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要旨 

本研究は大学のキャンプ実習における、参加者の集団凝集性の推移を明らかにすること

であった。また、キャンプネームの使用により集団凝集性の推移に差があるかを併せて検

討した。大学のキャンプ実習に参加した大学生 67 名を対象とした。全 11 班の内、６班 36

名はキャンプネームを使用する「実験群」、５班 31 名はキャンプネームを使用しない「統

制群」とした。「集団への態度尺度」を用いて、キャンプ中計５回、集団凝集性の推移を測

定した。また、筆者が独自に作成した、自由記述式のアンケートを用いてキャンプネーム

を使用した感想や必要性について調査した。その結果、キャンプ開始時から終了時にかけ

て参加者全体の集団凝集性は有意に向上したが、実験群と統制群を比較した結果、集団凝

集性の向上において有意な差は見られなかった。自由記述式のアンケートでは、キャンプ

ネームを使用することでまとまりを感じたと答えた参加者が約６割を占めていた。 

 

キーワード 

 集団凝集性、キャンプネーム、キャンプ実習 

 

Ⅰ．緒言 

 組織キャンプとは「キャンプ運営に関わるスタッフの位置づけや関係、仕事の役割など

が教育的な目的を達成するために組織化されているキャンプ」１）のことである。星野２）

は組織キャンプが効果をあげる要因として、「①仲間と一緒に共同生活することや、グルー

プで一緒に何かを成し遂げたり、グループ内外での問題を自分たちで解決したりする場面

があること、②苦しいこと大変なことに、グループであるいは自らチャレンジして成功し

たり努力したりする場面があること、③自然環境の中で本物の自然や自然物に直に触れる

機会があること、④グループや参加者が置かれた状況をよく把握し、支援ができる指導者

が介在すること」を挙げている。①、②、④にも示されているように組織キャンプにおい

て教育的効果をあげるために、班との関わりは非常に重要であるといえる。また、遠藤３）

はグループ活動を行う時は集団力学的諸機能が作用し、キャンプを指導していく上で、集

団の性質、機能を理解していくことが重要であると述べている。さらに遠藤は集団凝集性
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について、「集団凝集性とはメンバーをグループにとどめるように働くすべての力をいう。

