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【要旨】

　本研究は，大脳活動と「生きる力」の二つの指標に着目し，キャンプ初日と最終日に行った

go/no-go課題実験とアンケート調査による「生きる力」得点の結果を照らし合わせ，その関連性
を見出し，キャンプの教育的効果を具体的に明らかにすることを目的としたものである。本研究

の主な結果は次の通りである。

１）go/no-go課題実験における「握り間違い数」はキャンプ後減少し，キャンプは参加者の大脳
活動の抑制機能に寄与する可能性が示唆された。

２）キャンプ後，「生きる力」は向上し，「生きる力」を構成する14指標別でも，「非依存」を始め

とする５指標において有意な向上がみられた。

３）go/no-go課題実験の「握り間違い数」が，キャンプ後減少した者を上位群，それ以外の者を
下位群と設定し，それぞれの「生きる力」の変化を分析した結果，キャンプ後，上位群の「生

きる力」は有意に向上した。また，向上した「生きる力」を構成する指標は，大脳活動の抑制

機能と類似する点を見出せた。

４）go/no-go課題実験，「生きる力」調査を男女別に見ると，男子に有意な向上が顕著にみられた。
　以上のことから，キャンプ経験による子どもの大脳活動の発達と「生きる力」の向上に関連性

が見出せ，キャンプの教育的効果をより明確にすることができ，キャンプ経験は子どもの成長に

多様な効果を及ぼすものであると推察できる。

【キーワード】

キャンプ，go/no-go課題実験，大脳活動，抑制機能，生きる力 

Ⅰ　はじめに

近年の急激な社会の変化は，青少年の社会性

を習得する機会を減少させている。同時に，青

少年の凶悪な犯罪も増加しており，今まさに青

少年教育の在り方が注目されていると言える。

こうした青少年の問題が顕在化する中，文部科

学省では，1996年の中央教育審議会の答申 (1)

等に基づき，子どもたちに体験活動を充実させ

る教育施策を多く行ってきている (2)。

1  国立妙高少年自然の家 (Myoko Children’s Center)
2  信州大学教育学部  (Faculty of Education,Shinshu University)
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このような体験活動の進展に伴い，その必要

