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【要旨】

本研究は，諫早少年自然の家における野外宿泊学習の現状を調査することによって，当所の今

後の取組を模索することを目的とした。長崎県内の小・中学校の野外宿泊学習の実施状況を調査

した結果，完全学校週５日制が実施された２００２年度，授業時数確保のために実施期間を短くした

学校や，学校行事を精選した結果実施しなくなった学校が大きく増加しており，なお増加傾向に

あることが明らかになった。したがって，諫早少年自然の家が今後取り組むべき課題として，�

野外宿泊学習の教育的意義を学校や教師に再認識してもらうために，野外宿泊学習の教育的価値

について大学の研究者や研究機関と連携し，調査研究を行っていく，�「体験学習法のワーク

ショップ」を継続する，�自然の家を利用する学校に対し，「集団宿泊的行事」としての野外宿

泊学習から，「総合的な学習の時間」としての野外宿泊学習への提案などがあげられる。
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� はじめに

平成５年の文部省の社会教育調査によると，

全国の公立青少年教育施設の宿泊期間別利用者

数は，１泊が全体の約７０％，２泊が全体の約

２２％であった１）という。これを踏まえ，青少年

の野外教育の振興に関する調査研究協力者会議

は，「青少年の野外教育の充実について（報

告）」２）において，「青少年教育施設の利用状況を

もって，野外教育プログラムの実施期間をすべ

て表しているとは言い難いが，全体的傾向とし

て，短期間に止まっているのが現状である。ゆ

とりある充実した野外教育プログラムを実施す

るためには，期間の長期化が必要である。」と

野外教育プログラムの問題点として実施期間の

短さを指摘している。前述の社会教育調査から

１０年が経過した現在も，諫早少年自然の家で展

開される野外宿泊学習（本研究では，小・中学

校が主に学校行事の一環として実施する野外教

育プログラムをこのように表記する）の実施期

間は，依然として１泊２日が全体の約７割を占

めている（図１）。当所において，学校が野外

国立諫早少年自然の家（National Isahaya Children’s Center）
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宿泊学習を１泊２日で実施する場合，大半の学

校が初日の午前中に入所して２日目の昼過ぎに

退所する。したがって，実施期間１泊２日とは

いうものの，実質的な活動時間は約１日であ

る。野外教育に携わる人であれば，これだけの

時間で質の高いプログラムをデザインすること

は難しいと感じるのではないだろうか。加え

て，われわれ青少年教育施設が実施する主催事

業の中に，１泊２日で高い教育効果が得られる

事業がどれほどあるだろうか。

また長崎県（当所は長崎県の諫早市に設置さ

れている）は，教職員の給与や手当てに関する

条例制定のいきさつにより，宿泊を伴う学校行

事を実施する場合，その行事を月曜日から始め

たり，金曜日に終わったりする日程の組み方が

できにくい現状である。そのため，当所におけ

る学校の利用は火・水・木曜日に集中してい

る。このような状況がよく表れている事例とし

て，年間で学校の利用が比較的多い１０月におけ

る曜日ごとの実人員を２００３年の実績をもとに比

較したものを図２に示す。入れ替わりの激しい

水曜日の実人員が極端に多いことがわかる。

学校の利用が火・水・木曜日の３日間に集中

すれば，活動や場所，装備の重なりも当然起こ

り得る。したがって，各団体の了解を得なが

ら，施設側でグループ数の限度を設定したり，

活動場所を限定したり，さらには，活動の順序

を入れ替えたりする場合もある。子どもたちの

心の動きなどを考え，しっかりとデザインされ

たプログラムであれば，このような調整はでき

ないはずであろう。このことについて田中裕幸

氏は，「青年の家の現状と課題」において，「生

徒の心の動き以上に，運営者の都合や施設の都

合が優先してしまう教育に，心の教育は期待で

きない」と述べている３）が，筆者も同感である。

最大宿泊者数以内であれば何団体でも受け入れ

る，団体の活動状況を想定した受入れがなされ

ていないのである。今現在，施設の都合が優先

しても許されているということは，裏を返す

と，活動をつなぎ合わせた程度の活動計画がな

されているということでもある。

� 諫早少年自然の家における取組

１ 質の高い教育活動の推進

２１世紀を迎え，時代の変化に応じた教育改革

が進行する中，青少年教育施設にも学社融合の

図１ 当所における野外宿泊学習の実施期間

７８ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第４号，２００４年
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視点や地域における社会教育の拠点として，そ

