
100 101

Ⅵ−1 資料　親子キャンプの概要
Ⅵ 資料

１－ねらい

２－日時・場所

５－プログラム内容

■ 2011年（平成23年）　那須ロッジキャンプ

自然体験や生活体験などの体験活動を通じて、日常的な生活リズムづくりや人とのかかわり方を学ぶ。
また、体験活動の有効性について調査する。

a 事前研修（日帰り）
8月 2日（火）・20日（土）13:00 ～ 16:00　※どちらか一日　文教大学

b 本キャンプ（2泊3日） 
9月23日（金・祝）12:30 ～ 25日（日）11:30　国立那須甲子青少年自然の家那須ロッジおよび周辺

c 事後研修（日帰り） 10月16日（日）10:00 ～ 12:30　国立オリンピック記念青少年総合センター

６. プログラム企画の工夫・留意点

７. 運営上の工夫・留意点

（１）早寝早起きと定時の食事の徹底
（２）非日常体験による刺激の機会
（３）検査の実施（時間の確保・個人情報管理・保護者および本人の了承）
（４）事前・事後研修の実施とフィードバック

（１）安全管理（マンツーマン体制と班内でのスタッフの協力）
（２）スタッフへの指導

① 楽しく安全に
② 受容(可能な限り否定しない・待つ)
③ 参加者の意志の確認（プログラム参加について）

（３）参加者への３つの約束
① お話を聞こう（おへそを向けて）　（１）事前研修

①主な活動：子どもふれあい活動（交流ゲーム）、事業およびキ
ャンプの説明

②検査等：
【子ども】生活調査票（事前に記入し当日持参）・健康調査票

（事前に記入し当日持参）、体温・気分調査3日分（事
前に記入し当日持参）、自律神経機能測定：心拍数、
自律神経活動量、交感神経／副交感神経比、歯
科検診、唾液中アミラーゼ濃度測定：メンタルスト
レス（計算）負荷時の前後比・前頭葉抑制機能テス
ト：stroopテスト（12問ｘ3種類）の一斉施行・描画
テスト：HTP描画テスト一斉施行・心理検査質問紙： 
POMS簡易版、表情スケール（気分、感情）、STAI
またはCMAS（不安）、SDS（抑うつ）、YG、エゴグ
ラム（性格）、TK式親子関係テスト（子→親）

（２）本キャンプ
①主な活動：（本文中スケジュール表参照）
【子ども】すいとん作り（薪割り・かまどの火）・日の出散策・

あなたのためのおにぎり弁当作り・ハイキング・温泉
体験（北温泉）・キャンドルファイヤー（交流ゲームと
各班の発表）・チャレンジランキング（なすかしチャ
レラン）（「１分間豆つまみ皿うつし」など7種目）・理
科実験（希望者）

（３）事後研修
①主な活動：スライドショーによるキャンプ思い出し・班毎での

ティーパーティ・チャレンジランキング（豆つまみ・片足立ち）・
全体まとめの活動（課題達成型の協力ゲーム）

②検査等：事前研修と同様
大人は、ACE(after-camp evaluation)にて「子ど
もの変化」「自分の変化」につき各々発表。録音
したものを原稿に起こす。

【親】　　生活調査票（事前に記入し当日持参）、健康調査票（事
前に記入し当日持参）、心理検査質問紙： POMS簡
易版（気分、感情）、STAI（不安）、SDS（抑うつ）、
TEGIIエゴグラム(性格）、TK式親子関係テスト（親
→子）、SOC健康調査（歯科検診用）、BDI（抑うつ
度チェック）、PARS（広汎性発達障害チェックシート）

３－参加者の実態

参加者：不登校傾向（発達障害）の児童・生徒とその親
13家族33名（子ども17名・親16名）
※兄弟姉妹での参加有り

子ども：小学年～通信高校生
（小学生12名・中学生4名・高校生1名）（男子13名・女子4名）

大  人：（男性3名・女性13名）

４－スタッフと役割分担（キャンプ26名）

a 全体指導・検査：専門委員（小児科医・臨床心理士・不登校支援専門家） 3名
b プログラム運営・生活支援：学生ボランティアスタッフ 19名
c 歯科検査（事前・事後研修時のみ）：歯科大学准教授・助手 2名
d 全体管理：事務局 4名

【親】　　ワークショップ（集団コラージュ（非言語コミュニケー
ションワーク）、イイトコサガシ（言語コミュニケーシ
ョンワーク）・リラクゼーション個別相談・日の出散策・
キャンドルファイヤー（ゲームと各班の発表）・チャレ
ンジランキング（なすかしチャレラン）（「１分間豆つま
み皿うつし」など7種目）

②検査等：
【子ども】体温・気分調査（起床時に測定）、POMS、表情ス

ケール調査（気分測定）→各活動前後、唾液中アミ
ラーゼ濃度計測→各活動前後、振り返りシート（子
どもが記入）所見シート（ボランティア学生が記入）、
前頭葉機能検査(随時※脳機能検査の部屋） 、自律
神経機能検査：心拍数、自律神経活動量、交感神
経／副交感神経比