性や評価に関する報告が各自治体や国の教育機

関を中心にしてなされている。これらの報告に

関して橘ら (3)は，事業報告の内容は，各事業

の担当者が作成したアンケートをもとにしたも

のがほとんどで，基準の甘い絶対評価的報告で

あり，客観的に評価する研究とは言い難い。ま

た，心理学的・社会学的立場からの研究も多い

が，それらが用いている変数は，キャンプの教

育目的をもとにした変数ではなく，いくつかの

心理学的変数の中からキャンプの目的に沿った

もの，体験的に効果が期待できる変数を取り上

げたものが多く，その結果キャンプが効果的で

あるとした報告が多いと述べている。同時に，

多くのキャンプを対象とし共通した尺度を用い

れば，キャンプの効果を一般化することも可能

になり，その効果の差異をもとにして効果的な

キャンプの特性を明らかにできる，とも述べて

いる。2001年，橘らは，キャンプが参加者の「生

きる力」に及ぼす影響を検証するため，「生き

る力」という概念を構成する具体的な指標を明

らかにし (4)，2002年にはその指標をもとに「生

きる力」を測定する「 IKR評定用紙」を作成
した (3)。

また，最近では生理学的立場からの研究も行

われており，平野ら (5)は，キャンプが大脳活

動に及ぼす影響に関する研究を行った。その中

で平野らは，「子どもたちに自然の中での活発

な身体活動の機会や，密接な他者とのコミュニ

ケーションの機会を提供するキャンプは，脳機

能，特に前頭連合野の抑制機能の発達に寄与す

る可能性がある。」と示唆している。また同時

に，go/no-go課題実験によって得られる大脳活
動の変化と，実際の子どもの行動や態度の変化

を関連付けて研究していくことの必要性を述べ

ている。

そこで本研究では，大脳活動と「生きる力」

に着目し，キャンプ初日と最終日に行った

go/no-go課題実験の結果と，アンケート調査に
よる「生きる力」得点の結果とを照らし合わせ，

その関連性を見出し，キャンプの教育的効果を

具体的に明らかにすることを目的とする。

Ⅱ　研究方法

１．プログラム及び被験者

キャンプは，信州大学教育学部公開講座「子

どもキャンプ教室」として，2002年・2003年

８月に長野県戸隠村にある村営戸隠キャンプ場

において５泊６日で実施された。

キャンプ参加者は，一般公募の長野県内の小

学校３・４年生98名であった。キャンプの指

導は，信州大学教育学部の教官１名と，同学部

の学生及び大学院生があたった。なお参加者は

期間中7名ずつの7グループの単位で生活・活

動し，それぞれのグループには，１名のカウン

セラーと１名のサブカウンセラーがついた。

キャンプの主なプログラムを表1に示した。

これらのプログラムの企画にあたっては，活発

な身体活動の機会を設けるとともに，小グルー

プ活動を重視し，その中で参加者相互の密接な

コミュニケーションが図れるように配慮された

ものである。宿泊はバンガロー（参加者の希望

表1．キャンプ中の主なプログラム

2002年 2003年
1日目 開村式，キャンプ場探検 1日目 開村式，キャンプ場探検
2日目 チャレンジハイキング 2日目 チャレンジハイキング
3日目 パン作り，環境学習ゲーム 3日目 自然観察，クラフト
4日目 飯綱山登山 4日目 飯綱山登山
5日目 クラフト，キャンプファイヤー 5日目 自由な時間，キャンプファイヤー
6日目 閉村式，片付け 6日目 閉村式，片付け
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でテント泊も一部実施）で，食事は昼食の弁当