のハードとソフト両面からの機能の見直しが求

められている。おりしも，国立少年自然の家

は，２００１年度独立行政法人に移行し，施設の特

色を活かした，より質の高い社会教育事業の企

画・運営を進めていくこととなった。具体的に

は，単なる自然体験や野外体験にとどまらず，

それらの学習効果を十分活用した野外教育の普

及を図っていくことにある。ここで，その取組

の中から，小・中学校が実施する野外宿泊学習

に直接結びつくものを紹介する。

� 手引きの改訂

２００２年，利用の手引きの改訂を行った。当所

を利用するにあたっての，手続きとプログラム

作成に関する事項等をまとめていた従来の「利

用の手引き」を，利用に関する「利用の手引き」

と，プログラム作成に関する「プログラム作成

の手引き」とに分けた。新しい「プログラム作

成の手引き」の大きな特徴は，利用団体が利用

目的，活動目的をはっきりさせ，それに応じた

プログラムを作成できるような展開にしたこと

である。プログラムデザインワークシートを中

に入れ，活動を目的別に記載している。また，

新しいプログラムも加えた。

� 主催事業「教師のための体験学習法ワーク

ショップ」を実施

趣旨：体験学習法をベースとした野外教育の

プログラムデザインを通して，教育的

で質の高い野外宿泊学習を生み出す基

礎を学ぶ機会とするとともに，学校の

教育活動に野外教育の新しい手法を普

及すること。

期間：夏期休業中に日帰りで２日，参加対象

を変えて実施。

備考：２００２年度新規事業として実施し，２００３

年度も継続。外部に講師依頼。

� 主催事業「学社融合『総合的な学習の時間』

共同開発事業」を実施

趣旨：少年自然の家を利用しての「総合的な

学習の時間」における展開について，

施設と学校が共同で研究開発し，その

成果を広く普及する。

概要：２００２年度に当所を利用する県内の１学

年１００名規模の中学校と共同研究し，

社会性と対人関係能力を育むプログラ

ムを開発。学年全体を３コースに分け

図２ ２００３年１０月における曜日ごとの実人員
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て，コース別のプログラムを２泊３日