集団凝集性が高いことは、メンバーからみるとそのグループに所属していることに魅力を

感じ、その活動にも積極的に参加しようという気持ちになることを意味する。凝集性の高

いグループはコミュニケーシヨンが良好でグループの業績もよく、個人の意志や行動を強

化していく作用をもっている」と述べている。これらのことと、星野が述べた組織キャン

プが効果を上げる要因（班との関わり）を考慮すると、キャンプで教育的効果を高めるに

は、集団凝集性が高いことが重要であると考えられる。 

 これまでキャンプや野外活動が集団凝集性に及ぼす影響については、いくつかの報告が

されている。井村ら４）は小学生から高校生の異年齢集団を対象としたキャンプでは集団凝

集性が高まらない傾向にあることを報告しており、その理由として班の年齢の幅が大きか

ったことや他のグループとの交流が少なかったことを考察している。また大杉ら５）は大学

４年生を対象とした教育キャンプにおいてキャンプの前後で集団凝集性が向上したことを

報告している。また、高畑ら６）は大学１年生を対象としたキャンプで、キャンプ中にふり

かえり活動を行った参加者のほうが、ふりかえり活動を行わなかった参加者よりも集団凝

集性が向上したことを報告している。上記のように同年代の参加者で構成されたキャンプ

では、集団凝集性は向上することが明らかになっている。しかしキャンプ中、どのような

タイミングで集団凝集性が向上するのかについてはまだ十分に検討されていない。そこで

本研究では、大学のキャンプ実習参加者の集団凝集性の推移を検討する。参加者の集団凝

集性の推移を明らかにすることができれば、どのようなタイミングで集団凝集性が変化す

るかが明らかになり、キャンプのプログラムデザインをする上で一つの参考資料となる。 

また、キャンプ中の班の集団凝集性を向上させる１つの手段として、「キャンプネーム

の使用」が考えられる。キャンプネームとは、キャンプの場面で使用される本名とは異な

るニックネームのことである。淡野７）は、名前をもじったニックネームで呼ばれることを

大学生は嬉しく感じることを報告している。さらに、野中ら８）によると、男子学生は有名

人や服装から付けられたニックネームに喜びを感じ、女子学生は性格的特徴や行動的エピ

ソードから付けられたニックネームに喜びを感じることが明らかになっている。つまり、

大学生が嬉しさや喜びを感じるキャンプネームをキャンプ実習で使用することにより、指

導者や他の参加者と初対面でも親しみやすくなり、集団凝集性が向上すると考えられる。 

 そこで、本研究では、大学のキャンプ実習において、参加者の集団凝集性の推移を明ら

かにすることを目的とした。また、集団凝集性を向上させる手段としての「キャンプネー

ム」の効果の検討も併せて行った。上記の目的を達成するために３つの課題を設けた。 

 

① 大学のキャンプ実習における集団凝集性の推移を明らかにする。 

② キャンプネームを使用することで、班の集団凝集性の推移に差が生じるかを検討す

る。 

③ キャンプネームを使用した感想や必要性について調査し、今後の大学キャンプ実習

におけるキャンプネームの必要性を検討する。 

 

Ⅱ．方法 

１．被験者 
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 A 大学体育学部のキャンプ実習参加者 67 名（男子 50 名、女子 17 名）を被験者とした。

当実習は１年生を対象学年としていたため、１年生が 65 名、２～４年生が２名であった。

班は 11 班で構成され、１班から６班はキャンプネームを使用する「実験群」（36 名）、７

班から 11 班はキャンプネームを使用しない「統制群」（31 名）とした。67 名に対して調査

を行ったが、有効回答件数は 65 件であり、その 65 件について分析を行った。 

 

２．キャンプの概要 

 キャンプ実習は平成 26 年９月７日～10 日の３泊４日の日程で行われた。参加者の７割

が男子であることから、３つの班が男子のみで構成され、その他の班は男子３～４名、女

子２〜３名の混成班であった。キャンプの指導者については、キャンプディレクター、プ

ログラムディレクター、マネジメントディレクター、食料係などを A 大学の教職員が担っ

た。参加者への直接的な指導は、各班にカウンセラーを１名ずつ配置して行った。その他

にキャンプ実習の運営を行う本部スタッフとして、装備係、食料係、庶務係、学生トレー

ナーが配置された。カウンセラー及び本部スタッフは、大学院生及び大学３・４年生が担

当した。カウンセラーと本部スタッフは、事前に野外スキルのトレーニングを行った。 

 キャンプでは、テント泊や野外炊事など野外生活を基盤とし、沢登り、縦走登山、キャ

ンプファイヤーなどが行われた。沢登りはキャンプ場付近の沢で行われ、約 1.2km の行程

であった。途中、飛び込みこむことができるポイントや天然のウォータースライダーを楽

しめるポイントがあった。縦走登山は、キャンプ実習のメインプログラムであり、歩行距

離は約 20.4km で高低差は 1,147m であった。４日間のプログラムの詳細は、表１の通りである。 

 

表１ キャンププログラム 

 

 

３．調査内容及び手続き 

 本研究では、11 班のうち１班から６班をキャンプネームを使用する「実験群」、７班か

ら 11 班をキャンプネームを使用しない「統制群」とした。実験群の参加者、カウンセラー

には、自ら又は他者からキャンプネームを命名してもらい、キャンプ実習に臨んでもらっ

た。キャンプ初日のバス出発前に、実験群のカウンセラーは自分の班の参加者にキャンプ

ネームを考えておくように指示した。開講式後の自己紹介でキャンプネームを決定する予

定であったが、決まらない参加者も多く、昼食時に決定する班もあった。決まったキャン

4日目

5 起床

6 起床 朝食 起床

7 野外炊事 朝食

8 撤収

9 朝食

10 開講式 ふりかえり

11 野外ゲーム 閉講式

12 昼食（弁当）

13 装備配布

14 環境整備（テント設営）

15 登山説明

16 薪割り・火おこし 野外炊事 シャワー・休憩

17 野外炊事

18 夕食 夕食 夕食

19 ナイトプログラム ナイトプログラム キャンプファイヤー

20 フリータイム フリータイム フリータイム

21 就寝

22 就寝 就寝

1日目 2日目 3日目

縦走登山 
 

沢登り 
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プネームは本名が書いてある名札の余白に書き込み、身に付けて活動した。一方、統制群

