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【要旨】

青少年の理科離れが依然として懸念されており，あらゆる教育の場で科学的素養を育成するこ

とは，大変重要なこととなっている。キャンプ等の野外教育の場においても科学を扱ったプログ

ラムが取り入れられるようになってきたが，系統的に科学的素養の育成をめざしたものは少な

い。今回，小学生を対象にしたキャンプにおいて，身近な自然現象である風を題材とした科学教

育プログラムを企画実施した。その実施効果について質問紙尺度による方法で確認した。その結

果，科学的素養の育成にかかわる内容において有意な向上が認められた。その実践をもとにキャ

ンプにおける科学教育プログラムのありかたについて検討する。

【キーワード】
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� 目 的

青少年の理科離れが社会的な関心事となって

久しいが，依然深刻な問題となっている。この

理科離れの問題は，将来の科学技術系人材の不

足や科学技術への関心の低下だけでなく，国民

全体の自然科学や環境を理解するための素養

（科学的素養）の低下につながるなど，その対

策が急務となっている。そうした中，子どもた

ちに豊かな科学的素養を育成するため，学校教

育のみならず社会教育においても，科学につい

て体験的に学習できる様々な機会を提供するこ

とが求められてきている。社会教育施設におい

て，科学を体験的に学習する事業を開催すると

ころが増えており，さらに，キャンプ等の野外

教育の場においても自然や科学を扱ったプログ

ラムが取り入れられるようになってきた。しか

し，特にキャンプでは，感性の育成や全人的発

達に重きを置くため自然体験的な内容が中心と

なり，科学的素養の育成を意識したものは少な

い。また，科学実験や観察を取り入れていて

も，その内容について十分吟味した上で系統立

てて実施されているかどうかは疑問である。今

回，子どもの実態を踏まえながら，身近な自然

現象である風を題材とした科学教育プログラム

を企画実施した。その実施効果を検討するため

の質問紙調査を行い，キャンプにおける科学教

育プログラムのあり方について考察する。

広島市三滝少年自然の家（Hiroshima Mitaki Children’s Nature Center）
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� 理科離れの現状と科学教育プログラ