やスタッフによる給食を除き，毎食自炊であっ

た。

なお，本研究の被験者は，全ての実験に参加

することのできた96名であった。

２．go/no-go 課題実験

go/no-go課題実験とは，自己制御能力を調べ
るための実験として広く使われている実験方法

である。「赤いランプがついたらゴム球を握っ

てください。黄色いランプでは握らないでくだ

さい。」という課題を被験者に与え，握る反応

（ go response） と 握 ら な い 反 応（ no-go 
response）を選択させるなど，課題の選択を
行わせる実験である。

本研究では，正木 (6)(7)(8)が行なった方法・手

順を採用し，光の刺激を弁別しゴム球を握る３

種類の実験を行った。最初の実験では，「赤い

ランプがついた時，ゴム球を握ってください。」

という指示を与え，約３回の試行を行い，被験

者が指示及び反応の仕方を理解したことを確か

めた後，光刺激を３～６秒間隔で0.5～1.5秒間
ずつ５回呈示した（形成実験）。形成実験終了

後，「今度は赤いランプと黄色のランプをつけ

ます。黄色いランプの時はゴム球を握らないで

下さい。」という指示を与え，約３回の試行を

行い，被験者が指示及び反応の仕方を理解した

ことを確かめた後，光刺激を３～６秒間隔で赤

い光と黄色い光ともランダムに0.5～1.5秒間
ずつ10回呈示した（分化実験）。分化実験終了

後，「今度は先ほどと反対です。黄色いランプ

のついた時だけゴム球を握ってください。赤い

ランプの時はゴム球を握らないで下さい。」と

いう指示を与え，指示理解の確認，刺激間隔・

順序・呈示時間，及び試行回数は分化実験と同

様とした（逆転分化実験）。

ランプ制御及びゴム球の反応記録は，株式会

社エム・イーが開発した大脳活動計測システム

を使用した。

go/no-go課題実験は，キャンプ初日と最終日
の昼前にキャンプ場において実施した。実験

は，被験者以外の参加者を実験場所から離して

静粛な環境を保つとともに，実験前の10分前

に被験者を集めて安静にさせておく配慮をし

た。

３．go/no-go 課題実験の分析

本研究では，被験者の光刺激に対する反応に

ついて，エラー数を測定し，キャンプ前後のエ

ラー数をWilcoxon符号付順位検定を用いて分
析した。反応の正誤は，分化実験及び逆転分化

実験において，それぞれ go課題時の光刺激呈
示後，１秒以内に握り反応があった場合を正解

とした。すなわち，分化実験では赤色の光刺

激，逆転分化実験では黄色の光刺激後，それぞ

れ１秒以内にゴム球を握った場合であった。

反応のエラー数とは，go課題時の「握り忘
れ数」と，no-go課題時の「握り間違い数」であっ
た。「握り忘れ」は，分化実験では赤色の光の

刺激，逆転分化実験では黄色の光刺激後，それ

ぞれ１秒以内にゴム球を握らなかった場合であ

り，「握り間違い」は，分化実験では黄色の光

刺激，逆転分化実験では赤色の光刺激後，それ

ぞれ１秒以内にゴム球を握ってしまった場合で

あった。本実験では主に「握り間違い数」につ

いて分析を行った。これは，過去の篠原ら (11），
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平野ら (5)(12)の研究において，キャンプ前後に

おける分化実験・逆転分化実験の「握り間違い

数」が，1998年の４泊５日キャンプ，1999年

の30泊31日キャンプ，2000年の５泊６日キャ

ンプそれぞれにおいて，有意な減少が認められ

たという報告に基づくものである。

４．「生きる力」の測定・分析

キャンプ参加者の「生きる力」を測定するた

め，橘ら (3)が開発した「子ども IKR評定用紙」
を使用した。この評定用紙は，「非依存」「視野・

判断」「思いやり」「身体的耐性」などの14指

標（表２）各々について５項目（そのうち一つ

は逆転項目），合計70項目から成っている。各

項目ごとに６段階評価で回答を求めるもので，

評価は，それぞれネガティブな評価（１点）か

らポジティブな評価（６点）の６段階で得点化

し，個人の「生きる力」得点の合計は70～420

点の範囲となる。参加者にはキャンプ初日と最

終日に実施し，調査結果を得点化し，キャンプ

前後の得点の変化等をｔ検定を用いて分析し

た。

５．go/no-go 課題実験の結果による上位下位

群別の「生きる力」得点の分析

go/no-go課題実験の結果から，分化・逆転分
化実験の「握り間違い数」の合計が，キャンプ

前とキャンプ後でエラー数が減少した者をＡ群

とし，キャンプ前とキャンプ後で変化しなかっ

た者，もしくはエラー数が増加した者をＢ群と

し，それぞれの「生きる力」得点をｔ検定を用

いて分析し，比較した。また，下位14指標別

の得点も同様に比較した。

なお，内訳は，Ａ群：54名，Ｂ群：42名であ

る。

６．男女別の go/no-go 課題実験，「生きる力」

得点の分析

男女別のキャンプ後の変化を調べるため，男

子51名，女子45名に分け，各調査のキャンプ

前と後の結果を，Wilcoxon符号付順位検定，t
検定を用いて分析した。

表2．「生きる力」を構成する指標

生きる力

心理的社会的能力

心理的エネルギー
1. 非依存
2. 積極性

社会的スキル

3. 明朗性
4. 交友・協調
5. 現実肯定

判断力
6. 視野・判断
7. 適応行動

徳育的能力

自己規制 8. 自己規制

情緒

9. 自然への関心
10 .まじめ勤勉
11. 思いやり

身体的能力

日常的行動 12. 日常的行動

身体的耐性・野外への対応
13. 身体的耐性
14. 野外生活・技能
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Ⅳ　結果