はキャンプネームを付けないで活動した。参加者が自発的にキャンプネームを付けた場合

や元々愛称がある場合は、それを使用することを禁止したりはしなかったが、カウンセラ

ーから積極的にキャンプネームを付けることはせず、名前で呼び合うように努めた。 

 キャンプ中の各班の集団凝集性の推移を測定する為に、Evans & Jarvis が作成した「集

団への態度尺度」９）を用いた。この尺度は、「私は集団のメンバーとしてとどまりたい」、

｢私は自分の集団が好きである｣などの 20 項目で構成されていた。参加者にとって質問の内

容をより分かりやすくする為、「集団」の部分を「班」に、「ミーティング」の部分を「集

まり」という言葉に変更した。回答は「１．全くそう思わない」から「９．大変そう思う」

までの９件法であった。「集団への態度尺度」による調査を、キャンプ開始時、１日目夜、

２日目夜、３日目夜、キャンプ終了時の計５回実施した。また、キャンプネームを使用し

た感想や必要性について調査するためにキャンプネームの使用に関する自由記述式のアン

ケートを筆者が独自に作成した。項目として、質問１．「あなたの『キャンプネーム』を教

えてください。その『キャンプネーム』の由来を詳しく教えてください。（なぜ、誰が命名

したか、など）」、質問２．「『キャンプネーム』を使用したことにより、班のまとまりが出

たと思う（YES / NO）。」及び「なぜそう思いますか。その理由を教えてください。」、質問

３．「『キャンプネーム』を使用して、良かった点・悪かった点を教えてください」、質問４．

「今後、A 大学キャンプ実習には『キャンプネーム』は必要だと思う（YES / NO）。」及び「な

ぜそう思いますか。その理由を教えてください。」を設定した。調査は各班のカウンセラー

に協力してもらい、班ごとに記入、回収した。 

 

Ⅲ．結果 

１．キャンプ中の集団凝集性の推移 

 キャンプ中の班の集団凝集性の推移を検討するため、時期を要因とした一要因分散分析

を行った。キャンプ中の集団凝集性得点の平均点、標準偏差及び分散分析の結果を、表２、

図１に示した。 

 一要因分散分析の結果、時期において有意差がみられた（F（2、334）=47.38、p<.01）。

多重比較を行ったところ、「キャンプ開始時」よりも「１日目夜」（p<.001）、「２日目夜」

（p<.001）、「３日目夜」（p<.001）、「キャンプ終了時」（p<.001）の方が有意に向上してい

た。また「１日目夜」よりも「２日目夜」(p<.05)、「３日目夜」（p<.001）、「キャンプ終了

時」（p<.001）の方が有意に向上していた。さらに「２日目夜」よりも「３日目夜」（p<.001）、

「キャンプ終了時」（p<.001）の方が有意に向上していた。「３日目夜」と「キャンプ終了

時」の間には有意差は見られなかった。この結果から、キャンプ開始時から３日目夜にか

けて集団凝集性が段階的に向上したと言える。 

 

２．キャンプネームと集団凝集性との関連 

キャンプネームの使用の有無が班の集団凝集性の変容に対して影響を及ぼしているか

を明らかにするため、時期と群を要因とした二要因分散分析を行った。キャンプネームあ

りの実験群とキャンプネームなしの統制群の、それぞれの集団凝集性得点の平均点、標準

偏差及び、分散分析の結果を、表３、図２に示した。 
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 分散分析の結果、交互作用は見られなかった。また、時期の主効果は認められた（F（2.31、

145.52）=47.65、p<.001）が、群の主効果は認められなかった。つまり、今回の実験では

キャンプネームの使用による班の集団凝集性の向上の差は生まれなかったと言える。 

 

表２ 集団凝集性得点の平均点、標準偏差及び分散分析の結果 

 

 

図１ キャンプ中の集団凝集性の推移 

 

表３ 各群の集団凝集性得点の平均点、標準偏差及び分散分析の結果 

 

 

 

図２ 群ごとの集団凝集性の推移 

 

さらに、各群の集団凝集性の推移を見るために、時期を要因とした一要因分散分析を行

った（図３、図４）。実験群においては時期における有意差がみられた（F（2.12、136）=22.23、

p<.01）ため、多重比較を行った。その結果、「キャンプ開始時」よりも「２日目夜」（p<.01）、

「３日目夜」（p<.001）、「キャンプ終了時」（p<.001）の方が有意に向上していた。また、「１ 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD F値 p