で実施。

２００３年度は県内の１学年１００名規模の

小学校との共同研究を実施。学級の児

童の実態から学級ごとに成果目標を設

定し，それぞれが１泊２日で別々のプ

ログラムを実施。

� 事業運営方針「受入れ事業重視」

２００３年度，これまでの流れを受けて，諫早少

年自然の家の事業運営方針として「受入れ事業

重視」を打ち出し，職員が企画や利用打ち合わ

せの段階から団体の活動に積極的に関わり，団

体が目的・目標を明確にし，教育効果の高い活

動を展開できるよう取り組んでいる。「受入れ

事業重視」とは，当所を利用する団体の活動の

充実を図るために，職員が直接関与して必要な

助言・指導を行うことである。また，「直接関

与」とは，受入れ団体の指導者（引率者）が当

所における活動やプログラムを企画し，指導す

ることが本来の姿であるが，体験学習法を活用

したプログラム展開などにおいて，当所の職員

が直接指導したほうが効果あると団体担当専門

職員または事業課長が判断した団体について，

当該団体の活動の一部またはすべてにおいて，

当該団体の引率者と連携をとりながら指導を行

うことである。

２ 成果と課題

２００３年度，ここ２年の取組の効果が徐々にあ

らわれてきている。野外宿泊学習を実施した学

校の中に，数校ではあるが，野外宿泊学習の目

的，活動の目的をはっきりさせ，それに応じた

プログラムを作成・展開しているところがあ

る。これまでは，ともすれば前年度を踏襲した

プログラムになりがちであったが，これらの学

校は児童生徒の現状を分析し，野外宿泊学習の

重点課題を絞り込んで，対象の実態に応じたプ

ログラムとなっている。また，「体験学習法の

ワークショップ」に参加した数名の教師が，活

動体験の成果ではなく過程に重点をおき，プロ

グラム展開においても子どもの主体的な学びを

促すような関わり方をしていたのである。

しかし，従来通りの成果目標が明確ではな

い，活動をただ単につなぎ合わせただけの野外

宿泊学習も数多く展開されている。活動の指導

補助の際，事前に学校が作成してくる「野外宿

泊学習のしおり」に目を通すのだが，大まかで

抽象的な目的はいくつも記されているものの，

達成したい具体的な目標（成果目標）が何であ

るのかが，しっかりと設定されている学校はほ

とんどない。また，実際の活動場面において，

「時間がないぞ，急げ！」という教師の言葉を

耳にすることがある。この言葉は，活動を予定

通りにこなそうという意識のあらわれではない

だろうか。日々，様々な学校の活動を目の当た

りにしているなかで，このような意識を持った

教師が多いように感じる。２００３年度になって，

前述のプログラム作成の手引きで紹介している

新しいプログラム（イニシアティブゲームや課

題解決ラリーなど）を実施する学校も増えてき

た。しかし，その多くはファシリテーターであ

る教師のプログラムに対する理解が不十分なた

め，体験が学びへとつながっていない。「ふり

かえり」の時間を設けても簡単に終わってし

まっており，何のためにふりかえりをしている

のか不明確と感じられる。

新たな取組がスタートして２年目を迎えた

今，その成果が上がりつつある一方，野外宿泊

学習のプログラムデザインにおいて新しい手引

きが活かされていないことや，「活動体験のプ

ロセスから学ぶ」という意識をより一層広めて

いくことが，現時点での課題として挙げられ

る。

このように，当所における野外宿泊学習の現

状は，企画・運営する学校や教師，それを支援

する行政，そして受け入れるわれわれ施設とい

８０ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第４号，２００４年



う三者の問題を映し出しているように思われ

る。この現状については，これまで当所職員が

それぞれ問題意識を持ちながらも，実際に調

査・分析するには至らなかったために，具体的

な問題点が明らかにされていない。また，２００２

年度より完全学校週５日制の実施や［生きる力］

の育成を図るなど，学校現場にも大きな変化が

見られる。

よって，今回，当所における野外宿泊学習の

現状について調査し，分析検討を加えること

で，今後の取り組むべき課題が明確になると考

えた。なお，今回の現状調査は，野外宿泊学習

の実施期間と，引率する教師の意識に的を絞り

込んだ。

� 方 法

１ 野外宿泊学習の実施期間に関する調査

� 調査対象

１９９９年度から２００３年度において，当所を利用

したことのある長崎県内の小・中学校１８１校を

対象とした。

� 調査内容および実施方法

ここ５年間の野外宿泊学習の実施状況と実施

期間を調査した。野外宿泊学習の実施の有無

と，実施していた場合はその泊数について，施

設の記録をもとに調査した。学校によっては，

当所を利用していない年度もあったので，近隣

の公立青少年教育施設の協力を得た。さらに，

実施状況に変化が見られた学校に対して，電話

による聞き取り調査も行った。

２ 引率教師の意識に関する調査

� 調査対象

２００３年度，当所において野外宿泊学習を実施

した長崎県内の小・中学校２６校の引率教師１６２

人を対象とした。内訳は，小学校教諭７３人，中

学校教諭８９人であった。

� 調査内容および実施方法

調査は当所における野外宿泊学習に関する基

礎データを得るため，野外宿泊学習に対する教

師の意識，及び教師が感じる子どもたちの課題

などを調べることを目的とした。あわせて，こ

れらに影響を与えると考えられる「体験学習法

のワークショップ」への参加の有無についても

調査した。但し，この「体験学習法のワーク

ショップ」とは，２００３年７月２３・２４日に実施し

た主催事業「教師のための体験学習法ワーク

ショップ」，または，施設職員がＡ中学校の引

率教師を対象に実施した事前研修のことであ

る。調査票は教師の属性，「体験学習法のワー

クショップ」への参加の有無，教師の意識，子

どもたちの課題，各活動のねらい，教師の睡眠

時間などからなり，当所に到着してから出発す

るまでの間に実施した。

� 結果と考察

１ 実施期間

図３は，ここ５年間の野外宿泊学習の実施状

況を，実施期間別に表したものである。１泊２

日で実施した学校，２泊３日で実施した学校，

そして実施していない学校を年度ごとの総数で

比較した場合，５年間でさほど変化がないこと

がわかる。しかし，ここ５年間で実施状況に変

化が見られた（泊数が増減した，実施しなく

なった）学校に注目し，その推移を図４に示し

た。実施期間を２泊３日から１泊２日へと短く

する学校は年々増加していることがわかった。

また，１泊２日から２泊３日へと実施期間を長

くした学校，実施しなくなった学校も増加傾向

にあるが，完全学校週５日制がスタートし，

「総合的な学習の時間」を加えた新しい教育課

程が完全実施となった学校教育の大きな節目の

年である２００２年度に大きく増加していることが

わかる。

学校に問い合わせたところ，実施期間が短く

山口：諫早少年自然の家の今後の取組を探る ８１
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なった学校と実施しなくなった学校のうち，３