【親】　　POMS（気分）：各ワーク前後、アンケート調査：
各ワーク前後、全活動終了時に記述式で調査、
前頭葉機能検（希望者）、自律神経機能検査（希
望者）

（５）親子の距離の確保（別プログラム・同じ空間にいても別行動）
（６）学生ボランティアによるきめ細やかな個々対応（参加者の把握）

（７）ゆとりのあるプログラム（選択制・自由遊びや勉強の時間確保）

② 自分のことは自分でやろう
③ 必ずスタッフと一緒に行動する(勝手に一人で行動しない)

（４）指示の工夫（スモールステップ、視覚化、全体指示→ボラン
ティアからの班毎の指示伝達・確認等）
※班：４人×３班・５人×１班　計４班（男女別）

（５）遊び道具の用意（カプラ・オセロ・羽子板・けん玉・絵本等）
（６）臨機応変な対応

１－ねらい

■ 2012年（平成24年）　親子キャンプ

自然体験や生活体験などの体験活動を通じて、基本的な生活習慣の見直しや、人とのかかわり方について学ぶ機会とする。
また、昨年度に引き続き、体験活動の有効性について調査する。

２－日時・場所（いずれも国立オリンピック記念青少年総合センター）

a 事前研修（日帰り）　　 7月28日（土）・29日（日）12:30 ～ 16:30　※どちらか一日
b 本キャンプ（1泊2日） 　8月27日（月）12:00 ～ 28日（火）16:00
c 事後研修（1泊2日） 　10月13日（土）12:30 ～ 14日（日）  11:30
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３－参加者の実態

４－スタッフと役割分担（キャンプ27名）

５－プログラム内容

参加者：不登校傾向（発達障害）の児童・生徒とその親
13家族32名（子ども18名・親14名）
※兄弟姉妹での参加有り

a 全体指導・検査：専門委員（小児科医・臨床心理士）　　2名
b プログラム運営・生活支援：学生ボランティアスタッフ　21名
c 全体管理：事務局　　　　　　　　　　　　　　　　   4名

（１）事前研修
①主な活動：参加者・スタッフふれあい活動（交流ゲーム）・事業

およびキャンプの説明
②検 査 等：１年目同様（P.100参照）

（３）事後研修（１泊2日）
①主な活動：（本文中スケジュール表参照）
 屋外自由遊び・親子対抗交流（協力）ゲーム・キャ

ンドルファイヤー・早朝散策・朝のつどい・ラジオ
体操・チャレンジランキング大会「足ぶみ日本一」・

「片足立ち」・「どんぐりうつし」・写真によるキャン
プ思い出し

②検 査 等：事前研修と同様（P.101参照）

（２）本キャンプ
①主な活動：（本文中スケジュール表参照)
【子ども】オリエンテーション（３つの約束と今日の予定説明）・

班別活動（自己紹介・買い物計画相談）買い物に
行こう！（班別買い物体験）・カレーライスをつくろう！

（班別野外炊飯）・早朝散策(明治神宮の森)・朝のつ
どい（ラジオ体操）・あなたのためのおにぎり弁当作
り・代々木の森のハイキング（代々木公園）・チャレン
ジランキング（「１分間豆つまみ皿うつし」「なわとび」

「にぎにぎテレパシー」など７種目）・班別出し物発表

子ども：小学2年～大学生（小学生9名・中学生3名・高校生4名・
大学その他2名）（男子13名・女子5名）

大  人：（男性3名・女性11名）

【親】　　ワークショップ・集団コラージュ（非言語コミュニケー
ションワーク）、イイトコサガシ（言語コミュニケーシ
ョンワーク）、リラクゼーション・個別相談・早朝散策・
チャレンジランキング

②検 査 等：１年目同様（P.100参照）

６. プログラム企画の工夫・留意点

（１）班別活動や親子対抗（協力）ゲーム
（２）班長の役割付けを通した仲間づくり
（３）親子の距離の確保（別プログラム・同じ空間にいても別行動・自然な一体感）
　　 他は2011年那須ロッジキャンプと同様

Ⅵ−2 親子キャンプの感想（親）

① キャンプ中の親自身の感想
感　　想

母親2 （キャンプに参加の）お母さん方もとても絆を深く持っている感じで、お母さん同士のつながりもあるんだよということを聞いて、
私が今置かれている立場とは全然違うなっというのが、何とも意外な、というか、前向きにもなれたし、良かったと思います。

母親2
（キャンプに参加した他の母親から）娘さんが大きくなって、わかんないことがちゃんと説明できるようになったんだよ、っていう話を
聞いたときに、成長するとうちもそうなってくるかもしれないっていう、ちょっとした、期待と言うか希望と言うか、そういう道筋を
たどるのかなっていう安心感というか、そういう先の流れが見えたところがよかったかな、って。いつかは自分の子ももしかしたら、
あの時はこうだったって説明してくれるのかなぁっていう、希望がちょっと、見受けられたかなあと思います。