１．go/no-go 課題実験におけるキャンプ前後

のエラー数の変化

表3は，go/no-go課題実験のエラー数に，
キャンプ前後で違いが見られるかWilcoxon符
号付順位検定を用いて比較した結果である。分

化実験の「握り間違い数」（ p<.001）に有意な
減少がみられた。また，分化実験の「握り忘れ

数」（ p<.01）・逆転分化実験の「握り忘れ数」
（p<.05）に有意な増加がみられた。
キャンプ前後における分化実験・逆転分化実

験の「握り間違い数」は，1998年の4泊5日キャ

ンプ，1999年の30泊31日キャンプにおいて，

有意な減少が認められている (11)(12)。本研究の

結果は，分化実験の「握り間違い数」の減少に

ついて，過去の研究結果を再び支持するものと

なった。

本研究における逆転分化実験の「握り間違い

数」は，平均値は減少しているものの，有意な

差はみられなかった。この結果は，2000年の

5泊6日キャンプにおいて，分化実験では有意

な減少はあったが，逆転分化実験で有意な減少

は認められなかった (5)という結果と同様のも

のであり，その原因等を今後さらに実験を積み

重ねるとともに，それぞれのキャンプのプログ

ラム等との関連について，解明していく必要が

あると考えられる。

go/no-go課題実験は，Konishiら (9)の研究

において，no-go課題に対する反応は，前頭葉
の主たる機能のひとつである，変化する環境に

適応するため，ある反応を続けようとする傾向

に歯止めをかける機能，すなわち抑制機能を反

映することが明らかにされているなど，自己制

御能力を調べるための実験として広く知られて

いる。また，寺沢ら (10)の研究では，本研究と

同様な go/no-go課題実験をとおして，外遊び・
群れ遊びの持つ豊富な運動性と相互コミュニ

ケーション体験を子どもの生活に組み込むこと

によって，前頭葉機能の発達が促される可能性

を示唆している。さらに，澤口 (15)は，常軌を

逸した暴力犯罪が続いていることについて，

「前頭連合野は，感情を適切に抑えて，相手の

気持ちをくみ，自分の置かれた状況を知る，つ

まり社会性や理性をはぐくむ働きをする。不気

味な暴力犯罪の頻発は，この働きが鈍くなって

いるのも一因だと見ている。」と述べ，社会性

や理性が育つためには，知育一辺倒ではなく，

仲間との外遊びが重要であると指摘している。

本研究において，分化実験の「握り間違い数」

が有意に減少し，逆転分化実験の「握り間違い

数」が減少の傾向を示したことは，平野ら
(5)(11)(12)が示唆した，「子どもたちに自然の中で

活発な身体活動の機会や，密接な他者とのコ

表3．キャンプ前後の go/no-go 課題実験のエラー数の変化

集計事項 実験時 N M SD Wilcoxon

分化実験

握り忘れ数
Pre 96 0.208 0.614

p<.01
Post 96 0.583 1.526

握り間違い数
Pre 96 2.010 1.838

p<.001
Post 96 1.167 1.270

逆転分化実験

握り忘れ数
Pre 96 0.521 1.297

p<.05
Post 96 0.854 1.747

握り間違い数
Pre 96 1.604 1.440

NS
Post 96 1.406 1.526
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ミュニケーションの機会を提供するキャンプは

