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【要旨】

国立日高少年自然の家は，不登校児童生徒を対象とした主催事業「ふれあい交流キャンプ」を

平成１４年度から実施している。今年度は２年目に当たり，３回の事業を行った。

この事業は，不登校傾向にある子どもたちが自然体験活動を通じて交流し，社会性や協調性，

忍耐力等を育成することをねらいとしている。

日高少年自然の家周辺の地域の特性を生かした活動の中で，子どもたちが生き生きと成長する

姿がうかがえた。

【キーワード】

不登校児童生徒，自然体験活動，フリースクール，活動観察記録，変容

� はじめに

平成１４年度に文部科学省が行った調査による

と，暴力行為やいじめの発生件数と高等学校中

途退学者数の割合は減少傾向にある。不登校児

童生徒数も減少傾向にあるが依然として教育上

の大きな問題となっていることは間違いない。

小中学校において年間３０日以上欠席した児童生

徒は，全国で１３１，２１１人であり，中学校におい

ては，およそ３７人に１人の割合で不登校ないし

は，不登校傾向といわれる子どもがいることに

なる。北海道においても，小学校で８４０人，中

学校で３，３３９人が不登校になっており，大きな

問題となっている（１）。

国立日高少年自然の家では，こうした状況を

踏まえ，不登校傾向にある子どもたちが，自然

体験活動を通じて交流し，社会性や協調性，忍

耐力等を育成することをねらいとして，主催事

業「ふれあい交流キャンプ」を平成１４年度から

実施した。

自然体験活動については，乗馬体験等の，日

高という地域の特性を生かした活動を取り入れ

るよう特に配慮した。

この事業は，北海道フリースクール等ネット

ワークなどの関係機関・団体の協力や北海道教

育委員会等の後援を得て，実施してきた。

事業の実施に当たり，青少年教育や悩みを持

つ子どもたちに対する専門的な知識や実践経験

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，事業の企画実施方法等について助言

国立日高少年自然の家（ National Hidaka Children’s Center）
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を受けてきた。

子どもたちが，心身ともにたくましく成長す

るためには，自然や社会の中で様々な体験を積

み重ね，生き生きと活動しながら，豊かな人間

性を育むことが重要とされている。

本報告は，平成１５年度における「ふれあい交

流キャンプ」の事業の概要について報告するも

のである。

� 事業の概要（計画案）

１ 事業の目的

不登校傾向など悩みを抱える児童生徒が，日

高管内で行われている特色ある自然体験活動を

通じて交流し，社会性や協調性，忍耐力等を育

成する。

２ 事業の特色

� 適応指導教室やフリースクール等不登校児

童生徒対応機関・団体と連携し，対象児童生

徒の参加を促進する。

� 少年自然の家を拠点として，日高管内で行

われる特色ある自然体験活動（乗馬，カヌー，

登山，スキー等）を３回実施する。第１回は

１泊２日，第２回は４泊５日，第３回は２泊

３日とする。

� 子どもの発達や保護者の対応状況などか

ら，第１回と第３回は，小学生と中学生以上

が分かれて活動し，小学生の班は，保護者の

プログラム参加も積極的に促す。第２回は，

小学生と中学生以上が一緒のプログラムで活

動する。

� プログラムの企画立案，実施の際は，臨床

心理士や教育研究者などの専門家やフリース

クール等の対応機関の指導助言を受ける。

� 自然体験プログラムに付随して，専門機関

との連携のもと，家族を含めた相談事業を実

施する。

３ 実施計画の概要

� プログラム委員会

�開催日程：年３回（６月９日，７月１８日，２

月）

�委員会メンバー：北海道教育委員会，市町

村教育委員会，フリースクール等ネット

ワーク，精神科医，児童相談所，民間支援

団体，国立日高少年自然の家 計７名

� 事業の実施

�対象等：北海道内の不登校傾向にある児童

生徒２０名程度及びその父母

�会 場：国立日高少年自然の家（日高町）

他周辺地域

�日 程：（第１回）平成１５年６月２１日（土）

～２２日（日） １泊２日

（第２回）平成１５年８月２６日（火）

～３０日（土） ４泊５日

（第３回）平成１６年１月７日（水）

～９日（金） ２泊３日

４ 期待される効果

� 参加した児童生徒に思いやりの心や社会

性，自主性などが醸成され，学校や地域にお

ける社会生活に自信が持てるようになる。

� 不登校相談機関・団体の連携を促進し，効

果的な対応を図ることができる。

� 自然体験活動と相談事業を有機的に連携し

て実施することにより，家族や本人の状況に

応じたきめ細やかな事業が推進できる。

� 事業の特色

１ 適応指導教室やフリースクール等不登校児

童生徒対応機関・団体と連携し，対象児童生

徒の参加を促進する。

� 北海道内の不登校児童生徒数（平成１４年度

文部科学省調べ）

小学生 ８４０人（１３年度 ８８６人）

中学生 ３，３３９人（１３年度３，５８８人）
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� 北海道内の不登校児童生徒対応機関