全体合計 128.27 2.25 136.92 2.38 140.95 2.28 148.47 2.30 148.86 2.41 47.38 **

** p<.01

　　2日目夜　　 　　3日目夜　　

始<1<2<3,終

キャンプ開始時　 　　1日目夜　　 キャンプ終了時　 　　時期　　　
多重比較

平
均
得
点 
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  図３ 実験群の一要因分散分析の結果      図４ 統制群の一要因分散分析の結果 

 

日目夜」よりも「３日目夜」（p<.001）、「キャンプ終了時」（p<.01）の方が有意に向上して

いた。さらに、「２日目夜」よりも３日目夜（p<.001）、「キャンプ終了時」（p<.01）の方が

有意に向上していた。なお、「キャンプ開始時」と「１日目夜」、「１日目夜」と「２日目夜」、

「３日目夜」と「キャンプ終了時」の間に有意差は見られなかった。 

また、統制群においても時期における有意差が見られた（F（2.27、116）=26.65、p<.01）

ため、多重比較を行った。その結果、「キャンプ開始時」よりも「１日目夜」（p<.01）、「２

日目夜」（p<.001）、「３日目夜」（p<.001）、「キャンプ終了時」（p<.001）の方が有意に向上

していた。また「１日目夜」よりも「３日目夜」（p<.01）、「キャンプ終了時」（p<.01）の

ほうが有意に向上していた。さらに「２日目夜」よりも「３日目夜」（p<.05）の方が有意

に向上していた。なお、「１日目夜」と「２日目夜」、「２日目夜」と「キャンプ終了時」と

の間に有意な差は見られなかった。実験群と統制群を比較すると、統制群においてはキャ

ンプ開始時から１日目夜の間で集団凝集性が有意に向上しているが、実験群には有意な向

上は見られなかった。つまり、統制群のほうが早い段階で集団凝集性が向上したと言える。

ただし、二要因分散分析では有意差が見られず、群間における差はほとんどないと考える

ことができる。 

 

３．キャンプネームの使用感及び必要性の検討 

 キャンプネームを使用した感想や、今後の大学のキャンプ実習におけるキャンプネーム

の必要性を明らかにするため、キャンプネームに関しての自由記述の内容分析を行った。

各質問の回答結果を表４～表７に示した。 

自由記述の結果、キャンプネームを使用してまとまりを感じた参加者は 23 名（64％）、

感じなかった参加者は 13 名（36％）であった。今後キャンプネームは必要であると回答し

た参加者は 26 名（72％）、必要でないと回答した参加者は９名（25％）であった。 

 

  表４ 質問１の回答結果          表５ 質問２の回答結果 
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    表６ 質問３の回答結果 

 

    

 

 

 

 

