受け，何かをする時に自分が中心と

なって決定し，ものごとの計画や準備などを進

めることを好む傾向」を意味する「主体的傾向」

は高くなる。ところが，学年の上昇に見合った

生活体験の増加が見られず，単に，学年のみが

上昇した場合，そのことはかえって主体的傾向

を低める働きをしている。実際，前項で示した

ように，主体的傾向の平均値は男女別でみると

男子がやや高いが，学年による差はほとんど見

られなかった。つまり，集団活動におけるリー

ダーシップ行動という側面を含む「主体的傾向」

は，児童生徒の野外体験，調理体験および工作

体験が増加することにより高められるが，にも

関わらず，この傾向自体は学年進行に伴って増

加してはいない。これは，学年進行にともなっ

て主体的傾向を高く維持しつづけることが困難

であることを意味していると考えられる。

小学生の間は，単純に積極性があり責任感が

ある児童生徒がリーダーシップを発揮し，周囲

もそれを認める土壌があるのだろう。しかし，

学年が進むにつれて，この種の単純な積極性だ

けでは集団の中でリーダーシップが発揮できな

くなるのではないだろうか。つまり，他人の気

持ちに配慮したり，集団全体の意向を微妙に察

知したり，押すべきところ引くべきところ等の

状況判断ができる能力，いわゆる対人関係調整

能力が身についた積極性でないと集団活動にお

いてリーダーシップが発揮できないことを意味

しているのではないか。以下では，この仮説を

前提にして少し考察を進めてみる。

この種の対人関係調整能力は当然のことなが

ら集団活動の中で身につく能力である。集団の

中での対人的交流を通じて，相手が自分の行動

に対してどのように感じ，どのように反応して

いるかを判断し，以後の自分の行動を選択して

いく。この判断が適切な場合もあれば，不適切

な場合もあるだろう。しかし，それも次の自分

の行動に対する相手の反応から，判断を修正

し，行動を修正することができる。「自分の行

動」―「相手の反応」―「それに対する自分の

判断」―そして「次の自分の行動」というサイ

クルの繰り返しの中で，スムーズな対人コミュ

ニケーションについての能力が形成されていく

と考えられる。全国子ども会連合会（２３）は，子ど

も会のジュニアリーダーとして活動しているも

の（JRと略す）と，そうでない者（非JRと略

す）を比較している。JRは非JRに比べて，「何

かやろうとするときいつもリーダーになってや

る方だ」「みんなの前で自分の意見をはっきり

言える」などのリーダーシップ特性についての

自己認知が高く，また，JRは非JRより，「お互

いのプライバシーを尊重する」や「一人の友達

と特別親しくするよりもグループ全体で仲良く

する」など集団志向的であるとしている。この

ことは間接的ではあるが，子ども会活動等の集

団活動経験が対人関係調整能力を伴ったリー

ダーシップを育成する役割を果たす可能性を示

谷井：小・中学生の生活体験やキャンプ経験が主体的積極的行動傾向に与える影響 ２９



唆している。

学年の上昇に伴って，野外体験，調理体験，

工作体験が増加し，これらの体験がそれぞれ主

体的傾向を高めているにも関わらず，主体的傾

向自体は学年進行にともない増加しないという

結果は奇妙な気がする。この結果は，集団の中

でリーダーシップを発揮する構えを意味するこ

の行動傾向が，学年進行に従い，対人関係調整

能力を伴ったより洗練されたものにならないと

集団場面で発揮するのがむつかしいという特質

をもっているためではないか。すなわち，現代

の青少年にとって集団の中で洗練されたリー

ダーシップを発揮するというスキルを獲得しに