校は児童生徒数の減少が理由であったが，残り

の学校の多くが完全学校週５日制の実施に伴う

授業時数の削減が影響していると答えた。つま

り，２泊３日から１泊２日へと短縮した学校

は，授業時数が削減されてなお，これ以上授業

時数を野外宿泊学習の中に充てることが難しく

なったのである。また，実施しなくなった学校

については，学校行事を精選した結果，集団宿

泊的行事を実施しなくなったことがわかった。

一方，１泊２日から２泊３日へと実施期間を長

くした学校と，５年間２泊３日で実施している

学校のほとんどが，現在は野外宿泊学習を「集

団宿泊的行事」としてではなく，「総合的な学

図３ 実施状況（小・中学校）

図４ 実施期間が変化した学校数（小・中学校）

８２ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第４号，２００４年



習の時間」の一環として位置付けていることも

明らかになった。

２ 教師の意識

野外宿泊学習に対する教師の思いや期待につ

いて，それぞれの項目における回答者率を［対

象の属性（小学校教諭，中学校教諭）］と［ワー

クショップの参加の有無］，そして［調査対象

全体］で分けたものを図５として示す。なお，

有効回答数は小学校教諭７３人，中学校教諭８９人

の計１６２人（うちワークショップ参加者は２９人）

であった。調査対象の属性，ワークショップの

参加の有無に関わらず，引率教師の約８割が野

外宿泊学習において，「集団生活の在り方や公

衆道徳について学ばせたい」という思いを抱い

ていることがわかった。また，回答者の属性と

回答者率の有意差検定（χ２検定を用いた）を

行った結果，小学校教諭と中学校教諭との間に

有意な差は見られなかったが，ワークショップ

に参加した教師は，参加していない教師に比

べ，「対人関係能力の向上を図りたい」，「１泊

２日では十分な成果は期待できない」，「当日の

運営面での負担が大きい」に対し，１％水準で

有意に高い回答率が見られた。

教師が感じる子どもたちの課題，伸ばしたい

力についても，同様に図６として示す。有効回

答数は小学校教諭６６人，中学校教諭８７人の計

１５３人（うちワークショップ参加者は２８人）で

あった。調査対象の属性，ワークショップの参

加の有無に関わらず，引率教師の約８割が，日

頃子どもたちと関わっていて感じている課題や

伸ばしたい力は，「規律や規則を守ること」，

「忍耐力や困難を乗り越える力」であると考え

ている。同様に，回答者の属性と回答者率の有

意差検定（χ２検定を用いた）を行った結果，

小学校教諭と中学校教諭との間に有意な差は見

られなかったが，ワークショップに参加した教

師は，参加していない教師に比べ，「自然体験

の不足（１％水準）」，「環境問題への意識が低

いこと（５％水準）」に対する回答率が有意に

低く，一方，「団結力（５％水準）」，「協調性

（１％水準）」，「自主性（５％水準）」について

有意に高いことが明らかになった。

引率教師の意識調査の結果，体験学習法の

ワークショップに参加した教師と参加していな

い教師との間に意識の違いが見られたことにつ

いて，今回の調査はワークショップの効果検証

を目的としておらず，その因果関係を明確に証

明することは困難である。しかし，ワーク

ショップが何らかの影響を与えていると推測さ

れる。そこで，本研究ではワークショップの講

師の所見を，以上の結果についての考察として

以下に記す。

「対人関係能力の向上，協調性を伸ばしたい」

という意識が不参加者に比べ高かったのは，こ

れらは体験学習法が本来学習領域として捉えて

いる中心的なものであるため，体験学習法の

ワークショップを受講すればおのずと意識する

ようになると思われる。「自主性」については，

講師の指導法の基本である「自己決定，自己責

任」のメッセージに影響されているものと思わ

れる。「団結力」については，冒険教育の実際

のVTRを見たことが影響していると考えられ

る。「１泊２日では十分な成果は期待できない」

については，「待つ」教育を強調したための影

響と思われる。「当日の運営面での負担が大き

い」については，事前準備から評価までがファ

シリテーターのファシリテーション場面である

ことを伝えたため，負担を感じているものと考

えられる。

� 今後の取組に関する提案

１ 教育効果に関する調査研究

学校週５日制の導入に伴い，授業時数を確保

するため野外宿泊学習の実施期間が短くなった

学校や，学校行事を精選した結果実施しなく
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楽しい思い出をつくってほしい�

子ども同士の親睦を図りたい�

対人関係能力の向上を図りたい�

困苦を伴う活動を体験することで，
一回り成長してほしい�
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い活動を体験させることが目的であ
る�
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とに意味がある�
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事前の準備段階での負担が大きい�
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図５ 野外宿泊学習に対する教師の思いや期待
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図６ 教師が感じる子どもたちの課題，伸ばしたい力
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なった学校が増加傾向にあることが確認でき