母親3
（キャンプで習った）コーピングで、考え方を、すごくポジティブな方を考える。どうしてもやった時にはネガティブな方の考え方を
自分ではキャッチしてたんですけども、ポジティブな方の考えを持とうっていう意識になることが良かったなあと思って。（ポジティ
ブな意識を持とうって思える？）それが、ストレスに対するコーピング反応だなっていうのを思えた。実際離れた事で、子どもも、
なんかその、あんまり…何とかなってるんだなって思えたこと。

母親4 他のお母さん方の話を聞けたので参考になったし、おしゃべりをしたことがストレス発散になりました。なんかあの…自分自身もゆっ
くりできたのかなっていうところが、良かったです。

母親5
子どもと離れて一人になるっていう時間が不可能な生活をしているので、ほんとに、貴重な時間だったな、っていうことでよかったっ
て思う。（先走って止めたくなっちゃったり、助言したくなっちゃったり）高校生ですけど子離れしてなくって、それを一生懸命、
そばにいると出しちゃうので、物理的に離れると、出せない自分がいる、っていうのが、まあ、いい機会だな、と思いました。

母親6
（親御さん同士で話しをして良かったことで)すごく旦那さんが協力的なのが私にとってはすごく新鮮だった。６年生の娘が、私が
このコラージュを体験する前に、一人で家でよく作ってたんですよ。で、それの気持ちが全然分かんなくって。実際自分でやって
みたら、こういう楽しいものなんだっていうか、また、なんか娘のセンスも、かわいい作品が作れて同じ気持ちになれたのかな、って
いうところで良かったです。

母親7 自分がちょっと自由に行動できてよかった。

母親8 学生に戻れた気分。なかなかお母さんだけで遠い場所で子どもと離れて行動するのが新鮮で、すごくリフレッシュ出来た。

母親9 子どもを安心してまかせることができて、親同士のコミュニケ―ションがたくさんとれました。

母親10
私は割とマイペースなんですけど、みなさんといろいろ話せて、すっごいたのしかったのに帰ってきたらすごく疲れた。逆に（子ども
と別々で）一緒にいなかったせいか、どうしてるかな、と気にしていたせいか、家に帰ってきて２人一緒になったら逆にどっと疲れ
ました。

母親11 同じようなお子さんを持つ親同士の交流がとっても楽しかったです。私も学生気分になって楽しめました。(子どもなしで旅行は初め
てだったのでうれしかったです）

母親12 子どもよりも私の方が集団行動に気が進まない所があって、緊張と疲れ、楽しさの繰り返しだったが、終わってみると、子どもから
離れて大人同士で過ごせただけで精神的に楽になって終われた。

母親13 智哉が一人で元気に活動できたことがよかったと思います。また、スタッフの方や参加者のみなさんと仲良く接することができて、
よかったです。

父1 家での子どもの生活で、できないと決めつけていたことが、今回の合宿で新たな発見があり、とてもよかった。

父2
男（父親）同士で話すことはありますけども、女性（母親）と一緒にその、子どもの話をするというのはまずないので、この機会は
ホントにすごくフレッシュですね。（職を持っている母親との会話で）子育てしても職を持つべきだっていうのはホント、教えてもら
いました。

【表1】



104 105

Ⅵ 資料

② キャンプ中の子どもについての親の感想
感　　想

母親1 夜泣きなどあるのかと思いましたらなく、皆さんと良く寝られていたことはとても驚きでもあり、寂しさもありましたが安心しました。
自分から行動している姿を見られてうれしかったです。

母親2 子どももテンションが高く、生き生きした顔が見られました。

母親3 2泊3日も集団の中で、大きなトラブルなく過ごせたのは、ずいぶんと成長を感じることができました。これからも新しい経験を増や
してやりたいと思いました。

母親4 子どもと離れた活動でしたが、子どもの様子も少し見ることもでき、安心して親も活動ができた。

母親5 子どもから離れて過ごせた事で、気分が楽になれた所。子どもを気にしていなくても見てくれている人がいて、安心できた所。

母親6 子どもの普段と違う様子を見られたこと。親たち数人で作り上げた積木が崩れた時、一生懸命直してくれようとしていたこと。

母親7
自分が、（キャンプに参加して）子どもと離れることができて、冷静によそのお母さんから、（自分の子どもが）あんな風にしてるねえ
とか、言われるのを聞いて、すごく、自分がいなくてもこういう風にできるんだなって言うのを、第三者的な目で見ることができて良
かったかな、と思いました。

父親1 母親がいなくても父親と一緒に、たぶん一緒に過ごすことができるんだなってことを再確認できたので、それはとても、良かったな、
と感じました。

父親2 親じゃない他人と過ごすということで、あの、子どもたちがいつもとは違う環境にいるということで、何か、親とは違った環境で
何か見つけてくれるんじゃないかなって言うのを、思いました。その何かって言うのはわかんないですけど。