くい状況があることを意味するように思われ

る。この背景についてもう少し考えてみる。

長田（２４）は総務庁青少年対策本部の「第５回・

青少年の連帯感などに関する報告書」（１９９１）（２５）

を分析し，現代青少年の仲間関係は，仲間の数

や仲間の性別でみるかぎり好調になっている

が，それはソーシャルスキルの不足が幸いして

の結果であることを指摘している。ソーシャル

スキルとは，他者との付き合いに必要なスキル

のことであり，本来，このスキルを身につけた

結果，他者との間に一定の距離をとることがで

きるようになる。しかし，長田によると，今の

青少年はこのスキルを身につけていないため

に，対人関係に臆病になって他者との間に距離

をおくようになり，皮肉にもこのことが青年の

仲間関係の円滑化に役立っているという。総務

庁青少年対策本部の１９９５年の調査（２６）では，親友

の増加傾向はさらに顕著で，例えば高校生（１５

歳～１７歳）で，親友の数が４人以上と回答した

割合は男子で８４．７％，女子で８３．４％と急増し，

親友が１０人以上の割合も男女ともに４０％を超え

ている。先の１９９１年の総務庁の報告書の高校生

の場合をみると，親友が４人以上の割合が，１９８０

年で２６．６％，１９８５年で３２．５％，１９９０年で３５．２％

と微増の傾向が認められるが，１９９５年にかけて

の増加はきわめて急激である。これにはポケベ

ル，PHS，携帯電話という移動式通信機器の普

及の影響が考えられ，それに伴って「親友」と

いう言葉のもつ意味が激変したと考えられる。

総務庁の「青少年の友人関係に関する国際比較

調査」報告書（２７）によると，日本では，「友だち

といっしょにいると安心できる」が８６．４％，「友

だちとはなるべく争いごとをしないようにして

いる」が６７．３％で，これは西ドイツの場合もほ

ぼ同程度であるが，「友だち関係はわりとあっ

さりしている」については，日本が６５．４％であ

るのに対し，西ドイツは８．５％と大きな開きが

ある。また，「友だちが悪いことをしたら注意

する」，「気の合わない者とのつきあいは避ける

ほう」，「浅く広くよりひとりの友だちとの深い

つきあいを大切にする」などの項目で，日本の

青少年は西ドイツよりも１５ポイント程度割合が

低い。このことは日本の青少年は友人との深い

つながりをもとめながらも，その一方で，友人

関係で傷つくことを恐れ，できるだけ表面的に

あっさりと仲良くふるまっていこうとする傾向

があることを示している。移動式通信機器の普

及はこの傾向に拍車をかけたのではないか。友

だちをもとめながらも傷つくことを恐れる青少

年にとって，通信機器を通しての守られた交友

関係の出現はまさにもとめていたニーズに適合

したものであったのであろう。観点を変えれ

ば，親友を得ることの敷居が低くなったとも言

える。メールアドレスや携帯電話の番号を交換

するだけで，広くて浅いようなそれでいていつ

でも深い関係に発展していけそうな新しい交友

関係が簡単に構築できる時代になってきたので

あろう。

以上，見て来たように，現代の青少年の仲間

関係は表面的で，ソーシャルスキルに乏しく，

結果的に幸いにも，一定程度の距離を保ちなが

ら円滑さを保っている。そして，このような状

況は，本研究で扱っている主体的傾向のような

３０ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，創刊号，２００１年
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集団の中でリーダーシップを発揮する行動特性