ムの視点

１ 子どもの理科離れの実態

竹本は，子どもの理科（科学）離れの実態に

ついて，科学館が主催する事業に参加した小学

校から大学までの教員（１３０名）を対象にアン

ケート調査を実施した。その中で，理科離れを

「大変感じる」または「時々感じる」と回答し

た者をあわせると７０％に達していることがわ

かった。その理由として，授業内容や教師，そ

して入試制度に問題があると答えたものが多く

あったが，子ども自身に関わる問題として，

「自然や生活体験の不足」「受身的」「なぜ？と

いう心が減少」「身の回りのことに無関心」な

どが指摘された（１）。このような自然体験等の直

接体験不足や，「なぜ」「どうして」という心の

不足は，科学的素養を育てる上で大変深刻な問

題であると考えられる。

２ 自然や科学を扱ったキャンプ

組織キャンプでは，自然の中での活動等を通

して感性，創造性，社会性の育成など，さまざ

まな教育目標を達成するための意図的なプログ

ラムが実施されている。特に，子どもたちの自

然体験や生活体験の不足の実態を踏まえると，

直接体験の機会を提供する場として，キャンプ

など自然の中での活動の意義がますます高まっ

ている。

キャンプのプログラムは，本来の目的から，

仲間の交流，レクリエーション，創作活動，お

よび自然体験活動などが中心となっている。そ

の中で，自然や科学をテーマにしたキャンプで

は，自然観察領域の活動のように自然への感性

を培うことを重視したものや，自然を利用した

観察や工作などの活動内容が多く見られる。し

かし，科学的素養の育成を主な目的として，系

統立てて企画されたキャンプは，まだあまり見

受けられない。そこで，今回は，自然の中での

集団宿泊生活を伴うキャンプの特性を生かしな

がら，次のような科学教育プログラムの視点を

考慮して企画実施した。

３ 科学教育プログラムの視点

キャンプにおける科学教育プログラムを実施

する上で，次の６つの視点を考慮することが重

要であると考える。

� 身近なものからテーマを選び「科学する心」

を育てる

子どもたちの身近なものや生活に関わりのあ

るものから題材を選び，自然や身の回りのでき

ごとに驚き，感動し，「なぜ」，「どうして」と

不思議に思い考える心を大切にしながら「科学

する心」を育てる。

� 直接体験を重視する

自然とのふれあい体験など直接体験を通して

感動を得させる。そして，実験・観察および工

作を積極的に取り入れ，科学的なものの見方や

考え方を身につけさせる。活動における試行錯

誤を通して得た知識や体験により，科学的な原

理・法則を習得させる。また，可能な限り最先

端の科学技術に触れさせ，専門家（研究者，技

術者）と交流する機会を提供する。

� プログラム全体の流れを重視する（豊かな

イメージづくり）

子どもの思考過程を考慮した展開を大切にす

る。個々の活動内容の関連性を重視し，テーマ

とした自然現象をより豊かにイメージ化できる

よう配慮する。

� 学校教育の枠にとらわれない活動内容を組

み入れる

学習指導要領にとらわれることなく子どもの

興味・関心を喚起する指導内容や教材を提示す

る。

� 生涯学習としての「生きる力」の育成をめ

ざす
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について関心を持つ�

体験的，問題解決的な活動を通して，自らの

意思で主体的に考え，行動する力を育てる。

� 情意面と認知面のバランスを大切にする

自然への感性の伸長と合わせて，子どもの発

達段階を考慮しながら，自然を理解する上での

基礎的な知識・理解ならびに科学的に調べる方

法を身につけさせる。

� 科学教育プログラムを取り入れた

キャンプ「感動塾・みちくさ」の実施

１ 事業の概要

小学生を対象としたモデル事業としてのキャ

ンプ「感動塾・みちくさ」を実施した。参加者

は，小学校４年生～６年生の４７名（男子２４名，

女子２３名）で，平成１４年８月１日（木）～４日

（日）の３泊４日，広島市青少年野外活動セン

ターを会場にして行った。このキャンプは，実

験・観察や自然とのふれあい体験を通して，自

然のすばらしさ・不思議さを体感させ，合わせ

て科学や技術への興味・関心を育み「科学する

心」を養うことを目的としている。今回は，身

近な自然現象である風を取り上げ，“さぐる・

ためす・つかう風の世界”を テーマに，プロ

グラム全体の流れを重視しながら風に関する観

察・実験や，工作を中心としたプログラム構成

とした。また，仲間作りの交流ゲームやキャン

プファイヤー，そして星空観察なども組み入れ

ている。（プログラムの概要と日程は別記資料

に示す）

２ プログラム内容

� プログラム展開プロセス

子どもの思考過程を考慮し，次の３つの段階

すなわち，「さぐる」「ためす」「つかう」の３

段階を踏まえながらプログラム展開を行った。

そして，個々の内容に関連性を重視し，全体の

流れを通して風のイメージが膨らむよう工夫し

た（図１）。

図１ プログラム展開プロセス
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「さぐる」の段階では，“風ってなあに？”を

テーマに，風の観察など風に親しみ風の不思議

を感じる活動を中心に組み入れた。手作り風向

計づくりと風と雲の観察（写真１），上昇気流

の実験などを行った。

「ためす」の段階では，“風になろう”をテー

マに，風に関わる実験や工作を中心に，試行錯

誤により科学的な原理を理解する活動を取り入

れた。空飛ぶ種の模型，グライダー，凧作り，

そして手作り熱気球飛ばし（写真２）などを行っ

た。グライダー作りでは，自作のグライダーの

飛行距離と滞空時間を競うグライダーコンテス

トも実施した（写真３）。

「つかう」の段階では，“風をつかまえよう”

をテーマに，風のエネルギーに着目し，風力発

電機の模型作り（写真４）などを通して，科学

技術やエネルギーへの興味・関心を喚起させる

内容を取り入れた。また，施設見学では，開発

研究者との交流の場も設定した。

� 内容の分類とイメージ形成

活動内容を取り扱う内容の領域から，「物

理・化学」「生物・地学」「生活・エネルギー」

の３つの領域に分類した。

また，先の視点で示した子どもたちの生きる

力の育成の観点から，子どものイメージ形成に

ついて考慮した（２）。次に示す子どもたちの３つ

のイメージ，すなわち�感じるイメージ（「わ

あすごい」，「おもしろい」等，情意的領域にか

かわるもの），�考えるイメージ（「なぜ」，「ど

うして」等，認知的領域にかかわるもの），�

行動するイメージ（「もっと知りたい」，「やっ

てみたい」等，行動的領域にかかわるもの）を

写真３ 手作りクライダーコンテスト 写真４ 風力発電機の模型作り

写真２ 手作り熱気球飛ばし写真１ 手作り風向計を使った風の観察
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意識しながらプログラムを展開した。この３つ