【表2】

【臨床心理検査／田副  真美（ルーテル学院大学准教授）】

Ⅵ−3 睡眠の質調査票

項　　目 一度も
ない たまに 時々 しばしば ほとんど

いつも

1 寝付きが悪い

2 入眠するまで１時間以上かかる

3 夜中に４回以上目が覚める

4 いったん目が覚めるとなかなか眠れない

5 朝、目が覚めるのが早すぎる

6 よく眠れないのではないかと心配だ

7 眠れるようにアルコールを飲む

8 横になっていると、脚が落ち着かなかったり、あるいはけいれんする感じがする。

9 朝起きるのがつらい

10 目覚めた時だるい

11 眠ってもすっきりしない

12 長い間床に入っていたのに十分な睡眠時間がといれていない

13 眠っても夜中に目が覚める

項　　目 一度も
ない たまに 時々 しばしば ほとんど

いつも

1 乗り物に乗っているときに眠ってしまう

2 テレビを見ながらうとうとしてしまう

3 座ると１０分もしないうちに居眠りしてしまう

4 友人宅を訪問中に眠ってしまう

5 会話中に眠ってしまう

6 １５分も読書をするとねむってしまう

7 リラックスしているとうとうとしてしまう

項　　目 一度も
ない たまに 時々 しばしば ほとんど

いつも

1枚目　　　問1～ 13　　　　計52点 0 1 2 3 4

2枚目　　　問1～7　　　　　計28点 0 1 2 3 4

■ ここ１週間の睡眠状況についてお聞きします。最もよく当てはまるものに○を付けて下さい。

■ ここ１週間の日中の眠気についてお聞きします。最もよく当てはまるものに○を付けて下さい。

【１枚目】

【2枚目】

睡眠の質に関する質問紙採点表

氏名

月 　　　日 （　　　　歳）

◦喫煙はしていますか	 〔　はい　/　いいえ　〕
◦喫煙をしている人にお聞きします。就寝前、喫煙はしていますか	 〔　いつも　/　時々　/　していない　〕
◦就寝前（4～6時間前）にお茶（紅茶、煎茶、ウーロン茶など）やコーヒーなど、カフェイン入りの飲料を摂取していますか。
	 〔　いつも　/　時々　/　していない　〕
◦就寝前（3～4時間前）に激しい運動を行っていますか	 〔　いつも　/　時々　/　していない　〕

（最小点 0点　最大点 80点）

■	喫煙をしている　・いいえ	0点

〈はいの場合〉⇒	就寝前喫煙をしている　　　　　　		・していない0点　　・時々2点　　・いつも4点
	 就寝前にカフェインを摂取している　・していない0点　　・時々2点　　・いつも4点
	 就寝前の激しい運動　　　　　　　		・していない0点　　・時々2点　　・いつも4点

※1枚目では、合計得点が少ないほど、質の良い睡眠がとれているものとする。
　2枚目では、合計得点が少ないほど、日中の眠気が少ないものとする。
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Ⅵ−4 資料：国立青少年教育振興機構事業一覧
Ⅵ 資料

通番 施設名 事　業　名 継続
年数 事業の目的 事業内容 期　　間 対　　象

募集
人数
(人）

連携先

1 大洲 おおずふれあいスクール 16

不登校児童・生徒及びひきこも
りがちな青年の居場所をつくる
とともに、自然体験、生活体験、
社会体験（ボランティア活動、職
場体験活動等）を通して自立を
促し、社会への適応能力の向上
を図る。

・自主活動
・自然体験活動
・社会体験活動
・文化・スポーツ体験

活動

4.1（日）～ 3.31（日）

不登校生徒（小・
中・ 高 等 学 校 ）
及びひきこもりが
ちな青年（１６歳
～２２歳）

15
適応指導教室
小 学 校、中 学 校、
高等学校

2 吉備 子育て支援
ハートフルキャンプ 2

不登校で悩む保護者に、キャン
プを通じ子育てについて体験的
に学ぶ機会を提供する。有識者
会議で相談することで質の高いプ
ログラムを提供する。

・有識者会議
・保護者向けキャンプ
・親子キャンプ

12.15(土) ～16(日)　
2.16(土) ～17(日)

子育てに悩みを
持つ 保護 者とそ
の家族

家族
10組

ＮＰＯ法人
「リスタート」

3 能登

課題を抱える青少年の
体験活動

「みんなでつくろう　
能登のわ」

3

不登校傾向にある児童生徒が、
農業体験等を通して、これまでの
自分自身の生き方を見つめ、仲
間とのコミュニケーション能力を
高め、社会の一員としての自立心
を養う。

・アイスブレイク
・アーチェリー
・火起こし体験
・野外炊飯
・農業体験

7.12(木) ～7.13（金）
（1泊2日）
12.12(水) ～12.13（木）
(1泊2日)

不登校傾向にあ
る児童生徒 10

七尾市教育研究所
西 村農 園、石川・
富山・福井県教育
委員会(後援)

4 沖縄 いきいき自然体験キャンプ 19

心因性の不登校児童生徒を対象
に、渡嘉敷島の豊かな自然の中
で様々な体験活動を通して、児
童生徒一人ひとりが自分の世界
を広げ、自己を見つめるきっかけ
とする。さらに、社会生活への
適応を支援する。

・集団宿泊（テント宿泊、
本館宿泊）

・自然体験活動（テント
設営、野外炊飯、海洋
研修、クラフト活動）

・交流レクリエーション

9.25(火) ～ 9.28（金）
(3泊4日)