を青少年が成長に伴って維持発展させにくい状

況であると考えられる。

保坂（２８）は仲間関係の発達に関して，小学生の

ギャング・グループ，中学生のチャム・グルー

プ，高校生のピア・グループという発達モデル

を提案している。そして，最近の特徴として

ギャング・グループの消失とチャム・グループ

の肥大化があるという。チャム・グループと

は，同じ興味・関心やクラブ活動などを通じて

結ばれる仲良しグループで，お互いの共通点や

類似性を言葉で確かめ合うという特質を持って

いる。保坂は福富（２９）の調査を例にあげ，このグ

ループの特性として，「仲間はずれになりたく

ない」，「仲間といっしょに行動したい」，「仲間

うちの流行に遅れたくない」などの強い同調性

が見られるが，それは，心理的に一定の距離を

置いた，表面的な同調であることを指摘してい

る。そして，今日，この年齢段階で多発してい

る陰湿ないじめは，自分たちだけでは集団のま

とまり（凝集性）を維持できないために，「ス

ケープゴート（いけにえ）」としてのいじめの

対象を必要とするために起きているとも考えら

れると述べている。集団のまとまりを維持する

ためには，個人のレベルでは，洗練された対人

関係調整能力が必要であり，その育成のために

は，自然体験活動や集団活動体験の機会を数多

く青少年に対して提供する必要性がますます大

きくなっている。

ここまで，主体的傾向が学年の上昇につれて

ストレートに増加しない理由について検討して

きたが，確かに，集団の中でリーダーシップを

発揮することは，集団の表面的な円滑さを阻害

するという側面がある。従って，日常レベルで

の仲間集団においていきなり積極的な行動を発

揮するのはむつかしいかもしれない。だからこ

そ，日常を離れた（それは地理的にも，時間的

にも，人間関係の面でも）場での，集団活動の

機会を提供する意義は大きいと考えられるの

だ。

女子についてはどうであろうか。図８に示す

ように，主体的傾向に対して，野外体験（．２５），

調理体験（．１２），工作体験（．１４）がそれぞれ

直接の正のパスをもち，学年（－．１１）は負の

パスをもっている。これは男子の場合のパス図

とほぼ同じであるが，数値的には，野外体験と

調理体験が主体的傾向を高める効果は，女子は

男子に比べて小さいのに対し，工作体験の影響

図８ 女子の主体的積極的行動傾向に影響を与える変数モデル

谷井：小・中学生の生活体験やキャンプ経験が主体的積極的行動傾向に与える影響 ３１



は女子の方がやや大きい。また，学年が主体的

傾向に対して負のパスを持っている点も男子と

同様である。学年は，野外体験（．２０），調理体

験（．０８），工作体験（．１８）に正のパスをもち，

これら３つの生活体験を高めることにより間接

的に主体的傾向に正の影響を与えている。テン

ト泊経験も同様に，野外体験（．３５），調理体験

（．１２），工作体験（．１６）に正のパスをもち，

間接的に主体的傾向に正の影響を与えている。

これらは男子の場合と数字はわずかに異なるが

ほぼ同様の結果と考えて良かろう。すなわち，

男子の場合に検討したことがすべて女子にもあ

てはまると言えよう。

男女を比較した場合，女子ではノコギリやノ

ミなどを使う工作体験が主体的傾向を高める効

果がいくぶん大きい。学年別の工作体験の分散

分析結果で述べたが，工作体験の豊富さは女子

にとって性役割意識をこえた積極性の指標とし

ての意味を持ち，そのため主体的傾向との関連

が男子よりやや大きいのであろう。

対人関係調整能力との関連についても男子と

同様のことが女子の場合にも言える。すなわ

ち，集団の中でリーダーシップを発揮するとい

う行動傾向が，学年進行に伴って，対人関係調

整能力という洗練された側面をあわせもったも

のにならないと主体的傾向を高く保つことは困

難であると考えられる。保坂（３０）も述べている

が，チャム・グループにおけるお互いの共通

点・類似性を言葉により確かめあう面は男子よ

りも女子において特徴的に見られる。その集団

でしか通じない言葉を作りだし，その言葉がわ

かるものだけが仲間であるという境界がひかれ

るという。しかし，この仲間関係は言葉さえ共

通で使っていれば仲間でありうるという側面を

持ち，これまで述べてきた表面的で希薄な人間

関係を維持するメカニズムとしては優れたもの

であるという見方も可能だろう。

Ⅳ ま と め

学年が進行するに従い，さらにテント泊経験

が多い程，野外体験，調理体験，工作体験はそ

れぞれ増加し，そして，これらの体験が豊かな

程，「負けずぎらいで，積極的に班長やリー

ダーを引き受け，何かをする時に自分が中心と

なって決定し，ものごとの計画や準備などを進

めることを好む傾向」を意味する「主体的傾向

（主体的積極的行動傾向）」は高くなることが

わかった。この主体的傾向は「生きる力」の一

部をなす行動傾向であると考えられ，生きる力

の育成に自然・生活体験が重要な役割を果たす

ことが部分的ながら実証された。また，学年の

増加に見合った自然・生活体験の増加がない場

合は学年の増加は主体的傾向を低めることが分

かった。主体的傾向が学年の上昇に伴って増加

しない点に関して，今日の青少年が友人関係で

傷つくことを恐れ，できるだけ表面的にあっさ

りとつきあっていこうとする傾向があることを

踏まえた考察をおこなった。そして，今日の青

少年が，日常レベルでの仲間集団において積極

的なリーダーシップを発揮するのはむつかしい

状況に置かれており，だからこそ，日常を離れ

た場で自然体験活動や集団活動の機会を提供す

る意義は大きいことを指摘した。

工作体験は，小４時点では男女差が見られた

が，小学校高学年で女子がキャンプ経験にとも

なって工作体験を増加させる結果，中１では男

女差がなくなった。しかし，中学生になると女

子は工作体験を増加させないため，中２以降再

び男子の工作体験が高くなった。小学校高学年

の女子は性役割にとらわれずにキャンプ生活の

中でのびのびと工作体験を増加させている。し

かし，中学生以上になると，女子はキャンプ生

活の中で再び，工作役割を男性の役割ととら

え，積極的に取り組まなくなる傾向があると考

えられた。すなわち，中学１年から２年にかけ

３２ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，創刊号，２００１年



て女子の性役割意識の重要な転換点があること

が示唆された。
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