
障害がある子どもと障害のない子どもとの
野外体験活動を通じたふれあいについて
―主催事業「わくわくキャンプインひだか」―

喜 田 篤

About Communication Between that have No Have No Handicap that Have and

Handicap Through outdoor experience.

KIDA Atsushi

【要旨】

障害のある児童生徒と小中学校に通う児童生徒が少年自然の家での野外体験活動を通じて，お

互いの理解を図ることをねらいとして実施した主催事業「わくわくキャンプインひだか」につい

ての実践内容を報告する。

【キーワード】

バリアフリー，障害児，少年自然の家，自然体験活動，共同生活

� はじめに

国立日高少年自然の家では，障害のある児童

生徒と小中学校に通う児童生徒が自然体験や共

同生活をしながら，相互理解を図ることをねら

いとして，主催事業「わくわくキャンプインひ

だか～あなたとわたしそしてふれあい～」を実

施した。

近年我が国では，障害者への正しい理解と障

害者の社会参加を促進するため，公共施設等の

バリアフリー化が進められてきている。また，

障害者が，地域で生活できるための活動（自立

生活）を進める動きが盛んになってきている。

しかし，生活環境のバリアがとかれる一方

で，障害者に対する健常者の接し方について

は，「完全参加と平等」という点ではまだ十分

とはいえない。障害イコール特別というイメー

ジが強い。

「なくそうバリア，ふやそう心のバリアフ

リー」これは，昨年度札幌市で行われた，DPI

（障害のある人々の国際連帯組織）世界会議札

幌大会のキャッチフレーズである。

本事業で参加した２７名の参加者は，２泊３日

の自然体験，共同生活を通じて，少しずつでは

あるが「心のバリアフリー」を進めることがで

きた。その経過や今後の課題について報告した

い。

国立日高少年自然の家（National Hidaka Children’s Center）

【報告】
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� 事業計画

１ 事業実施までの日程

平成１５年７月 「わくわくキャンプインひだか」

開催要項作成（資料１）

８月 第１回プログラム委員会（運営

について）

９月 「わくわくキャンプインひだか」

実施

１０月 第２回プログラム委員会（事業

報告）

１１月 第３回プログラム委員会（次年

度実施に向けて）予定

２ プログラム委員会

本事業実施に当たり，障害のある児童生徒の

教育に関して見識や実践経験を有する専門家等

で構成するプログラム委員会を設置し，当該主

催事業の企画立案や実施方法等について助言を

受けた。

３ プログラム委員会で協議された内容

� 第１回：事業運営について（概要）

・障害児と健常児の比率について

・知的障害，肢体不自由児などの障害種類と

程度について

・障害児の保護者の参加について

・ボランティアの数と資質について

・障害の把握と指導者，ボランティアとの共

通理解について

・障害児の参加に関する期日や日程について

・障害児教育の経験を有する指導者の配置に

ついて

・障害児と健常児との交流活動における留意

点について

・事業の評価の観点について

� 第２回：事業実施報告について（概要）

・障害児の参加人数と障害の程度について

・障害児とともに参加した保護者の反応につ

いて

・指導体制について

・開催時期，日程について

・広報について

� 第３回：次年度の事業計画について（概要）

・募集対象の障害児と健常児の割合について

・相互理解を図るための方法について

・日程，事業内容，実施に当たって考慮する

ことについて

４ 事業の実施状況

� 運営について

� 開催日程：９月１３日（土）～１５日（月）

夏休み後の連休を考え実施した。

� 参加者について（資料２）

障害児と健常児の割合は，１：２（３０名

のうち１０名が障害児，２０名を健常児とし

た）当日は風邪等で欠席者がでて，参加は

障害児６名 健常児２１名の計２７名（保護者

１名参加）で実施した。

� 障害の種類と程度

知的障害，身体障害，情緒障害または，

重複している者とした。そして簡易な介護

があれば自分で食事がとれ排泄ができるな

ど軽度から中程度の児童生徒とした。障害

の状況について，保護者または教師から聞

き取り確認した。

� 障害のある児童生徒の状況（事前に確認

した内容）

Ａ君（高等養護学校１年）：自閉症。

（風邪のため欠席）

Ｂ君（小学校６年特殊学級）：肢体不

自由，知的障害

Ｃ君（養護学校中２）自閉症