適応指導教室に
通 所してい る児
童・生徒

30 沖縄県適応指導教
室連絡協議会

5 花山

【不登校児童・生徒対応
事業】
はなやまアドベンチャー
留学

7

不登校状態にある児童・生徒が，
野 外での 体 験 活動やアドベン
チャー活動等を通して，自己肯
定感や他者への信頼感を育み，
それを日常の生活に活かせるよ
うにする。さらに，企画協力者
会議等を通じて各適応指導教室
との連携を図り，指導員の事業
への参加・協力を検討しながら，
適応指導教室の行事としての企
画を模索していく。

・アイスブレイク
・沢遊び
・登山
・雪遊び　他

7.10(火)　(日帰り)
10.16(火) ～18(木)
 (2泊3日)

11月～ 2月

小学生、中学生 各回20
宮城県教育委員会
宮城県内各適応指
導教室

6 立山

マイ・チェンジ・プロジェクト
①特別支援学級編
②適応指導教室編
③通信制高校編

2
課題を抱える青少年が自然体験
活動を通して、自己実現を図るよ
うにする。

・森の散策
・沢歩き
・野外炊事
・登山

通年
①小学生
②小中学生
③高校生

各回
未定

市町教育センター
立山区域小学校教
育協議会、星槎国
際高校

7 若狭湾
若狭の自然の中で

（不登校児童生徒支援事業）
～東海市との連携～

3

課題を抱える児童・生徒が、若
狭湾の雄大な自然の中で心身を
リフレッシュするとともに、参加
者同士や参加者とボランティア
との交流を図り、チャレンジしよ
うとする意欲を高める。

参加者が自分のペース
で若狭湾の自然に親し
む 選 択 活 動、 浜 遊 び、
夕日観察、磯観察、グラ
スボート、シーカヤック、
カッター

H24.
9.15（土）～ 9.17（月）

（2泊3日）
小学生・中学生 15

中部北陸ブロック
各国立青少年教育
施設、近隣県立青
少年教育施設
東海市教育委員会
近隣府県教育委員
会、福井県内小中
学校等

8 諫早
不登校生徒自立支援自然
体験活動
諫早市少年センター

4

自然体験活動や生活体験活動を
通して，青少年に「心」と「体」
が相伴った成長を促すことで自
立できるような支援をする。

・アイスブレイクゲーム
・イニシアティブゲーム
・登山，沢登り
・野外炊飯
・１日のふりかえり活動
・クラフト活動
・ディスクゴルフ

①6.11(月) ～ 6.13(水）
　（2泊3日）
②9.18(火)　（日帰り）
③10.22(月) ～
　 10/24(水)
　 （2泊3日）
④11.13(火)（日帰り）
⑤12.17(月）（日帰り）
⑥2.5（火）（日帰り）

諫早市少 年セン
ター利用生徒 及
び職員

1団体

諫早市
少年センター
後援
諫早市教育委員会

9 諫早
不登校生徒自立支援自
然体験活動キャンプ
大牟田市適応指導教室

4

自然体験活動や生活体験活動を
通して，青少年に「心」と「体」
が相伴った成長を促すことで自
立できるような支援をする。

・アイスブレイクゲーム
・イニシアティブゲーム
・登山，沢登り
・野外炊飯
・１日のふりかえり活動

7.3（火）～7.5（木）
（2泊3日）

大牟田市適応指
導教室利用生徒
及び職員

1団体

大牟田市適応指導
教室
後援
大牟田市，各教育
委員会

10 大隅 海からのメッセージ 7

水深200ｍの深海をもつ錦江湾
を舞台に，その素晴らしさや厳
しさを体験することにより「生き
る力」を育むとともに，長期冒
険型活動をとおして心に悩みをも
つ青少年の自立を支援する。

・錦江湾でのゴムボート
活動

・海の魅力と安全管理の
学習

・環境学習
・野外炊飯

事前研修：7.14（土）
（１日）
7.25（水）～7.31（火）

（６泊７日）

心に悩みをもつ
小 学 校５年生～
中・高 校 生 及び
小 学 校５年生～
中・高校生

30

関係小学校
鹿児島大学
関係漁業協同組合
鹿児島海上保安部
他

11 大隅 山から君へのメッセージ 7

冬の高隈連山縦走をとおして自
然の厳しさや偉大さを体感する
とともに，最後までやり遂げる
忍耐力や協力心を培い，青少年
の自立を支援する。

・野外活動安全学習
・登山学習・練習
・高隈山縦走

12.25（火）～12.28（金）
（３泊４日）

心に悩みをもつ
小 学 校５年生～
中・高 校 生 及び
小 学 校５年生～
中・高校生

24 鹿児島県山岳連盟

通番 施設名 事　業　名 継続
年数 事業の目的 事業内容 期　　間 対　　象

募集
人数
(人）

連携先

1 曽爾

そにっとキャンプ
①プレキャンプ
②メインキャンプ
③ポストキャンプ

7

軽度の発達障がいのある子ども
たちを対象に冒険的な活動等を
通してやり遂げた時の達成感を
積み重ねる中で、社会性や自己
肯定感、レジリエンスを養う。ま
た、保護者に対する効果的な支
援方法についての研修を行う。
さらに、この事業を通して得た
成果の普及・啓発を行う。