適応指導教室数 ３１教室

フリースクール ２８校

� 北海道フリースクール等ネットワークにつ

いて

平成１３年度に道内のフリースクール１５校が

参加して連絡組織を設置する。

関係者の研修会や情報誌を発行。

� 参加状況

第１回（６／２１～２２） 参加者１４名（フリース

クール等通学者８人含む）

ボランティア４人 スタッフ４名

第２回（８／２６～３０） 参加者２４名（適応指導

学級等通学者２０名含む）

ボランティア１０人 スタッフ４名

第３回（１／７～９） 参加者１６名（フリース

クール等通学者９人含む）

※１回目の参加者４名

ボランティア６人 スタッフ４名

２ 少年自然の家を拠点として，日高管内で行

われる特色ある自然体験活動（乗馬，カヌー，

登山，スキー等）を３回実施する。

第１回は１泊２日，第２回は４泊５日，第３

回は２泊３日とする。

第２回目の活動プログラムでは，ラフティン

グ（写真１）と乗馬体験（写真２）が参加者に

とって印象深かったようである。ラフティング

では協力性を高めることができた。乗馬体験で

は馬にふれることによって動物セラピー効果が

あり，表情が柔らかく変化していく様子が見ら

れた。

第３回目の活動プログラムでは，特に犬ぞり

体験（写真３）が印象的であった。実際にそり

を引いてもらう犬とコミュニケーションをとる

ことによって，参加者の気持ちを和らげる効果

と意欲を引き出すことができたようである（注）。

表１ 第１回参加者の内訳

学年 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高校 計 父母

男 １ ３ １ ５ ０

女 ７ １ １ ９ ０

合計 １ ７ ４ ２ １４ ０

表２ 第２回参加者の内訳

学年 小１ 小３ 小６ 中１ 中２ 中３ 高校 計 父母

男 １ １ ２ ４ １

女 １ １ １ ３ １２ １８ １

合計 １ １ ２ １ ３ １４ ２２ ２

表３ 第３回参加者の内訳

学年 小２ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高校 計 父母

男 １ １ １ １ １ ４ １ １２

女 １ １ １ １ ４ ２

合計 １ １ ２ １ １ ５ １ ２ １４ ２
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３ プログラムの企画立案，実施の際は，臨床