 表７ 質問４の回答結果 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．考察 

時期を要因とした一要因分散分析を行った結果、時期における有意差が見られ、多重比

較を行ったところ、「キャンプ開始時」、「１日目夜」、「２日目夜」、「３日目夜」にかけて有

意に向上していた。この結果から、キャンプ開始時から３日目夜にかけて集団凝集性が段

階的に向上したと言える。横山 10）は部活動において、集団が目的を達成し、持続・発展

するように成員に働きかける作用である「集団機能」が集団凝集性に影響を及ぼすことを

明らかにしている。今回の実習においても、野外生活上の課題や冒険活動を協力して解決

していくことで、班の集団機能が向上し、集団凝集性が向上したと推察される。例えば、

１日目のテント設営や野外炊事ではカウンセラー指導のもと、班員全員が役割を担い生活

環境の整備、食事作りを行ったり、２日目の沢登りでは班単位で協力しながらゴールを目

指したことで、班の目的を達成し集団凝集性が向上したと考えられる。さらに３日目の縦

走登山は、参加者自らが道を選んだり、時間を調整したりするような参加者主体のプログ

ラムであった。20 ㎞をこえる険しい道のりを地図・コンパスを使用し、班員で話し合い、

協力しながら生還するという目的を達成したため、集団凝集性が向上したと考えられる。 

また黒澤 11）は、冒険教育プログラムは、１人では解決できない課題や問題に対し、仲

間と協力してそれを乗り越える場面が設定されており、協力して課題を解決した結果とし

て友達づきあいや友人関係が深まることが効果としてあげられ、その内容も普段の日常生

活におけるものとは違い、より質の高い人間関係となって現れると述べている。今回のキ

ャンプ実習も沢登りや縦走登山などの冒険教育プログラムが含まれており、そのため班内

の人間関係に影響を及ぼし、友達づきあいや友人関係が深まった結果、集団凝集性が向上

したことが推察される。一方で、３日目夜からキャンプ終了時にかけて、集団凝集性が有

意に向上しなかったのは、４日目のプログラム（撤収・ふりかえり）が、目的達成型の活

動ではなかったこと、メインプログラムであった３日目の縦走登山で、班の集団凝集性が

かなり高い水準にまで達してしまったことが原因であると考えられる。高畑ら６）は、ふり

かえりと目標設定の効果を検討するために、本研究と同様に大学生を対象に「集団への態

14 本名が分からなくなる 15
10 本名で呼んでしまう 7
4 呼ばれて反応しにくい 4
2 恥ずかしい 1
2 めんどくさい 1
4 なし 8

3.キャンプネームの良かった点・悪かった点

悪かった点(36)

なし

良かった点(36)
呼びやすい
親しみやすい・仲良くなれる
まとまりがでる
覚えやすい
楽しい

4

伝統的なものにしてほしい　

キャンプの雰囲気をより味わえる

その他

仲良くなれる・まとまりがでる

楽しく感じる

呼びやすい

YES(26) 　　

12 4 何とも言えない 1

7 3

3 1

2 1

1

1

その他(1)

4.今後キャンプネームは必要か

キャンプ後に話かけにくい

本名が分からなくなる

必要ないと思うから

使わないから

NO(9)
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度尺度」を使用し調査を行ったところ、目標設定とふりかえりを行った群では１日目昼＜