①プレキャンプ:登山や野
外炊飯・キャンプファイ
アーやナイトハイク

②メインキャンプ:登山や野外
炊飯・キャンプファイアー
やナイトハイク・参加者の
保護者に対しての支援

③ポストキャンプ:登山や
野外炊飯・キャンプファ
イアーやナイトハイク

①プレキャンプ
　H24.7.7（土）～7.8（日）

（1泊2日）
②メインキャンプ
　H24.9.15（土）～ 9.17（月・

祝）
　（2泊3日）
③ポストキャンプ
　H25.1.26（土）～1.27

（日）（1泊2日）

①小学生
　(3 ～ 6年）
②小学生
　(3 ～ 6年）と

その保護者
③小学生
　(3 ～ 6年）

①15
②40
③15

関西大学
関西医科大学
奈良県教育委員会
名張市教育委員会
名張市立病院

2 磐梯 特別支援学校応援
プロジェクト 3

特別な支援を必要とする児童生
徒が、社会的に自立できるような
きっかけづくりとしての自然体験
プログラムを開発する。

・野外での体験活動
・施設側の支援体制
・プログラム開発

6.26(火) ～ 6.27(水)
9.11(火) ～ 9.12(水)
9.27(木) ～ 9.28(金)
(1泊2日)

中学生
①１５
②１５
③１５

猪苗代養護学校
会津養護学校

3 赤城 あかぎサンサンかがやき
キャンプ 1

障害を持っている子供と健常の子
どもとのふれあいの場を提供する
ことで，相互理解を充実させる。

・スタッフの育成(講義・
実習）

・日帰りキャンプの実施

9.22(土）～ 23(日）
11.3(土）～４（日）

小学生3年以上
スタッフは高校生
以上

２0名 東京福祉大学

4 阿蘇 阿蘇わくわく自然体験塾 3
自然体験や社会体験，交流体験
をとおした特別な支援を要する
児童・生徒の社会性の育成

・施設探索ウォークラリー
・動物ふれあい体験
・水基めぐり
・草千里トレッキングウォー

クラリーほか

①H.24.7.12(木) （日帰り）
②H.24.8.19（日）（日帰り） 
③H.24.9.20（木）～ 9.21（金）

（1泊2日） 

熊本県立大津養
護学 校と熊本県
立小国養護学校
の生徒

50

後援
熊本県教育委員会，
阿蘇市教育委員会，
大津町教育委員会，
小国町教育委員会

5 夜須
高原

公立施設と連携した
「課題を抱える子ども」
の自立促進プログラム
開発事業

4
子どもの自立と保護者のネット
ワーク作りを目指したプログラム
開発を行う。

①聴覚障害対象
　・野外炊飯
②視覚障害
　・雪そり体験

①H24.12.25（火)～27（木）
（2泊3日）

②H25.1.19(土)～20(日)（1
泊2日）

①聴覚障害
②視覚障害

①70
②60

① 福岡県 立 英 彦山
青年の家

②福岡県立少年自然
の家「玄海の家」

通番 施設名 事　業　名 継続
年数 事業の目的 事業内容 期　　間 対　　象

募集
人数
(人）

連携先

1 岩手山

タートルズキャンプ
～自立支援が必要な
子どもたちのチャレンジ
タイム～

3

自然体験や集団宿泊等を通して，
コミュニケーション能力向上と
個々の目標達成を支援し，自信
を持たせる。

・野外炊事
・乗馬，厩舎清掃体験
・テント泊ほか

4月～ 3月
※8/7（火）～ 8/9（木）
＜2泊3日＞

①施設入所者 12

児童養護施設みちのく
みどり学園
情緒障害児短期治療施
設ことりさわ学園
児童養護施設和光学園
児童養護施設青雲荘

2 夜須
高原

児童養護施設で暮らす子
どもたちのための
自然体験活動プログラム
開発事業

3
自然体験活動を行うことで、児童
養護施設の子どもたちの自尊感
情を高める。

・公共の乗り物体験
・買い物体験
・野外炊飯
・登山

H24.7.22（日）日帰り
H24.8.20（月）～ 23（木）（３
泊４日）
H24.9.15（土）日帰り

児童養護 施設　
３施設 50 −

3 大雪 支援を要する児童のため
のプログラム開発 3/3 児童養護施設等への支援につい

て、プログラムを作成する。
・指導養護施設等
  への支援について 通年 児童擁護施設児

童生徒 −
北海道教育大学札
幌校、
光が丘学園

4 淡路 WAKAMONO健やか育成
事業①② 3

児童福祉施設における自己肯定
感醸成のためのモデル事業とし
て行こなう。

・施設との連携や打ち合
わせ

・リダー研修会
・サマーキャンプ

５.１９（土）～５. ２０（日）
１泊２日

７. ２３（月）～７. ２５（水）
２泊３日

小 学 校(高 ）・中
学・高校

①20
②40

大阪市立弘済みら
い園・のぞみ園

5 那須
甲子

Grow  up your feeling
～仲間とともに自然体験～ 5

児童養護施設で生活している子
どもたちが，心身ともに健やかに
成長・発達していくことを願い，
自然体験活動と心のふれあいの
機会を提供する。

・自然体験活動
・キャンプファイヤー

10/13(土) ～10/14(日)
(1泊2日)