心理士や教育研究者などの専門家やフリース

クール等の対応機関の指導助言を受ける。

事業にあたっては，プログラム委員会を設置

し，委員より指導助言を受けた。

� 第１回プログラム委員会（６月９日）

�平成１５年度ふれあい交流キャンプ事業計画

について

�平成１５年度第１回ふれあい交流キャンプの

運営案について

� 第２回プログラム委員会（７月１８日）

�平成１５年度第１回ふれあい交流キャンプの

事業報告

�平成１５年度第２回ふれあい交流キャンプの

運営案について

� 第３回プログラム委員会（２月１３日）

�平成１５年度第２回・第３回ふれあい交流

キャンプ事業報告

�平成１５年度第２回・第３回ふれあい交流

キャンプの成果と課題について

４ 事業評価の工夫

� 活動監察記録

不登校傾向になっている原因や家庭，学校な

ど一人一人の状況が異なることから，より個人

の状況に合わせて事業を行っていく必要がある

ため，班担当の職員とボランティアが，記録票

（図１）を使って班内の参加者の活動と生活の

様子を観察し，記録する。スタッフミーテング

の場で必要な情報を共有し，参加者の指導，援

助に生かす。事業終了後，参加者アンケートと

ともに分析し，ねらいに対する参加者一人一人

表４ 第１回活動プログラム

６月２１日（土） 出会いの集い，仲間づくりレクリエーション，野外炊飯，カウンセリング，テント泊

６月２２日（日） 森の宝探しハイキング，別れの集い

表５ 第２回活動プログラム（当初計画案）

８月２６日（火） 出会いの集い，仲間づくりレクリエーション，カウンセリング

８月２７日（水） 沙流川ラフテング，野外炊飯，カウンセリング，テント泊

８月２８日（木） 乗馬体験（ホーストレッキング），カウンセリング

８月２９日（金） 登山（幌内丸山９８５�），山小屋泊

８月３０日（土） 下山，別れの集い

写真１ 第２回のラフティング

写真２ 第２回の乗馬体験
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の変容を評価した。

１年目に実施した参加者の態度の事前・事後

でも変容を測るｔ検定については，個体数（参

加者数）が少ないこともあり，プログラム委員

会であまり変容に関しては意味がないのではな

いかとの指摘を受け，今年度については実施し

ないこととした。

次の記録は，参加者Ａについての職員とボラ

ンティアの記録の一部である。

参加者Ａは自己否定感が強く，仲間と打ち解

けられない状況にあった。些細なことで感情が

爆発し，活動プログラムに参加できないことも

しばしばであった。

しかし，日を重ねるにつれ，様々な自然体験

活動や仲間とのかかわりの中で自分の中での葛

藤を乗り越え，何とかしたいと願う姿が見受け

られるようになってきた。

参加者Ｂは，１年目から参加している子であ

る。初めは言動に粗暴さが目立ち，他と打ち解

けたり，思いやりのある行動がとれないことが

多かった。

今年度は１回目と３回目の参加であったが，

参加回数を重ねるにしたがい，粗暴さが消え，

寛容的な態度が多くなってきた。特に３回目

は，他を思いやり，協力して活動していこうと

する態度が顕著になっていた。自ら率先してグ

ループ員に声をかけ，リーダーシップを発揮し

ていた。スタッフやボランティアに対する優し

い気遣いも見られるようになってきた。この

キャンプの参加を通じて多くの人に接し，交流

を持てたことや普段できない自然体験活動を経

験することによって，自分に対する自信が深ま

り，心が開かれ，寛容的な態度が身についてき

たのではないだろうか。本人もこのキャンプに

参加することを毎回楽しみにしていると保護者

からも聞いている。キャンプに参加するように

なってから，学校への通学も億劫がらなくな

り，良好な友人関係を結べるようになってきた

ようである。このキャンプへの参加だけが本人

の変容の原因ではないであろうが，一つのきっ

かけになったことは間違いないようである。こ

のキャンプの成果が顕著に現れた事例である。

表６ 第３回活動プログラム

１月７日（水） 出会いのつどい，レクリエーションゲーム，スノーキャンドルづくり，カウンセリング

１月８日（木） ウィンタースポーツで楽しもう，雪合戦，犬ぞり体験１，カウンセリング

１月９日（金） 犬ぞり体験２，スノーモービル体験，別れのつどい

写真４ 第３回のスノーモービル体験

写真３ 第３回の犬ぞり体験１
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ふれあい交流キャンプ個人観察票