た。したがって，まず何より野外宿泊学習の教

育的価値を学校や教師に再認識してもらうこと

が必要であると考える。「受入れ事業重視」や

「体験学習法のワークショップ」といった新た

な取組は，前述のように効果があるように思わ

れるが，現段階ではその効果を客観的に示すこ

とはできない。したがって，これらのような新

たな取組によって教育効果の高い野外宿泊学習

が展開できること，そして野外宿泊学習の教育

的価値について，大学研究者や研究機関と連携

し，調査研究を行っていく必要があると考え

る。

２ 学校，教師への働きかけ

� 「体験学習法」の活用

これまで野外宿泊学習といえば，自然体験や

集団訓練といったイメージが強かったのではな

かろうか。しかし，今回の調査で，体験学習法

のワークショップに参加した教師に，野外宿泊

学習を子どもたちの対人関係能力向上の機会と

して捉える傾向が見られたことから，このワー

クショップが教師の意識改革につながると思わ

れる。よって，今後当所は体験学習法のワーク

ショップを継続しつつ，その効果の検証につい

ても前述の調査研究と併せて行っていけばよい

だろう。ただし，これまで主催事業「教師のた

めの体験学習法ワークショップ」は，夏期休業

中に日帰りで２回実施しているため１学期に利

用する学校にはほとんど対応できておらず，対

象者数にも限りがある。そこで改善点として，

�当所における学校利用に対応すべく４月から

１１月の各月に１回実施する，�比較的利用の少

ない時期を利用して施設職員が学校を直接訪問

し実施する，といったことが考えられる。これ

により１学期利用の学校にも対応できる上，主

担当の教師のみならず引率する教師を対象とす

ることが可能となり，これまで多く見られた教

師間の意識のずれを小さくすることもできるだ

ろう。

� 「総合的な学習の時間」として

ゆとりある充実した野外宿泊学習を実施する

ためには実施期間の長期化も必要な要素の一つ

であるが，学校週５日制による授業時数の削減

のためそれもまた困難な状況である。一方，こ

のような状況の中，野外宿泊学習を「総合的な

学習の時間」の一環として位置づけ，２泊３日

の時数を確保している学校もあることが明らか

になった。したがって，現在「集団宿泊的行事」

として実施している学校に対して，今後「総合

的な学習の時間」の一環としての利用を促すよ

うな働きかけをしていくことが有効であると考

えられる。このような学校の中には，野外宿泊

学習に「総合的な学習の時間」としての可能性

を見出していない学校や，今なお試行錯誤しな

がら「総合的な学習の時間」に取り組んでいる

学校もあると思われる。それらの学校に対し，

主催事業「学社融合『総合的な学習の時間』共

同開発事業」の成果をなお一層発信していくこ

とが有効であろう。

３ 行政への働きかけ

長崎県においては，学校利用が火・水・木曜

日に集中してしまう現状を改善していくことが

最重要課題であると言っても過言ではないので

はなかろうか。月曜日や金曜日を利用した日程

の組み方をする学校が増えれば，活動の場所や

装備に余裕が生まれ，何より施設職員の支援態

勢がより強化される。また，福岡県内の学校は

夏休みに２泊３日で，佐賀県内の学校は学期中

に３泊４日で実施しているところもあり，長崎

県内においても条件が整備されれば，夏期休業

中にでも実施することができるという教師の声

も今回の調査中に聞かれた。今後，関係諸機関

に対して，条件整備を進めるようこれまで以上

に働きかけていく必要がある。その際，今回得
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られたデータを提示することが一つの方法とし

て考えられる。

� おわりに

今回個々の学校単位で野外宿泊学習の実施状

況を調査したことによって，宿泊期間別に年度

ごとの総数で比較するだけでは現れなかった教

育改革の影響が明らかになった。このことか

ら，今後当所には［生きる力］の育成につなが

る野外宿泊学習の教育的価値を学校や教師に訴

えかけていくための取組が求められる。このよ

うに，総数ばかりに注目してきたこれまでの現

状分析の問題点を指摘でき，当所の今後の取組

について提案できたことは意義があると考え

る。

田中裕幸氏は，『青年の家の現状と課題』の

中で，「受入れ事業の教育効果をあげてゆく努

力は，その影響力の大きさを考える時，取り組

むべき最大の課題である」，と青少年教育施設

の課題を指摘している。われわれ青少年教育施

設が影響力を及ぼすことのできる数は計り知れ

ない。各施設がこれまでの取組を改めてふりか

えり，日々の受入れ事業，まずは学校教育の一

環である野外宿泊学習において，これまで以上

に質の高い教育活動が展開できるよう努力して

いく必要があるのではないだろうか。
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