Ｄ君（小学校５年特殊学級）：肢体不

自由，脳性マヒ

Ｆ君（養護学校中２）：自閉症（風邪
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のため欠席）

Ｇ君（小学校３年特殊学級）自閉症，

多動。

Ｈさん（小学校４年特殊学級）：知的

障害。

Ｉ君（小４）自閉症，多動。

� 班編成について

班は５班編成。班は，障害児１～２名，健

常児４～５名の割合とした。ボランティア

は班に１～２名配置し，各班に講師を配置

する体制をとった。障害児は，事前の状況

調査をもとに，軽度と中程度の組み合わせ

になるように配慮した。（障害児の班編成

については事前に養護学校の教頭に助言を

受けた。

各班の配慮事項

（１班） 当初参加予定だった高等養護学校１年

生男子が風邪のため欠席。障害児は比較的障

害の軽い（脳性マヒ・知的障害）Ｄ君のみ。

健常児については，中学校３年生の男子と小

学校６年生の女子とがリードし，５年生，１

年生で一緒に活動できる体制を考えた。

（２班） 肢体不自由のＢ君（長距離の歩行の際

は車椅子使用）が車椅子を使用する場面があ

ることと，Ｉ君は多動がある。健常児は小学

校高学年２名と中学年２名として，低学年は

入れない班編成にした。

（３班） 自閉的で多動性がない。知的障害があ

るＨさんは，中学３年生の女子（福祉に興味

を持っている）と小学校６年生がリードをし

ていける体制を考えた。

（４班） 自閉的で多動傾向のあるＣ君は，言葉

が理解できないところもあるので障害児１名

体制とした。中３男子と小学校６年５年の女

子が中心となって活動する体制を考えた。

（５班） 特殊学級の担任の先生と参加している

Ｇ君は，多動でよく動くということから，障

害児一人の班とした。講師は，Ｇ君の担任と

して適時，適切な関わり方の指導をお願い

し，中１，小６の女子を中心に小学校中学年

３名の体制とした。

○班編成一覧

班 講師・ボランティア 班 員

１
講師：棚橋佳奈子（平取養護学校ぺテカの園分校）

ボランティア：２名

Ｄ（小５特学男） ａ（中３男）

ｂ（小６女） ｃ（小５女）

ｄ（小１女）

２
講師：高橋義則（平取養護学校教諭）

ボランティア：２名

Ｂ（小６特学男） Ｉ（小４男）

ｅ（小６女） ｆ（小６女）

ｇ（小４男） ｈ（小４女）

Ｉ君の父母

３
講師：阿部良子（日高小学校教諭）

ボランティア：１名

Ｈ（小４特学女） ｉ（中３女）

ｊ（小６女） ｋ（小６女）

ｌ（小４男）

４
講師：富樫さおり（平取養護学校教諭）

ボランティア：１名

Ｃ（養護中２男） ｍ（中３男）

ｎ（小６女） ｏ（小５女）

ｐ（小３女） ｑ（小２女）

５
講師：杉本紀美子（士幌小学校教諭）

ボランティア：１名

Ｇ（小３特学男） ｒ（小６女）

ｓ（小４女） ｔ（小３男）

ｕ（小３女）
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� 講師について

講師については，障害児の様子等を判断

し，活動の中で障害児と健常児が積極的に

交流や活動できるように班全体の指導をお

願いした。

� ボランティアについて

障害児に対する指導の経験のある方また

は，指導に関心のある方ということで日高

管内社会福祉協議会，福祉系大学，ボラン

ティアサークル等に協力を働きかけ，男性

４名，女性４名のボランティアスタッフを

確保した。ボランティアは基本的に障害の

ある児童・生徒の活動を支援してもらい，

班内の障害児の人数等によって配置を考え

た。

� 参加した健常児に対する指導について

出会いのつどいの中で車椅子の介助の仕

方，自閉症等障害のある人に対しての接し

方について講師からお話をしてもらった。

コミュニケーションボード等資料を参考に

しながら，障害児の行動についての理解を

深めた。

	 実施に当たって考慮したことについて

（就寝時）

講師，ボランティア，職員が参加者と一

緒に寝るようにした。多動性のＧ君が，初

日になかなか寝付くことができず夜半過ぎ

から所内を歩き回り，寝てもすぐ起きると

いう行動を繰り返した。そのため一緒につ

いていたボランティアと講師，職員と別室

で寝るようにした。

多動性のＩ君はやや興奮している場面が

見られ，大きな声で叫んだり，別室に走り

こむという行動が見られた。就寝時は別室

で親と寝るようにした。

（入浴）

入浴は，講師，ボランティア，職員，全

員一斉に行った。肢体不自由児のＢ，Ｄ君

と多動傾向のＧ君とＩ君については，転倒

や洗い残しがないか，講師，ボランティ

ア，職員が常について風呂場での行動に注

意した。

５ 事業の様子

１日目（９月１３日）