班 記録者

氏名 役割 学年 男・女

観 察 項 目 １日目 ２日目 ３日目

生
活
態
度

基本的な生活習慣が身についている

身の回りの整理整頓ができる

正しい言葉づかいやマナーが身についている

協

調

性

知らない友だちとも仲よくできる

自分の役割を責任を持って行う

他人の立場を考えることができる

意

欲

新しいことに興味を持って，積極的に取組む

いろいろな創意工夫をする

嫌なことや苦しいことにもチャレンジする

性

格

明るく元気がある

落ち着いて人の話を聴くことができる

小さなことにもよく気がつく

記入例 ５：とてもよい ４：よい ３：ふつう ２：あまりよくない １：よくない

個人の記録（日付・場面・内容）

図１
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表７ プログラム委員会委員構成

区 分 所 属 ・ 役 職

北海道教育委員会 生涯学習部生涯学習課主査

教育研究機関 大学助教授

臨床心理士 北海道家庭教育カウンセラー 大学非常勤講師

民間支援団体 NPO法人子ども未来研究所 心理カウンセラー

フリースクール関係 北海道フリースクール等ネットワーク代表

適応指導教室 中学校教諭

保護者 民間団体 元フリースクール父母とスタッフの会代表

国立日高少年自然の家 事業課長

表８ 第２回における参加者Ａについての記録（抜粋省略）

参加者Ａ 班担当職員 班担当ボランティア

１日目
（８月２６日）

今日はかなりへんだった。１
日中へんなこうどうばっかり
だった。明日はもうちょっとが
んばると思う。ふつうになりた
い。

受付の時から態度がよくなく
不機嫌だった。レクの時も仲間
の輪に入ることができず孤立し
ていた。

人の輪の中に入っていけない
ことがある。感情の起伏が激し
く，コントロールに苦しむ様子
がうかがえる。何とかしたいと
いう思いが感じられる。

２日目
（８月２７日）

今日はまたまたへんなこうど
うをしていた。ただ，あそぶと
きはたのしかった。何ていうか
ふつうどおり人の目を気にしな
いでいたらうまくいくだろう。

挨拶するときちんと返してく
れた。笑いながら話す場面も
あった。反面，活動の時には気
に入らないことがあると苛立ち
を抑えられず，人と距離を置く
場面が見られた。

ラフティングに参加できな
かった。本人と話し合った。明
日はプラスに転換していくと話
していた。期待したい。

３日目
（８月２８日）

今日はさいあくな所をみせま
くった。ほんとにさいあくなん
だからいいけど。明日からはど
うにかやっていきたいと思う。
ほんとに人の目とか気にしない
でいじをはらないで自分らしく
いたい。

バスの中での出来事があり１
日みんなと同じ活動ができな
かった。自分の中で葛藤してい
る様子だった。自分の中で消化
し切れないものを物や人に当た
る行為をして表せているよう
だ。本人自身も苦しんでいると
思う。

感情が爆発してしまった。こ
の爆発がよい発散となって，明
日はプラスに運ぶことを願う。
心の中は葛藤しているだろう。

４日目
（８月２９日）

今日はできるだけしぜんにで
きるようにがんばってみたけ
ど，やっぱりきんちょうして
た。班こうどうのとき，いつも
きょりをおいていたんだけど，
やっぱりそんなことじゃだめ
だ。だけど，みんなとなかよく
するのはむずかしい。明日はで
きるだけふつうにしていたい。

朝から積極的に班活動に参加
し，野外炊飯の時には班員と元
気に走り回っていた。話をする
場面も多く，昨日までとは別人
のようであった。野外炊飯も見
事な包丁さばきで本人のよい面
がでた１日だった。

本当によく頑張っていた。積
極的に班の役割を担い仕事をし
ていた。話したことのない仲間
とも関わり合う場面が多くみら
れた。自然の中で体を動かした
のが，気持ちを発散させるのに
効果的だったのであろう。

５日目
（８月３０日）

（記録なし） 朝から歌を歌うなど，昨日に
続き，このキャンプで一番よい
笑顔をしていた。苦しい時が多
かったけれど，本人なりに様々
な体験を通じ，成長し，頑張っ
た４泊５日であった。

ふりかえりの時，自分の思い
を言葉にするのが大変だった様
子。しかし自分の中には何かが
残り，葛藤から少し抜け出せた
研修だったと思う。あの状況の
中でよく頑張り抜いたと思う。
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� 事業の成果と課題