のイメージにおける一連のプロセスを大切にす

ることにより，自分の意志で考え行動できると

いった能力・態度形成につながる豊かなイメー

ジが形成されると考える。すなわち，この豊か

なイメージ形成が，自ら主体的に考え行動して

いく力「生きる力」の育成の重要な要素となる

と考える。このイメージ形成と，「物理・化学」

「生物・地学」「生活・エネルギー」の３つの

領域に分類した活動内容との関連を図２に示

す。

３ 実施効果の測定について

今回のキャンプの実施効果について，質問紙

法による調査を実施した（３）。参加者の変容を測

定するために，次の表１に示す１５項目を設定し

た。

自然に対する感性，生活と自然とのかかわ

り，自然や科学，エネルギーへの興味・関心，

科学的な見方・考え方や探究心，創作意欲に関

する内容を項目とした。

キャンプ実施の事前と事後において，この調

査を行い，項目ごとに５件法で参加者の自己評

定による回答を求めた。「あてはまる」から「あ

てはまらない」までの５段階とし，「あてはま

る」を５点，「ややあてはまる」を４点，「どち

らでもない」を３点，「あまりあてはまらない」

を２点，「あてはまらない」を１点として，点

数化した。また，事前，事後の平均の差が有意

であるかどうかについて，対応のあるｔ検定を

行った。参加者全員（４７名）に事前，事後の調

査を実施したが，もれなく回答のあった有効回

答者４６名のデータを分析し，本キャンプの実施

効果を検討した。

� 結果と考察

１ 調査項目に見られる実施前後の参加者の変

容

調査結果は，表１の通りである。今回参加し

た子どもたちは，事前調査により�「自然には

もっとおもしろいことがたくさんあると思う」

や�「ものをつくるのがすきだ」の平均値が４．０

点以上であったことから，自然やものづくりへ

の興味・関心が比較的高いことが認められた。

しかし，風に関連した項目�，�や，科学的に

調べる態度にかかわる項目�，�の平均値は，

他の項目に比較して低く，風という自然現象へ

の関心や，科学的に探求しようとする意欲は，

あまり高くないと思われる。

実施後，どの項目も増加傾向が認められた

図２ 内容分類とイメージ形成
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（表１）が，検定結果により特に有意であると

認められたものは次の４項目であった。

最も差が大きかった項目は，�「わたしたち

は風を利用して生活していると思う」であ

り，０．６９点の増加で有意に向上した。プログラ

ム全体の流れを通して，子どもたちの風のイ

メージが身近なものとして大きく膨らんでいっ

た結果と考えられる。また，風を意識させる内

容を積極的に取り入れて実施した実験や工作，

そして風力発電の模型作りや施設見学などが，

子どもたちにとって大変印象深い内容であった

と思われる。次に大きかった項目は，�「電気

や光をつかってあそんでみたい」であり，０．５０

点の増加でこれも有意に向上した。風のエネル

ギーとしてのおもしろさに気づき，そのこと

が，他のエネルギーに対する興味・関心へと広

がっていった結果と思われる。また�「身のま

わりの自然の中でふしぎだなと思うことがあ

る」は，０．４９点の増加で有意に向上した。子ど

もたちの感動を大切にするとともに，子どもた

ちの思考過程を考慮しながら風という自然現象

の中から学習課題を見出し，試行錯誤を通して

探求するなどの学習活動の展開により，自然に

対する科学的な見方・考え方（科学する心）を

育む上で効果があったと思われる。さらに，	

「小鳥の声や風の音を聞くのが好きだ」でも，

有意な増加（０．３８点）が見られたことも注目さ

れる。プログラム展開の中に，自然とのふれあ

い体験を意図的に取り入れたことが，子どもた

ちの自然への豊かな感性を育てる上で，効果が

あったと思われる。

また，アンケート結果より，「理科が好きか」

の問いに対して，「あてはまる」と「ややあて

はまる」をあわせると，事前の６４％から事後の

８１％へと大幅に増加したこと，そして「参加前

に比べて自然や科学への興味・関心が出てき

た」と回答したものが，８割近くに達していた

ことがわかった。

２ ねらい項目分類による変容

調査項目をねらいの内容により，次の４つの

グループに分類した。

表１ キャンプの効果測定のための項目の事前事後の平均値と標準偏差
（４６人）

項 目 名
ね
ら
い

事 前 調 査 事 後 調 査 平 均 値
の 差

ｔ値
平 均 値 標準偏差 平 均 値 標準偏差


 学校の理科が好きだ Ａ ３．７７ １．１１ ４．０２ １．０４ ０．２６ n.s.