２日目夜＜４日目朝と集団凝集性が段階的に向上していた。これは、初日から３日目夜に

かけて集団凝集性が段階的に向上している本研究の結果と類似していると言える。これら

のことから、キャンプ中の参加者の集団凝集性は初日から段階的に向上し、一定の水準ま

で達するとそれ以上向上しなくなることが考えられる。 

 時期と群を要因とした二要因分散分析を行った結果、今回のような体育大学の大学生を

対象としたキャンプ実習では、キャンプネームの使用の有無は集団凝集性の向上に差を生

まなかった。キャンプネームの使用が集団凝集性の向上に影響しなかった原因として、キ

ャンプネームの効果は、上述したような冒険教育プログラムの効果よりも小さかったこと

が挙げられる。キャンプネームを使用することは日常生活でニックネームやあだ名で友人

を呼ぶ行為と似ており、それほど非日常的なものではなかった一方、非日常的な環境での

生活では、生活自体が刺激となり人間関係に影響を及ぼしたと考えられる。また、本格的

な縦走登山や沢登りは、参加者にとってほとんど経験したことがない活動であり、そのた

めインパクトが大きかったのかもしれない。つまり、キャンプネームの影響力は、冒険教

育プログラムの持つ影響力よりも小さかったため、冒険教育プログラムを含むキャンプで

はキャンプネーム使用の有無に関係なく集団凝集性が向上したと推察される。また、今回

行った調査の対象が体育学部のみの単一学科であり、さらに班内で同じ部活動に所属した

いた者も若干名いたことから、全員が他の班員と初対面という状況ではなかった。参加者

同士がキャンプネームを命名しなくても、「運動部に入っている」、「スポーツが得意」とい

う一体感が得られていたのかもしれない。 

 一方、自由記述の内容分析の結果から、64％の参加者がキャンプネームを使用してまと

まりを感じていた。キャンプネームで班にまとまりがでたと感じた理由として「呼びやす

い」、「親しみやすい」などの記述が多かった。中には「上級生とでもうまくまとまれた」

という記述もあり、初対面、年齢などにとらわれずに班員を呼ぶことができたと考えられ

る。また、「他の班にはない繋がりができる」という記述から、キャンプネームが各班のオ

リジナリティーや帰属意識につながったことが窺える。また、キャンプネームの由来につ

いての質問を見ると、男女共に、名字や名前を捩ったものが多かった。淡野らや野中らの

先行研究をふまえると、キャンプネームで呼ばれることに喜びや嬉しさを感じた参加者が

多かったと推察される。これらのことから、キャンプネームが班のメンバーに親しみを持

たせていたことが窺える。 

 一方、NO と回答した参加者は 36％であり、「名前のほうが覚えやすい」、「名前を呼ぶ機

会がなくなる」という記述が多く見られた。このような結果になった要因の一つとして強

制的にキャンプネームを命名させたことにより、違和感を覚えた参加者がいたことが考え

られる。まとまりを感じられなかった参加者のキャンプネーム命名の理由を分析すると、

班員のキャンパーやカウンセラーにイメージから命名されたケースが多く見られ、あまり

呼ばれて嬉しくないキャンプネームを命名された可能性もある。このことで、いくつかの

実験群ではキャンプネームの使用が集団凝集性の向上を妨げ、統制群の方が早い段階での

集団凝集性の向上につながったと推察される。 

 キャンプネームの必要性については、72％が YES、25％が NO と回答し、３％がどちらで

もないと回答していた。キャンプ終了後、学校生活で班員と遭遇した際に呼びづらくなる
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という感覚があったため大学キャンプ実習にキャンプネームの必要はないと評価したと考

えられる。 

 

Ⅴ．結論 

 本研究の目的は大学のキャンプ実習において、参加者の集団凝集性の推移を明らかにす

ることであった。併せて、集団凝集性を向上させる手段としての「キャンプネーム」の効

果を検討した。本研究から得られた結果は以下の通りである。 

 

① 大学のキャンプ実習における集団凝集性は、「キャンプ開始時」から「３日目夜」

にかけて段階的に有意に向上した。「３日目夜」から「キャンプ終了時」にかけては

有意な向上は見られなかった。 

② 本研究で対象とした大学のキャンプ実習では、キャンプネームを使用した班と使用

しなかった班の集団凝集性の向上に有意な差は見られなかった。 

③ 大学のキャンプ実習においてキャンプネームを使用することでまとまりを感じる

大学生は多く、64％の使用者がキャンプネームに好感を持っていた。しかし 25％はキ

ャンプネームの必要性を感じていなかった。 

 

Ⅵ．今後の研究課題 

本研究の結果から、キャンプ中の集団凝集性は日を追うごとに向上し、メインプログラ

ムの「縦走登山」を経て高い水準まで達することが明らかになった。これらのことからプ

ログラムデザインをする際は集団凝集性の向上の段階に合わせて、課題やその難易度を設

定すると良いだろう。また、冒険教育プログラムを含むキャンプでは、中盤から後半にか

けて縦走登山等の班で協力して困難な課題を達成するようなプログラムを取り入れること

で、班の集団凝集性をより向上させることができるだろう。しかし、本研究では集団凝集

性の推移に着目し検討を行ったが、集団凝集性の向上と教育的効果の関係については検討

していない。今後はキャンプにおける参加者の集団凝集性の向上が教育的効果に及ぼす影

響について、検討する必要がある。 

また、キャンプネームの効果の検討も併せて行ったが、今回の調査ではキャンプネーム

の使用は集団凝集性の推移に差を生まなかった。しかし、今回の調査対象は体育大学のキ

ャンプ実習を検討した一つの事例に過ぎず、キャンプ参加者の年齢やプログラムが異なる

キャンプでは違った結果が生まれる可能性がある。また、学校の実習など、日常的に関係

がある者がキャンプに参加する場合と、様々な所属や地域から集まる、日常的に関係がな

い者がキャンプに参加する場合でキャンプネームの効果は異なることも予想される。今後

は、様々な条件のキャンプでキャンプネームの効果を検討し、どのような条件でキャンプ

ネームが有効なのかを明らかにしていくことが課題である。 

今回は、キャンプネームを使用することでまとまりを感じる参加者が多くいた一方で、

キャンプネームの必要性を感じていないキャンパーもいた。班全体でキャンプネームを付

け合うより、付けたい人だけキャンプネームを付ける方が、班の集団凝集性を高める可能

性があるだろう。また、キャンプが進行するにつれて、お互いのことをよく理解できたり、

様々なエピソードも生まれたりするため、キャンプ中にキャンプネームを命名したり、場
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合によっては変更するなどの柔軟な対応をとることで、集団凝集性を向上させる一つの手

段として活用できるのではないかと考えられる。 
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