前頭葉の抑制機能の発達に寄与する可能性があ

る」ということをさらに裏付けるものになった

と考えられる。

また，本研究の「握り忘れ数」においても分

化実験（p<.01）・逆転分化実験（p<.05）で有
意な増加がみられた。過去の研究において平野

ら (5)は，「握り忘れ数」に有意差は認められず，

加えて「握り間違い数」に比べて数値が極めて

小さく，その変化を統計的に論ずるにはなじま

ないという理由で，「握り忘れ数」の変化を取

り上げてこなかった。本研究において，キャン

プ前よりキャンプ後に「握り忘れ数」が有意に

増えたということは，大脳活動の抑制機能の働

きが強まったことによって，go刺激に対して
も握る反応を抑制してしまったことが推測でき

る。本研究において「握り忘れ数」についても

有意差がでたことは，今後さらに実験を重ね，

追究していく必要性があると考えられる。

２．「生きる力」調査の結果

表４は，キャンプ前後に実施した IKR評定
用紙での調査結果を得点化し，t検定を用いて
比較した結果である。合計得点である「生きる

表4．キャンプ前後の「生きる力」及び下位14指標別の変化

実験時 N M SD t

「生きる力」得点
Pre 96 306.04 51.83

－3.397**Post 96 315.67 55.17
上位指標 下位指標 実験時 N M SD t

心理的社会的能力

非依存
Pre 96 21.14 4.59

－4.005***Post 96 22.62 4.92

積極性
Pre 96 22.37 4.59

－1.041Post 96 22.71 5.03

明朗性
Pre 96 22.45 4.91

－3.023**Post 96 23.55 4.73

交友・協調
Pre 96 20.96 4.92

－1.210Post 96 21.44 4.95

現実肯定
Pre 96 24.28 4.21

－1.241Post 96 24.71 4.53

視野・判断
Pre 96 20.57 5.30

－2.048*Post 96 21.42 4.82

適応行動
Pre 96 21.45 4.71

－2.529*Post 96 22.41 4.55

徳育的能力

自己規制
Pre 96 21.65 4.31

　0.376Post 96 21.48 4.64

自然への関心
Pre 96 22.52 4.94

－0.891Post 96 22.87 4.97

まじめ勤勉
Pre 96 22.70 4.62

－0.219Post 96 22.78 5.03

思いやり
Pre 96 21.64 4.64

－1.331Post 96 22.10 5.02

身体的能力

日常的行動
Pre 96 21.16 5.23

－1.503Post 96 21.81 4.56

身体的耐性
Pre 96 22.92 4.79

－3.130**Post 96 24.08 4.77

野外生活・技能
Pre 96 20.26 5.00

－4.071***Post 96 21.71 4.56
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*p<.05  **p<.01  ***p<.001
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力」得点（ｔ =－3.397，p<.01）において有
意な向上がみられた。

橘ら (3)は，『自然の厳しい環境の中で，克服

的で冒険的な活動プログラムを含むキャンプの

ほうが「生きる力」の向上に効果的である』と

報告している。本研究のキャンププログラムに

は，登山やチャレンジハイキングなど，小学3・

4年生にとって克服的で冒険的な活動プログラ

ムが含まれており，これらのプログラムなどが

「生きる力」の向上に影響を及ぼしたものと考

えられる。

次に，IKR評定用紙の14指標について，そ
れぞれキャンプ前後に違いがみられるかどうか

を t検定を用いて比較した。その結果，表4に
示すとおり，14指標別のうち「非依存」（ｔ =
－4.005，p<.001），「明朗性」（ｔ =－3.023，
p<.01），「視 野・ 判 断 」（ｔ = －2.048，
p<.05），「適応行動」（ｔ =－2.529，p<.05），
「身体的耐性」（ｔ =－3.130，p<.01），「野外
生活・技能」（ｔ =－4.071，p<.001），にお
いて有意な向上がみられた。キャンプ前後で得