� 電気や光をつかってあそんでみたい Ｂ ４．００ １．１０ ４．５０ ０．９４ ０．５０ ３．６９ ＊＊＊

� ものをつくるのが好きだ Ｃ ４．０６ １．２１ ４．２８ １．１１ ０．２２ n.s.

� 野原でねころがってみたい Ｄ ３．８１ １．０８ ３．９１ １．２４ ０．１０ n.s.

� 身のまわりの自然の中でふしぎだなと思うことがある Ａ ３．７０ １．１４ ４．２０ １．００ ０．４９ ３．２５ ＊＊

� ムダな電気を使わないように気をつけている Ｂ ３．５５ ０．９５ ３．６７ １．２１ ０．１２ n.s.

 流れる雲をじーっと見てみたい Ｄ ３．６８ １．２７ ３．９８ １．３１ ０．３０ n.s.

� 電気製品のしくみを調べてみたい Ｃ ３．７０ １．１０ ３．８０ １．２９ ０．１０ n.s.

	 小鳥の声や風の音を聞くのが好きだ Ｄ ３．６６ １．１７ ４．０４ １．１５ ０．３８ ３．０１ ＊＊

� わたしたちは風を利用して生活していると思う Ａ ３．６０ １．２６ ４．２８ １．１１ ０．６９ ３．９０ ＊＊＊

� 植物や虫をくわしくしらべてみたい Ｃ ３．３２ １．３４ ３．６１ １．４１ ０．２９ n.s.

� 風のふく強さやむきを気にすることがある Ｄ ３．４９ １．２３ ３．７２ １．３１ ０．２３ n.s.

� 動物や植物からもっと学びたい Ｃ ３．５９ １．３１ ３．８３ １．３５ ０．２４ n.s.

� 自然にはもっとおもしろいことがたくさんあると思う Ａ ４．２２ ０．９２ ４．４４ １．０１ ０．２３ n.s.

� 自然を大切にするために自分ができることをやろうと思う Ｂ ３．９８ １．０１ ４．０７ １．３４ ０．０９ n.s.

＊＊＊ｐ＜．００１＊＊ｐ＜．０１
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3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