■ 出会いのつどい

出会いのつどいやや緊張気味ではあるが，班

ごとにすわり，話を聞いていた。当日，風邪に

よる発熱のため２名が欠席。障害のある児童６

名と小中学生２１名の２７名，保護者１名の参加と

なった。

■ オリエンテーション

講師の平取養護学校の高橋先生から，車椅子

の支援の仕方，障害のある人との接し方につい

て事前にお話をしてもらった。どの参加者も真

剣に聞いていた。多動傾向の子が立ち歩き，奇

声を発する場面もあったが，それらの行動につ

いても理解することができた。

■ レクリエーションゲーム

緊張をほぐす，簡単なレクリエーションゲー

ムを行った。じゃんけんやリズム拍手など，み

んなが参加できるゲームを行い，手をたたく・

手をつなぐ・自己紹介，班長決めなど，全体活

動から班活動にスムーズな展開を考えて実施し

オリセン投稿（喜田）写真一覧

写真１ 出会いのつどい
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た。

■ 野外炊飯

野外炊飯グループごとにカレーライス作りに

挑戦。健常児の子が，火おこしに興味を持って

作業していた障害のある子に対して「危ないよ」

という声をかけたり，班内でできる作業を分担

し協力しながら，ご飯やカレーを作っていた。

ボランティアは火のまわり，包丁を使う場面に

ついて支援してもらった。また，講師の先生に

は障害児が活動可能な作業を配慮し，班全員で

カレー作りができるように指導してもらった。

２日目（９月１４日）

■ 焼き板クラフト

焼板クラフトハイキングを予定していたが，

午前中に雨が降る確率が高かったため，予定を

変更して焼き板クラフトを実施。焼き板に絵の

具を使ってオリジナルのネームプレートや，飾

り物を熱心に作っていた。障害のある子に対し

ては，班のボランティアが，全般的に支援をし

ていたが，班の中からも障害のある子に次の作

業に対するアドバイスをする場面がみられた。

■ 館内宝探し

館内宝探し班ごとに館内のポイントを順に回

りながら，最終ポイントにある宝物を目指して

いくというルールで行った。競争ではないとい

うことと，班のみんなで宝を目指すように指導

し行った。それぞれの班のペースで，各ポイン

トの問題を解きながら，ルートを見つけゴール

の宝物がある地点に到着した。

■ キャンプファイヤー

キャンプファイヤー 各班代表による点火式

の後，これまでの活動を振り返っての感想発表

（班代表者１名による），リズムダンス，歌な

どを歌い楽しんだ。ボランティアリードのもと

写真２ 野外炊飯

写真３ 焼板クラフト

写真４ 館内宝探し

写真５ キャンプファイヤー
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に全員一緒の活動として歌をメインに取り組ん

だ。

３日目（９月１５日）

■ ハイキング

ハイキング予定していたサンゴの滝は水害

で，林道がなくなったため，からまつキャンプ

場へのハイキングとした。晴天ということもあ

り，参加者はのんびりまわりの景色を眺めて歩

き，キャンプ場へついてからは植物の観察をし

たり，鬼ごっこをして遊んだり，さわやかな秋

空のもとで楽しんだ。

■ 別れのつどい

別れのつどい各班から活動を終えての感想発

表（１名），講師，ボランティア感想のあと，

最後に別れの歌（キャンプファイヤーで歌った

歌）を歌った。参加した子どもたちは，別れを

惜しみ涙している子もいた。

� 事業アンケート結果，参加者感想・

分析

わくわくキャンプインひだかアンケート集

計結果（一部抜粋）

問１� この事業に参加してみてどうでしたか

とてもよかった２２名 よかった５名

問２� この行事の内容はどうでしたか

とてもよかった１６名 良かった１１名

どちらともいえない１名

問３� この行事について，１００点満点とした

場合，あなたは何点をつけますか

� 今回参加してこんなところは変えてほ

しいと思ったことがあれば書いてくださ

い

（水遊びがしたかった，きもだめしや

花火がしたかった）

��少年自然の家の職員について

良かった２１名 良かった５名

どちらともいえない１名

�少年自然の家のボランティアリーダー

の人はどうでしたか

とてもよかった２４名 良かった３名

�この行事の先生はどうでしたか

とてもよかった２０名 良かった３名

どちらともいえない３名

意見：優しく教えてくれてよかった ボラン
写真６ ハイキング

写真７ 別れのつどい 図１ 参加者アンケート問３
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ティアの人たちの歌やギターが良かった