点が減少した指標は「自己規制」のみであった。

橘ら (3)は，1279名を対象にしたキャンプ前

後の「生きる力」得点の研究において，『「徳育

的能力」よりも「心理的社会的能力」の側面に

より大きく働いた』と報告している。本研究に

おいて，有意な向上の見られた指標のうち「非

依存」「明朗性」「視野・判断」「適応行動」は，

「心理的社会的能力」の下位指標であり，また，

唯一キャンプ前後で得点の増加がみられなかっ

た「自己規制」は「徳育的能力」の下位指標で

あり，橘らの研究結果を支持するものとなっ

た。

３．「握り間違い数」と「生きる力」の変化の

関係

go/no-go課題実験の結果から，分化・逆転分
化実験の「握り間違い数」の合計が，キャンプ

前よりキャンプ後の方が減少した者を上位群と

し，キャンプ前とキャンプ後で変化しなかった

者，もしくは増加した者を下位群とし，それぞ

れの「生きる力」得点をｔ検定を用いて比較し

た。なお，内訳は，上位群54名，下位群42名

である。

表5は，上位群と下位群それぞれのキャンプ

前後の「生きる力」得点の変化を示したもので

ある。上位群では，キャンプ前後で「生きる力」

得点（ｔ =－2.819  p<.01）に有意な向上が
みられた。一方，下位群では「生きる力」得点

（ｔ =－1.889）に有意な向上はみられなかっ
た。これにより大脳活動の抑制機能に発達がみ

られたと考えられる上位群の被験者は，同時に

「生きる力」も向上していたことが明らかになっ

た。

さらに，「生きる力」を構成する14指標別の

キャンプ前後の得点を，ｔ検定を用いて比較し

た。その結果，有意差が認められたものを表6

に示した。

上 位 群 は，「非 依 存 」（ｔ = －3.941，
p<.001），「明朗性」（ｔ = －2.636，p<.05），
「適応行動」（ｔ =－2.680，p<.05），「野外生
活・技能」（ｔ =－2.843，p<.01）で有意な向

表5．上位・下位群の「生きる力」得点の変化

　 群 実験時 N M SD t

「生きる力」得点

上位群
Pre 54 302.48 48.78

－2.819**
Post 54 313.89 54.00

下位群
Pre 42 310.62 55.77

－1.889
Post 42 317.95 57.21
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**p<.01



52　国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要， 第５号， 2005年 瀧・平野・寺沢：キャンプが子どもの大脳活動と「生きる力」に及ぼす影響　53

上がみられた。下位群は，「身体的耐性」（ｔ =
－2.966，p<.01），「野外生活・技能」（ｔ =－
2.915，p<.01），で有意な向上がみられた。
上位群でのみ有意な向上のみられた「非依