１ 事業の成果

� 自然体験活動を通じて交流が深めることが

できた。

・参加者は，馬や犬とのふれあいや自然の中

での活動を通じて，自らの心に素直になる

傾向があった。このことから仲間のことを

気に掛けたり，人の話を聞く態度が表れ

た。自然体験活動を通じ，参加者の交流が

深まり，心が開かれる傾向が見られた。

� 社会性や他者を思いやる気持ちを涵養する

ことができた。

・共同での宿泊体験を通じて社会性の向上や

他者を思いやる気持ちを涵養することがで

きた。

� 生命の尊さに気づく様子が見られた。

・馬や犬とふれあうことで心がなごみ，生命

の尊さに気づく様子が見られた。

� 参加者一人一人の状況を把握しながら事業

を展開できた。

・職員やボランティアが参加者一人一人を観

察して記録し，ミーテングすることによ

り，一人一人の状況を把握しながら事業を

進めることができた。

� ボランティアの支援が参加者によい影響を

与えた。

・参加者は，仲間よりボランティアから刺激

を受ける傾向があり，ボランティアの指導

支援は参加者の変容に重要な要素となり，

変容を促進させる契機となった。

� 関係団体との連携効果が表れた。

・北海道フリースクール等ネットワークとの

連携により，フリースクールの独自事業と

して少年自然の家を活用した自然体験活動

を行うところが増えてきた。

� プログラム委員会の設置及び助言によって

よりよい事業を展開することができた。

・不登校傾向等の児童生徒を対象とした主催事

業を実施するに当たり，青少年教育や悩みを

持つ子どもたちに対する専門的な知識や実践

経験を有する専門家等で構成するプログラム

委員会を昨年度に引き続き設置し，当該主催

事業の企画実施方法等について助言を受ける

表９ 第３回における参加者Ｂについての記録（抜粋省略）

参加者Ｂ 班担当職員 班担当ボランティア

１日目

（１月７日）

グループの人たちと協力しな

がら仲良く取り組むことができ

たと思います。スノーキャンド

ルはみんなと仲良く作ることが

できました

１回目にも参加していたが，

その時と比較して粗暴さがなく

なっていた。周りの人を思いや

りまとめていこうとする姿勢が

頼もしい。

何回かキャンプに参加してい

るので落ち着いていました。グ

ループをまとめたり協力し合お

うと心がけていました。

２日目

（１月８日）

みんなとスキーをしたり雪合

戦を楽しむことができました。

犬も最初は怖かったけれど慣れ

るとかわいくなってきました。

明日は犬ぞりが楽しみです。

苦手なことに関して投げやり

な言葉を吐くときもあるが，前

向きにみんなの先頭に立って活

動をしようとしていた。１回目

には見られない寛容さが見られ

る。

ひとつひとつの活動に満足し

ていた。昨日に増してリーダー

シップを発揮し，みんなをまと

めようとしていた。

ほめて伸ばしていくとよいと

思います。

３日目

（１月９日）

スノーモービルでは雪だらけ

になりました。犬ぞりは犬とも

仲良くなってスピード感もあっ

て楽しかった。またキャンプに

来たいです。

言葉や配慮が足りないときも

あるが，態度で皆を引っ張って

いこうとしていた。職員やボラ

ンティアを気遣う様子も見られ

た。

リーダーとして責任を感じ，

しっかり実行しようとしてい

た。

３日間を通じて気持ちにも余

裕があふれ，成長を感じました。
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ことによって，より質の高い事業を展開する

ことができた。

２ 事業の課題

� 事業実施の時期・プログラムの見直し

・参加しやすい時期や期間を見直す必要があ

る。（次年度は夏期休業中１回の実施の方

向）

・参加対象の子どもたちにとって参加しやす

い魅力的なプログラムを今後も検討する。

� 専門家の指導とボランティア支援の一層の

充実

・カウンセリング（悩み相談）はもちろんで

あるが，運営にも専門家の指導，助言が必

要である。

・個々の参加者の状況把握や影響力の大きさ

を考慮し，ボランティアに対する事前指導

と指導支援の徹底が今後も必要である。

� 関係機関との連携・広報活動の一層の充実

・引きこもりがちな不登校傾向の子ども達に

参加してもらうためには，きめ細かな広報

活動が必要である。さらに関係機関・団体

との一層の連携体制を確立する必要があ

る。

・また，参加対象の子どもたちへの情報の提

供と参加希望者への連絡，相談を継続実施

していく必要がある。

� おわりに

この主催事業「ふれあい交流キャンプ」を通

じ，自然体験活動が子どもたちの心を開かせ，

生き生きと成長する様子が実感できた。複数回

キャンプに参加している子どもほど寛容さが増

し，他とも協力して活動を進めていけるように

なってきている。特に例としてあげた参加者Ｂ

は，昨年度から参加回数を重ねるごとに社会性

が増し，リーダーシップを発揮するようになっ

てきている。

しかし，すべての子どもたちが，短い事業の

中で短絡的に効果が表れ，不登校傾向の児童生

徒がすぐ学校に行けるようになると思ってはい

けない。

この事業はあくまできっかけづくりの場であ

る。そのきっかけを子どもたち自身が自ら変容

し成長するスプリングボード（踏み切り板）に

してほしいと願い，この事業を継続してきた。

まだ成果を急いで求める段階ではない。もっと

長いスパンで子どもたちの変容を見つめていか

なければならない。

「自然は何も答えてはくれない。答えは自分

の中にあるのだ」

肝に銘じていたい言葉である。

参加者自身の答えもそれぞれ本人の中にあ

る。私たちは，子どもたち自身がそれぞれの答

えを見つける支援をどのように図っていくか今

後も研鑽していかねばならない。
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不登校に関する調査研究協力者会議（平成１５年３月）

（注） 事業写真の掲載については保護者及び参加者の

承諾を得ております。
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