児童福祉施設で
生 活 する 小・中
学生と施設職員

30 白河学園

6 妙高 妙高ひまわりキャンプ 3

課題を抱えた子どもたちが、プログラ
ムの企画立案に携わり主体的に活動
にかかわるとともに、仲間とともに作
り上げる喜びを感じながら自然の中
で思い切り活動することを通して、今
後の自立へのエネルギーを養う。

源流探検 野外炊事　
ナイトハイク アルペ
ンスキー

①8.8(水) ～ 8.10（金）
（2泊3日）

②1.12（土）～1.14（月）（2
泊3日）

上越養護所若竹
寮 30

上越児童相談所　
上越養護所若竹寮  
上越教育大学

7 山口
徳地

「困難な状況にある青少
年を対象とした支援プロ
グラム」試行・検証事業

6

児童養護施設や児童相談所の子
ども達を対象に「徳地アドベン
チャー教育プログラム」を実施
し、グループワークにより信頼
感、協調性をはぐくむことを目的
に実施する。

・本所の活動プログラム
・プログラムの試行・検

証のための会議・打ち
合わせ等

・利用団体の視察
・事例発表会の開催

通年　

児童養護施設や
児童相談所に通
所する子ども達
等

−

北九州市子ども総
合センター
山口大学教育学部
県内外児童養護施
設等

8 大隅

児童養護施設との連携
事業
～子ども生き生き体験学
習～

2

児童養護施設と連携を深め，様々
な体験活動をとおして子どもたち
の豊かな情操を養い，自立を支
援する。

・野外活動
・クラフト活動
・コミュニケーション
　能力の育成

①5.26（土）
②8.25（土）～ 8.26（日）
③11.10（土）
④2.9（土）
　（１泊２日と３日）

児童養護施設の
子ども 各２５ 大隅学舎

9 乗鞍

Ｆｅｅｌ ｔｈｅ Ｗｉｎｄ
～のりくらを感じよう！自然・
仲間・自分～
　　①夏の乗鞍を感じよう
　　②冬の乗鞍を感じよう

6

青年が困難を有する小中高生と共に
自然体験活動や支援・援助活動を通
して，互いのコミュニケーション作り
を促進し，心を開いて交流できる人
間関係能力や社会的役割能力を育成
する。また，異年齢間交流によって
自立した青少年の育成を推進する。

・【講義】課題を抱える
   子どもに寄り添って
・【講義】カウンセリン
   グの手法・【実習】
①ツリークライミング　
②イグルーづくり
・【実習】おやつづくり

①青年6.29(金)～7.1(日)(2
泊3日)

　児童生徒6.30(土) ～
7.1(日)(1泊2日)

②青年1.18(金) ～1.20(日)
(2泊3日)

　児童生徒1.19(土) ～
1.20(日)(1泊2日)

①②
青年・小中高生

①青年15
  小中高生

30
②青年15
  小中高生

30

飛騨慈光会

■【不登校】

■【特別支援】

■【児童養護施設】

平成24年度　課題を有する子どもを対象とした事業一覧
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Ⅵ 資料

通番 施設名 事　業　名 継続
年数 事業の目的 事業内容 期　　間 対　　象

募集
人数
(人）

連携先

1 三瓶 ＳＡＮＢＥ親子合宿
～生命の絆～ 9

非行を犯してしまった青少年とそ
の家族に，親子合宿形式での自
然体験活動の機会を提供するこ
とにより，親子関係の修復を図
り，本人と家族双方の立ち直り
を支援する。

・親子の会話の促進
・親子のふれあい促進
・１日のふりかえりと
　保護者ミーティング

11.5(月) ～11.6(火)
(1泊2日)

特定の状況にあ
る青少 年とその
家族

6 松江家庭裁判所

2 岩手山
Ｐｅａｃｅｆｕｌ
～盛岡少年院との連携
事業～

2 自然体験活動を通して，困難を有
する青少年への支援を行う。

・アドベンチャープロ
  グラム
・野外活動
・野外炊事ほか

4月～ 3月 少年院入所者 10 盛岡少年院

3 日高

機構活性化プラン
課題を抱える子を対象に
したプログラム開発事業
(ヒューマンリレーション
シッププログラム)

3

少年院、矯正管区との連携のも
と、法務教官や専門的有識者と
のワーキング会議や実践を経て
課題を抱える青少年を対象にした
プログラムを開発する。

ワーキング会議で、プ
ログラムを作成する。
各少年院の現状に応
じた実践を行い、プロ
グラムの効果を測定
する。

通年 矯正教育を受け
る青少年

4施設
合計

30程度

札幌矯正管区、
少年院

通番 施設名 事　業　名 継続
年数 事業の目的 事業内容 期　　間 対　　象

募集
人数
(人）

連携先

1 江田島
【機構活性化プラン】
「海は宝物！みんなが
ひとつに！！」

1

何らかの事情により一人親家庭
となった子どもに，自分を見つ
めなおしたり，集団と関わったり
する活動を通して，自分のよさや
仲間の大切さに気付かせ，自分
らしさを発揮できるようにする。