存」「明朗性」「適応行動」は，「生きる力」を

構成する指標のなかでも「心理的社会的能力」

に分類されるものであり，go/no-go課題実験に
よる大脳活動の抑制機能の発達がみられたと考

えられる上位群の被験者は，「生きる力」のう

ち，特に「心理的社会的能力」が向上していた

ことが明らかになった。「心理的社会的能力」

に含まれる「非依存」「明朗性」「適応行動」指

標の，「 IKR評定用紙」における具体的な質問
項目は，以下のものである。

「非依存」

○いやなことは，いやとはっきり言える

○小さな失敗をおそれない

○新しいことにすぐ慣れる

○自由な発想ができる

「明朗性」

○だれにでも話しかけられる

○小さなことでくよくよしない

○いつも笑顔ですごしている

○失敗しても立ち直るのが早い

「適応行動」

○人の話をきちんと聞くことができる

○その場にふさわしい行動ができる

○読み書きがしっかりできる

○自分でできることを自分でやる

これらは，大脳活動における抑制機能（変化

する環境に適応するため，ある反応を続けよう

とする傾向に歯止めをかける機能 (9)）と類似し

ており，「生きる力」の「心理的社会的能力」

の向上と，大脳活動の抑制機能の発達には深い

関連性があるものと推察できる。

一方，上位群と下位群において有意な向上の

みられた「野外生活・技能」，下位群において

有意な向上のみられた「身体的耐性」は，「身

体的能力」に分類される指標である。この能力

は，キャンプという屋外での生活や，登山や

チャレンジハイキングという克服的で冒険的な

プログラムを経験したことで，それらの能力が

向上したと考えられる。

橘ら (3)は，キャンプ期間の違いやプログラ

ムの違い，さらには，キャンプを指導するス

タッフの経験によって子どもの「生きる力」の

向上に差異がみられたことを報告している。本

研究のキャンプにおいても，このような影響は

表6．上位・下位群の「生きる力」を構成する14指標別の変化

群 指標 実験時 N M SD ｔ

上位群

非依存
Pre 54 20.389 4.258

－3.941***
Post 54 22.352 5.006

明朗性
Pre 54 21.944 5.045

－2.636*
Post 54 23.333 4.564

適応行動
Pre 54 21.000 4.426

－2.680*
Post 54 22.444 4.729

野外生活・技能
Pre 54 20.278 4.920

－2.843**
Post 54 21.667 4.576

下位群

身体的耐性
Pre 42 23.119 4.850

－2.966**
Post 42 24.714 4.284

野外生活・技能
Pre 42 20.238 5.165

－2.915**
Post 42 21.762 4.590

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*p<.05  **p<.01  ***p<.001
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なかったとは言えない。しかし，プログラムご

とに go/no-go課題実験や「 IKR評定用紙」の
調査を行うことは，事実上困難なものであり，

また，反復して行うことによる学習効果も懸念

される。本研究では，上位群と下位群の間で「生

きる力」得点の変化に違いがみられたが，その

要因等の分析には，今後さらに実験等を継続し

ていく必要がある。

４．男女別の変化

表7は，go/no-go課題実験の男女別の結果で
ある。男子では分化実験の「握り間違い」

（ p<.001），逆転分化実験の「握り間違い」
（p<.05）で有意な減少を，逆転分化実験の「握
り忘れ」（ p<.01）で有意な増加がみられた。
一方，女子は分化実験の「握り忘れ」（ p<.05）
で有意な増加が，「握り間違い」（ p<.01）で有
意な減少がみられた。特に逆転分化実験におい

て，男子は有意な変化があるのに対し，女子に

有意な変化はみられなかった。

男女のキャンプ後の変化に違いがあった要因

として，本研究が対象としたキャンプのプログ

ラム，発達段階の違い等，様々なことが考えら

れる。今後，キャンプのプログラムにも焦点を

しぼり，研究を追求し明らかにしていく必要が

ある。

表8は，男女別の「生きる力」調査の結果，

有意差がみられたもののみを表したものであ

る。全体の「生きる力」得点（ t=-3.02，
p<.01）や，他の有意に向上している指標にお
いても，キャンプ後，男子のほうに「生きる力」

の向上が顕著にあらわれている。

過去の福富ら (13)の研究の「生きる力」調査

においては，男子は１％水準で有意な向上が見

られたのに対し，女子は向上しているものの，

有意な向上ではなかった。また，平野ら (14)の

報告の男女比較では，全体的に女子よりも男子

の方が向上しているものの，有意な差ではな

く，「生きる力」の向上に男女差はなかったと

している。各研究の参加者の学年は，福富らの

研究は小学校3年生と4年生であり，平野らの

研究では，小学校4年生～中学校3年生であっ

た。本研究が対象としたキャンプも小学校3，

4年生だったことを考えると，小学校3，4年生

時期においては男子に，より顕著な向上がある

と推察できる。

Ⅴ　まとめ

本研究は，2002年8月・2003年8月に5泊6

日で行われた信州大学教育学部公開講座「子ど

もキャンプ教室」の参加者96名を研究の対象

とした。キャンプ参加者の「生きる力」の変化

表7．男女別 go/no-go 課題実験の結果

　 男子 女子

集計事項 実験時 N M SD Wilcoxon N M SD Wilcoxon

分化実験

握り忘れ数
Pre 51 0.176 0.623

NS
45 0.244 0.609

p<.05
Post 51 0.549 1.641 45 0.622 1.403

握り間違い数
Pre 51 2.294 2.119

p<.001
45 1.689 1.411

p<.01
Post 51 1.255 1.369 45 1.067 1.156

逆転

分化実験

握り忘れ数
Pre 51 0.392 1.343

p<.01
45 0.667 1.243

NS
Post 51 0.784 1.604 45 0.933 1.912

握り間違い数
Pre 51 1.941 1.618

p<.05
45 1.222 1.106

NS
Post 51 1.392 1.834 45 1.422 1.097
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を測定するために，橘ら (3)(4)が開発した「IKR
評定用紙」を用い，大脳活動の変化を測定する