自然の家の人や先生，ボランティアの人

たちがとても優しかった

楽しいことをみんなでできたことが良

かった うまくふれあうことができた

※５項目の平均点～９３．５点

� この次も，また，日高少年自然の家の

行事に参加したいと思いますか

参加したい２５名 わからない２名

問４ この次，日高少年自然の家でやってみた

い行事がありますか

特にない～１３人 ある１９人

（水遊び，キャンプ，きもだめし，カ

ヌー，わくわくキャンプ，工作，ペイン

ト（石））

問５� あなたはこれまで日高少年自然の家の

行事に参加したことがありますか。

初めて１８名 ２回ある２名 ６回ある

１名 ７回ある１名 ８回ある１名

１０回以上４名

� この行事をどこで知りましたか

親・先生から１８名 チラシを見て４名

友達から３名

自然の家から手紙で２名

� どうしてこの行事に参加しようと思い

ましたか

面白そう１８名 友達に誘われて６ 先

生に進められて２名

わくわくキャンプインひだか参加者感想

（一部抜粋）

○中３男

今回，障害者と同じということで少し不安

だったけど，ボランティアや先生がいてくれた

おかげで行事などがスムーズに進んでよかっ

た。宝探しなどでは，少しトラブルがあったけ

ど，みんなと協力して問題を解いたりして面白

かった

最後の時には，みんな仲良くなっていたし，

他の班とも仲良くできた。またこういう行事が

あったらまた来てみたい。

○小４女（障）

初めて参加したけど，すごく楽しかったし，

いろいろなおかずがあってよかった。大きいお

風呂でよかったし，お友達と入れてよかったで

す。自分で着替ええられて良かった。わくわく

キャンプにきていろいろな景色を見れたし，い

ろんな人にあえてよかった。また来る機会があ

れば，わくわくキャンプにきたいです。

◎分析・考察

国立少年自然の家では，全施設共通して主催

事業の参加者から事業の満足度を測るアンケー

トを実施している。

今回の事業の参加は，親や先生から知らさ

れ，勧めがあって最終的には，自分の意思で参

加したことが伺える。（アンケート問３）

参加した事業の満足度は，「とても良かった」

「良かった」を含めると９３．５点となっている。

（問１，問２，問３���の合計点×４）参加

者の満足度は高い結果となった。健常児と障害

児の自然体験活動をプログラムや仲間との交流

が高い満足度となって現れたものと思われる。

また参加者の感想からもみられるように，活動

を通じて健常児と障害児がふれあい友達となっ

た様子が伺える。

次年度の事業の参加については，「参加して

みたい」と答える参加者が多く，来年もこの事

業に参加したいという結果が伺える。

� 成果と課題

（成果）

� レクリエーションや野外炊飯を通じて班の

中で障害児と健常児が交流し，協力する場面

が見られた。また，講師やボランティアの

リードのもと自由交流の時間には，健常児と

障害児がボール遊びや鬼ごっこなどをして交
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流を図ることができた。