Ａ自然・科学�
（t＝4.14，df＝45，p<.001）�

D自然に対する感性�
（t＝2.67，df＝45，p<.05）�

全　体�

事前�
事後�

Ｃ科学的探究心，創作意欲�
（t＝2.17，df＝45，p<.05）�

Ｂエネルギー・環境�
（t＝2.56，df＝45，p<.05）�

Ａ「自然・科学」グループ

人間と自然とのかかわりや，自然や科学への

興味・関心に関する項目（項目
，�，�，�）

Ｂ「エネルギー・環境」グループ

エネルギーや環境への興味・関心に関する項

目（項目�，�，�）

Ｃ「科学的探究心・創作意欲」グループ

科学的な見方・考え方や探究心，創作意欲に

関する項目（項目�，�，�，�）

Ｄ「自然に対する感性」グループ

自然に対する感情的態度に関する項目（項目

�，，	，�）

この４つのグループにおいて各項目の合計点

を算出し，その合計点を項目数で割ったもので

平均値と標準偏差を求め，対応のあるｔ検定を

行った。その結果，実施前後の平均値の差は，

Ａ「自然・科学」（０．４４点増加），Ｄ「自然に対

する感性」（０．２７点増加），Ｂ「エネルギー・環

境」（０．２５点増加），Ｃ「科学的探究心・創作意

欲」（０．２３点増加）の順に有意な向上が認めら

れた。この４つのねらい別事前及び事後の平均

値を図３に示す。

Ａ「自然・科学」は，事前の３．７９点から事後

の４．２３点に増加し，最も大きな向上（ｔ＝４．１４，

df＝４５，ｐ＜．００１）が見られた。これは，自然

や科学への興味・関心を大きく喚起させた成果

を示唆するものと思われる。科学的素養を育む

という本キャンプのねらいに沿ったものであ

り，この点においても実施効果が大きかったと

考えられる。次に大きく向上したのが，Ｄ「自

然に対する感性」であった。自然とのふれあい

体験など直接体験を取り入れることにより，子

どもたちの自然に対する感覚を研ぎ澄ます上で

効果があったものと思われる。Ｂ「エネル

ギー・環境」は，０．２５点の増加であった。環境

に関する事柄は，ねらいや内容に直接含まれて

はいなかったが，今回のキャンプを通してエネ

ルギーへの関心や環境を守ろうという意識の高

揚にある程度の効果があったものと思われる。

また，Ｃ「科学的探究心・創作意欲」も，有意

な向上が認められたが（ｐ＜．０５），この中では

最も低い増加であった。このような能力・態度

形成に関わる内容は，短期的な効果として現れ

にくいものと考えられる。今後，実施期間や事

後における継続的な手だてなどの検討が必要と

思われる。

図３ ねらい別事前及び事後の平均値
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� まとめ（成果と今後の課題）

今回示した科学教育プログラムの視点に沿っ

て企画実施することにより，子どもたちに風と

自分達の生活とのかかわりを意識させ，風のイ

メージを大きく膨らませるなど大きな効果が

あったものと思われる。また，風という身近な

自然現象を扱った科学教育プログラムを通し

て，子どもたちの自然や科学への興味・関心を

大きく高揚させることができたことから，科学

的素養を育むという本キャンプの目的を達成で

きたものと考える。これは，科学的素養の育成

を主たる目的とするキャンプの可能性を示唆す

るものと思われる。さらに，今回の実践におい

て，科学的素養の育成とあわせて，プログラム

に組み入れた自然とのふれあいなどの直接体験

により，子どもたちの自然に対する感性を育む

など豊かな感性の育成や環境意識の高揚等環境

教育的な効果も見られるなど多くの成果が得ら

れた。今後の課題としては，次の点があげられ

よう。

・自然をテーマにしたプログラム内容の天候に

よる影響に対する対策

・集団生活を通しての子どもたちのよりよい人

（別記資料）

別記資料１ プログラム内容と日程

時 間 ８／１（木） ８／２（金） ８／３（土） ８／４（日）

８：００ 朝 食 朝 食 朝 食

オープニング

移 動 プログラムＣ�
プログラムＢ� プログラムＢ�

交流ゲーム

１２：００ 昼 食

（バーベキュー）昼 食 昼 食 昼 食

活動のふりかえり

プログラムＡ�

バス移動

プログラムＢ�

フィナーレセレモニー

プログラムＣ�

施設見学

（風力発電関連工場） 移 動

１７：００
バス移動

夕 食 夕 食 夕 食

プログラムＡ� プログラムＣ� キャンプファイヤー

星空観察
２１：００

自由時間 自由時間
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間関係作り（仲間作り，わかちあいなど子ど

も同士のふれ合いの機会を多く設定する）

・他の関係機関（行政，企業，大学，博物館，

ボランティア組織等）との連携や協力

・子どもたちの継続的な受け入れ態勢作り（単

なる一イベントとして終わらせるのではな

く，子どもの科学的素養を伸ばすための継続

発展的な手だてが必要となる）
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別記資料２ プログラムＡ，Ｂ，Ｃの内容の詳細

○プログラムＡ さぐる「風ってなあに？」

タ イ ト ル 内 容

Ａ�風をみつけよう 風向計の製作と風の観察（風向の観測）

Ａ�風はなぜ起きる？

風と遊ぼう

上昇気流の実験

熱気球の製作と実験

ブーメラン作り

○プログラムＢ つくる・ためす「風になろう」

タ イ ト ル 内 容

Ｂ�風と生物 空飛ぶ種の模型づくり

Ｂ�グライダーを飛ばそう グライダー作りとグライダーコンテスト

Ｂ�たこ・凧あがれ！ 凧づくり

連凧にチャレンジ（共同製作）

○プログラムＣ つかう「風をつかまえよう」

タ イ ト ル 内 容

Ｃ�風力発電にチャレンジ 発電の原理

風車で発電させよう（風力発電機模型作り）

Ｃ�施設見学 風力発電や新エネルギー関係の施設見学，展示の参加

体験，及び質疑応答
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