ため，go/no-go課題実験をキャンプ初日と最終
日に行った。

１．go/no-go 課題実験

キャンプ後，分化実験の「握り間違い数」に

有意な減少がみられた。逆転分化実験の「握り

間違い数」には有意な差がみられなかったが，

減少の傾向がみられた。また，分化実験・逆転

分化実験の「握り忘れ数」において有意な増加

がみられた。以上のことから，キャンプ経験は

参加者の大脳活動の抑制機能に寄与する可能性

が示唆された。

２．「生きる力」調査

キャンプ経験により，参加者の「生きる力」

の向上がみられた。指標別では，「非依存」「明

朗性」「視野・判断」「適応行動」「身体的耐性」

「野外生活・技能」において有意な向上がみら

れた。

３．go/no-go 課題実験と「生きる力」調査と

の関係の分析

キャンプ後，go/no-go課題実験の「握り間違
い数」が減少した者を上位群，それ以外の者を

下位群と設定し，それぞれの「生きる力」調査

の結果を分析した。その結果，上位群は「生き

る力」が有意に向上していた。また，顕著に向

上していた指標は「生きる力」の中でも「心理

的社会的能力」に含まれる指標であった。その

表8．男女別「生きる力」調査の結果

男子 女子

実験時 N M SD t N M SD t

「生きる力」 得点
Pre 51 315.73 56.56

－3.02**
45 295.07 43.95

－1.69
Post 51 327.98 60.70 45 301.71 44.83

非依存
Pre 51 22.12 4.84

－2.78**
45 20.02 4.07

－2.96**
Post 51 23.69 5.33 45 21.40 4.13

明朗性
Pre 51 23.37 5.29

－2.43*
45 21.40 4.27

－1.79
Post 51 24.65 4.63 45 22.31 4.59

現実肯定
Pre 51 24.53 4.34

－2.54*
45 24.00 4.09

　0.93
Post 51 25.73 4.68 45 23.56 4.11

視野・判断
Pre 51 21.14 5.97

－2.07*
45 19.93 4.38

－0.80
Post 51 22.29 5.15 45 20.42 4.26

身体的耐性
Pre 51 24.31 4.79

－2.77**
45 21.33 4.33

－1.62
Post 51 25.73 4.49 45 22.22 4.42

野外生活・技能
Pre 51 21.08 5.15

－2.88**
45 19.33 4.71

－2.88**
Post 51 22.59 4.70 45 20.71 4.22

*p<.05  **p<.01  ***p<.001
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実際の質問項目は，大脳活動の抑制機能と類似

しており，「生きる力」の「心理的社会的能力」

の向上と大脳活動の抑制機能の発達には関連性

があるものと推察できた。

４．男女別の変化

go/no-go課題実験，「生きる力」調査の男女
別の結果から，男子に，より顕著な向上がみら

れた。

以上の結果から，キャンプという普段の生活

とは異なる，他者との長時間の相互コミュニ

ケーションや，克服的で冒険的な活動を経験す

ることで，子どもは「生きる力」が向上し，大

脳活動の抑制機能に発達がみられ，キャンプ経

験は，子どもの成長に多様な効果を及ぼすもの

と推察できる。青少年の社会性の欠如や，青少

年の凶悪犯罪の増加など，青少年教育の在り方

が注目されている現在，キャンプに代表される

体験活動は，こうした教育課題を解決する有効

な手段になりうると考えられる。
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