� 事業のプラグラムの中で，障害児と健常児

がコミュニケーションを図ることができてい

たので，障害児と健常児の割合，人数，班編

成，指導者の配置は適切であった。

� 共同での宿泊体験を通じて，健常・障害の

違いを互いに認め合い，他者を思いやる気持

ちを涵養することができた。

� 館内宝探しやカレーライス作りでは，互い

の活動のペースを理解し，協力して最後まで

成し遂げようという意識を高めることができ

た。

（課題）

� 参加を受付ける障害児の程度（食事や排泄

などの状況）をどのような方法で案内をする

か。

� 自閉症傾向の障害児については，常時ボラ

ンティアや職員の対応が必要とし，障害のタ

イプが一人一人かなり違う状況であることが

わかった。自閉症傾向の障害児を対象とする

場合，一人に対して一人の専門的知識を持つ

指導者を確保する必要がある。

� 事業終了の翌日から学校への登校は，体力

的に厳しいという保護者の指摘もあった。帰

宅して自然の家までの距離がどの参加者も５０

km以上あり（最大１４０km），開催日程の前後

の移動が参加者にとって体力的な負担が大き

かった。また，養護学校の児童生徒は自宅に

戻ることができずに学校に戻ることになるの

で実施時期について検討する必要がある。

� 健常児は，低学年からの参加者もいた。そ

の子に対して，ボランティアの支援が必要な

場面が見られた。健常児への支援を含めボラ

ンティアの支援体制を拡充する必要がある。

� 今回は，知的障害，情緒障害，肢体不自由

など様々な障害を持つ参加者がいたので，直

接障害児への対応が必要となる場面もあり，

健常児と障害児の交流場面について，講師の

指導やボランティアの支援が十分に発揮され

ないこともあった。今後は，障害の種類，程

度の参加者及び人数に対して，十分対応でき

る指導者，ボランティアの確保と事前の共通

理解を図ることとともに，障害の種類，程度

を明確にして，それが対応できる運営体制を

とる必要がある。

� 終わりに

本事業を実施するためには，障害のある児童

生徒の障害の状況を十分把握し，講師，ボラン

ティア，職員はもちろん，参加者にも十分な共

通理解を図りながら進めなければならないと感

じた。特に情緒障害の子については，本事業で

過ごした３日間の中で，本著者自身たくさんの

ことを学んだ。参加した子どもたちが一緒に活

動する中で，お互いの個性を認め合い，言葉が

うまく通じ合わなくても，共に生活できる姿を

見たときにこの事業の重要性を感じた。来年度

は，今年度の反省を生かしながら，「心のバリ

アフリー」事業について考えたい。
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国立日高少年自然の家 主催事業 資料１

わくわくキャンプインひだか
～あなたとわたしそしてふれあい～

開催要項

１ 趣 旨 養護学校と小中学校に通う児童生徒が，自然体験活動や自然の家での共同生活を通じて交流し，

相互理解を図る。

２ 期 日 平成１５年９月１３日（土）～１５日（月）

３ 対象・人数 養護学校と小中学校の児童生徒３０名 及びその保護者

４ 主な活動内容

（第一日目）

１３：３０ 出会いのつどい オリエンテーション 仲間作りレクリエーション

１５：００ 野外炊飯

１８：３０ 入浴後自由交換

２２：００ 就寝

（第２日目）

７：１５ 朝のつどい

７：３０ 朝食 活動準備

１０：３０ ハイキング（サンゴの滝）昼食

１４：００ 館内宝探し 休憩

１７：００ 夕食

１９：００ キャンプファイヤー

２０：３０ 入浴 自由交換

２２：００ 就寝

（第３日）

７：１５ 朝のつどい

７：３０ 朝食

８：３０ 清掃 活動準備

１０：００ 川遊び ゴムボート

１２：００ 昼食

１３：３０ 別れのつどい

５ 参 加 経 費 小学生３，８００円 中学生以上３，９００円（内訳：食費７食分及びシーツ等洗濯費用）

６ 持 ち 物 野外での活動にふさわしい服装（帽子，軍手，タオル，長袖シャツ，長ズボン，運動靴等）と川

での活動にふさわしい服装（水にぬれてもよい服装，ぬれてもよい運動靴またはかかとを固定で

きるベルト等がついいたサンダル），保険証（コピー可），筆記用具，その他必要なもの（例：障

害のある方の場合，生活に必要な生活補助具等）

７ 申 込 方 法 平成１５年９月５日（金）までに電話または，ファクシミリ，電子メールでお申し込みください。

その際，次のことをお知らせください。

�氏名（ふりがな）�性別�住所（郵便番号）�電話番号・ファクシミリ番号�学校名・学年

�保護者氏名�少年自然の家での受入れに当たって，自然の家が配慮しなければならない事柄

（例：車椅子使用等）

８ 申込み・お問い合わせ先

〒０７９―２３１５ 沙流郡日高町富岡 国立日高少年自然の家 事業課

電話０１４５７―６―２３１１ fax０１４５７―６―３９３４

電子メールアドレス sunta@manabi.pref.hokkaido.jp

９ 主 催 国立日高少年自然の家

１０ 後 援 北海道教育委員会 北海道都市教育委員会連絡協議会 北海道町村教育委員会連合会 日高町

日高町教育委員会 北海道小学校長会 北海道中学校長会 北海道高等学校長協会 北海道特殊

学校長会 北海道PTA連合会 �北海道子ども会育成連合会 北海道青少年団体連絡協議会 北

海道青年の家等連絡協議会 北海道女性団体連絡協議会 日高北部森林管理署 �北海道生涯学

習協会 北海道キャンプ協会 NHK札幌放送局 北海道新聞社 北海道開発局室蘭開発建設部
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１１ 協 力 日高管内社会福祉協議会連絡協議会 ボランティア団体「どんぐりの会」

資料２

参加状況

�健常児と障害児

健常児２１名 障害児６名

�区分別参加状況

中３＝３名 中２＝１名 小６＝８名 小５＝３名 小４＝６名 小３＝４名

小２＝１名 小１＝１名

�地域別参加状況

十勝管内＝１名 石狩管内＝３名 胆振管内＝１名 上川管内＝１名

日高管内＝２１名
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