・海辺の活動
・清掃活動
・野外炊事

8.27（月）～ 8.30（木）
（3泊4日）

母子生活支援施
設 等で 生 活して
いる子ども

20

広島市子ども・
家庭支援課
広島市母子寡婦
福祉連合会

2 赤城 あかぎ多文化共生推進
プロジェクト 3

群馬大学および群馬県生活文化
部国際課との共催により，外国人
子女に日本語力や基本的生活習
慣を身に付ける。

・人間関係作りプログ
  ラム
・日本語研修
・自然体験活動

8.24（金）～ 8.26（日）
10.18（金）～ 20（日）

外国人子女（学齢
児童生徒）

各回
30

群馬大学
群馬県生活文化
部国際課

通番 施設名 事　業　名 継続
年数 事業の目的 事業内容 期　　間 対　　象

募集
人数
(人）

連携先

1 中央 ニートひきこもりの青年
を対象にした事業 7

ニートやひきこもりの青年が共
同生活，勤労体験活動，自然体
験活動を行うことにより，自信を
持ち，自立への意欲を高める。

・共同生活
・勤労体験活動
・奉仕活動
・富士登山　など

①9.1(土) ～ 9.15(土)(14
泊15日)

②12.1(土) ～12.2(日)
③1.19(土) ～1.20(日)
④3.9(土) ～ 3.10(日)

(各1泊2日)

ニート・ひきこもり・
不登校の高校生，
大学生，青年

10 自立支援機関
高等学校

通番 施設名 事　業　名 継続
年数 事業の目的 事業内容 期　　間 対　　象

募集
人数
(人）

連携先

1 能登

調査研究事業
「特定の状況にある青少
年の体験活動の有効性
に関する研究」（中部・
北陸ブロック５施設次長
プロジェクト）
※普及啓発事業

3

中部・北陸ブロック5施設が、共
通のテーマに沿った体験活動を
企画・実施し、体験活動が青少
年に及ぼす効果を明らかにする。

①課題を抱える青少年を
対象とした体験活動を
企画・運営する際の関
係機関との連携の在り
方

②課題を抱える青少年を
対象とした体験活動に
よる子どもたちの変容

通年 中部･北陸ロック
の5施設の職員 −

国立妙高青少年
自然の家、国立
立山青少年自然
の家、国立若狭
湾青少年自然の
家、国立乗鞍青
少年交流家

2 乗鞍

困難を有する青少年を対
象とした体験活動の有効
性に関する研究

（５施設プロジェクト）

5

様々な事情で,健やかな成長を遂
げていく上での困難を抱えたり,不
利な立場に置かれたりしている青
少年の成長を支えることは,社会
全体の責任である。国立青少年
教育施設が関係機関と連携し,豊
かな体験活動を通して，こうした
青少年の「生きる力」を育むことは，
国の施策を具体化するナショナル
センターとしての役割を担う施設
にとって喫緊の課題である。

・【講義】課題を抱え
る青少年を対象とし
たプログラム開発

・【協議】調査研究の
進め方、まとめ方、
普及啓発について

・報告書の作成

通年 各対 象事業とな
る参加者 − 飛騨慈光会

3 妙高
課題を有する青少年を対
象とした体験活動のプロ
グラム開発

3

子どもたちが抱える多様な課題に
応じた体験活動を構想・実践し、
子どもたちの変容を確かめなが
ら、課題を有する子どもたちに有
効な自然体験活動のプログラムを
開発する。

中部北陸ブロックの各
施設で課題を有する子
どもを対象とした体験
活動のプログラムを開発
し、その成果をまとめる。

通年 − −

上越養護所若竹寮
信州大学　
筑波大学　
上越教育大学

4 立山

特定の状況下にある青少年
の体験活動の有効性に関す
る研究
※普及啓発事業

3
特定の状況下にある青少年を対
象とした体験活動を実施し、そ
の効果を明らかにする。

・関係機関との連携の在
り方について

・体験活動による参加者
の変容について

通年 適応指導教室に
通う児童生徒 −

国立妙高・若狭湾
青 少 年自然 の家、
国立能登・乗鞍青
少年交流の家

5 若狭湾

中部・北陸ブロック次長
プロジェクト「課題を抱
える子どもの体験活動に
関する調査研究

3

子どもたちが抱える多様な課題
に応じた体験活動を構想・実践
し、子どもたちの変容を確かめ
ながら、課題を抱える子どもたち
に有効な自然体験活動のプログ
ラムを開発する。

中部・北陸ブロック５
施設連携調査研究事
業、若狭湾青少年自
然の家「東 海 市との
連携」が対象

通年 小学生・中学生 −
中部・北陸ブロック
各国立青少年教育
施設

■【非行】 ■【その他の課題を抱える子どもの支援事業】

■【ニート・ひきこもり】

■【参考：調査研究】


